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(57)【要約】
　変調およびコーディング方式を決定するための方法が
開示される。方法はネットワークデバイスによって実行
される。方法は、ネットワークデバイスからダウンリン
クデータを受信するために第1の時間期間の中で第1の時
間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを
決定することであって、ここで、K≧2であることと(S21
0)、チャネル品質インジケータCQIを取得することであ
って、ここで、CQIが、チャネルの信号対干渉雑音比SIN
Rおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで
、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャ
ネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとネット
ワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時
間期間の中で伝送するために使用されることと(S220)、
第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSを
CQIに従って決定することと(S230)を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変調およびコーディング順位を決定するための方法であって、前記方法はネットワーク
デバイスによって実行され、前記方法が、
　前記ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期
間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するステップ
であって、K≧2である、ステップと、
　チャネル品質インジケータCQIを取得するステップであって、前記CQIが、チャネルの信
号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って決定され、前記チャネルが
、前記第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記チャネルが、第1の端末デ
バイスと前記ネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを前記第1の時間期間の
中で伝送するために使用される、ステップと、
　前記第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSを前記CQIに従って決定する
ステップと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復
号反復回数に従って決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記
ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である
、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答
メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、前記第1の
肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前
記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージ
である、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復
回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って
決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータ
に対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、前記第1の肯定応
答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセ
スの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた肯定応答
メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の
端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである、
請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　CQIを取得する前記ステップが、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
記チャネルの前記SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って、前記第1の端末デバ
イスによって決定される、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　CQIを取得する前記ステップが、
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　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復号反復回数に従っ
て、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端
末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
反復の回数である、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　CQIを取得する前記ステップが、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答メッセージの数量
、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、前記第1の端末デバイスによって決定
され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド
自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバ
イスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否
定応答メッセージである、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　CQIを取得する前記ステップが、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、前記第1の端末
デバイスによって決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダ
ウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再
送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ
送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセ
スの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答
メッセージである、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　CQIを取得する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第3のインジケータ情報が、前記第1の端末デバイスによってフィードバック
されるCQIを示すために使用され、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされる
前記CQIが、前記チャネルの前記SINRに従って前記第1の端末デバイスによって決定される
、ステップと、
　前記CQIを決定するために、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記
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CQIを前記端末デバイスの前記数量Kに従って処理するステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信するステップを
さらに備え、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、
前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復
号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前
記数量Kに従って処理する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量Kおよび前記第1の復号反復回数に従って処理するステップを備える、
　請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法が、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定するステ
ップをさらに備え、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのH
ARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた
肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で
前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセー
ジであり、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前
記数量Kに従って処理する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量K、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセ
ージの前記数量に従って処理するステップを備える、
　請求項9に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、前記
第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処
理を実行するときに実行された復号反復の回数である、ステップと、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定するステ
ップであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのHARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前
記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージ
である、ステップとをさらに備え、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前
記数量Kに従って処理する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量K、前記第1の復号反復回数、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および
前記第1の否定応答メッセージの前記数量に従って処理するステップを備える、
　請求項9に記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法が、スパースコード多元接続通信システムに適用され、前記第1の時間周波数
リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロックであ
る、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
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　変調およびコーディング順位を決定するための方法であって、前記方法はネットワーク
デバイスによって実行され、前記方法が、
　前記ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期
間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するステップ
であって、K≧2である、ステップと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジケータCQIを示すために使用
され、前記CQIが、チャネルのSINRに従って前記第1の端末デバイスによって決定され、前
記チャネルが、前記第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記チャネルが
、前記第1の端末デバイスと前記ネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを前
記第1の時間期間の中で伝送するために使用される、ステップと、
　前記端末デバイスの前記数量Kの値および前記CQIの値に対応する変調およびコーディン
グ順位MCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定し、前記第1の端末デバイスのMCS
として前記MCSを使用するステップであって、前記マッピング関係情報が、N個のパラメー
タセットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセ
ットが、端末デバイス数量値およびCQI値を備え、N≧2である、ステップと
　を備える方法。
【請求項１５】
　各パラメータセットが、復号反復回数値をさらに備え、
　前記方法が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップを
さらに備え、前記第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、
前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復
号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記端末デバイスの前記数量Kの値および前記CQIの値に対応するMCSを事前設定マッピ
ング関係情報に従って決定する前記ステップが、
　前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、および前記第1の復号反復
回数値に対応するMCSを、前記事前設定マッピング関係情報に従って決定するステップを
備える、
　請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　各パラメータセットが、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージの数
量の値をさらに備え、
　前記方法が、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定するステ
ップをさらに備え、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのための
ハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネッ
トワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージ
が、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイス
へ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、前記第1の肯定応答メッセ
ージの前記数量および前記第1の否定応答メッセージの前記数量をさらに備え、
　前記端末デバイスの前記数量Kの値および前記CQIの値に対応するMCSを事前設定マッピ
ング関係情報に従って決定する前記ステップが、
　前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、前記第1の肯定応答メッセ
ージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセージの前記数量に対応するMCSを、前記
事前設定マッピング関係情報に従って決定するステップを備える、
　請求項14に記載の方法。
【請求項１７】
　各パラメータセットが、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および否定
応答メッセージの数量の値をさらに備え、
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　前記方法が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、前記
第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処
理を実行するときに実行された復号反復の回数である、ステップと、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定するステ
ップであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのHARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前
記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージ
であり、調整ポリシー情報が、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量および前記第1の
否定応答メッセージの前記数量をさらに備える、ステップとをさらに備え、
　前記端末デバイスの前記数量Kの値および前記CQIの値に対応するMCSを事前設定マッピ
ング関係情報に従って決定する前記ステップが、
　前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、前記第1の復号反復回数値
、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセージの前記
数量に対応するMCSを、前記事前設定マッピング関係情報に従って決定するステップを備
える、
　請求項14に記載の方法。
【請求項１８】
　前記方法が、スパースコード多元接続通信システムに適用され、前記第1の時間周波数
リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロックであ
る、請求項14から17のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記マッピング関係情報が、特に前記N個のパラメータセットと前記N個のMCSとの間の
前記1対1マッピング関係を記録するマッピングエントリである、請求項14から18のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項２０】
　変調およびコーディング順位を決定するための方法であって、前記方法はK個の端末デ
バイスの中の第1の端末デバイスによって実行され、前記方法が、
　チャネルの信号対雑音比SINRを決定するステップであって、前記チャネルが、第1の時
間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記チャネルが、前記第1の端末デバイスと
ネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するため
に使用され、前記K個の端末デバイスが、前記ネットワークデバイスとのダウンリンクデ
ータ伝送を実行するために前記第1の時間期間の中で前記第1の時間周波数リソースを再使
用し、K≧2である、ステップと、
　前記ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するステッ
プであって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために
使用される、ステップと、
　前記チャネルの前記信号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って、
チャネル品質インジケータCQIを決定するステップと、
　前記ネットワークデバイスが、前記第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位M
CSを前記CQIに従って決定するように、第2のインジケータ情報を前記ネットワークデバイ
スへ送るステップであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用さ
れる、ステップと
　を備える方法。
【請求項２１】
　前記チャネルの前記信号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従ってCQI
を決定する前記ステップが、
　前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復号反復回数に
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従って前記CQIを決定するステップを備え、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デ
バイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復
の回数である、
　請求項20に記載の方法。
【請求項２２】
　前記チャネルの前記信号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従ってCQI
を決定する前記ステップが、
　前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って前記CQIを決定するステップを備え
、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動
再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイス
へ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロ
セスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応
答メッセージである、
　請求項20に記載の方法。
【請求項２３】
　前記チャネルの前記信号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従ってCQI
を決定する前記ステップが、
　前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復回数、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って前記CQIを決
定するステップを備え、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウン
リンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、前記
第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要
求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送ら
れた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの
中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッ
セージである、
　請求項20に記載の方法。
【請求項２４】
　前記方法が、スパースコード多元接続通信システムに適用され、前記第1の時間周波数
リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロックであ
る、請求項20から23のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　変調およびコーディング順位を決定するための方法であって、前記方法はK個の端末デ
バイスの中の第1の端末デバイスによって実行され、前記方法が、
　チャネルの信号対雑音比SINRを決定するステップであって、前記チャネルが、第1の時
間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記チャネルが、前記第1の端末デバイスと
ネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するため
に使用され、前記K個の端末デバイスが、前記ネットワークデバイスとのダウンリンクデ
ータ伝送を実行するために前記第1の時間期間の中で前記第1の時間周波数リソースを再使
用し、K≧2である、ステップと、
　前記チャネルの前記SINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定するステップと
、
　前記ネットワークデバイスが、前記第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位M
CSを、前記端末デバイスの前記数量K、前記CQI、および前記第1の復号反復回数に従って
決定するように、第1のインジケータ情報および第2のインジケータ情報を前記ネットワー
クデバイスへ送るステップであって、前記第1のインジケータ情報が、前記CQIを示すため
に使用され、前記第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、
前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復
号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である、ステップと
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　を備える方法。
【請求項２６】
　前記方法が、スパースコード多元接続通信システムに適用され、前記第1の時間周波数
リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロックであ
る、請求項25に記載の方法。
【請求項２７】
　変調およびコーディング順位を決定するための装置であって、前記装置が、
　前記装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間
周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成された数量決定
ユニットであって、K≧2である、数量決定ユニットと、
　チャネル品質インジケータCQIを取得するように構成されたCQI決定ユニットであって、
前記CQIが、チャネルの信号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って決
定され、前記チャネルが、前記第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記
チャネルが、第1の端末デバイスと前記装置との間のダウンリンクデータを前記第1の時間
期間の中で伝送するために使用される、CQI決定ユニットと、
　前記第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSを前記CQIに従って決定する
ように構成されたMCS決定ユニットと
　を備える装置。
【請求項２８】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復
号反復回数に従って決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記
ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である
、請求項27に記載の装置。
【請求項２９】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答
メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、前記第1の
肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた肯定応答メッセージ
であり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイ
スによって前記装置へ送られた否定応答メッセージである、請求項27に記載の装置。
【請求項３０】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復
回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って
決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータ
に対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、前記第1の肯定応
答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセ
スの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた肯定応答メッセージであり
、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによ
って前記装置へ送られた否定応答メッセージである、請求項27に記載の装置。
【請求項３１】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って
、前記第1の端末デバイスによって決定される、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
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　請求項27に記載の装置。
【請求項３２】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1
の復号反復回数に従って、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の復号反復
回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行する
ときに実行された復号反復の回数である、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
　請求項27に記載の装置。
【請求項３３】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、前記第1の端末
デバイスによって決定され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータ
のためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって
前記装置へ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記H
ARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセー
ジである、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
　請求項27に記載の装置。
【請求項３４】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号
反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従
って、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の
端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復
号反復の回数であり、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのため
のハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装
置へ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプ
ロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセージで
ある、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
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　請求項27に記載の装置。
【請求項３５】
　前記装置が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットをさらに備え、前記第3のインジケータ情報が、前記第1の端末デバイ
スによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、前記第1の端末デバイスによ
ってフィードバックされる前記CQIが、前記チャネルの前記SINRに従って前記第1の端末デ
バイスによって決定され、
　前記CQI決定ユニットが、前記CQIを決定するために、前記第1の端末デバイスによって
フィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前記数量Kに従って処理するように特
に構成される、
　請求項27に記載の装置。
【請求項３６】
　前記受信ユニットが、前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記CQI決定ユニットが、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQ
Iを、前記端末デバイスの前記数量Kおよび前記第1の復号反復回数に従って処理するよう
に特に構成される、
　請求項35に記載の装置。
【請求項３７】
　前記CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセ
ージの数量を決定することであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリン
クデータのためのHARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られ
た肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中
で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセージであることを
行うようにさらに構成され、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記C
QIを、前記端末デバイスの前記数量K、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および
前記第1の否定応答メッセージの前記数量に従って処理するように構成される、請求項35
に記載の装置。
【請求項３８】
　前記受信ユニットが、前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセ
ージの数量を決定することであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリン
クデータのためのHARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られ
た肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中
で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセージであることを
行うようにさらに構成され、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記C
QIを、前記端末デバイスの前記数量K、前記第1の復号反復回数、前記第1の肯定応答メッ
セージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセージの前記数量に従って処理するよ
うに構成される、請求項35に記載の装置。
【請求項３９】
　前記装置が、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、前記第1の時間
周波数リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロッ
クである、請求項27から38のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４０】
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　前記装置がネットワークデバイスである、請求項27から39のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項４１】
　変調およびコーディング順位を決定するための装置であって、前記装置が、
　前記装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間
周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成された数量決定
ユニットであって、K≧2である、数量決定ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジケー
タCQIを示すために使用され、前記CQIが、チャネルのSINRに従って前記第1の端末デバイ
スによって決定され、前記チャネルが、前記第1の時間周波数リソースに基づくチャネル
であり、前記チャネルが、前記第1の端末デバイスと前記装置との間のダウンリンクデー
タを前記第1の時間期間の中で伝送するために使用される、受信ユニットと、
　前記端末デバイスの前記数量Kの値および前記CQIの値に対応する変調およびコーディン
グ順位MCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定し、前記第1の端末デバイスのMCS
として前記MCSを使用するように構成されたMSC決定ユニットであって、前記マッピング関
係情報が、N個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示すために
使用され、各パラメータセットが、端末デバイス数量値およびCQI値を備え、N≧2である
、MSC決定ユニットと
　を備える装置。
【請求項４２】
　各パラメータセットが、復号反復回数値をさらに備え、
　前記受信ユニットが、前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、前記第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記MSC決定ユニットが、前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、
および前記第1の復号反復回数値に対応するMCSを、前記事前設定マッピング関係情報に従
って決定するように特に構成される、
　請求項41に記載の装置。
【請求項４３】
　各パラメータセットが、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージの数
量の値をさらに備え、
　前記数量決定ユニットが、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセ
ージの数量を決定するようにさらに構成され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダ
ウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末
デバイスによって前記装置へ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メ
ッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られ
た否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、前記第1の肯定応答メッセージの前
記数量および前記第1の否定応答メッセージの前記数量をさらに備え、
　前記MSC決定ユニットが、前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、
前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセージの前記数
量に対応するMCSを、前記事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成
される、
　請求項41に記載の装置。
【請求項４４】
　各パラメータセットが、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および否定
応答メッセージの数量の値をさらに備え、
　前記受信ユニットが、前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、前記第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
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示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記数量決定ユニットが、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセ
ージの数量を決定するようにさらに構成され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダ
ウンリンクデータのためのHARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置
へ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロ
セスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセージであ
り、調整ポリシー情報が、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量および前記第1の否定
応答メッセージの前記数量をさらに備え、
　前記MSC決定ユニットが、前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、
前記第1の復号反復回数値、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および前記第1の
否定応答メッセージの前記数量に対応するMCSを、前記事前設定マッピング関係情報に従
って決定するように特に構成される、
　請求項41に記載の装置。
【請求項４５】
　前記装置が、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、前記第1の時間
周波数リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロッ
クである、請求項41から44のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４６】
　前記装置がネットワークデバイスである、請求項41から45のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項４７】
　前記マッピング関係情報が、特に前記N個のパラメータセットと前記N個のMCSとの間の
前記1対1マッピング関係を記録するマッピングエントリである、請求項41から46のいずれ
か一項に記載の装置。
【請求項４８】
　変調およびコーディング順位を決定するための装置であって、前記装置はK個の端末デ
バイスの中に含まれており、前記装置が、
　チャネルの信号対雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニットであって、前記
チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記チャネルが、前記
装置とネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送す
るために使用され、前記K個の端末デバイスが、前記ネットワークデバイスとのダウンリ
ンクデータ伝送を実行するために前記第1の時間期間の中で前記第1の時間周波数リソース
を再使用し、K≧2である、決定ユニットと、
　前記ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように
構成された受信ユニットであって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの
前記数量Kを示すために使用され、
　前記決定ユニットが、前記チャネルの前記信号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの
前記数量Kに従って、チャネル品質インジケータCQIを決定するようにさらに構成される、
受信ユニットと、
　前記ネットワークデバイスが、前記装置の変調およびコーディング順位MCSを前記CQIに
従って決定するように、第2のインジケータ情報を前記ネットワークデバイスへ送るよう
に構成された送信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すため
に使用される、送信ユニットと
　を備える装置。
【請求項４９】
　前記決定ユニットが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、およ
び第1の復号反復回数に従って前記CQIを決定するように特に構成され、前記第1の復号反
復回数が、前記装置が前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行さ
れた復号反復の回数である、請求項48に記載の装置。
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【請求項５０】
　前記決定ユニットが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って前記CQIを決
定するように特に構成され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータ
のためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記装置によって前記ネットワー
クデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前
記HARQプロセスの中で前記装置によって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メ
ッセージである、請求項48に記載の装置。
【請求項５１】
　前記決定ユニットが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の
復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量
に従って前記CQIを決定するように特に構成され、前記第1の復号反復回数が、前記装置が
前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
あり、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド
自動再送要求HARQプロセスの中で前記装置によって前記ネットワークデバイスへ送られた
肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で
前記装置によって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである、請求
項48に記載の装置。
【請求項５２】
　前記装置が、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、前記第1の時間
周波数リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロッ
クである、請求項48から51のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５３】
　変調およびコーディング順位を決定するための装置であって、前記装置はK個の端末デ
バイスの中に含まれており、前記装置が、
　チャネルの信号対雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニットであって、前記
チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記チャネルが、前記
装置とネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送す
るために使用され、前記K個の端末デバイスが、前記ネットワークデバイスとのダウンリ
ンクデータ伝送を実行するために前記第1の時間期間の中で前記第1の時間周波数リソース
を再使用し、K≧2である、決定ユニットであって、前記チャネルの前記SINRに従ってチャ
ネル品質インジケータCQIを決定するように構成された決定ユニットと、
　前記ネットワークデバイスが、前記装置の変調およびコーディング順位MCSを、前記端
末デバイスの前記数量K、前記CQI、および前記第1の復号反復回数に従って決定するよう
に、第1のインジケータ情報および第2のインジケータ情報を前記ネットワークデバイスへ
送るように構成された送信ユニットであって、前記第1のインジケータ情報が、前記CQIを
示すために使用され、前記第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使
用され、前記第1の復号反復回数が、前記装置が前記ダウンリンクデータに対する復号処
理を実行するときに実行された復号反復の回数である、送信ユニットと
　を備える装置。
【請求項５４】
　前記装置が、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、前記第1の時間
周波数リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロッ
クである、請求項53に記載の装置。
【請求項５５】
　変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスであって、前記デバイスが、
　バスと、
　前記バスに接続されたプロセッサと、
　前記バスに接続されたメモリと、
　前記バスに接続されたトランシーバとを備え、
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　前記プロセッサが、前記メモリに記憶されたプログラムを、前記バスを使用することに
よって起動し、それにより、前記プロセッサは、前記デバイスとのダウンリンクデータ伝
送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバ
イスの数量Kを決定することであって、K≧2であることを行うように構成され、
　チャネル品質インジケータCQIを取得することであって、前記CQIが、チャネルの信号対
雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って決定され、前記チャネルが、前
記第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前記チャネルが、第1の端末デバイ
スと前記デバイスとの間のダウンリンクデータを前記第1の時間期間の中で伝送するため
に使用されることを行うように構成され、
　前記第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSを前記CQIに従って決定する
ように構成される、
　デバイス。
【請求項５６】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復
号反復回数に従って決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記
ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である
、請求項55に記載のデバイス。
【請求項５７】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答
メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、前記第1の
肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた肯定応答メッセ
ージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デ
バイスによって前記デバイスへ送られた否定応答メッセージである、請求項55に記載のデ
バイス。
【請求項５８】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復
回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って
決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータ
に対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、前記第1の肯定応
答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセ
スの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた肯定応答メッセージで
あり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイス
によって前記デバイスへ送られた否定応答メッセージである、請求項55に記載のデバイス
。
【請求項５９】
　前記プロセッサは、第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように前記
トランシーバを制御することであって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイ
スの前記数量Kを示すために使用されることと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように前記
トランシーバを制御することであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すた
めに使用され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINRおよび前記端末デバイスの前記数量K
に従って、前記第1の端末デバイスによって決定されることと
　を行うように特に構成される、請求項55に記載のデバイス。
【請求項６０】
　前記プロセッサは、第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように前記
トランシーバを制御することであって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイ
スの前記数量Kを示すために使用されることを行うように特に構成され、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように前記
トランシーバを制御することであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すた



(15) JP 2018-501704 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

めに使用され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、お
よび第1の復号反復回数に従って、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の
復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うように構成される、
　請求項55に記載のデバイス。
【請求項６１】
　前記プロセッサは、第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように前記
トランシーバを制御することであって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイ
スの前記数量Kを示すために使用されることと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように前記
トランシーバを制御することであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すた
めに使用され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第
1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、前記第
1の端末デバイスによって決定され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンク
データのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスに
よって前記デバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセー
ジが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた
否定応答メッセージであることと
　を行うように特に構成される、請求項55に記載のデバイス。
【請求項６２】
　前記プロセッサは、第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように前記
トランシーバを制御することであって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイ
スの前記数量Kを示すために使用されることと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように前記
トランシーバを制御することであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すた
めに使用され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第
1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの
数量に従って、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の復号反復回数が、前
記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数であり、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデー
タのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによっ
て前記デバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが
、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた否定
応答メッセージであることと
　を行うように特に構成される、請求項55に記載のデバイス。
【請求項６３】
　前記プロセッサは、前記第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を
受信するように前記トランシーバを制御することであって、前記第3のインジケータ情報
が、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、前
記第1の端末デバイスによってフィードバックされる前記CQIが、前記チャネルの前記SINR
に従って前記第1の端末デバイスによって決定されることを行うように特に構成され、
　前記CQIを決定するために、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記
CQIを前記端末デバイスの前記数量Kに従って処理するように構成される、
　請求項55に記載のデバイス。
【請求項６４】
　前記プロセッサは、前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を
受信するように前記トランシーバを制御することであって、前記第4のインジケータ情報
が、第1の復号反復回数を示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端
末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
反復の回数であることを行うように特に構成され、
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　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量Kおよび前記第1の復号反復回数に従って処理するように構成される、
　請求項63に記載のデバイス。
【請求項６５】
　前記プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの
数量を決定することであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデー
タのためのHARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた
肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で
前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた否定応答メッセージであること
を行うように特に構成され、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量K、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセ
ージの前記数量に従って処理するように構成される、
　請求項63に記載のデバイス。
【請求項６６】
　前記プロセッサは、前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を
受信するように前記トランシーバを制御することであって、前記第4のインジケータ情報
が、第1の復号反復回数を示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端
末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
反復の回数であることを行うように特に構成され、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた肯定応答メッセージ
であり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイ
スによって前記デバイスへ送られた否定応答メッセージであることを行うように構成され
、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量K、前記第1の復号反復回数、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および
前記第1の否定応答メッセージの前記数量に従って処理するように構成される、
　請求項63に記載のデバイス。
【請求項６７】
　前記デバイスが、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、前記第1の
時間周波数リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブ
ロックである、請求項55から66のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６８】
　前記デバイスがネットワークデバイスである、請求項55から67のいずれか一項に記載の
デバイス。
【請求項６９】
　変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスであって、前記デバイスが、
　バスと、
　前記バスに接続されたプロセッサと、
　前記バスに接続されたメモリと、
　前記バスに接続されたトランシーバとを備え、
　前記プロセッサが、前記メモリに記憶されたプログラムを、前記バスを使用することに
よって起動し、それにより、前記プロセッサは、前記デバイスとのダウンリンクデータ伝
送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバ
イスの数量Kを決定することであって、K≧2であることを行うように構成され、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように前記
トランシーバを制御することであって、前記第1のインジケータ情報が、チャネル品質イ
ンジケータCQIを示すために使用され、前記CQIが、チャネルのSINRに従って前記第1の端



(17) JP 2018-501704 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

末デバイスによって決定され、前記チャネルが、前記第1の時間周波数リソースに基づく
チャネルであり、前記チャネルが、前記第1の端末デバイスと前記デバイスとの間のダウ
ンリンクデータを前記第1の時間期間の中で伝送するために使用されることを行うように
構成され、
　前記端末デバイスの前記数量Kの値および前記CQIの値に対応する変調およびコーディン
グ順位MCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定し、前記第1の端末デバイスのMCS
として前記MCSを使用することであって、前記マッピング関係情報が、N個のパラメータセ
ットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセット
が、端末デバイス数量値およびCQI値を備え、N≧2であることを行うように構成される、
　デバイス。
【請求項７０】
　各パラメータセットが、復号反復回数値をさらに備え、
　前記プロセッサは、前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を
受信するように前記トランシーバを制御することであって、前記第2のインジケータ情報
が、第1の復号反復回数を示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端
末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
反復の回数であることを行うようにさらに構成され、
　前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、および前記第1の復号反復
回数値に対応するMCSを、前記事前設定マッピング関係情報に従って決定するように構成
される、
　請求項69に記載のデバイス。
【請求項７１】
　各パラメータセットが、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージの数
量の値をさらに備え、
　前記プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの
数量を決定することであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデー
タのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによっ
て前記デバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが
、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた否定
応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量
および前記第1の否定応答メッセージの前記数量をさらに備えることを行うようにさらに
構成され、
　前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、前記第1の肯定応答メッセ
ージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセージの前記数量に対応するMCSを、前記
事前設定マッピング関係情報に従って決定するように構成される、
　請求項69に記載のデバイス。
【請求項７２】
　各パラメータセットが、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および否定
応答メッセージの数量の値をさらに備え、
　前記プロセッサは、前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を
受信するように前記トランシーバを制御することであって、前記第2のインジケータ情報
が、第1の復号反復回数を示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端
末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
反復の回数であることを行うようにさらに構成され、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で前記第1の端末デバイスによって前記デバイスへ送られた肯定応答メッセージ
であり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイ
スによって前記デバイスへ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、前
記第1の肯定応答メッセージの前記数量および前記第1の否定応答メッセージの前記数量を
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さらに備えることを行うように構成され、
　前記端末デバイスの前記数量Kの前記値、前記CQIの前記値、前記第1の復号反復回数値
、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセージの前記
数量に対応するMCSを、前記事前設定マッピング関係情報に従って決定するように構成さ
れる、
　請求項69に記載のデバイス。
【請求項７３】
　前記デバイスが、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、前記第1の
時間周波数リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブ
ロックである、請求項69から72のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項７４】
　前記デバイスがネットワークデバイスである、請求項69から73のいずれか一項に記載の
デバイス。
【請求項７５】
　前記マッピング関係情報が、特に前記N個のパラメータセットと前記N個のMCSとの間の
前記1対1マッピング関係を記録するマッピングエントリである、請求項69から74のいずれ
か一項に記載のデバイス。
【請求項７６】
　変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスであって、前記デバイスはK個
の端末デバイスの中に含まれており、前記デバイスが、
　バスと、
　前記バスに接続されたプロセッサと、
　前記バスに接続されたメモリと、
　前記バスに接続されたトランシーバとを備え、
　前記プロセッサが、前記メモリに記憶されたプログラムを、前記バスを使用することに
よって起動し、それにより、前記プロセッサは、チャネルの信号対雑音比SINRを決定する
ことであって、前記チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前
記チャネルが、前記デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1
の時間期間の中で伝送するために使用され、前記K個の端末デバイスが、前記ネットワー
クデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために前記第1の時間期間の中で前記
第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2であることを行うように構成され、
　前記ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように
前記トランシーバを制御することであって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デ
バイスの前記数量Kを示すために使用されることを行うように構成され、
　前記チャネルの前記信号対雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って、
チャネル品質インジケータCQIを決定するように構成され、
　前記ネットワークデバイスが、前記デバイスの変調およびコーディング順位MCSを前記C
QIに従って決定するように、第2のインジケータ情報を前記ネットワークデバイスへ送る
ように前記トランシーバを制御することであって、前記第2のインジケータ情報が、前記C
QIを示すために使用されることを行うように構成される、
　デバイス。
【請求項７７】
　前記プロセッサは、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および
第1の復号反復回数に従って前記CQIを決定するように特に構成され、前記第1の復号反復
回数が、前記デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数である、請求項76に記載のデバイス。
【請求項７８】
　前記プロセッサは、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って前記CQIを決定
するように特に構成され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータの
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ためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記デバイスによって前記ネットワ
ークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、
前記HARQプロセスの中で前記デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定
応答メッセージである、請求項76に記載のデバイス。
【請求項７９】
　前記プロセッサは、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復
号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に
従って前記CQIを決定するように特に構成され、前記第1の復号反復回数が、前記デバイス
が前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数
であり、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッ
ド自動再送要求HARQプロセスの中で前記デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送
られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセス
の中で前記デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージで
ある、請求項76に記載のデバイス。
【請求項８０】
　前記デバイスが、スパースコード多元接続通信システムに属し、前記第1の時間周波数
リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロックであ
る、請求項76から79のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項８１】
　変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスであって、前記デバイスはK個
の端末デバイスの中で実行され、前記デバイスが、
　バスと、
　前記バスに接続されたプロセッサと、
　前記バスに接続されたメモリと、
　前記バスに接続されたトランシーバとを備え、
　前記プロセッサが、前記メモリに記憶されたプログラムを、前記バスを使用することに
よって起動し、それにより、前記プロセッサは、チャネルの信号対雑音比SINRを決定する
ことであって、前記チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、前
記チャネルが、前記デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1
の時間期間の中で伝送するために使用され、前記K個の端末デバイスが、前記ネットワー
クデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために前記第1の時間期間の中で前記
第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2であることを行うように構成され、
　前記チャネルの前記SINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定するように構成
され、
　前記ネットワークデバイスが、前記デバイスの変調およびコーディング順位MCSを、前
記端末デバイスの前記数量K、前記CQI、および前記第1の復号反復回数に従って決定する
ように、第1のインジケータ情報および第2のインジケータ情報を前記ネットワークデバイ
スへ送るように前記トランシーバを制御することであって、前記第1のインジケータ情報
が、前記CQIを示すために使用され、前記第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数
を示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記デバイスが前記ダウンリンクデ
ータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うよう
に構成される、
　デバイス。
【請求項８２】
　前記デバイスが、スパースコード多元接続通信システムに属し、前記第1の時間周波数
リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロックであ
る、請求項81に記載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、通信分野に関し、詳細には、変調およびコーディング順位を決定するための
方法、装置、およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在知られている適応的な変調およびコーディング(AMC、Adaptive Modulation and Co
ding)技術によれば、ダウンリンクにおいて、端末デバイスは、現在のダウンリンクのチ
ャネル品質インジケータ(CQI、channel quality indication)値を計算することができ、
ネットワークデバイスへCQI値を伝送することができ、その結果、ネットワークデバイス
は、端末デバイスによってフィードバックされたCQI値に従ってユーザのダウンリンク変
調およびコーディング順位(MCS、Modulation and Coding Scheme)を調整して、ダウンリ
ンク適合を完了する。
【０００３】
　しかしながら、技術開発とともに、たとえば、スパースコード多元接続(SCMA、Sparse 
Code Multiple Access)技術または直交周波数分割多重(OFDM、Orthogonal Frequency Div
ision Multiplexing)技術において、複数の端末デバイスがデータ伝送を実行するために
同じ時間周波数リソースを再使用することが、すでに可能にされている。
【０００４】
　この場合、AMC技術に従って取得されるCQI値は、複数の端末デバイスによって再使用さ
れる時間周波数リソースでの全体的な干渉のみを反映することができるが、時間周波数リ
ソースを再使用する複数の端末デバイスにおける各端末デバイスでの特有の干渉を反映す
ることはできない。したがって、もはやAMC技術は、データ伝送を実行するために同じ時
間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の調整に適
用可能でない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースを再使用す
る端末デバイスのための変調およびコーディング順位の調整に適用可能な、変調およびコ
ーディング順位を決定するための方法、装置、およびデバイスを提供する。
【０００６】
　第1の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はネットワークデバイスによって実行され、方法は、ネットワークデバイス
とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソ
ースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2であるこ
とと、チャネル品質インジケータCQIを取得することであって、ここで、CQIが、チャネル
の信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで、チャネルが
、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスと
ネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するため
に使用されることと、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSをCQIに従っ
て決定することとを含む。
【０００７】
　第1の態様に関して、第1の態様の第1の実装様式では、CQIは、チャネルのSINR、端末デ
バイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って決定され、ここで、第1の復号反復回
数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数である。
【０００８】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第2の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答メッセー
ジは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の
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端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1
の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０００９】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第3の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1
の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行す
るときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンク
データのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
てネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセー
ジは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた
否定応答メッセージである。
【００１０】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第4の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INRおよび端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイスによって決定されることと
を含む。
【００１１】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第5の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによ
って決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータ
に対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることとを含む。
【００１２】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第6の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッ
セージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メ
ッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で
第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり
、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワ
ークデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを含む。
【００１３】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第7の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、およ
び第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここ
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で、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージが、ダウン
リンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイス
によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送
られた否定応答メッセージであることとを含む。
【００１４】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第8の実装様式では
、CQIを取得することは、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を
受信することであって、ここで、第3のインジケータ情報が、第1の端末デバイスによって
フィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによってフィードバ
ックされるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定されることと
、CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デ
バイスの数量Kに従って処理することとを含む。
【００１５】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第9の実装様式では
、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信することを
さらに含み、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示すために使用さ
れ、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復
号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の端末デバイスによって
フィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理することは、第1の端末デ
バイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復
回数に従って処理することを含む。
【００１６】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第10の実装様式で
は、方法は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決
定することをさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータの
ためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた
肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末
デバイスによってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、第1の端
末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するこ
とは、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、
第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理す
ることを含む。
【００１７】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第11の実装様式で
は、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信すること
であって、ここで、第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され
、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号
処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることと、第1の肯定応答メッセー
ジの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の
肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバ
イスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応
答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイス
へ送られた否定応答メッセージであることとをさらに含み、第1の端末デバイスによって
フィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理することは、第1の端末デ
バイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数
、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理
することを含む。
【００１８】
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　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第12の実装様式で
は、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソー
スは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００１９】
　第2の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はネットワークデバイスによって実行され、方法は、ネットワークデバイス
とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソ
ースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2であるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジケータCQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チャネルが
、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスと
ネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するため
に使用されることと、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコー
ディング順位MCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMC
SとしてそのMCSを使用することであって、ここで、マッピング関係情報が、N個のパラメ
ータセットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータ
セットが、端末デバイス数量値およびCQI値を含み、N≧2であることとを含む。
【００２０】
　第2の態様に関して、第2の態様の第1の実装様式では、各パラメータセットは、復号反
復回数値をさらに含み、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ
情報を受信することをさらに含み、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回
数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、端末デ
バイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報に従って
決定することは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対
応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定することを含む。
【００２１】
　第2の態様および第2の態様の上記の実装様式に関して、第2の態様の第2の実装様式では
、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージの数
量の値をさらに含み、方法は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッ
セージの数量を決定することをさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ
送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの
数量および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含み、端末デバイスの数量Kの値およ
びCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定することは、端末デ
バイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メ
ッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定することを
含む。
【００２２】
　第2の態様および第2の態様の上記の実装様式に関して、第2の態様の第3の実装様式では
、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および否定
応答メッセージの数量の値をさらに含み、方法は、第1の端末デバイスによって送られた
第2のインジケータ情報を受信することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、第
1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバ
イスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数
であることと、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を
決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのた
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めのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デ
バイスによってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシ
ー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量をさら
に含むこととをさらに含み、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事
前設定マッピング関係情報に従って決定することは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値
、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセ
ージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定することを含む
。
【００２３】
　第2の態様および第2の態様の上記の実装様式に関して、第2の態様の第4の実装様式では
、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソース
は、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００２４】
　第3の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はK個の端末デバイスの中の第1の端末デバイスによって実行され、方法は、
チャネルの信号対雑音比SINRを決定することであって、ここで、チャネルが、第1の時間
周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとネットワー
クデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され
、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行する
ために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2であることと、ネ
ットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと
、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、チャネル品質イン
ジケータCQIを決定することと、ネットワークデバイスが、第1の端末デバイスの変調およ
びコーディング順位MCSをCQIに従って決定するように、第2のインジケータ情報をネット
ワークデバイスへ送ることであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すため
に使用されることとを含む。
【００２５】
　第3の態様に関して、第3の態様の第1の実装様式では、チャネルの信号対雑音比SINRお
よび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定することは、チャネルのSINR、端末デバイス
の数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定することを含み、ここで、第1の復
号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行すると
きに実行された復号反復の回数である。
【００２６】
　第3の態様および第3の態様の上記の実装様式に関して、第3の態様の第2の実装様式では
、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定することは
、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1
の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであ
り、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネット
ワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【００２７】
　第3の態様および第3の態様の上記の実装様式に関して、第3の態様の第3の実装様式では
、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定することは
、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセー
ジの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
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ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ
送られた否定応答メッセージである。
【００２８】
　第3の態様および第3の態様の上記の実装様式に関して、第3の態様の第4の実装様式では
、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソース
は、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００２９】
　第4の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はK個の端末デバイスの中の第1の端末デバイスによって実行され、方法は、
チャネルの信号対雑音比SINRを決定することであって、ここで、チャネルが、第1の時間
周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとネットワー
クデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され
、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行する
ために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2であることと、チ
ャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定することと、ネットワークデ
バイスが、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSを端末デバイスの数量K
および第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジケータ情報および第2の
インジケータ情報をネットワークデバイスへ送ることであって、ここで、第1のインジケ
ータ情報が、CQIを示すために使用され、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数
を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリン
クデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることとを含
む。
【００３０】
　第4の態様に関して、第4の態様の第1の実装様式では、方法は、スパースコード多元接
続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素
REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００３１】
　第5の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための装置が提供され、
ここで、装置は、装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中
で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成され
た数量決定ユニットであって、ここで、K≧2である、数量決定ユニットと、チャネル品質
インジケータCQIを取得するように構成されたCQI決定ユニットであって、ここで、CQIが
、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで、
チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末
デバイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用
される、CQI決定ユニットと、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSをCQI
に従って決定するように構成されたMCS決定ユニットとを含む。
【００３２】
　第5の態様に関して、第5の態様の第1の実装様式では、CQIは、チャネルのSINR、端末デ
バイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って決定され、ここで、第1の復号反復回
数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数である。
【００３３】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第2の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答メッセー
ジは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の
端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセ
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ージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセ
ージである。
【００３４】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第3の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1
の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行す
るときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンク
データのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
て装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセ
スの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージである。
【００３５】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第4の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに従っ
て、第1の端末デバイスによって決定される、受信ユニットとをさらに含み、ここで、CQI
決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成される。
【００３６】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第5の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1
の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復
回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実
行された復号反復の回数である、受信ユニットとをさらに含み、ここで、CQI決定ユニッ
トは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成される。
【００３７】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第6の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバ
イスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのた
めのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送
られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1
の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージである、受信ユニットとをさ
らに含み、ここで、CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定する
ように特に構成される。
【００３８】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第7の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
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を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号
反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従
って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末
デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の
回数であり、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自
動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッ
セージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによ
って装置へ送られた否定応答メッセージである、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成され
る。
【００３９】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第8の実装様式では
、装置は、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するように
構成された受信ユニットをさらに含み、ここで、第3のインジケータ情報は、第1の端末デ
バイスによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによ
ってフィードバックされるCQIは、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決
定され、ここで、CQI決定ユニットは、CQIを決定するために、第1の端末デバイスによっ
てフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するように特に構成され
る。
【００４０】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第9の実装様式では
、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信す
るようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示す
ために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、CQI決定ユニッ
トは、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kお
よび第1の復号反復回数に従って処理するように特に構成される。
【００４１】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第10の実装様式で
は、CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセー
ジの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンク
データのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答
メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイス
によって装置へ送られた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成され、第
1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するように
構成される。
【００４２】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第11の実装様式で
は、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信
するようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示
すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデ
ータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、CQI決定ユニ
ットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定す
ることであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHAR
Qプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送ら
れた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成され、第1の端末デバイスに
よってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
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定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するよう
に構成される。
【００４３】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第12の実装様式で
は、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【００４４】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第13の実装様式で
は、装置はネットワークデバイスである。
【００４５】
　第6の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための装置が提供され、
ここで、装置は、装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中
で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成され
た数量決定ユニットであって、ここで、K≧2である、数量決定ユニットと、第1の端末デ
バイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成された受信ユニッ
トであって、ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジケータCQIを示すた
めに使用され、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チ
ャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デ
バイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用さ
れる、受信ユニットと、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコ
ーディング順位MCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスの
MCSとしてそのMCSを使用するように構成されたMSC決定ユニットであって、ここで、マッ
ピング関係情報が、N個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示
すために使用され、各パラメータセットが、端末デバイス数量値およびCQI値を含み、N≧
2である、MSC決定ユニットとを含む。
【００４６】
　第6の態様に関して、第6の態様の第1の実装様式では、各パラメータセットは、復号反
復回数値をさらに含み、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第2のイン
ジケータ情報を受信するようにさらに構成され、ここで、第2のインジケータ情報は、第1
の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
あり、MSC決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回
数値に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成さ
れる。
【００４７】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第2の実装様式では
、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージの数
量の値をさらに含み、数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の
否定応答メッセージの数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応答メ
ッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で
第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メ
ッセージであり、調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定
応答メッセージの数量をさらに含み、MSC決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQ
Iの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応
するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される。
【００４８】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第3の実装様式では
、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および否定
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応答メッセージの数量の値をさらに含み、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって
送られた第2のインジケータ情報を受信するようにさらに構成され、ここで、第2のインジ
ケータ情報は、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は
、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行され
た復号反復の回数であり、数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および
第1の否定応答メッセージの数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応
答メッセージは、ダウンリンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプ
ロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであり、調
整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数
量をさらに含み、MSC決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反
復回数値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対
応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される。
【００４９】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第4の実装様式では
、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数リ
ソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００５０】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第5の実装様式では
、装置はネットワークデバイスである。
【００５１】
　第7の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための装置が提供され、
ここで、装置はK個の端末デバイスの中に含まれており、装置は、チャネルの信号対雑音
比SINRを決定するように構成された決定ユニットであって、ここで、チャネルが、第1の
時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、装置とネットワークデバイス
との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され、K個の端末
デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の
時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である、決定ユニットと、ネ
ットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用され、ここで、決定ユニットが、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デ
バイスの数量Kに従って、チャネル品質インジケータCQIを決定するようにさらに構成され
る、受信ユニットと、ネットワークデバイスが、装置の変調およびコーディング順位MCS
をCQIに従って決定するように、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るよ
うに構成されたユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために
使用される、送信ユニットとを含む。
【００５２】
　第7の態様に関して、第7の態様の第1の実装様式では、決定ユニットは、チャネルのSIN
R、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定するように特に構
成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置がダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数である。
【００５３】
　第7の態様および第7の態様の上記の実装様式に関して、第7の態様の第2の実装様式では
、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に構成され
、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動
再送要求HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッ
セージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で装置によってネットワ
ークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【００５４】
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　第7の態様および第7の態様の上記の実装様式に関して、第7の態様の第3の実装様式では
、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定す
るように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置がダウンリンクデータに対
する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセ
ージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で装置
によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージは、HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた否定応答
メッセージである。
【００５５】
　第7の態様および第7の態様の上記の実装様式に関して、第7の態様の第4の実装様式では
、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数リ
ソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００５６】
　第8の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するための装置が提供され、
ここで、装置はK個の端末デバイスの中に含まれており、装置は、チャネルの信号対雑音
比SINRを決定するように構成された決定ユニットであって、ここで、チャネルが、第1の
時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、装置とネットワークデバイス
との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され、K個の端末
デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の
時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である、決定ユニットであっ
て、チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定するように構成された
決定ユニットと、ネットワークデバイスが、装置の変調およびコーディング順位MCSを端
末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジケー
タ情報および第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るように構成された送
信ユニットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、第
2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号
反復回数が、装置がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復
号反復の回数である、送信ユニットとを含む。
【００５７】
　第8の態様に関して、第8の態様の第1の実装様式では、装置は、スパースコード多元接
続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソー
ス要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００５８】
　第9の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスは、バスと、バスに接続されたプロセッサと、バスに接続されたメ
モリと、バスに接続されたトランシーバとを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶
されたプログラムを、バスを使用することによって起動し、それにより、プロセッサは、
デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周
波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2
であることを行うように構成され、チャネル品質インジケータCQIを取得することであっ
て、ここで、CQIが、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決
定され、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャ
ネルが、第1の端末デバイスとデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中
で伝送するために使用されることを行うように構成され、第1の端末デバイスの変調およ
びコーディング順位MCSをCQIに従って決定するように構成される。
【００５９】
　第9の態様に関して、第9の態様の第1の実装様式では、CQIは、チャネルのSINR、端末デ
バイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って決定され、ここで、第1の復号反復回
数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
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された復号反復の回数である。
【００６０】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第2の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答メッセー
ジは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の
端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応
答メッセージである。
【００６１】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第3の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1
の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行す
るときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンク
データのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
てデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプ
ロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージである
。
【００６２】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第4の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情
報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに
従って、第1の端末デバイスによって決定されることとを行うように特に構成される。
【００６３】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第5の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることを行うように特に構成され、第1の端末デバイスによって送られ
た第2のインジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここ
で、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端
末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによって決
定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対す
る復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うように構成され
る。
【００６４】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第6の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情
報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末
デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータ
のためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバ
イスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることと
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を行うように特に構成される。
【００６５】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第7の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情
報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の
復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量
に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の
端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反
復の回数であり、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッ
ド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定
応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバ
イスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを行うように特に構成
される。
【００６６】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第8の実装様式では
、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第3のインジケータ情報が、第1の
端末デバイスによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイ
スによってフィードバックされるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによ
って決定されることを行うように特に構成され、CQIを決定するために、第1の端末デバイ
スによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するように構成
される。
【００６７】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第9の実装様式では
、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報が、第1の
復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイス
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
ることを行うように特に構成され、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って処理するように構成される。
【００６８】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第10の実装様式で
は、プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数
量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータ
のためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることを行うように特に構成され、第
1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するように
構成される。
【００６９】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第11の実装様式で
は、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信す
るようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報が、第1
の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
あることを行うように特に構成され、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応
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答メッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダ
ウンリンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送
られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1
の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることを行うように
構成され、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量
K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセー
ジの数量に従って処理するように構成される。
【００７０】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第12の実装様式で
は、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周
波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックで
ある。
【００７１】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第13の実装様式で
は、デバイスはネットワークデバイスである。
【００７２】
　第10の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスは、バスと、バスに接続されたプロセッサと、バスに接続されたメ
モリと、バスに接続されたトランシーバとを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶
されたプログラムを、バスを使用することによって起動し、それにより、プロセッサは、
デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周
波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2
であることを行うように構成され、第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケー
タ情報を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケ
ータ情報が、チャネル品質インジケータCQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSI
NRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チャネルが、第1の時間周波数リソース
に基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとデバイスとの間のダウンリ
ンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用されることを行うように構成され
、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング順位MCSを
事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそのMCSを
使用することであって、ここで、マッピング関係情報が、N個のパラメータセットとN個の
MCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセットが、端末デ
バイス数量値およびCQI値を含み、N≧2であることを行うように構成される。
【００７３】
　第10の態様に関して、第10の態様の第1の実装様式では、各パラメータセットは、復号
反復回数値をさらに含み、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第2のイン
ジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のイ
ンジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回
数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数であることを行うようにさらに構成され、端末デバイスの数量Kの
値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情
報に従って決定するように構成される。
【００７４】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第2の実装様式
では、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージ
の数量の値をさらに含み、プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否
定応答メッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが
、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末
デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセ
ージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メ
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ッセージであり、調整ポリシー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定
応答メッセージの数量をさらに含むことを行うようにさらに構成され、端末デバイスの数
量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの
数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように構成される
。
【００７５】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第3の実装様式
では、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および
否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、プロセッサは、第1の端末デバイスによっ
て送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここ
で、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うようにさらに構成され、第1
の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定することであ
って、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の
否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送ら
れた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量
および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含むことを行うように構成され、端末デ
バイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージの数量、
および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に
従って決定するように構成される。
【００７６】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第4の実装様式
では、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【００７７】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第5の実装様式
では、デバイスはネットワークデバイスである。
【００７８】
　第11の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスはK個の端末デバイスの中に含まれており、デバイスは、バスと、
バスに接続されたプロセッサと、バスに接続されたメモリと、バスに接続されたトランシ
ーバとを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用す
ることによって起動し、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対雑音比SINRを決定
することであって、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルで
あり、チャネルが、デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1
の時間期間の中で伝送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイ
スとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リ
ソースを再使用し、K≧2であることを行うように構成され、ネットワークデバイスによっ
て送られた第1のインジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御することであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とを行うように構成され、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従
って、チャネル品質インジケータCQIを決定するように構成され、ネットワークデバイス
が、デバイスの変調およびコーディング順位MCSをCQIに従って決定するように、第2のイ
ンジケータ情報をネットワークデバイスへ送るようにトランシーバを制御することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用されることを行うように構
成される。
【００７９】
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　第11の態様に関して、第11の態様の第1の実装様式では、プロセッサは、チャネルのSIN
R、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定するように特に構
成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイスがダウンリンクデータに対する復号処
理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【００８０】
　第11の態様および第11の態様の上記の実装様式に関して、第11の態様の第2の実装様式
では、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージ
の数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れ、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自
動再送要求HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応
答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスによっ
てネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【００８１】
　第11の態様および第11の態様の上記の実装様式に関して、第11の態様の第3の実装様式
では、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1
の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定
するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の
否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイスへ送
られた否定応答メッセージである。
【００８２】
　第11の態様および第11の態様の上記の実装様式に関して、第11の態様の第4の実装様式
では、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数リソ
ースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００８３】
　第12の態様によれば、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスはK個の端末デバイスの中で実行され、デバイスは、バスと、バス
に接続されたプロセッサと、バスに接続されたメモリと、バスに接続されたトランシーバ
とを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用するこ
とによって起動し、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対雑音比SINRを決定する
ことであって、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり
、チャネルが、デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時
間期間の中で伝送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスと
のダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソー
スを再使用し、K≧2であることを行うように構成され、チャネルのSINRに従ってチャネル
品質インジケータCQIを決定するように構成され、ネットワークデバイスが、デバイスの
変調およびコーディング順位MCSを端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従っ
て決定するように、第1のインジケータ情報および第2のインジケータ情報をネットワーク
デバイスへ送るようにトランシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケー
タ情報が、CQIを示すために使用され、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、デバイスがダウンリンクデータに
対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うように構成
される。
【００８４】
　第12の態様に関して、第12の態様の第1の実装様式では、デバイスは、スパースコード
多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要
素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００８５】
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　本発明の実施形態における変調およびコーディング順位を決定するための方法、装置、
およびデバイスによれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送
を実行するために同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時
間周波数リソースに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイス
との間で伝送され、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干
渉雑音を反映し得るように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デ
バイスの数量Kに従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デ
バイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順
位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、方法、装置、およびデバイスは、デ
ータ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調お
よびコーディング順位の調整に適用可能である。
【００８６】
　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、下記のことは本
実施形態または従来技術を説明するのに必要とされる添付図面を手短に説明する。見掛け
上、以下の説明における添付図面は本発明のいくつかの実施形態を示すにすぎず、当業者
は創造的な取組みなしにこれらの添付図面から他の図面をさらに導出し得る。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明による変調およびコーディング順位を決定するための方法を使用する通信
システムの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法の
概略フローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法の
概略相互作用図である。
【図４】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法
の概略相互作用図である。
【図５】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法
の概略フローチャートである。
【図６】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための
方法の概略相互作用図である。
【図７】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための
方法の概略フローチャートである。
【図８】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための
方法の概略フローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置の
概略構造図である。
【図１０】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装
置の概略構造図である。
【図１１】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するため
の装置の概略構造図である。
【図１２】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するため
の装置の概略構造図である。
【図１３】本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバ
イスの概略構造図である。
【図１４】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデ
バイスの概略構造図である。
【図１５】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するため
のデバイスの概略構造図である。
【図１６】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するため
のデバイスの概略構造図である。
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【発明を実施するための形態】
【００８８】
　下記のことは、本発明の実施形態において添付の図面を参照しながら、本発明の実施形
態における技術的解決策を明瞭かつ完全に説明する。見掛け上、説明する実施形態は一部
であり、本発明の実施形態のすべてであるとは限らない。創造的な取組みなしに本発明の
実施形態に基づいて当業者によって取得されるすべての他の実施形態が、本発明の保護範
囲に入るものとする。
【００８９】
　本明細書で使用する「構成要素」、「モジュール」、および「システム」などの用語は
、コンピュータ関連エンティティ、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフ
トウェアの組合せ、ソフトウェア、または実行されているソフトウェアを示すために使用
される。たとえば、構成要素は、限定はしないが、プロセッサ上で動作するプロセス、プ
ロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム、および/また
はコンピュータであり得る。図に示すように、コンピューティングデバイスと、コンピュ
ーティングデバイスの上で動作するアプリケーションの両方が、構成要素であり得る。1
つまたは複数の構成要素は、プロセス内および/または実行スレッド内にあってよく、構
成要素は、1つのコンピュータ上にあってよく、かつ/または2つ以上のコンピュータ間で
分散されてよい。加えて、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶する様々なコン
ピュータ可読媒体から実行されてよい。たとえば、構成要素は、ローカルプロセスおよび
/またはリモートプロセスを使用することによって、たとえば、1つまたは複数のデータパ
ケット(たとえば、ローカルシステムの中で、分散システムの中で、かつ/または信号を使
用することによって他のシステムと相互作用するインターネットなどのネットワークを越
えて、別の構成要素と相互作用する2つの構成要素からのデータ)を有する信号に従って、
通信し得る。
【００９０】
　本発明の各実施形態は、端末デバイスを参照しながら説明される。端末デバイスは、ア
クセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動局、リモート局、リモート端末、
モバイルデバイス、ユーザ端末、端末、ワイヤレス通信デバイス、ユーザエージェント、
またはユーザ装置と呼ばれることもある。アクセス端末は、セルラーフォン、コードレス
電話、SIP(Session Initiation Protocol、セッション開始プロトコル)電話、WLL(Wirele
ss Local Loop、ワイヤレスローカルループ)ステーション、PDA(Personal Digital Assis
tant、携帯情報端末)、ワイヤレス通信機能を有するハンドヘルドデバイス、コンピュー
ティングデバイス、ワイヤレスモデムに接続された別の処理デバイス、車載デバイス、ウ
ェアラブルデバイス、または将来の5Gネットワークにおける端末デバイスであってよい。
【００９１】
　加えて、本発明の各実施形態が、ネットワークデバイスを参照しながら説明される。ネ
ットワークデバイスは、モバイルデバイスと通信するために使用されてよく、ネットワー
クデバイスは、GSM(登録商標)(Global System of Mobile communication、モバイル通信
のグローバルシステム)もしくはCDMA(Code Division Multiple Access、符号分割多元接
続)におけるBTS(Base Transceiver Station、トランシーバ基地局)であってよく、または
WCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access、ワイドバンド符号分割多元
接続)におけるNB(NodeB、ノードB)であってよく、あるいは、さらにLTE(Long Term Evolu
tion、ロングタームエボリューション)におけるeNBすなわちeノードB(Evolutional Node 
B、発展型ノードB)、中継局もしくはアクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデ
バイス、または将来の5Gネットワークにおけるネットワークデバイスなどであってよい。
【００９２】
　加えて、本発明の態様または特徴は、標準的なプログラミング技術および/またはエン
ジニアリング技術を使用する方法、装置、または製品として実施され得る。本出願で使用
する「製品」という用語は、任意のコンピュータ可読構成要素、キャリア、または媒体か
らアクセスされ得るコンピュータプログラムを包含する。たとえば、コンピュータ可読媒
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体は、限定はしないが、磁気記憶構成要素(たとえば、ハードディスク、フロッピーディ
スク、または磁気テープ)、光ディスク(たとえば、CD(Compact Disk、コンパクトディス
ク)、DVD(Digital Versatile Disk、デジタル多用途ディスク)、スマートカードおよびフ
ラッシュメモリ構成要素(たとえば、EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory、
消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、カード、スティック、またはキードライブ)
を含んでよい。加えて、本明細書で説明する様々な記憶媒体は、情報を記憶するために使
用される1つまたは複数のデバイスおよび/または他の機械可読媒体を示し得る。「機械可
読媒体」という用語は、限定はしないが、無線チャネル、ならびに命令および/またはデ
ータを記憶し得、含み得、かつ/または搬送し得る、様々な他の媒体を含んでよい。
【００９３】
　図1は、本発明による変調およびコーディング順位を決定するための方法を使用する通
信システムの概略図である。図1に示すように、通信システム100は、ネットワークデバイ
ス102を含み、ここで、ネットワークデバイス102は、複数のアンテナグループを含み得る
。各アンテナグループは、1つまたは複数のアンテナを含み得る。たとえば、あるアンテ
ナグループはアンテナ104および106を含み得、別のアンテナグループはアンテナ108およ
び110を含み得、追加のグループはアンテナ112および114を含み得る。図1は、アンテナグ
ループごとに2つのアンテナを示すが、より多数またはより少数のアンテナが各グループ
用に使用されてもよい。ネットワークデバイス102は、追加として、送信機チェーンおよ
び受信機チェーンを含み得る。送信機チェーンと受信機チェーンの両方が、信号の送信お
よび受信に関係する複数の構成要素(たとえば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、
復調器、デマルチプレクサ、またはアンテナ)を含み得ることを、当業者は理解し得る。
【００９４】
　ネットワークデバイス102は、複数の端末デバイス(たとえば、端末デバイス116および
端末デバイス122)と通信し得る。しかしながら、ネットワークデバイス102が、端末デバ
イス116または122と類似の、任意の数量の端末デバイスと通信できることが理解され得る
。端末デバイス116および122は、たとえば、セルラーフォン、スマートフォン、ポータブ
ルコンピュータ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス
、衛星無線装置、全地球測位システム、PDA、および/またはワイヤレス通信システム100
における通信のために使用される任意の他の適切なデバイスであってよい。
【００９５】
　図1に示すように、端末デバイス116は、アンテナ112および114と通信し、ここで、アン
テナ112および114は、順方向リンク118を通じて端末デバイス116へ情報を送信し、逆方向
リンク120を通じて端末デバイス116から情報を受信する。加えて、端末デバイス122は、
アンテナ104および106と通信し、ここで、アンテナ104および106は、順方向リンク124を
通じて端末デバイス122へ情報を送信し、逆方向リンク126を通じて端末デバイス122から
情報を受信する。
【００９６】
　たとえば、周波数分割複信(FDD、Frequency Division Duplex)システムでは、たとえば
、順方向リンク118は、逆方向リンク120によって使用されるものと異なる周波数帯域を使
用し得、順方向リンク124は、逆方向リンク126によって使用されるものと異なる周波数帯
域を使用し得る。
【００９７】
　別の例として、時分割複信(TDD、Time Division Duplex)システムおよび全二重(Full D
uplex)システムでは、順方向リンク118および逆方向リンク120が同じ周波数帯域を使用し
得、順方向リンク124および逆方向リンク126が同じ周波数帯域を使用し得る。
【００９８】
　通信のために設計された各アンテナグループおよび/または各エリアは、ネットワーク
デバイス102のセクタと呼ばれる。たとえば、アンテナグループは、ネットワークデバイ
ス102のカバレージエリアのセクタの中の端末デバイスと通信するように設計され得る。
ネットワークデバイス102が、順方向リンク118および124を通じて、それぞれ、端末デバ
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イス116および122と通信するプロセスでは、ネットワークデバイス102の送信アンテナは
、順方向リンク118および124の信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを使用
し得る。加えて、ネットワークデバイスによってサービスされるすべての端末デバイスへ
信号を送信するためにネットワークデバイスが単一のアンテナしか使用しない様式とは対
照的に、関係するカバレージエリアの中でランダムに分散されている端末デバイス116お
よび122へ信号を送信するためにネットワークデバイス102がビームフォーミングを使用す
るとき、隣接セルの中のモバイルデバイスはより少ない干渉しか受信しなくてすむ。
【００９９】
　所与の時間において、ネットワークデバイス102、端末デバイス116、または端末デバイ
ス122は、ワイヤレス通信送信装置および/またはワイヤレス通信受信装置であり得る。デ
ータ伝送中、ワイヤレス通信送信装置は、送信のためにデータを符号化し得る。詳細には
、ワイヤレス通信送信装置は、チャネルを通じてワイヤレス通信受信装置へ送信されるこ
とが必要な一定量のデータビットを、取得(たとえば、生成、別の通信装置から受信、ま
たはメモリに記憶)し得る。そのようなデータビットは、データのトランスポートブロッ
ク(または、複数のトランスポートブロック)に含められてよく、ここで、トランスポート
ブロックは、複数のコードブロックを生成するためにセグメント化され得る。
【０１００】
　本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法および装
置を使用する通信システム100において、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行す
るために、複数の端末デバイスが同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用す
ることに留意されたい。加えて、たとえば、リソース要素(RE、Resource Element)を単位
とする時間周波数リソース分割の様式では、同じ時間周波数リソースは、複数のREを含む
時間周波数リソースブロック(時間周波数リソースグループと呼ばれることもある)であり
得、複数のREは、時間領域における同じ位置(すなわち、同じシンボルに対応する)かつ周
波数領域における異なる位置(すなわち、異なるサブキャリアに対応する)にあってよく、
または複数のREが、時間領域における異なる位置(すなわち、異なるシンボルに対応する)
かつ周波数領域における同じ位置(すなわち、同じサブキャリアに対応する)にあってもよ
い。このことは、本発明において特に限定されない。
【０１０１】
　随意に、通信システムは、スパースコード多元接続通信システムであり、時間周波数リ
ソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【０１０２】
　詳細には、スパースコード多元接続(SCMA、Sparse Code Multiple Access)は、新たな
多元接続モードにある。このアクセスモードでは、複数のユーザが、データ伝送を実行す
るために同じ時間周波数リソースブロックを再使用する。各リソースブロックは、いくつ
かのリソースREを含む。本明細書でのREは、OFDM技術でのサブキャリアシンボルユニット
であり得るか、または別のエアインターフェース技術での時間領域もしくは周波数領域に
おけるリソース要素であり得る。たとえば、K個の端末デバイスを含むSCMAシステムでは
、利用可能なリソースはいくつかの直交時間周波数リソースブロックに分割され、各リソ
ースブロックはL個のREを含み、ここで、L個のREは時間領域における同じ位置にあってよ
い。端末デバイス#kがデータを送信するとき、最初に、送信されるべきデータはサイズが
Sビットのデータブロックに分割される。端末デバイス#kのコードブック(ネットワークデ
バイスによって決定され端末デバイスに配信される)が照会され、各データブロックが変
調シンボルのグループX#k={X#k1,X#k2,...,X#kL}にマッピングされ、ここで、各変調シン
ボルはリソースブロックの中の1つのREに対応する。次いで、変調シンボルに従って信号
波形が生成される。サイズがSビットのデータブロックに対して、各コードブックは、2S
個の可能なデータブロックに対応する2S個の異なる変調シンボルグループを含む。
【０１０３】
　上記のコードブックはコードワードセットであり、コードワードは情報ビットから送信
シンボルへのマッピング関係である。すなわち、コードブックはそのようなマッピング関
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係のセットである。
【０１０４】
　加えて、SCMAでは、各端末デバイスに対応する変調シンボルX#k={X#k1,X#k2,...,X#kL}
のグループの中で、少なくとも1つのシンボルが0シンボルであり、少なくとも1つのシン
ボルが非0シンボルである。すなわち、端末デバイスのデータに対して、L個のREのうちの
一部のRE(少なくとも1つのRE)だけが端末デバイスのデータを搬送する。
【０１０５】
　上で図示したSCMAシステムは、本発明による変調およびコーディング順位を決定するた
めの方法および装置が適用可能である、通信システムの一例にすぎないことを理解された
い。しかしながら、本発明はそれに限定されない。端末デバイスがデータ伝送を実行する
ために同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用することを可能にするすべて
の他の通信システムが、本発明の保護範囲に入るものとする。
【０１０６】
　理解および説明しやすいように、以下の実施形態では、別段に規定されていない限り、
本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法は、一例と
してSCMAシステムにおける適用例を使用することによって説明される。
【０１０７】
　加えて、本発明の一実施形態では、複数の端末デバイスがネットワークデバイスとの伝
送を実行するために同じ時間周波数リソースを再使用するので、ネットワークデバイスは
同時に複数の端末デバイスとのデータ伝送を実行し得る。ネットワークデバイスと端末デ
バイスとの間のデータ伝送プロセスが類似であるので、理解および説明しやすいように、
下記のことは、説明のための一例として、ネットワークデバイスと、複数の端末デバイス
の中の端末デバイス#1(すなわち、第1の端末デバイスの一例)との間のデータ伝送プロセ
スを使用する。
【０１０８】
　図2は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法2
00の概略フローチャートであり、ここで、方法は、ネットワークデバイスの観点から説明
される。方法200は、ネットワークデバイスによって実行される。図2に示すように、方法
200は以下のことを含む。
【０１０９】
　S210。ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間
期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定し、ここで
、K≧2である。
【０１１０】
　S220。チャネル品質インジケータCQIを取得し、ここで、CQIは、チャネルの信号対雑音
比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで、チャネルは、第1の時間周
波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワーク
デバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用される
。
【０１１１】
　S230。第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSをCQIに従って決定する。
【０１１２】
　方法200は、ダウンリンク伝送に適用され得る。上記で説明したように、ネットワーク
デバイスは、同じ時間期間(理解および区別しやすいように、以下で時間期間#Aとして示
す第1の時間期間を含む)の中で、端末デバイス#1を含むK個の端末デバイスとのデータ伝
送を実行するために、(たとえば、SCMAモードにおける)同じ時間周波数リソースを使用す
ることを決定し得る。
【０１１３】
　ネットワークデバイスは、端末デバイス#1用のダウンリンク伝送情報を決定し得、ここ
で、ダウンリンク伝送情報は、以下の情報、すなわち、
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　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#A(すなわち、第1の時間期間の一例)の中
で端末デバイス#1によって使用されるコードブックと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る時間周波数リソースブロック#Aであって、ここで、時間周波数リソースブロック#Aが、
複数のRE(たとえば、同じシンボルに対応し、異なるサブキャリアに対応する)を含み、こ
こで、端末デバイス#1を含む複数の端末デバイスが、ダウンリンク伝送を実行するために
時間周波数リソースブロック#Aを再使用する、時間周波数リソースブロック#Aと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る初期MCSとを含む。
【０１１４】
　加えて、ネットワークデバイスは、ダウンリンク伝送情報を端末デバイス#1へ、たとえ
ば、制御チャネルまたはブロードキャストチャネルを通じて伝送し得る。
【０１１５】
　上で図示したダウンリンク伝送情報が一例にすぎないことを理解されたい。本発明はそ
れに限定されない。従来のSCMAにおいて、ダウンリンク伝送のために使用され、ダウンリ
ンク伝送が実行される前にネットワークデバイスによって端末デバイスに配信されるすべ
ての他の情報が、本発明の保護範囲に入るものとする。以下で繰返しを避けるために、類
似のケースについての詳細な説明は省略する。
【０１１６】
　したがって、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを搬送する時間周波数リソースブ
ロック#Aの位置(時間領域位置および周波数領域位置を含む)、および復号処理がダウンリ
ンク伝送データに対して実行されるときに使用される初期MCSを、ダウンリンク伝送情報
に従って決定することができる。
【０１１７】
　その後、ネットワークデバイスは、決定された初期MCSに従って、端末デバイス#1へ伝
送されることが必要なデータ(たとえば、元のビットシーケンス)に対するコーディング処
理を実行してダウンリンクデータ(すなわち、データの一例)を生成し得、ダウンリンクデ
ータを端末デバイス#1へ、時間期間#Aの中で時間周波数リソースブロック#A(すなわち、
チャネルの一例)に基づくチャネル#Aを通じて伝送し得る。
【０１１８】
　端末デバイス#1は、時間期間#Aの中でチャネル#Aを通じてダウンリンクデータを受信す
ることができ、初期MCSを使用することによってダウンリンクデータに対する復号処理を
実行して、ネットワークデバイスがコーディング処理を実行する前に存在していたデータ
(たとえば、元のビットシーケンス)にダウンリンクデータを復元することができる。
【０１１９】
　本発明のこの実施形態では、ネットワークデバイスによるコーディング処理、端末デバ
イス#1による復号処理、およびダウンリンクデータの伝送プロセスは、従来技術における
ものと類似であってよいことに留意されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それ
の詳細な説明は省略する。
【０１２０】
　その後、ネットワークデバイスは、チャネル#AのCQIを決定し得、ここで、CQIは、端末
デバイスの数量K、およびネットワークデバイスと端末デバイス#1との間のチャネルのSIN
Rに従って決定される。
【０１２１】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に
従って決定され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０１２２】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答
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メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであ
り、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネット
ワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０１２３】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ
送られた否定応答メッセージである。
【０１２４】
　詳細には、本発明のこの実施形態では、端末デバイスの数量K、およびネットワークデ
バイスと端末デバイス#1との間のチャネルのSINRに加えて、復号反復回数、肯定応答メッ
セージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量の使用が、さらに考慮に入れられ
てよい。詳細な説明が、ネットワークデバイスおよび端末デバイス#1のアクションを参照
しながら後で提供される。
【０１２５】
　本発明のこの実施形態では、CQIは、事前設定規則に従ってネットワークデバイスによ
って決定されてよく(すなわち、様式1)、または事前設定規則に従って端末デバイス#1に
よって決定されネットワークデバイスに報告されてもよい(すなわち、様式2)。下記のこ
とは、2つの様式をそれぞれ詳細に説明する。
【０１２６】
　様式1
【０１２７】
　CQIを処理するためにネットワークデバイスによって使用される異なる事前設定規則(す
なわち、使用されるパラメータ)に従って、様式1は、様式1a、様式1b、様式1c、および様
式1dに分類され得る。
【０１２８】
　様式1a
【０１２９】
　事前設定規則の一例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、端末デ
バイスの数量Kのみに基づいて処理することであり得る。
【０１３０】
　随意に、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信す
ることであって、ここで、第3のインジケータ情報が、第1の端末デバイスによってフィー
ドバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによってフィードバックさ
れるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定されることと、
　CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デ
バイスの数量Kに従って処理することとをさらに含む。
【０１３１】
　詳細には、端末デバイス#1は、チャネル#AのSINRに対応するCQI値(理解および区別しや
すいように、以下でCQI#1として示す)を、第3のインジケータ情報を使用することによっ
てネットワークデバイスへ送るために、ダウンリンクデータの中で搬送されたパイロット
情報、たとえば、セル固有基準信号(CRS、Cell-specific Reference Signal)によるチャ
ネル#Aに対するチャネル推定を実行し得、チャネル#AのSINRをさらに計算し得る。
【０１３２】
　上で図示したチャネル#AのSINRを端末デバイス#1によって決定するための方法およびプ
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ロセスは、例にすぎず、本発明において特に限定されず、またチャネルのSINRを決定する
ために端末デバイスによって使用される別の従来技術におけるものと類似であってもよい
ことを理解されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それの詳細な説明は省略する
。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する。
【０１３３】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量Kに従ってCQI#1を処理し得
る。
【０１３４】
　たとえば、ネットワークデバイスは、下の式1に基づいてCQI#1を処理してよい。
【０１３５】
【数１】

【０１３６】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#2として示す)を示し、SI
NRはCQI#1に対応するチャネル#AのそのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し
、a、b、c、およびdは事前設定された定数であり、a、b、c、およびdの値範囲は(0,1]で
あってよく、a、b、c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく、w、x、y、およびzは
事前設定された正の整数であってよい。加えて、CQIに基づいてSINRを決定するための方
法は、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避けるために、
それの詳細な説明は省略する。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する。
【０１３７】
　様式1b
【０１３８】
　事前設定規則の別の例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、端末
デバイスの数量K、ならびにダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求(HARQ
、Hybrid Automatic Repeat Request)プロセスの中で、第1の端末デバイスによってネッ
トワークデバイスへ送られる肯定応答メッセージおよび否定応答メッセージの数量に従っ
て処理することであり得る。すなわち、
　随意に、方法は、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
をさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのHARQ
プロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って
処理することは、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するこ
とを含む。
【０１３９】
　詳細には、端末デバイス#1およびネットワークデバイスは、様式1aと類似の様式でCQI#
1情報を伝送し得る。
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【０１４０】
　加えて、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送するプロセスでは、ネッ
トワークデバイスは、HARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイ
スへ送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1からネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。加えて、本発明の
この実施形態では、端末デバイス#1とネットワークデバイスとの間で実行されるHARQプロ
セスは、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避けるために
、それの詳細な説明は省略する。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する
。
【０１４１】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量K、ACKメッセージの数量、
およびNACKメッセージの数量に従って、CQI#1を処理し得る。
【０１４２】
　たとえば、ネットワークデバイスは、下の式2に基づいてCQI#1を処理してよい。
【０１４３】
【数２】

【０１４４】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#3として示す)を示し、SI
NRはチャネル#AのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し、N_ackは肯定応答メ
ッセージの数量を示し、N_nackは否定応答メッセージの数量を示し、a、b、c、d、および
eは事前設定された定数であり、a、b、c、およびdの値範囲は(0,1]であってよく、a、b、
c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく、w、x、y、およびzは事前設定された正の
整数であってよい。
【０１４５】
　様式1c
【０１４６】
　事前設定規則の別の例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、端末
デバイスの数量K、およびダウンリンクデータに対して端末デバイス#1によって実行され
る復号反復の回数に従って処理することであり得る。すなわち、
　随意に、方法は、
　方法が、
　第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信することをさらに含
むことをさらに含み、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示すため
に使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに
対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って
処理することは、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kおよび
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第1の復号反復回数に従って処理することを含む。
【０１４７】
　詳細には、端末デバイス#1およびネットワークデバイスは、様式1aと類似の様式でCQI#
1情報を伝送し得る。
【０１４８】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。加えて、反復的な様式で復号を実行するための方法の特定の
実施プロセスは、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避け
るために、それの詳細な説明は省略する。加えて、類似のケースについての説明は以下で
省略する。
【０１４９】
　加えて、端末デバイス#1は、復号反復回数をネットワークデバイスへ(第4のインジケー
タ情報を使用することによって)送り得る。
【０１５０】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量Kおよび復号反復回数に従
ってCQI#1を処理し得る。
【０１５１】
　たとえば、ネットワークデバイスは、下の式3に基づいてCQI#1を処理してよい。
【０１５２】
【数３】

【０１５３】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#4として示す)を示し、SI
NRはチャネル#AのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し、m'は復号反復回数
を示し、a、b、c、d、e、f、g、h、およびiは事前設定された定数であり、a、b、c、およ
びdの値範囲は(0,1]であってよく、a、b、c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく
、f、g、h、およびiは1以上の数値であってよく、f、g、h、およびiの間の関係はi>h>g>f
であってよく、w、x、y、およびzは事前設定された正の整数であってよい。
【０１５４】
　様式1d
【０１５５】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、
端末デバイスの数量K、HARQプロセスの中でダウンリンクデータのために端末デバイス#1
によってネットワークデバイスへ送られる肯定応答メッセージおよび否定応答メッセージ
の数量、ならびにダウンリンクデータに対して端末デバイス#1によって実行される復号反
復の回数に従って処理することであり得る。すなわち、
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　随意に、方法は、
　第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、
第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行
するときに実行された復号反復の回数であることと、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセ
ージであって、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによ
ってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとをさらに含み、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って
処理することは、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量
に従って処理することを含む。
【０１５６】
　詳細には、端末デバイス#1およびネットワークデバイスは、様式1aと類似の様式でCQI#
1情報を伝送し得る。
【０１５７】
　加えて、ネットワークデバイスは、様式1bと類似の様式でACKメッセージの数量およびN
ACKメッセージの数量を決定し得る。ネットワークデバイスは、様式1cと類似の様式で復
号反復回数を決定し得る。
【０１５８】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされた
CQIを、端末デバイスの数量K、復号反復回数、ACKメッセージの決定された数量、およびN
ACKメッセージの決定された数量に従って処理し得る。
【０１５９】
　たとえば、CQI#1は、下の式4に基づいて処理されてよい。
【０１６０】
【数４】

【０１６１】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#5として示す)を示し、SI
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NRはチャネル#AのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し、N_ackは肯定応答メ
ッセージの数量を示し、N_nackは否定応答メッセージの数量を示し、m'は復号反復回数を
示し、a、b、c、d、e、f、g、h、およびiは事前設定された定数であり、a、b、c、および
dの値範囲は(0,1]であってよく、a、b、c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく、f
、g、h、およびiは1以上の数値であってよく、f、g、h、およびiの間の関係はi>h>g>fで
あってよく、w、x、y、およびzは事前設定された正の整数であってよい。
【０１６２】
　したがって、ネットワークデバイスは、処理済みCQIの数値に従って、初期MCSに対して
更新処理を実行し得る。本発明のこの実施形態では、更新処理プロセスは、従来技術にお
けるものと類似であってよい。たとえば、処理済みCQIの数値が特定のしきい値よりも大
きいときにMCSは増大し、処理済みCQIの数値が特定のしきい値よりも小さいときにMCSは
減少し、変更されたMCSが端末デバイス#1に配信される。
【０１６３】
　図3は、様式1に対応する本発明のこの実施形態における、ネットワークデバイスと端末
デバイス#1との間の相互作用の概略図を示す。図3に示すように、ステップS310において
、ネットワークデバイスは、復号処理を実行するために使用される情報、たとえば、上記
の初期MCSを含む上記のダウンリンク伝送情報を、端末デバイス#1に配信する。
【０１６４】
　ステップS320において、ネットワークデバイスは、コーディング処理を実行してダウン
リンクデータを生成する。
【０１６５】
　ステップS330において、ネットワークデバイスは、ダウンリンクデータを端末デバイス
#1へ送る。
【０１６６】
　ステップS340において、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを伝送するために使用
されるチャネル(たとえば、上記のチャネル#A)のSINRを決定し、ダウンリンクデータに対
する復号および復号処理を実行する。随意に、端末デバイス#1は、さらに復号反復回数を
記録してもよい。
【０１６７】
　ステップS350において、端末デバイス#1は、チャネル#AのSINRに対応するCQIをネット
ワークデバイスにフィードバックする。随意に、端末デバイス#1は、復号反復回数をさら
にフィードバックしてもよい。
【０１６８】
　ステップS360において、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバ
ックされたCQIを、端末デバイス#1を含み時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端
末デバイスの数量Kに基づいて処理する。
【０１６９】
　随意に、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量K、ならびにHARQプロセスにおけるACKメッセージの数量およびNA
CKメッセージの数量に基づいて、さらに処理してもよい。
【０１７０】
　随意に、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量K、および端末デバイス#1によってフィードバックされた復号反
復回数に基づいてさらに処理してもよい。
【０１７１】
　随意に、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量K、HARQプロセスにおけるACKメッセージの数量およびNACKメッセ
ージの数量、ならびに端末デバイス#1によってフィードバックされた復号反復回数に基づ
いて、さらに処理してもよい。
【０１７２】
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　ステップS370において、ネットワークデバイスは、処理済みCQIに従って、ステップS31
0において決定されたMCSに対する更新処理をさらに実行し得、たとえば、処理済みCQIが
事前設定されたしきい値よりも大きい場合、MCSを増大させ得、変更されたMCSを端末デバ
イス#1に配信し得る。
【０１７３】
　様式2
【０１７４】
　CQIを処理するために端末デバイス#1によって使用される異なる事前設定規則(すなわち
、使用されるパラメータ)に従って、様式2は、様式2a、様式2b、様式2c、および様式2dに
分類され得る。
【０１７５】
　様式2a
【０１７６】
　事前設定規則の一例は、端末デバイスの数量Kに従ってCQIを処理することであり得る。
【０１７７】
　随意に、CQIを取得することは、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
および端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイスによって決定されることとを含
む。
【０１７８】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１７９】
　端末デバイス#1は、ダウンリンクデータの中で搬送されたパイロット情報(たとえば、C
RS)によるチャネル#Aに対するチャネル推定を実行し得、チャネル#AのSINRをさらに計算
し得、チャネル#AのSINRに対応するCQI(すなわち、上記のCQI#1)を決定し得る。プロセス
は、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避けるために、そ
れの詳細な説明は省略する。
【０１８０】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量Kに従ってCQI#1を処理し得る。処
理プロセスは、ネットワークデバイスがCQI#1を処理してCQI#2を決定するプロセスと類似
であってよい。その後、端末デバイス#1は、第2のインジケータ情報を使用することによ
って、処理済みCQIをネットワークデバイスへ送り得る。
【０１８１】
　様式2b
【０１８２】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイスの数量K、ならびにダウンリンクデータの
ためのHARQプロセスの中で端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ送られる肯定
応答メッセージおよび否定応答メッセージの数量に従って、CQIを処理することであり得
る。すなわち、
　随意に、CQIを取得することは、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
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、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセ
ージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッ
セージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第
1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワー
クデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを含む。
【０１８３】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１８４】
　端末デバイス#1は、様式2bと類似の様式でCQI#1を決定し得る。
【０１８５】
　加えて、端末デバイス#1は、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送する
プロセスにおけるHARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ
送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1によってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。
【０１８６】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、ACKメッセージの数量、および
NCKメッセージの数量に従ってCQI#1を処理し得る。処理プロセスは、ネットワークデバイ
スがCQI#1を処理してCQI#3を決定するプロセスと類似であってよい。その後、端末デバイ
ス#1は、第2のインジケータ情報を使用することによって、処理済みCQIをネットワークデ
バイスへ送り得る。
【０１８７】
　様式2c
【０１８８】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイスの数量K、およびダウンリンクデータに対
して端末デバイス#1によって実行される復号反復の回数に従ってCQIを処理することであ
り得る。すなわち、
　随意に、CQIを取得することは、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによっ
て決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに
対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることとを含む。
【０１８９】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１９０】
　端末デバイス#1は、様式2bと類似の様式でCQI#1を決定し得る。
【０１９１】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。したがって、端末デバイス#1は、復号反復回数を決定するこ
とができる。



(50) JP 2018-501704 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

【０１９２】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量Kおよび復号反復回数に従ってCQI
#1を処理し得る。処理プロセスは、ネットワークデバイスがCQI#1を処理してCQI#4を決定
するプロセスと類似であってよい。その後、端末デバイス#1は、第2のインジケータ情報
を使用することによって、処理済みCQIをネットワークデバイスへ送り得る。
【０１９３】
　様式2d
【０１９４】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイスの数量K、ダウンリンクデータに対して端
末デバイス#1によって実行される復号反復の回数、ならびにダウンリンクデータのための
HARQプロセスの中で端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ送られる肯定応答メ
ッセージおよび否定応答メッセージの数量に従って、CQIを処理することであり得る。す
なわち、
　随意に、CQIを取得することは、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセ
ージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッ
セージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第
1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワー
クデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを含む。
【０１９５】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１９６】
　端末デバイス#1は、様式2bと類似の様式でCQI#1を決定し得る。
【０１９７】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。したがって、端末デバイス#1は、復号反復回数を決定するこ
とができる。
【０１９８】
　加えて、端末デバイス#1は、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送する
プロセスにおけるHARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ
送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1によってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。
【０１９９】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、復号反復回数、ACKメッセージ
の数量、およびNCKメッセージの数量に従ってCQI#1を処理し得る。処理プロセスは、ネッ
トワークデバイスがCQI#1を処理してCQI#5を決定するプロセスと類似であってよい。その
後、端末デバイス#1は、第2のインジケータ情報を使用することによって、処理済みCQIを
ネットワークデバイスへ送り得る。
【０２００】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量Kに基づいて端末デバイス#
1によって決定されるCQIを取得し得、CQIに従ってMCSに対する更新処理を実行し得る。本
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発明のこの実施形態では、更新処理プロセスは、従来技術におけるものと類似であってよ
く、たとえば、CQIの数値が特定のしきい値よりも大きい(または、小さい)とき、MCSを増
大(または、減少)させ、変更されたMCSを端末デバイス#1に配信する。
【０２０１】
　図4は、様式2に対応する本発明のこの実施形態における、ネットワークデバイスと端末
デバイス#1との間の相互作用の概略図を示す。図4に示すように、ステップS410において
、ネットワークデバイスは、復号処理を実行するために使用される情報、たとえば、上記
のダウンリンク伝送情報を、端末デバイス#1に配信し、ここで、ダウンリンク伝送情報は
、上記の初期MCS、および端末デバイス#1を含み時間周波数リソースブロック#Aを再使用
する端末デバイスの数量Kを含む。
【０２０２】
　ステップS420において、ネットワークデバイスは、コーディング処理を実行してダウン
リンクデータを生成する。
【０２０３】
　ステップS430において、ネットワークデバイスは、ダウンリンクデータを端末デバイス
#1へ送る。
【０２０４】
　ステップS440において、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを伝送するために使用
されるチャネル(たとえば、上記のチャネル#A)のSINRを決定し、チャネル#AのSINRに対応
するCQIを決定し、端末デバイス#1を含み時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端
末デバイスの数量Kに従ってCQIを処理し得る。
【０２０５】
　随意に、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、ならびにHARQプロセスにおけるACK
メッセージの数量およびNACKメッセージの数量に基づいて、CQIをさらに処理してもよい
。
【０２０６】
　随意に、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量Kおよび復号反復回数に基づいてCQIを
さらに処理してもよい。
【０２０７】
　随意に、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、HARQプロセスにおけるACKメッセー
ジの数量およびNACKメッセージの数量、ならびに復号反復回数に基づいて、CQIをさらに
処理してもよい。
【０２０８】
　ステップS450において、端末デバイス#1は、処理済みCQIをネットワークデバイスへ送
る。
【０２０９】
　ステップS460において、ネットワークデバイスは、処理済みCQIに従って、ステップS41
0において決定されたMCSに対する更新処理を実行する。
【０２１０】
　上で図示した端末デバイス#1がチャネルのSINRに基づいて決定されたCQIを処理するプ
ロセスが一例にすぎないことを理解されたい。本発明はそれに限定されない。たとえば、
マッピング関係エントリは、端末デバイス#1に事前記憶されてよく、ここで、マッピング
関係エントリは、複数のパラメータセットと複数のCQIとの間の1対1マッピング関係を記
録し得、複数のパラメータセットは、1つの端末デバイス数量値および1つのSINR値(また
は、SINR値に対応するCQI値)を含み得る。したがって、端末デバイスの数量Kおよびチャ
ネルのSINRを決定した後、端末デバイス#1は、対応するCQIをマッピングエントリに従っ
て直接見つけ、そのCQIを処理済みCQIとして使用する。
【０２１１】
　加えて、本発明のこの実施形態では、マッピングエントリの形態は、要件に従って決定
されてよい。たとえば、端末デバイス数量値およびSINR値が、エントリの中の2つの項目
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として使用されてよく、マッピングエントリの中に(たとえば、エントリにおける2つの行
または2つの列として)記録されてよい。代替として、複数のエントリが形成されてよく、
ここで、各エントリは、SINR値とCQIとの間のマッピング関係を記録し、複数のエントリ
は、複数の端末デバイス数量値とのマッピング関係を有すべきである。すなわち、端末デ
バイスは、決定された端末デバイス数量値を使用することによって、端末デバイス数量値
に対応しSINR値に基づいてCQIを決定するために使用されるエントリを見つけ得る。
【０２１２】
　変調およびコーディング順位を決定するための従来の方法では、調整は、リンク(リン
クは、複数のREを含む時間周波数リソースブロックに基づく)のSINR値、またはSINR値に
対応するCQIの量子化された値のみに従って実行される。しかしながら、SCMAシステムで
は、複数の端末デバイスが、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースブロッ
クを再使用する。複数の端末デバイスの間に干渉が存在することがあるので、ネットワー
クデバイスは、時間周波数リソースブロックのSINR値しか取得することができず、時間周
波数リソースブロックを再使用する複数の端末デバイスの中の各端末デバイスの、それぞ
れのSINR値を取得することができない。したがって、変調およびコーディング順位を決定
するための従来の方法は、SCMAシステムにおいて効果的に実施され得ない。
【０２１３】
　対照的に、本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するため
の方法によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行す
るために同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数
リソースに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で
伝送され、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を
反映し得るように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの
数量Kに従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デバイスの
干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位が処理
済みCQIに従って調整される。したがって、方法は、データ伝送を実行するために同じ時
間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の調整に適
用可能である。
【０２１４】
　図5は、本発明の別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方
法500の概略フローチャートを示し、ここで、方法は、ネットワークデバイスの観点から
説明される。方法500は、ネットワークデバイスによって実行される。図5に示すように、
方法500は以下のことを含む。
【０２１５】
　S510。ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間
期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定し、ここで
、K≧2である。
【０２１６】
　S520。第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信し、ここで、
第1のインジケータ情報は、チャネル品質インジケータCQIを示すために使用され、CQIは
、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チャネルは、第1の時間
周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワー
クデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され
る。
【０２１７】
　S530。端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング順位
MCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそ
のMCSを使用し、ここで、マッピング関係情報は、N個のパラメータセットとN個のMCSとの
間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセットは、端末デバイス数
量値およびCQI値を含み、N≧2である。
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【０２１８】
　方法500は、ダウンリンク伝送に適用され得る。上記で説明したように、ネットワーク
デバイスは、同じ時間期間(理解および区別しやすいように、以下で時間期間#Aとして示
す第1の時間期間を含む)の中で、端末デバイス#1を含むK個の端末デバイスとのデータ伝
送を実行するために、(たとえば、SCMAモードにおける)同じ時間周波数リソースを使用す
ることを決定し得る。
【０２１９】
　ネットワークデバイスは、端末デバイス#1用のダウンリンク伝送情報を決定し得、ここ
で、ダウンリンク伝送情報は、以下の情報、すなわち、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#A(すなわち、第1の時間期間の一例)の中
で端末デバイス#1によって使用されるコードブックと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る時間周波数リソースブロック#Aであって、ここで、時間周波数リソースブロック#Aが、
複数のRE(たとえば、同じシンボルに対応し、異なるサブキャリアに対応する)を含み、こ
こで、端末デバイス#1を含む複数の端末デバイスが、ダウンリンク伝送を実行するために
時間周波数リソースブロック#Aを再使用する、時間周波数リソースブロック#Aと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る初期MCSとを含む。
【０２２０】
　加えて、ネットワークデバイスは、ダウンリンク伝送情報を端末デバイス#1へ、たとえ
ば、制御チャネルまたはブロードキャストチャネルを通じて伝送し得る。
【０２２１】
　上で図示したダウンリンク伝送情報が一例にすぎないことを理解されたい。本発明はそ
れに限定されない。従来のSCMAにおいて、ダウンリンク伝送のために使用され、ダウンリ
ンク伝送が実行される前にネットワークデバイスによって端末デバイスに配信されるすべ
ての他の情報が、本発明の保護範囲に入るものとする。以下で繰返しを避けるために、類
似のケースについての詳細な説明は省略する。
【０２２２】
　したがって、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを搬送する時間周波数リソースブ
ロック#Aの位置(時間領域位置および周波数領域位置を含む)、および復号処理がダウンリ
ンク伝送データに対して実行されるときに使用される初期MCSを、ダウンリンク伝送情報
に従って決定することができる。
【０２２３】
　その後、ネットワークデバイスは、決定された初期MCSに従って、端末デバイス#1へ伝
送されることが必要なデータ(たとえば、元のビットシーケンス)に対するコーディング処
理を実行してダウンリンクデータ(すなわち、データの一例)を生成し得、ダウンリンクデ
ータを端末デバイス#1へ、時間期間#Aの中で時間周波数リソースブロック#A(すなわち、
チャネルの一例)に基づくチャネル#Aを通じて伝送し得る。
【０２２４】
　端末デバイス#1は、時間期間#Aの中でチャネル#Aを通じてダウンリンクデータを受信す
ることができ、初期MCSを使用することによってダウンリンクデータに対する復号処理を
実行して、ネットワークデバイスがコーディング処理を実行する前に存在していたデータ
(たとえば、元のビットシーケンス)にダウンリンクデータを復元することができる。
【０２２５】
　本発明のこの実施形態では、ネットワークデバイスによるコーディング処理、端末デバ
イス#1による復号処理、およびダウンリンクデータの伝送プロセスは、従来技術における
ものと類似であってよいことに留意されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それ
の詳細な説明は省略する。
【０２２６】
　端末デバイス#1は、チャネル#AのSINRに対応するCQI値を、第1のインジケータ情報を使
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用することによってネットワークデバイスへ送るために、ダウンリンクデータの中で搬送
されたパイロット情報、たとえば、セル固有基準信号(CRS、Cell-specific Reference Si
gnal)によるチャネル#Aに対するチャネル推定を実行し得、チャネル#AのSINRをさらに計
算し得る。
【０２２７】
　上で図示したチャネル#AのSINRを端末デバイス#1によって決定するための方法およびプ
ロセスは、例にすぎず、本発明において特に限定されず、またチャネルのSINRを決定する
ために端末デバイスによって使用される別の従来技術におけるものと類似であってもよい
ことを理解されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それの詳細な説明は省略する
。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する。
【０２２８】
　ネットワークデバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピング関係情
報は、複数の第1の情報グループと複数のMCSとの間のマッピング関係(理解および区別し
やすいように、以下でマッピング関係#1として示す)を示し、複数の第1の情報グループは
、1対1基準で複数のMCSに対応し、ここで、第1の情報グループは、端末デバイス数量の数
値およびCQI値(または、CQI値に対応するSINR値)を含み、含まれる2つの数値のうちの少
なくとも1つの値は、異なる第1の情報グループの中で異なっている。
【０２２９】
　本発明のこの実施形態では、マッピング関係は、経験の様式で統計を収集することなど
によって、電気通信事業者またはネットワーク管理者によって取得され得る。加えて、マ
ッピング関係は、対応エントリとして記録されてよく、ネットワークデバイスの記憶デバ
イスに記憶されてよく、または式として表現されるとともにソフトウェアプログラムとし
てネットワークデバイスの記憶デバイスに記憶されてもよい。このことは、本発明におい
て特に限定されない。
【０２３０】
　随意に、マッピング関係情報は、特にN個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1
マッピング関係を記録するマッピングエントリである。
【０２３１】
　詳細には、マッピング関係#1は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよ
うに、以下でマッピング関係エントリ#1として示す)として反映され得る。たとえば、マ
ッピング関係エントリ#1において、ネットワークデバイスが端末デバイスの数量Kおよび
チャネル#AのSINRに対応するMCSをマッピング関係エントリ#1から見つけることができる
ように、CQI値および端末デバイス数量値は、エントリの行または列として使用され得る
。
【０２３２】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値をさらに含み、
　方法は、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することをさらに含
み、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここ
で、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報
に従って決定することは、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対応するMCSを、事
前設定マッピング関係情報に従って決定することを含む。
【０２３３】
　詳細には、ネットワークデバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピ
ング関係情報は、複数の第2の情報グループと複数のMSCとの間のマッピング関係(理解お
よび区別しやすいように、以下でマッピング関係#2として示す)を示し、複数の第2の情報
グループは、1対1基準で複数のMSCに対応し、ここで、第2の情報グループは、ユーザ機器
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数量の数値、CQI値(または、CQI値に対応するSINR値)、および復号反復回数の数値を含み
、3つの数値のうちの少なくとも1つの値は、異なる第2の情報グループの中で異なってい
る。
【０２３４】
　同様に、マッピング関係#2は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよう
に、以下でマッピング関係エントリ#2として示す)として反映され得る。たとえば、マッ
ピング関係エントリ#2において、CQI値、端末デバイス数量値、および復号反復回数の数
値は、エントリの行または列として使用され得る。
【０２３５】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。したがって、端末デバイス#1は、復号反復回数を決定するこ
とができ、復号反復回数をネットワークデバイスへ伝送することができる。
【０２３６】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの決定された数量K、CQI値、およ
び復号反復回数に従ってエントリ#2を見つけ得、端末デバイスの数量K、チャネル#AのSIN
Rに対応するCQI値、および復号反復回数に対応するMCSを、端末デバイス#1のMCSとして使
用し得る。
【０２３７】
　随意に、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセ
ージの数量の値をさらに含み、
　方法は、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
をさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイ
ブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバ
イスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージ
であり、調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッ
セージの数量をさらに含み、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報
に従って決定することは、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否
定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定す
ることを含む。
【０２３８】
　詳細には、端末デバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピング関係
情報は、複数の第3の情報グループと複数のMSCとの間のマッピング関係(理解および区別
しやすいように、以下でマッピング関係#3として示す)を示し、複数の第3の情報グループ
は、1対1基準で複数のMSCに対応し、ここで、第3の情報グループは、端末デバイス数量の
数値、CQI値(または、CQI値に対応するSINR値)、ACKメッセージの数量の数値、およびNAC
Kメッセージの数量の数値を含み、4つの数値のうちの少なくとも1つの値は、異なる第3の
情報グループの中で異なっている。
【０２３９】
　同様に、マッピング関係#3は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよう
に、以下でマッピング関係エントリ#3として示す)として反映され得る。たとえば、マッ
ピング関係エントリ#3において、CQI値、端末デバイス数量値、ACKメッセージの数量の数
値、およびNACKメッセージの数量の数値は、エントリの行または列として使用され得る。
【０２４０】
　加えて、端末デバイス#1は、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送する
プロセスにおけるHARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ
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送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1によってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。
【０２４１】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの決定された数量K、CQI値、ACK
メッセージの数量、およびNACKメッセージの数量に従って、対応するMCSをマッピング関
係エントリ#3から見つけ得る。
【０２４２】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、お
よび否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、
　方法は、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、
第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行
するときに実行された復号反復の回数であることと、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセ
ージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
てネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、第
1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージに数量をさらに含むことと
をさらに含み、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報
に従って決定することは、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージ
の数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関
係情報に従って決定することを含む。
【０２４３】
　詳細には、端末デバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピング関係
情報は、複数の第4の情報グループと複数のMSCとの間のマッピング関係(理解および区別
しやすいように、以下でマッピング関係#4として示す)を示し、複数の第4の情報グループ
は、1対1基準で複数のMSCに対応し、ここで、第3の情報グループは、端末デバイス数量の
数値、CQI値(または、CQI値に対応するSINR値)、復号反復回数値、ACKメッセージの数量
の数値、およびNACKメッセージの数量の数値を含み、5つの数値のうちの少なくとも1つの
値は、異なる第4の情報グループの中で異なっている。
【０２４４】
　同様に、マッピング関係#4は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよう
に、以下でマッピング関係エントリ#4として示す)として反映され得る。たとえば、マッ
ピング関係エントリ#4において、CQI値、端末デバイス数量値、復号反復回数の数値、ACK
メッセージの数量の数値、およびNACKメッセージの数量の数値は、エントリの行または列
として使用され得る。
【０２４５】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量K、チャネル#AのSINRに対
応するCQI値、復号反復回数、ACKメッセージの数量、およびNACKメッセージの数量に対応
するMCSを、マッピング関係エントリ#4から見つけることができ、端末デバイス#1のMCSと
してそのMCSを使用することができる。
【０２４６】
　加えて、本発明のこの実施形態では、マッピングエントリの形態は、要件に従って決定
されてよい。たとえば、端末デバイス数量値およびSINR値が、エントリの中の2つの項目
として使用されてよく、マッピングエントリの中に(たとえば、エントリにおける2つの行
または2つの列として)記録されてよい。代替として、複数のエントリが形成されてよく、
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ここで、各エントリは、SINR値とCQIとの間のマッピング関係を記録し、複数のエントリ
は、複数の端末デバイス数量値とのマッピング関係を有すべきである。すなわち、端末デ
バイスは、決定された端末デバイス数量値を使用することによって、端末デバイス数量値
に対応しSINR値に基づいてCQIを決定するために使用されるエントリを見つけ得る。
【０２４７】
　変調およびコーディング順位を決定するための従来の方法では、調整は、リンク(リン
クは、複数のREを含む時間周波数リソースブロックに基づく)のSINR値、またはSINR値に
対応するCQIの量子化された値のみに従って実行される。しかしながら、SCMAシステムで
は、複数の端末デバイスが、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースブロッ
クを再使用する。複数の端末デバイスの間に干渉が存在することがあるので、ネットワー
クデバイスは、時間周波数リソースブロックのSINR値しか取得することができず、時間周
波数リソースブロックを再使用する複数の端末デバイスの中の各端末デバイスの、それぞ
れのSINR値を取得することができない。したがって、変調およびコーディング順位を決定
するための従来の方法は、SCMAシステムにおいて効果的に実施され得ない。
【０２４８】
　対照的に、本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するため
の方法によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行す
るために同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数
リソースに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で
伝送され、MCSが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
とともに、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デバイスの干渉雑音に適
応し得るように、MCSは、端末デバイスの数量K、およびチャネルの信号対雑音比に基づい
て決定されたCQIに従って決定される。したがって、方法は、データ伝送を実行するため
に同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の
調整に適用可能である。
【０２４９】
　上記のことは、本発明による変調およびコーディング順位を決定するための方法がダウ
ンリンク伝送に適用されるプロセスを示す。しかしながら、本発明はそれに限定されず、
方法はアップリンク伝送にも適用され得る。
【０２５０】
　この場合、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1用のアップリンク伝送情報を決定
し得、ここで、アップリンク伝送情報は、以下の情報、すなわち、
　アップリンク伝送を時間期間#Bの中で実行するために端末デバイス#1によって使用され
るコードブックと、
　アップリンク伝送を時間期間#Bの中で実行するために端末デバイス#1によって使用され
る時間周波数リソースブロック#Bであって、ここで、時間周波数リソースブロック#Bが、
複数のRE(たとえば、同じシンボルに対応し、異なるサブキャリアに対応する)を含み、こ
こで、端末デバイス#1を含む複数の端末デバイスが、アップリンク伝送を実行するために
時間周波数リソースブロック#Bを再使用する、時間周波数リソースブロック#Bと、
　アップリンク伝送を時間期間#Bの中で実行するために端末デバイス#1によって使用され
る初期MCSとを含む。
【０２５１】
　加えて、ネットワークデバイスは、アップリンク伝送情報を端末デバイス#1へ、たとえ
ば、制御チャネルまたはブロードキャストチャネルを通じて伝送し得る。
【０２５２】
　したがって、端末デバイス#1は、アップリンクデータを搬送する時間周波数リソースブ
ロック#Bの位置(時間領域位置および周波数領域位置を含む)、およびコーディング処理が
アップリンク伝送データに対して実行されるときに使用される初期MCSを、アップリンク
伝送情報に従って決定することができる。
【０２５３】
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　その後、端末デバイス#1は、決定された初期MCSに従って、ネットワークデバイスへ伝
送されることが必要なデータに対するコーディング処理実行してアップリンクデータを生
成し得、アップリンクデータをネットワークデバイスへ、時間期間#Bの中で時間周波数リ
ソースブロック#Bに基づくチャネル#Bを通じて送り得る。
【０２５４】
　ネットワークデバイスは、時間期間#Bの中でチャネル#Bを通じてアップリンクデータを
受信することができ、初期MCSを使用することによってアップリンクデータに対する復号
処理を実行して、ネットワークデバイスがコーディング処理を実行する前に存在していた
データにアップリンクデータを復元することができる。
【０２５５】
　ネットワークデバイスは、マッピング関係情報、たとえば、マッピング関係#1すなわち
式1を取得し得る。
【０２５６】
　加えて、ネットワークデバイスは、アップリンクデータの中で搬送されたパイロット情
報、たとえば、復調基準信号(DMRS、De Modulation Reference Signal)によるチャネル#B
に対するチャネル推定を実行し得、チャネル#BのSINRをさらに計算し得る。
【０２５７】
　したがって、ネットワークデバイスは、チャネル#BのCQI(または、CQIに対応するSINR)
、およびアップリンク伝送を実行するために時間周波数リソースブロック#Bを再使用する
端末デバイスの数量Kに対応するMCSを、マッピング関係#1すなわち式1に従って決定し得
、端末デバイス#1のMCSとしてそのMCSを使用し得る。
【０２５８】
　同様に、ネットワークデバイスはまた、マッピング関係#2すなわち式2、マッピング関
係#3すなわち式3、またはマッピング関係#4すなわち式4に従って、端末デバイス#1のMCS
を決定し得る。
【０２５９】
　図6は、アップリンク伝送に対応する本発明のこの実施形態における、ネットワークデ
バイスと端末デバイス#1との間の相互作用の概略図を示す。図6に示すように、ステップS
610において、ネットワークデバイスは、コーディング処理を実行するために使用される
情報、たとえば、上記の初期MCSを含む上記のアップリンク伝送情報を、端末デバイス#1
に配信する。
【０２６０】
　ステップS620において、端末デバイス#1は、コーディング処理を実行してアップリンク
データを生成する。
【０２６１】
　ステップS630において、端末デバイス#1は、アップリンクデータをネットワークデバイ
スへ送る。
【０２６２】
　ステップS640において、ネットワークデバイスは、アップリンクデータを伝送するため
に使用されるチャネル(たとえば、上記のチャネル#B)のSINRを決定し、アップリンクデー
タに対する復号および復号処理を実行する。加えて、ネットワークデバイスは、たとえば
、上記の事前記憶されているマッピング関係#1すなわち式1に基づいてMCSを決定する。
【０２６３】
　ステップS650において、ネットワークデバイスおよび端末デバイス#1は、上記で説明し
たように決定されたMCSに従ってデータ伝送を実行し得る。
【０２６４】
　図7は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方法7
00の概略フローチャートを示し、ここで、方法は、端末デバイス(たとえば、端末デバイ
ス#1)の観点から説明される。方法700は、K個の端末デバイスの中の第1の端末デバイスに
よって実行される。図7に示すように、方法700は以下のことを含む。



(59) JP 2018-501704 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

【０２６５】
　S710。チャネルの信号対雑音比SINRを決定し、ここで、チャネルは、第1の時間周波数
リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワークデバ
イスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され、K個の
端末デバイスは、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である。
【０２６６】
　S720。ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信し、ここ
で、第1のインジケータ情報は、端末デバイスの数量Kを示すために使用される。
【０２６７】
　S730。チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、チャネル品
質インジケータCQIを決定する。
【０２６８】
　S740。ネットワークデバイスが、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCS
をCQIに従って決定するように、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送り、
ここで、第2のインジケータ情報は、CQIを示すために使用される。
【０２６９】
　随意に、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定す
ることは、
　チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定
することを含み、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０２７０】
　随意に、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定す
ることは、
　チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1
の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであ
り、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネット
ワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０２７１】
　随意に、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定す
ることは、
　チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセー
ジの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ
送られた否定応答メッセージである。
【０２７２】
　随意に、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【０２７３】
　方法700における第1の端末デバイスのアクションは、方法200または方法500における端
末デバイス#1のアクションと類似である。本明細書では繰返しを避けるために、それの詳
細な説明は省略する。
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【０２７４】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するための方法によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kに従っ
て処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デバイスの干渉雑音に
適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位が処理済みCQIに従
って調整される。したがって、方法は、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソ
ースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の調整に適用可能である
。
【０２７５】
　図8は、本発明の別の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための方
法800の概略フローチャートを示し、ここで、方法は、端末デバイス(たとえば、端末デバ
イス#1)の観点から説明される。方法800は、K個の端末デバイスの中の第1の端末デバイス
によって実行される。図8に示すように、方法800は以下のことを含む。
【０２７６】
　S810。チャネルの信号対雑音比SINRを決定し、ここで、チャネルは、第1の時間周波数
リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワークデバ
イスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され、K個の
端末デバイスは、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である。
【０２７７】
　S820。チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定する。
【０２７８】
　S830。ネットワークデバイスが、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCS
を端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジ
ケータ情報および第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送り、ここで、第1の
インジケータ情報は、CQIを示すために使用され、第2のインジケータ情報は、第1の復号
反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダ
ウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０２７９】
　随意に、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【０２８０】
　方法700における第1の端末デバイスのアクションは、方法200または方法500において、
端末デバイス#1がチャネルのCQIをフィードバックするとともに復号反復回数をフィード
バックするときの、端末デバイス#1のアクションと類似である。本明細書では繰返しを避
けるために、それの詳細な説明は省略する。
【０２８１】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するための方法によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kおよび
復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デ
バイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順
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位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、方法は、データ伝送を実行するため
に同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の
調整に適用可能である。
【０２８２】
　上記のことは、図1～図8を参照しながら、本発明の実施形態による変調およびコーディ
ング順位を決定するための方法を詳細に説明する。下記のことは、図9～図12を参照しな
がら、本発明の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置を詳細
に説明する。
【０２８３】
　図9は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置9
00の概略構造図である。図9に示すように、装置900は、
　装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波
数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成された数量決定ユニ
ット910であって、ここで、K≧2である、数量決定ユニット910と、
　チャネル品質インジケータCQIを取得するように構成されたCQI決定ユニット920であっ
て、ここで、CQIが、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決
定され、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャ
ネルが、第1の端末デバイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝
送するために使用される、CQI決定ユニット920と、
　第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSをCQIに従って決定するように構
成されたMCS決定ユニット930とを含む。
【０２８４】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に
従って決定され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０２８５】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答
メッセージである。
【０２８６】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HAR
Qプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージである。
【０２８７】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイスによ
って決定される、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
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れる。
【０２８８】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、
第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
ある、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れる。
【０２８９】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、こ
こで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送
要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージ
であり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装
置へ送られた否定応答メッセージである、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れる。
【０２９０】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスに
よって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答
メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答
メッセージである、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れる。
【０２９１】
　随意に、装置は、
　第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットをさらに含み、ここで、第3のインジケータ情報は、第1の端末デバイスに
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よってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによってフィ
ードバックされるCQIは、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、
ここで、
　CQI決定ユニットは、CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバッ
クされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するように特に構成される。
【０２９２】
　随意に、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回
数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　CQI決定ユニットは、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デ
バイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って処理するように特に構成される。
【０２９３】
　随意に、CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メ
ッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウン
リンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デ
バイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成さ
れ、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1
の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理する
ように構成される。
【０２９４】
　随意に、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回
数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージ
の数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデ
ータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よって装置へ送られた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成され、第1
の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の復号
反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従
って処理するように構成される。
【０２９５】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０２９６】
　随意に、装置はネットワークデバイスである。
【０２９７】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置900は
、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し得る
。加えて、変調およびコーディング順位を決定するための装置900における各ユニット、
すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞれ、図2
における方法200の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細は本明
細書で再び説明しない。
【０２９８】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
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じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kおよび
復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デ
バイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順
位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、装置は、データ伝送を実行するため
に同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の
調整に適用可能である。
【０２９９】
　図10は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置
1000の概略構造図である。図10に示すように、装置1000は、
　装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波
数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成された数量決定ユニ
ット1010であって、ここで、K≧2である、数量決定ユニット1010と、
　第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニット1020であって、ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジ
ケータCQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスに
よって決定され、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャ
ネルが、第1の端末デバイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝
送するために使用される、受信ユニット1020と、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング順位MCSを
事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそのMCSを
使用するように構成されたMSC決定ユニット1030であって、ここで、マッピング関係情報
が、N個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用さ
れ、各パラメータセットが、端末デバイス数量値およびCQI値を含み、N≧2である、MSC決
定ユニット1030とを含む。
【０３００】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値をさらに含み、
　受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信す
るようにさらに構成され、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示す
ために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　MSC決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値
に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される
。
【０３０１】
　随意に、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセ
ージの数量の値をさらに含み、
　数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージ
の数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウン
リンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイス
によって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQ
プロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであり、
調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの
数量をさらに含み、
　MSC決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係
情報に従って決定するように特に構成される。
【０３０２】
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　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、お
よび否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、
　受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信す
るようにさらに構成され、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示す
ために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージ
の数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウン
リンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デ
バイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報は、第1の
肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含み、
　MSC決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1
の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、
事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される。
【０３０３】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０３０４】
　随意に、装置はネットワークデバイスである。
【０３０５】
　随意に、マッピング関係情報は、特にN個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1
マッピング関係を記録するマッピングエントリである。
【０３０６】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置1000は
、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し得る
。加えて、変調およびコーディング順位を決定するための装置1000における各ユニット、
すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞれ、図5
における方法500の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細は本明
細書で再び説明しない。
【０３０７】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、M
CSが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得るとともに、
調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デバイスの干渉雑音に適応し得るよ
うに、MCSは、端末デバイスの数量K、およびチャネルの信号対雑音比に基づいて決定され
たCQIに従って決定される。したがって、装置は、データ伝送を実行するために同じ時間
周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の調整に適用
可能である。
【０３０８】
　図11は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置
1100の概略構造図である。装置1100は、K個の端末デバイスの中に含まれている。図11に
示すように、装置1100は、
　チャネルの信号対雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニット1110であって、
ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、
装置とネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送す
るために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデー
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タ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2
である、決定ユニット1110と、
　ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニット1120であって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用され、ここで、
　決定ユニット1110が、チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従っ
て、チャネル品質インジケータCQIを決定するようにさらに構成される、受信ユニット112
0と、
　ネットワークデバイスが、装置の変調およびコーディング順位MCSをCQIに従って決定す
るように、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るように構成された送信
ユニット1130であって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用される
、送信ユニット1130とを含む。
【０３０９】
　随意に、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反
復回数に従ってCQIを決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
る。
【０３１０】
　随意に、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッ
セージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に
構成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリ
ッド自動再送要求HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた肯定
応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で装置によって
ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０３１１】
　随意に、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数
、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQI
を決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置がダウンリンクデ
ータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応
答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの
中で装置によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否
定応答メッセージは、HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた
否定応答メッセージである。
【０３１２】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０３１３】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置1100は
、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に相当
し得る。加えて、変調およびコーディング順位を決定するための装置1100における各ユニ
ット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞ
れ、図7における方法700の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細
は本明細書で再び説明しない。
【０３１４】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
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ように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kおよび
復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デ
バイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順
位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、装置は、データ伝送を実行するため
に同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の
調整に適用可能である。
【０３１５】
　図12は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置
1200の概略構造図である。装置1200は、K個の端末デバイスの中に含まれている。図12に
示すように、装置1200は、
　チャネルの信号対雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニット1210であって、
ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、
装置とネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送す
るために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデー
タ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2
である、決定ユニット1210であって、チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータ
CQIを決定するように構成された決定ユニット1210と、
　ネットワークデバイスが、装置の変調およびコーディング順位MCSを端末デバイスの数
量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジケータ情報および第2
のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るように構成された送信ユニット1220で
あって、ここで、第1のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、第2のインジケ
ータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、
装置がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数
である、送信ユニット1220とを含む。
【０３１６】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０３１７】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するための装置1200は
、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に相当
し得る。加えて、変調およびコーディング順位を決定するための装置1200における各ユニ
ット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞ
れ、図8における方法800の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細
は本明細書で再び説明しない。
【０３１８】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kおよび
復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デ
バイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング順
位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、装置は、データ伝送を実行するため
に同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の
調整に適用可能である。
【０３１９】
　上記のことは、図1～図8を参照しながら、本発明の実施形態による変調およびコーディ
ング順位を決定するための方法を詳細に説明する。下記のことは、図13～図16を参照しな
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がら、本発明の実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバイスを
詳細に説明する。
【０３２０】
　図13は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバ
イス1300の概略構造図である。図13に示すように、デバイス1300は、
　バス1310と、
　バスに接続されたプロセッサ1320と、
　バスに接続されたメモリ1330と、
　バスに接続されたトランシーバ1340とを含み、ここで、
　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定す
ることであって、ここで、K≧2であることを行うように構成され、
　チャネル品質インジケータCQIを取得することであって、ここで、CQIが、チャネルの信
号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで、チャネルが、第1
の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとデバ
イスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用されること
を行うように構成され、
　第1の端末デバイスの変調およびコーディング順位MCSをCQIに従って決定するように構
成される。
【０３２１】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に
従って決定され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０３２２】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定
応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた
否定応答メッセージである。
【０３２３】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは
、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセー
ジである。
【０３２４】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイス
によって決定されることとを行うように特に構成される。
【０３２５】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
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ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることを行うように特に構成され、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従っ
て、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デ
バイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回
数であることを行うように構成される。
【０３２６】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量
、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され
、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動
再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを行うように特に構成される
。
【０３２７】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応
答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイ
スによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンク
データに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定
応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の
否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送ら
れた否定応答メッセージであることとを行うように特に構成される。
【０３２８】
　随意に、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を
受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第3のインジケータ情報
が、第1の端末デバイスによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の
端末デバイスによってフィードバックされるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デ
バイスによって決定されることを行うように特に構成され、
　CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デ
バイスの数量Kに従って処理するように構成される。
【０３２９】
　随意に、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を
受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報
が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端
末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復
の回数であることを行うように特に構成され、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kおよび
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第1の復号反復回数に従って処理するように構成される。
【０３３０】
　随意に、プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセー
ジの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンク
データのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定
応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバ
イスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることを行うように特に構成さ
れ、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するよ
うに構成される。
【０３３１】
　随意に、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を
受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報
が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端
末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復
の回数であることを行うように特に構成され、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ
送られた否定応答メッセージであることを行うように構成され、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量
に従って処理するように構成される。
【０３３２】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の
時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロ
ックである。
【０３３３】
　随意に、デバイスはネットワークデバイスである。
【０３３４】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３３５】
　デバイス1300の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1300は、送信機をさらに含み得る。受信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３３６】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1300は、基地局などのネットワークデバイスに組み込まれてよく、ま
たはデバイス1300自体が基地局などのネットワークデバイスであってよく、デバイス1300
と遠隔地との間のデータの送信および受信を可能にするように送信機回路および受信機回
路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機回路は、アンテナに結
合され得る。デバイス1300における構成要素は、バスを使用することによって互いに結合
される。バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、およびステータス信号バス
をさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが、図におけるバスとして示さ
れる。特に、様々な製品において、デコーダは処理ユニットと統合され得る。
【０３３７】
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　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３３８】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３３９】
　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３４０】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
ムとして示される。
【０３４１】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３４２】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス13
00は、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し
得る。加えて、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス1300における各ユ
ニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それ
ぞれ、図2における方法200の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳
細は本明細書で再び説明しない。
【０３４３】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
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れ、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し
得るように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kお
よび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ順位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、デバイスは、データ伝送を実行
するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディン
グ順位の調整に適用可能である。
【０３４４】
　図14は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバ
イス1400の概略構造図である。図14に示すように、デバイス1400は、
　バス1410と、
　バスに接続されたプロセッサ1420と、
　バスに接続されたメモリ1430と、
　バスに接続されたトランシーバ1440とを含み、ここで、
　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定す
ることであって、ここで、K≧2であることを行うように構成され、
　第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジ
ケータCQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスに
よって決定され、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャ
ネルが、第1の端末デバイスとデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中
で伝送するために使用されることを行うように構成され、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング順位MCSを
事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそのMCSを
使用することであって、ここで、マッピング関係情報が、N個のパラメータセットとN個の
MCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセットが、端末デ
バイス数量値およびCQI値を含み、N≧2であることを行うように構成される。
【０３４５】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値をさらに含み、
　プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、第1の
復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイス
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
ることを行うようにさらに構成され、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対応するMCSを、事
前設定マッピング関係情報に従って決定するように構成される。
【０３４６】
　随意に、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセ
ージの数量の値をさらに含み、
　プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量
を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータの
ためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイ
スへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの
中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、調整ポ
リシー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を
さらに含むことを行うようにさらに構成され、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否
定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定す



(73) JP 2018-501704 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

るように構成される。
【０３４７】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、お
よび否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、
　プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、第1の
復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイス
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
ることを行うようにさらに構成され、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ
送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、第1の肯定応答メッセージの
数量および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含むことを行うように構成され、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージ
の数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関
係情報に従って決定するように構成される。
【０３４８】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の
時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロ
ックである。
【０３４９】
　随意に、デバイスはネットワークデバイスである。
【０３５０】
　随意に、マッピング関係情報は、特にN個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1
マッピング関係を記録するマッピングエントリである。
【０３５１】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３５２】
　デバイス1400の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1400は、送信機をさらに含み得る。受信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３５３】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1400は、基地局などのネットワークデバイスに組み込まれてよく、ま
たはデバイス1400自体が基地局などのネットワークデバイスであってよく、デバイス1400
と遠隔地との間のデータの送信および受信を可能にするように送信機回路および受信機回
路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機回路は、アンテナに結
合され得る。デバイス1400における構成要素は、バスを使用することによって互いに結合
され、ここで、バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、およびステータス信
号バスをさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが、図におけるバスとし
て示される。特に、様々な製品において、デコーダは処理ユニットと統合され得る。
【０３５４】
　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
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てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３５５】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３５６】
　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３５７】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
ムとして示される。
【０３５８】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３５９】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス14
00は、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し
得る。加えて、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス1400における各ユ
ニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それ
ぞれ、図5における方法500の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳
細は本明細書で再び説明しない。
【０３６０】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
れ、MCSが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得るととも
に、調整された変調およびコーディング順位が第1の端末デバイスの干渉雑音に適応し得
るように、MCSは、端末デバイスの数量K、およびチャネルの信号対雑音比に基づいて決定
されたCQIに従って決定される。したがって、デバイスは、データ伝送を実行するために
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同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング順位の調
整に適用可能である。
【０３６１】
　図15は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバ
イス1500の概略構造図である。デバイス1500は、K個の端末デバイスの中に含まれている
。図15に示すように、デバイス1500は、
　バス1510と、
　バスに接続されたプロセッサ1520と、
　バスに接続されたメモリ1530と、
　バスに接続されたトランシーバ1540とを含み、ここで、
　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対雑音比SINRを決定することであって、こ
こで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、デ
バイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送
するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデ
ータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K
≧2であることを行うように構成され、
　ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることを行うように構成され、
　チャネルの信号対雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、チャネル品質イン
ジケータCQIを決定するように構成され、
　ネットワークデバイスが、デバイスの変調およびコーディング順位MCSをCQIに従って決
定するように、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るようにトランシー
バを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用さ
れることを行うように構成される。
【０３６２】
　随意に、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復
回数に従ってCQIを決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
ある。
【０３６３】
　随意に、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセ
ージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に構
成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッ
ド自動再送要求HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスに
よってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０３６４】
　随意に、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、
第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを
決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイスがダウンリンク
データに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定
応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセス
の中でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第
1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイス
へ送られた否定応答メッセージである。
【０３６５】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである



(76) JP 2018-501704 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

。
【０３６６】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３６７】
　デバイス1500の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1500は、送信機をさらに含み得る。受信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３６８】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1500は、モバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスに組み込まれ
てよく、またはデバイス1500自体がモバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスであっ
てよく、デバイス1500と遠隔地との間のデータの送信および受信を可能にするように送信
機回路および受信機回路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機
回路は、アンテナに結合され得る。デバイス1500における構成要素は、バスを使用するこ
とによって互いに結合され、ここで、バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス
、およびステータス信号バスをさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが
、図におけるバスとして示される。特に、様々な製品において、デコーダは処理ユニット
と統合され得る。
【０３６９】
　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３７０】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３７１】
　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３７２】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
ムとして示される。
【０３７３】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
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了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３７４】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス15
00は、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に
相当し得る。加えて、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス1500におけ
る各ユニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は
、それぞれ、図7における方法700の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のため
に、詳細は本明細書で再び説明しない。
【０３７５】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
れ、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し
得るように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kお
よび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ順位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、デバイスは、データ伝送を実行
するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディン
グ順位の調整に適用可能である。
【０３７６】
　図16は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバ
イス1600の概略構造図である。デバイス1600は、K個の端末デバイスの中に含まれている
。図16に示すように、デバイス1600は、
　バス1610と、
　バスに接続されたプロセッサ1620と、
　バスに接続されたメモリ1630と、
　バスに接続されたトランシーバ1640とを含み、ここで、
　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対雑音比SINRを決定することであって、こ
こで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、デ
バイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送
するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスとのダウンリンクデ
ータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K
≧2であることを行うように構成され、
　チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定するように構成され、
　ネットワークデバイスが、デバイスの変調およびコーディング順位MCSを端末デバイス
の数量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジケータ情報およ
び第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るようにトランシーバを制御する
ことであって、ここで、第1のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、第2のイ
ンジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回
数が、デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
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反復の回数であることを行うように構成される。
【０３７７】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【０３７８】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３７９】
　デバイス1600の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1600は、送信機をさらに含み得る。受信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３８０】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1600は、モバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスに組み込まれ
てよく、またはデバイス1600自体がモバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスであっ
てよく、デバイス1600と遠隔地との間のデータの送信および受信を可能にするように送信
機回路および受信機回路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機
回路は、アンテナに結合され得る。デバイス1600における構成要素は、バスを使用するこ
とによって互いに結合され、ここで、バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス
、およびステータス信号バスをさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが
、図におけるバスとして示される。特に、様々な製品において、デコーダは処理ユニット
と統合され得る。
【０３８１】
　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３８２】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３８３】
　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３８４】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
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ムとして示される。
【０３８５】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３８６】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス16
00は、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に
相当し得る。加えて、変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス1600におけ
る各ユニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は
、それぞれ、図8における方法800の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のため
に、詳細は本明細書で再び説明しない。
【０３８７】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング順位を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
れ、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し
得るように、チャネルの信号対雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kお
よび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング順位が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ順位が処理済みCQIに従って調整される。したがって、デバイスは、データ伝送を実行
するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディン
グ順位の調整に適用可能である。
【０３８８】
　本発明の様々な実施形態において、上記のプロセスのシーケンス番号が実行シーケンス
を意味しないことを理解されたい。プロセスの実行シーケンスは、プロセスの機能および
内部論理に従って決定されるべきであり、本発明の実施形態の実施プロセスに対するいか
なる限定としても解釈されるべきでない。
【０３８９】
　本明細書で開示する実施形態において説明した例と組み合わせて、ユニットおよびアル
ゴリズムステップが、電子ハードウェア、またはコンピュータソフトウェアと電子ハード
ウェアの組合せによって実施されてよいことを、当業者は認識し得る。機能がハードウェ
アによって実行されるのか、またはソフトウェアによって実行されるのかは、特定の適用
例、および技術的解決策の設計制約条件によって決まる。当業者は特定の適用例ごとに説
明した機能を実施するために異なる方法を使用し得るが、実装形態が本発明の範囲を越え
るものと見なされるべきでない。
【０３９０】
　便利かつ簡潔な説明のために、上記のシステム、装置、およびユニットの詳細な作動プ
ロセスにとって、上記の方法実施形態における対応するプロセスへの参照が行われ得るこ
とが当業者によって明瞭に理解され得、詳細は本明細書で再び説明しない。
【０３９１】
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　本出願で提供されるいくつかの実施形態では、開示するシステム、装置、および方法が
他の様式で実施され得ることを理解されたい。たとえば、説明した装置実施形態は例にす
ぎない。たとえば、ユニット分割は、論理的な機能分割にすぎず、実際の実装では他の分
割であってもよい。たとえば、複数のユニットもしくは構成要素が組み合わせられてよく
、または別のシステムの中に統合されてよく、あるいは一部の機能が無視されてよく、ま
たは実行されなくてもよい。加えて、表示または説明した相互結合または直接的な結合も
しくは通信接続は、いくつかのインターフェースを使用することによって実施されてよい
。装置またはユニットの間の間接的な結合または通信接続は、電子的な、機械的な、また
は他の形態で実施されてよい。
【０３９２】
　別個の部分として説明したユニットは、物理的に別個であってよく、または物理的に別
個でなくてもよく、ユニットとして表示した部分は、物理的ユニットであってよく、また
は物理的ユニットでなくてもよく、1つの位置に配置されてよく、または複数のネットワ
ークユニットに分散されてもよい。ユニットの一部または全部は、実施形態の解決策の目
的を達成するための実際の必要に従って選択されてよい。
【０３９３】
　加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは1つの処理ユニットの中に統合され
てよく、またはユニットの各々が物理的に単独で存在してもよく、または2つ以上のユニ
ットが1つのユニットの中に統合される。
【０３９４】
　機能がソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使
用されるとき、機能はコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。そのような理解に基づ
いて、本発明の技術的解決策は本質的に、または従来技術に寄与する部分は、または技術
的解決策のうちのいくつかは、ソフトウェア製品の形態で実装され得る。ソフトウェア製
品は、記憶媒体に記憶され、本発明の実施形態で説明した方法のステップのうちの全部ま
たは一部を実行するように(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバ
イスであり得る)コンピュータデバイスに指示するためのいくつかの命令を含む。上記の
記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読取り専用メモリ(
ROM、Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM、Random Access Memory)、磁気
ディスク、または光ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる任意の媒
体を含む。
【０３９５】
　上記の説明は、本発明の特定の実装様式にすぎず、本発明の保護範囲を限定することを
意図しない。本発明で開示する技術的範囲内で当業者によって容易に考え出されるいかな
る変形または置き換えも、本発明の保護範囲に入るものとする。したがって、本発明の保
護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲の対象となるものとする。
【符号の説明】
【０３９６】
　　100　通信システム
　　102　ネットワークデバイス
　　104～114　アンテナ
　　116　端末デバイス
　　118　順方向リンク
　　120　逆方向リンク
　　122　端末デバイス
　　124　順方向リンク
　　126　逆方向リンク
　　910　数量決定ユニット
　　920　CQI決定ユニット
　　930　MCS決定ユニット
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　　1010　数量決定ユニット
　　1020　受信ユニット
　　1030　MCS決定ユニット
　　1110　決定ユニット
　　1120　受信ユニット
　　1130　送信ユニット
　　1210　決定ユニット
　　1220　送信ユニット
　　1310　バス
　　1320　プロセッサ
　　1330　メモリ
　　1340　トランシーバ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月14日(2017.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　変調およびコーディング順位を決定するための方法であって、前記方法はネットワーク
デバイスによって実行され、前記方法が、
　前記ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信するために第1の時間期間の
中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するステップであ
って、K≧2である、ステップと、
　チャネル品質インジケータCQIを取得するステップであって、前記CQIが、チャネルの信
号対干渉雑音比(signal to interference plus noise ratio, SINR)および前記端末デバ
イスの前記数量Kに従って決定され、前記チャネルが、前記第1の時間周波数リソースに基
づくチャネルであり、前記チャネルが、第1の端末デバイスと前記ネットワークデバイス
との間のダウンリンクデータを前記第1の時間期間の中で伝送するために使用される、ス
テップと、
　前記第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSを前記CQIに従って決定する
ステップと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復
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号反復回数に従って決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記
ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である
、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答
メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、前記第1の
肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前
記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージ
である、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復
回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って
決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータ
に対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、前記第1の肯定応
答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセ
スの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた肯定応答
メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の
端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである、
請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　CQIを取得する前記ステップが、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
記チャネルの前記SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って、前記第1の端末デバ
イスによって決定される、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　CQIを取得する前記ステップが、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復号反復回数に従っ
て、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端
末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
反復の回数である、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　CQIを取得する前記ステップが、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
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記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答メッセージの数量
、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、前記第1の端末デバイスによって決定
され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド
自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバ
イスへ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否
定応答メッセージである、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　CQIを取得する前記ステップが、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るステップであって、前記第1の
インジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使用される、ステップ
と、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用され、前記CQIが、前
記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、前記第1の端末
デバイスによって決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダ
ウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再
送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ
送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセ
スの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答
メッセージである、ステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　CQIを取得する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第3のインジケータ情報が、前記第1の端末デバイスによってフィードバック
されるCQIを示すために使用され、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされる
前記CQIが、前記チャネルの前記SINRに従って前記第1の端末デバイスによって決定される
、ステップと、
　前記CQIを決定するために、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記
CQIを前記端末デバイスの前記数量Kに従って処理するステップとを備える、
　請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信するステップを
さらに備え、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、
前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復
号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前
記数量Kに従って処理する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量Kおよび前記第1の復号反復回数に従って処理するステップを備える、
　請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記方法が、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定するステ
ップをさらに備え、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのH



(87) JP 2018-501704 A 2018.1.18

ARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた
肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で
前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセー
ジであり、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前
記数量Kに従って処理する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量K、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセ
ージの前記数量に従って処理するステップを備える、
　請求項9に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信するステップで
あって、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、前記
第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処
理を実行するときに実行された復号反復の回数である、ステップと、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定するステ
ップであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのHARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前
記第1の端末デバイスによって前記ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージ
である、ステップとをさらに備え、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前
記数量Kに従って処理する前記ステップが、
　前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQIを、前記端末デバイスの
前記数量K、前記第1の復号反復回数、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および
前記第1の否定応答メッセージの前記数量に従って処理するステップを備える、
　請求項9に記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法が、スパースコード多元接続通信システムに適用され、前記第1の時間周波数
リソースが、少なくとも2つのリソース要素REを備える時間周波数リソースブロックであ
る、請求項1から12のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　変調およびコーディング順位を決定するための装置であって、前記装置が、
　前記装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間
周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成された数量決定
ユニットであって、K≧2である、数量決定ユニットと、
　チャネル品質インジケータCQIを取得するように構成されたCQI決定ユニットであって、
前記CQIが、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従っ
て決定され、前記チャネルが、前記第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、
前記チャネルが、第1の端末デバイスと前記装置との間のダウンリンクデータを前記第1の
時間期間の中で伝送するために使用される、CQI決定ユニットと、
　前記第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSを前記CQIに従って決定する
ように構成されたMCS決定ユニットと
　を備える装置。
【請求項１５】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1の復
号反復回数に従って決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記
ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である
、請求項14に記載の装置。
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【請求項１６】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定応答
メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、前記第1の
肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQ
プロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた肯定応答メッセージ
であり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイ
スによって前記装置へ送られた否定応答メッセージである、請求項14に記載の装置。
【請求項１７】
　前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号反復
回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って
決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータ
に対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、前記第1の肯定応
答メッセージが、前記ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセ
スの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた肯定応答メッセージであり
、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによ
って前記装置へ送られた否定応答メッセージである、請求項14に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINRおよび前記端末デバイスの前記数量Kに従って
、前記第1の端末デバイスによって決定される、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
　請求項14に記載の装置。
【請求項１９】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、および第1
の復号反復回数に従って、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の復号反復
回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行する
ときに実行された復号反復の回数である、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
　請求項14に記載の装置。
【請求項２０】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の肯定
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応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、前記第1の端末
デバイスによって決定され、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータ
のためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって
前記装置へ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記H
ARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセー
ジである、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
　請求項14に記載の装置。
【請求項２１】
　前記装置が、
　第1のインジケータ情報を前記第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニット
であって、前記第1のインジケータ情報が、前記端末デバイスの前記数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットであって、前記第2のインジケータ情報が、前記CQIを示すために使用
され、前記CQIが、前記チャネルの前記SINR、前記端末デバイスの前記数量K、第1の復号
反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従
って、前記第1の端末デバイスによって決定され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の
端末デバイスが前記ダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復
号反復の回数であり、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリンクデータのため
のハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装
置へ送られた肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプ
ロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセージで
ある、受信ユニットとをさらに備え、
　前記CQI決定ユニットが、前記第2のインジケータ情報に従って前記CQIを決定するよう
に特に構成される、
　請求項14に記載の装置。
【請求項２２】
　前記装置が、
　前記第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニットをさらに備え、前記第3のインジケータ情報が、前記第1の端末デバイ
スによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、前記第1の端末デバイスによ
ってフィードバックされる前記CQIが、前記チャネルの前記SINRに従って前記第1の端末デ
バイスによって決定され、
　前記CQI決定ユニットが、前記CQIを決定するために、前記第1の端末デバイスによって
フィードバックされた前記CQIを前記端末デバイスの前記数量Kに従って処理するように特
に構成される、
　請求項14に記載の装置。
【請求項２３】
　前記受信ユニットが、前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記CQI決定ユニットが、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記CQ
Iを、前記端末デバイスの前記数量Kおよび前記第1の復号反復回数に従って処理するよう
に特に構成される、
　請求項22に記載の装置。
【請求項２４】
　前記CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセ
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ージの数量を決定することであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリン
クデータのためのHARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られ
た肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中
で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセージであることを
行うようにさらに構成され、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記C
QIを、前記端末デバイスの前記数量K、前記第1の肯定応答メッセージの前記数量、および
前記第1の否定応答メッセージの前記数量に従って処理するように構成される、請求項22
に記載の装置。
【請求項２５】
　前記受信ユニットが、前記第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、前記第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
示すために使用され、前記第1の復号反復回数が、前記第1の端末デバイスが前記ダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　前記CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセ
ージの数量を決定することであって、前記第1の肯定応答メッセージが、前記ダウンリン
クデータのためのHARQプロセスの中で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られ
た肯定応答メッセージであり、前記第1の否定応答メッセージが、前記HARQプロセスの中
で前記第1の端末デバイスによって前記装置へ送られた否定応答メッセージであることを
行うようにさらに構成され、前記第1の端末デバイスによってフィードバックされた前記C
QIを、前記端末デバイスの前記数量K、前記第1の復号反復回数、前記第1の肯定応答メッ
セージの前記数量、および前記第1の否定応答メッセージの前記数量に従って処理するよ
うに構成される、請求項22に記載の装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、詳細には、変調およびコーディング順位を決定するための
方法、装置、およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在知られている適応的な変調およびコーディング(AMC、Adaptive Modulation and Co
ding)技術によれば、ダウンリンクにおいて、端末デバイスは、現在のダウンリンクのチ
ャネル品質インジケータ(CQI、channel quality indicator)値を計算することができ、ネ
ットワークデバイスへCQI値を伝送することができ、その結果、ネットワークデバイスは
、端末デバイスによってフィードバックされたCQI値に従ってユーザのダウンリンク変調
およびコーディング方式(MCS、Modulation and Coding Scheme)を調整して、ダウンリン
ク適合を完了する。
【０００３】
　しかしながら、技術開発とともに、たとえば、スパースコード多元接続(SCMA、Sparse 
Code Multiple Access)技術または直交周波数分割多重(OFDM、Orthogonal Frequency Div
ision Multiplexing)技術において、複数の端末デバイスがデータ伝送を実行するために
同じ時間周波数リソースを再使用することが、すでに可能にされている。
【０００４】
　この場合、AMC技術に従って取得されるCQI値は、複数の端末デバイスによって再使用さ
れる時間周波数リソースでの全体的な干渉のみを反映することができるが、時間周波数リ
ソースを再使用する複数の端末デバイスにおける各端末デバイスでの特有の干渉を反映す
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ることはできない。したがって、もはやAMC技術は、データ伝送を実行するために同じ時
間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方式の調整に適
用可能でない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースを再使用す
る端末デバイスのための変調およびコーディング方式の調整に適用可能な、変調およびコ
ーディング順位を決定するための方法、装置、およびデバイスを提供する。
【０００６】
　第1の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はネットワークデバイスによって実行され、方法は、ネットワークデバイス
からダウンリンクデータを受信するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソース
を再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2であることと
、チャネル品質インジケータCQIを取得することであって、ここで、CQIが、チャネルの信
号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで、チャネルが
、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスと
ネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するため
に使用されることと、第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSをCQIに従っ
て決定することとを含む。
【０００７】
　第1の態様に関して、第1の態様の第1の実装様式では、CQIは、チャネルのSINR、端末デ
バイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って決定され、ここで、第1の復号反復回
数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数である。
【０００８】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第2の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答メッセー
ジは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の
端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1
の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０００９】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第3の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1
の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行す
るときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンク
データのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
てネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセー
ジは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた
否定応答メッセージである。
【００１０】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第4の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INRおよび端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイスによって決定されることと
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を含む。
【００１１】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第5の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによ
って決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータ
に対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることとを含む。
【００１２】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第6の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッ
セージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メ
ッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で
第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり
、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワ
ークデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを含む。
【００１３】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第7の実装様式では
、CQIを取得することは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであっ
て、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されるこ
とと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのS
INR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、およ
び第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここ
で、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージが、ダウン
リンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイス
によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送
られた否定応答メッセージであることとを含む。
【００１４】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第8の実装様式では
、CQIを取得することは、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を
受信することであって、ここで、第3のインジケータ情報が、第1の端末デバイスによって
フィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによってフィードバ
ックされるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定されることと
、CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デ
バイスの数量Kに従って処理することとを含む。
【００１５】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第9の実装様式では
、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信することを
さらに含み、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示すために使用さ
れ、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復
号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の端末デバイスによって
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フィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理することは、第1の端末デ
バイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復
回数に従って処理することを含む。
【００１６】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第10の実装様式で
は、方法は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決
定することをさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータの
ためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた
肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末
デバイスによってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、第1の端
末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するこ
とは、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、
第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理す
ることを含む。
【００１７】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第11の実装様式で
は、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信すること
であって、ここで、第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され
、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号
処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることと、第1の肯定応答メッセー
ジの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の
肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバ
イスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応
答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイス
へ送られた否定応答メッセージであることとをさらに含み、第1の端末デバイスによって
フィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理することは、第1の端末デ
バイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数
、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理
することを含む。
【００１８】
　第1の態様および第1の態様の上記の実装様式に関して、第1の態様の第12の実装様式で
は、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソー
スは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００１９】
　第2の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はネットワークデバイスによって実行され、方法は、ネットワークデバイス
からダウンリンクデータを受信するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソース
を再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2であることと
、第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジケータCQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チャネルが、第
1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとネッ
トワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使
用されることと、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディ
ング方式MCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSと
してそのMCSを使用することであって、ここで、マッピング関係情報が、N個のパラメータ
セットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセッ
トが、端末デバイス数量値およびCQI値を含み、N≧2であることとを含む。
【００２０】
　第2の態様に関して、第2の態様の第1の実装様式では、各パラメータセットは、復号反
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復回数値をさらに含み、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ
情報を受信することをさらに含み、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回
数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、端末デ
バイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報に従って
決定することは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対
応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定することを含む。
【００２１】
　第2の態様および第2の態様の上記の実装様式に関して、第2の態様の第2の実装様式では
、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージの数
量の値をさらに含み、方法は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッ
セージの数量を決定することをさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ
送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの
数量および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含み、端末デバイスの数量Kの値およ
びCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定することは、端末デ
バイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メ
ッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定することを
含む。
【００２２】
　第2の態様および第2の態様の上記の実装様式に関して、第2の態様の第3の実装様式では
、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および否定
応答メッセージの数量の値をさらに含み、方法は、第1の端末デバイスによって送られた
第2のインジケータ情報を受信することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、第
1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバ
イスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数
であることと、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を
決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのた
めのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デ
バイスによってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシ
ー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量をさら
に含むこととをさらに含み、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事
前設定マッピング関係情報に従って決定することは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値
、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセ
ージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定することを含む
。
【００２３】
　第2の態様および第2の態様の上記の実装様式に関して、第2の態様の第4の実装様式では
、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソース
は、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００２４】
　第3の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はK個の端末デバイスの中の第1の端末デバイスによって実行され、方法は、
チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定することであって、ここで、チャネルが、第1の
時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとネット
ワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用
され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信する
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ために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2であることと、ネ
ットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと
、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、チャネル品質
インジケータCQIを決定することと、ネットワークデバイスが、第1の端末デバイスの変調
およびコーディング方式MCSをCQIに従って決定するように、第2のインジケータ情報をネ
ットワークデバイスへ送ることであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示す
ために使用されることとを含む。
【００２５】
　第3の態様に関して、第3の態様の第1の実装様式では、チャネルの信号対干渉雑音比SIN
Rおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定することは、チャネルのSINR、端末デバ
イスの数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定することを含み、ここで、第1
の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行す
るときに実行された復号反復の回数である。
【００２６】
　第3の態様および第3の態様の上記の実装様式に関して、第3の態様の第2の実装様式では
、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定するこ
とは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および
第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み、ここで、第1の肯定
応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージ
であり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネ
ットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【００２７】
　第3の態様および第3の態様の上記の実装様式に関して、第3の態様の第3の実装様式では
、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決定するこ
とは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッ
セージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み
、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号
処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、
ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デ
バイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定
応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイ
スへ送られた否定応答メッセージである。
【００２８】
　第3の態様および第3の態様の上記の実装様式に関して、第3の態様の第4の実装様式では
、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソース
は、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００２９】
　第4の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための方法が提供され、
ここで、方法はK個の端末デバイスの中の第1の端末デバイスによって実行され、方法は、
チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定することであって、ここで、チャネルが、第1の
時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとネット
ワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用
され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信する
ために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2であることと、チ
ャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定することと、ネットワークデ
バイスが、第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSを端末デバイスの数量K
および第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジケータ情報および第2の
インジケータ情報をネットワークデバイスへ送ることであって、ここで、第1のインジケ
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ータ情報が、CQIを示すために使用され、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数
を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリン
クデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることとを含
む。
【００３０】
　第4の態様に関して、第4の態様の第1の実装様式では、方法は、スパースコード多元接
続通信システムに適用され、第1の時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素
REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００３１】
　第5の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための装置が提供され、
ここで、装置は、装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中
で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成され
た数量決定ユニットであって、ここで、K≧2である、数量決定ユニットと、チャネル品質
インジケータCQIを取得するように構成されたCQI決定ユニットであって、ここで、CQIが
、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここ
で、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の
端末デバイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために
使用される、CQI決定ユニットと、第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCS
をCQIに従って決定するように構成されたMCS決定ユニットとを含む。
【００３２】
　第5の態様に関して、第5の態様の第1の実装様式では、CQIは、チャネルのSINR、端末デ
バイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って決定され、ここで、第1の復号反復回
数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数である。
【００３３】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第2の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答メッセー
ジは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の
端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセ
ージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセ
ージである。
【００３４】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第3の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1
の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行す
るときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンク
データのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
て装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセ
スの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージである。
【００３５】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第4の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに従っ
て、第1の端末デバイスによって決定される、受信ユニットとをさらに含み、ここで、CQI
決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成される。
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【００３６】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第5の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1
の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復
回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実
行された復号反復の回数である、受信ユニットとをさらに含み、ここで、CQI決定ユニッ
トは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成される。
【００３７】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第6の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバ
イスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのた
めのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送
られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1
の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージである、受信ユニットとをさ
らに含み、ここで、CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定する
ように特に構成される。
【００３８】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第7の実装様式では
、装置は、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニ
ットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用される、送信ユニットと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するように構成された受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が
、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号
反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従
って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末
デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の
回数であり、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自
動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッ
セージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによ
って装置へ送られた否定応答メッセージである、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成され
る。
【００３９】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第8の実装様式では
、装置は、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するように
構成された受信ユニットをさらに含み、ここで、第3のインジケータ情報は、第1の端末デ
バイスによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによ
ってフィードバックされるCQIは、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決
定され、ここで、CQI決定ユニットは、CQIを決定するために、第1の端末デバイスによっ
てフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するように特に構成され
る。
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【００４０】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第9の実装様式では
、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信す
るようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示す
ために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、CQI決定ユニッ
トは、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kお
よび第1の復号反復回数に従って処理するように特に構成される。
【００４１】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第10の実装様式で
は、CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセー
ジの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンク
データのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答
メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイス
によって装置へ送られた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成され、第
1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するように
構成される。
【００４２】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第11の実装様式で
は、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信
するようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示
すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデ
ータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、CQI決定ユニ
ットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定す
ることであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHAR
Qプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送ら
れた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成され、第1の端末デバイスに
よってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するよう
に構成される。
【００４３】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第12の実装様式で
は、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【００４４】
　第5の態様および第5の態様の上記の実装様式に関して、第5の態様の第13の実装様式で
は、装置はネットワークデバイスである。
【００４５】
　第6の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための装置が提供され、
ここで、装置は、装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中
で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成され
た数量決定ユニットであって、ここで、K≧2である、数量決定ユニットと、第1の端末デ
バイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成された受信ユニッ
トであって、ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジケータCQIを示すた
めに使用され、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チ
ャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デ
バイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用さ
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れる、受信ユニットと、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコ
ーディング方式MCSを事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスの
MCSとしてそのMCSを使用するように構成されたMCS決定ユニットであって、ここで、マッ
ピング関係情報が、N個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示
すために使用され、各パラメータセットが、端末デバイス数量値およびCQI値を含み、N≧
2である、MCS決定ユニットとを含む。
【００４６】
　第6の態様に関して、第6の態様の第1の実装様式では、各パラメータセットは、復号反
復回数値をさらに含み、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第2のイン
ジケータ情報を受信するようにさらに構成され、ここで、第2のインジケータ情報は、第1
の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
あり、MCS決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回
数値に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成さ
れる。
【００４７】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第2の実装様式では
、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージの数
量の値をさらに含み、数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の
否定応答メッセージの数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応答メ
ッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で
第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メ
ッセージであり、調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定
応答メッセージの数量をさらに含み、MCS決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQ
Iの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応
するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される。
【００４８】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第3の実装様式では
、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および否定
応答メッセージの数量の値をさらに含み、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって
送られた第2のインジケータ情報を受信するようにさらに構成され、ここで、第2のインジ
ケータ情報は、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は
、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行され
た復号反復の回数であり、数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および
第1の否定応答メッセージの数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応
答メッセージは、ダウンリンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプ
ロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであり、調
整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数
量をさらに含み、MCS決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反
復回数値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対
応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される。
【００４９】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第4の実装様式では
、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数リ
ソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００５０】
　第6の態様および第6の態様の上記の実装様式に関して、第6の態様の第5の実装様式では
、装置はネットワークデバイスである。
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【００５１】
　第7の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための装置が提供され、
ここで、装置はK個の端末デバイスにおける第1の端末デバイスであり、装置は、チャネル
の信号対干渉雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニットであって、ここで、チ
ャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、装置とネッ
トワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使
用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信す
るために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である、決定ユ
ニットと、ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するよ
うに構成された受信ユニットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイ
スの数量Kを示すために使用され、ここで、決定ユニットが、チャネルの信号対干渉雑音
比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、チャネル品質インジケータCQIを決定するよ
うにさらに構成される、受信ユニットと、ネットワークデバイスが、装置の変調およびコ
ーディング方式MCSをCQIに従って決定するように、第2のインジケータ情報をネットワー
クデバイスへ送るように構成されたユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報
が、CQIを示すために使用される、送信ユニットとを含む。
【００５２】
　第7の態様に関して、第7の態様の第1の実装様式では、決定ユニットは、チャネルのSIN
R、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定するように特に構
成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置がダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数である。
【００５３】
　第7の態様および第7の態様の上記の実装様式に関して、第7の態様の第2の実装様式では
、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に構成され
、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動
再送要求HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッ
セージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で装置によってネットワ
ークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【００５４】
　第7の態様および第7の態様の上記の実装様式に関して、第7の態様の第3の実装様式では
、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定す
るように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置がダウンリンクデータに対
する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセ
ージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で装置
によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージは、HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた否定応答
メッセージである。
【００５５】
　第7の態様および第7の態様の上記の実装様式に関して、第7の態様の第4の実装様式では
、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数リ
ソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００５６】
　第8の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するための装置が提供され、
ここで、装置はK個の端末デバイスにおける第1の端末デバイスであり、装置は、チャネル
の信号対干渉雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニットであって、ここで、チ
ャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、装置とネッ
トワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使
用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信す
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るために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である、決定ユ
ニットであって、チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定するよう
に構成された決定ユニットと、ネットワークデバイスが、装置の変調およびコーディング
方式MCSを端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1の
インジケータ情報および第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るように構
成された送信ユニットであって、ここで、第1のインジケータ情報が、CQIを示すために使
用され、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、
第1の復号反復回数が、装置がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実
行された復号反復の回数である、送信ユニットとを含む。
【００５７】
　第8の態様に関して、第8の態様の第1の実装様式では、装置は、スパースコード多元接
続通信システムにおいて構成され、第1の時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソー
ス要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００５８】
　第9の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスは、バスと、バスに接続されたプロセッサと、バスに接続されたメ
モリと、バスに接続されたトランシーバとを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶
されたプログラムを、バスを使用することによって起動し、それにより、プロセッサは、
デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周
波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2
であることを行うように構成され、チャネル品質インジケータCQIを取得することであっ
て、ここで、CQIが、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従っ
て決定され、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、
チャネルが、第1の端末デバイスとデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間
の中で伝送するために使用されることを行うように構成され、第1の端末デバイスの変調
およびコーディング方式MCSをCQIに従って決定するように構成される。
【００５９】
　第9の態様に関して、第9の態様の第1の実装様式では、CQIは、チャネルのSINR、端末デ
バイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って決定され、ここで、第1の復号反復回
数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数である。
【００６０】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第2の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答メッセー
ジは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の
端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メ
ッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応
答メッセージである。
【００６１】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第3の実装様式では
、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1
の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行す
るときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンク
データのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
てデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプ
ロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージである
。
【００６２】
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　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第4の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情
報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに
従って、第1の端末デバイスによって決定されることとを行うように特に構成される。
【００６３】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第5の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることを行うように特に構成され、第1の端末デバイスによって送られ
た第2のインジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここ
で、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端
末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによって決
定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対す
る復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うように構成され
る。
【００６４】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第6の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情
報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末
デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータ
のためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバ
イスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることと
を行うように特に構成される。
【００６５】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第7の実装様式では
、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトランシーバ
を制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示
すために使用されることと、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報
を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情
報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の
復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量
に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の
端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反
復の回数であり、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッ
ド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定
応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバ
イスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを行うように特に構成
される。
【００６６】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第8の実装様式では
、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第3のインジケータ情報が、第1の
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端末デバイスによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイ
スによってフィードバックされるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによ
って決定されることを行うように特に構成され、CQIを決定するために、第1の端末デバイ
スによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するように構成
される。
【００６７】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第9の実装様式では
、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報が、第1の
復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイス
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
ることを行うように特に構成され、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って処理するように構成される。
【００６８】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第10の実装様式で
は、プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数
量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータ
のためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることを行うように特に構成され、第
1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の肯定
応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するように
構成される。
【００６９】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第11の実装様式で
は、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信す
るようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報が、第1
の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
あることを行うように特に構成され、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応
答メッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダ
ウンリンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送
られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1
の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることを行うように
構成され、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量
K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセー
ジの数量に従って処理するように構成される。
【００７０】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第12の実装様式で
は、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間周
波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックで
ある。
【００７１】
　第9の態様および第9の態様の上記の実装様式に関して、第9の態様の第13の実装様式で
は、デバイスはネットワークデバイスである。
【００７２】
　第10の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスは、バスと、バスに接続されたプロセッサと、バスに接続されたメ
モリと、バスに接続されたトランシーバとを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶
されたプログラムを、バスを使用することによって起動し、それにより、プロセッサは、
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デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周
波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定することであって、ここで、K≧2
であることを行うように構成され、第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケー
タ情報を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケ
ータ情報が、チャネル品質インジケータCQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSI
NRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チャネルが、第1の時間周波数リソース
に基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスとデバイスとの間のダウンリ
ンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用されることを行うように構成され
、端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング方式MCSを
事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそのMCSを
使用することであって、ここで、マッピング関係情報が、N個のパラメータセットとN個の
MCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセットが、端末デ
バイス数量値およびCQI値を含み、N≧2であることを行うように構成される。
【００７３】
　第10の態様に関して、第10の態様の第1の実装様式では、各パラメータセットは、復号
反復回数値をさらに含み、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第2のイン
ジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のイ
ンジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回
数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行
された復号反復の回数であることを行うようにさらに構成され、端末デバイスの数量Kの
値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情
報に従って決定するように構成される。
【００７４】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第2の実装様式
では、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセージ
の数量の値をさらに含み、プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否
定応答メッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが
、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末
デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセ
ージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メ
ッセージであり、調整ポリシー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定
応答メッセージの数量をさらに含むことを行うようにさらに構成され、端末デバイスの数
量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの
数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように構成される
。
【００７５】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第3の実装様式
では、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、および
否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、プロセッサは、第1の端末デバイスによっ
て送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御することであっ
て、ここで、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここ
で、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うようにさらに構成され、第1
の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定することであ
って、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の
否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送ら
れた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量
および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含むことを行うように構成され、端末デ
バイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージの数量、
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および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に
従って決定するように構成される。
【００７６】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第4の実装様式
では、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【００７７】
　第10の態様および第10の態様の上記の実装様式に関して、第10の態様の第5の実装様式
では、デバイスはネットワークデバイスである。
【００７８】
　第11の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスはK個の端末デバイスにおける第1の端末デバイスであり、デバイス
は、バスと、バスに接続されたプロセッサと、バスに接続されたメモリと、バスに接続さ
れたトランシーバとを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、
バスを使用することによって起動し、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対干渉
雑音比SINRを決定することであって、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに
基づくチャネルであり、チャネルが、デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリ
ンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネッ
トワークデバイスからダウンリンクデータを受信するために第1の時間期間の中で第1の時
間周波数リソースを再使用し、K≧2であることを行うように構成され、ネットワークデバ
イスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するようにトランシーバを制御する
ことであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使
用されることを行うように構成され、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイ
スの数量Kに従って、チャネル品質インジケータCQIを決定するように構成され、ネットワ
ークデバイスが、デバイスの変調およびコーディング方式MCSをCQIに従って決定するよう
に、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るようにトランシーバを制御す
ることであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用されることを
行うように構成される。
【００７９】
　第11の態様に関して、第11の態様の第1の実装様式では、プロセッサは、チャネルのSIN
R、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定するように特に構
成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイスがダウンリンクデータに対する復号処
理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【００８０】
　第11の態様および第11の態様の上記の実装様式に関して、第11の態様の第2の実装様式
では、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージ
の数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れ、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自
動再送要求HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応
答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスによっ
てネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【００８１】
　第11の態様および第11の態様の上記の実装様式に関して、第11の態様の第3の実装様式
では、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1
の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定
するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の
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否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイスへ送
られた否定応答メッセージである。
【００８２】
　第11の態様および第11の態様の上記の実装様式に関して、第11の態様の第4の実装様式
では、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数リソ
ースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００８３】
　第12の態様によれば、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイスが提供さ
れ、ここで、デバイスはK個の端末デバイスの中で実行され、デバイスは、バスと、バス
に接続されたプロセッサと、バスに接続されたメモリと、バスに接続されたトランシーバ
とを含み、ここで、プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用するこ
とによって起動し、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定
することであって、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルで
あり、チャネルが、デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1
の時間期間の中で伝送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイ
スからダウンリンクデータを受信するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソー
スを再使用し、K≧2であることを行うように構成され、チャネルのSINRに従ってチャネル
品質インジケータCQIを決定するように構成され、ネットワークデバイスが、デバイスの
変調およびコーディング方式MCSを端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従っ
て決定するように、第1のインジケータ情報および第2のインジケータ情報をネットワーク
デバイスへ送るようにトランシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケー
タ情報が、CQIを示すために使用され、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を
示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、デバイスがダウンリンクデータに
対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることを行うように構成
される。
【００８４】
　第12の態様に関して、第12の態様の第1の実装様式では、デバイスは、スパースコード
多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要
素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【００８５】
　本発明の実施形態における変調およびコーディング方式を決定するための方法、装置、
およびデバイスによれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送
を実行するために同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時
間周波数リソースに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイス
との間で伝送され、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干
渉雑音を反映し得るように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端
末デバイスの数量Kに従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、方法、装置、およびデバイスは
、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変
調およびコーディング方式の調整に適用可能である。
【００８６】
　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、下記のことは本
実施形態または従来技術を説明するのに必要とされる添付図面を手短に説明する。見掛け
上、以下の説明における添付図面は本発明のいくつかの実施形態を示すにすぎず、当業者
は創造的な取組みなしにこれらの添付図面から他の図面をさらに導出し得る。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明による変調およびコーディング方式を決定するための方法を使用する通信
システムの概略図である。
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【図２】本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法の
概略フローチャートである。
【図３】本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法の
概略相互作用図である。
【図４】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法
の概略相互作用図である。
【図５】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法
の概略フローチャートである。
【図６】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための
方法の概略相互作用図である。
【図７】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための
方法の概略フローチャートである。
【図８】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための
方法の概略フローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置の
概略構造図である。
【図１０】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装
置の概略構造図である。
【図１１】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するため
の装置の概略構造図である。
【図１２】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するため
の装置の概略構造図である。
【図１３】本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバ
イスの概略構造図である。
【図１４】本発明の別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデ
バイスの概略構造図である。
【図１５】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するため
のデバイスの概略構造図である。
【図１６】本発明のまた別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するため
のデバイスの概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００８８】
　下記のことは、本発明の実施形態において添付の図面を参照しながら、本発明の実施形
態における技術的解決策を明瞭かつ完全に説明する。見掛け上、説明する実施形態は一部
であり、本発明の実施形態のすべてであるとは限らない。創造的な取組みなしに本発明の
実施形態に基づいて当業者によって取得されるすべての他の実施形態が、本発明の保護範
囲に入るものとする。
【００８９】
　本明細書で使用する「構成要素」、「モジュール」、および「システム」などの用語は
、コンピュータ関連エンティティ、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフ
トウェアの組合せ、ソフトウェア、または実行されているソフトウェアを示すために使用
される。たとえば、構成要素は、限定はしないが、プロセッサ上で動作するプロセス、プ
ロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム、および/また
はコンピュータであり得る。図に示すように、コンピューティングデバイスと、コンピュ
ーティングデバイスの上で動作するアプリケーションの両方が、構成要素であり得る。1
つまたは複数の構成要素は、プロセス内および/または実行スレッド内にあってよく、構
成要素は、1つのコンピュータ上にあってよく、かつ/または2つ以上のコンピュータ間で
分散されてよい。加えて、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶する様々なコン
ピュータ可読媒体から実行されてよい。たとえば、構成要素は、ローカルプロセスおよび
/またはリモートプロセスを使用することによって、たとえば、1つまたは複数のデータパ
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ケット(たとえば、ローカルシステムの中で、分散システムの中で、かつ/または信号を使
用することによって他のシステムと相互作用するインターネットなどのネットワークを越
えて、別の構成要素と相互作用する1つの構成要素からのデータ)を有する信号に従って、
通信し得る。
【００９０】
　本発明の各実施形態は、端末デバイスを参照しながら説明される。端末デバイスは、ア
クセス端末、加入者ユニット、加入者局、移動局、リモート局、リモート端末、モバイル
デバイス、ユーザ端末、端末、ワイヤレス通信デバイス、ユーザエージェント、またはユ
ーザ装置と呼ばれることもある。アクセス端末は、セルラーフォン、コードレス電話、SI
P(Session Initiation Protocol、セッション開始プロトコル)電話、WLL(Wireless Local
 Loop、ワイヤレスローカルループ)ステーション、PDA(Personal Digital Assistant、携
帯情報端末)、ワイヤレス通信機能を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティング
デバイス、ワイヤレスモデムに接続された別の処理デバイス、車載デバイス、ウェアラブ
ルデバイス、または将来の5Gネットワークにおける端末デバイスであってよい。
【００９１】
　加えて、本発明の各実施形態が、ネットワークデバイスを参照しながら説明される。ネ
ットワークデバイスは、モバイルデバイスと通信するために使用されてよく、ネットワー
クデバイスは、GSM(登録商標)(Global System for Mobile communication、モバイル通信
のグローバルシステム)もしくはCDMA(Code Division Multiple Access、符号分割多元接
続)におけるBTS(Base Transceiver Station、トランシーバ基地局)であってよく、または
WCDMA(登録商標)(Wideband Code Division Multiple Access、ワイドバンド符号分割多元
接続)におけるNB(NodeB、ノードB)であってよく、あるいは、さらにLTE(Long Term Evolu
tion、ロングタームエボリューション)におけるeNBすなわちeノードB(Evolved Node B、
発展型ノードB)、中継局もしくはアクセスポイント、車載デバイス、ウェアラブルデバイ
ス、または将来の5Gネットワークにおけるネットワークデバイスなどであってよい。
【００９２】
　加えて、本発明の態様または特徴は、標準的なプログラミング技術および/またはエン
ジニアリング技術を使用する方法、装置、または製品として実施され得る。本出願で使用
する「製品」という用語は、任意のコンピュータ可読構成要素、キャリア、または媒体か
らアクセスされ得るコンピュータプログラムを包含する。たとえば、コンピュータ可読媒
体は、限定はしないが、磁気記憶構成要素(たとえば、ハードディスク、フロッピーディ
スク、または磁気テープ)、光ディスク(たとえば、CD(Compact Disk、コンパクトディス
ク)、DVD(Digital Versatile Disk、デジタル多用途ディスク)、スマートカードおよびフ
ラッシュメモリ構成要素(たとえば、EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory、
消去可能プログラマブル読取り専用メモリ)、カード、スティック、またはキードライブ)
を含んでよい。加えて、本明細書で説明する様々な記憶媒体は、情報を記憶するために使
用される1つまたは複数のデバイスおよび/または他の機械可読媒体を示し得る。「機械可
読媒体」という用語は、限定はしないが、無線チャネル、ならびに命令および/またはデ
ータを記憶し得、含み得、かつ/または搬送し得る、様々な他の媒体を含んでよい。
【００９３】
　図1は、本発明による変調およびコーディング方式を決定するための方法を使用する通
信システムの概略図である。図1に示すように、通信システム100は、ネットワークデバイ
ス102を含み、ここで、ネットワークデバイス102は、複数のアンテナグループを含み得る
。各アンテナグループは、1つまたは複数のアンテナを含み得る。たとえば、あるアンテ
ナグループはアンテナ104および106を含み得、別のアンテナグループはアンテナ108およ
び110を含み得、追加のグループはアンテナ112および114を含み得る。図1は、アンテナグ
ループごとに2つのアンテナを示すが、より多数またはより少数のアンテナが各グループ
用に使用されてもよい。ネットワークデバイス102は、追加として、送信機チェーンおよ
び受信機チェーンを含み得る。送信機チェーンと受信機チェーンの両方が、信号の送信お
よび受信に関係する複数の構成要素(たとえば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、
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復調器、デマルチプレクサ、またはアンテナ)を含み得ることを、当業者は理解し得る。
【００９４】
　ネットワークデバイス102は、複数の端末デバイス(たとえば、端末デバイス116および
端末デバイス122)と通信し得る。しかしながら、ネットワークデバイス102が、端末デバ
イス116または122と類似の、任意の数量の端末デバイスと通信できることが理解され得る
。端末デバイス116および122は、たとえば、セルラーフォン、スマートフォン、ポータブ
ルコンピュータ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス
、衛星無線装置、全地球測位システム、PDA、および/またはワイヤレス通信システム100
における通信のために使用される任意の他の適切なデバイスであってよい。
【００９５】
　図1に示すように、端末デバイス116は、アンテナ112および114と通信し、ここで、アン
テナ112および114は、順方向リンク118を通じて端末デバイス116へ情報を送信し、逆方向
リンク120を通じて端末デバイス116から情報を受信する。加えて、端末デバイス122は、
アンテナ104および106と通信し、ここで、アンテナ104および106は、順方向リンク124を
通じて端末デバイス122へ情報を送信し、逆方向リンク126を通じて端末デバイス122から
情報を受信する。
【００９６】
　たとえば、周波数分割複信(FDD、Frequency Division Duplex)システムでは、たとえば
、順方向リンク118は、逆方向リンク120によって使用されるものと異なる周波数帯域を使
用し得、順方向リンク124は、逆方向リンク126によって使用されるものと異なる周波数帯
域を使用し得る。
【００９７】
　別の例として、時分割複信(TDD、Time Division Duplex)システムおよび全二重(Full D
uplex)システムでは、順方向リンク118および逆方向リンク120が同じ周波数帯域を使用し
得、順方向リンク124および逆方向リンク126が同じ周波数帯域を使用し得る。
【００９８】
　通信のために設計された各アンテナグループおよび/または各エリアは、ネットワーク
デバイス102のセクタと呼ばれる。たとえば、アンテナグループは、ネットワークデバイ
ス102のカバレージエリアのセクタの中の端末デバイスと通信するように設計され得る。
ネットワークデバイス102が、順方向リンク118および124を通じて、それぞれ、端末デバ
イス116および122と通信するプロセスでは、ネットワークデバイス102の送信アンテナは
、順方向リンク118および124の信号対干渉雑音比を改善するためにビームフォーミングを
使用し得る。加えて、ネットワークデバイスによってサービスされるすべての端末デバイ
スへ信号を送信するためにネットワークデバイスが単一のアンテナしか使用しない様式と
は対照的に、関係するカバレージエリアの中でランダムに分散されている端末デバイス11
6および122へ信号を送信するためにネットワークデバイス102がビームフォーミングを使
用するとき、隣接セルの中のモバイルデバイスはより少ない干渉しか受信しなくてすむ。
【００９９】
　所与の時間において、ネットワークデバイス102、端末デバイス116、または端末デバイ
ス122は、ワイヤレス通信送信装置および/またはワイヤレス通信受信装置であり得る。デ
ータ伝送中、ワイヤレス通信送信装置は、送信のためにデータを符号化し得る。詳細には
、ワイヤレス通信送信装置は、チャネルを通じてワイヤレス通信受信装置へ送信されるこ
とが必要な一定量のデータビットを、取得(たとえば、生成、別の通信装置から受信、ま
たはメモリに記憶)し得る。そのようなデータビットは、データのトランスポートブロッ
ク(または、複数のトランスポートブロック)に含められてよく、ここで、トランスポート
ブロックは、複数のコードブロックを生成するためにセグメント化され得る。
【０１００】
　本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法および装
置を使用する通信システム100において、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行す
るために、複数の端末デバイスが同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用す
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ることに留意されたい。加えて、たとえば、リソース要素(RE、Resource Element)を単位
とする時間周波数リソース分割の様式では、同じ時間周波数リソースは、複数のREを含む
時間周波数リソースブロック(時間周波数リソースグループと呼ばれることもある)であり
得、複数のREは、時間領域における同じ位置(すなわち、同じシンボルに対応する)かつ周
波数領域における異なる位置(すなわち、異なるサブキャリアに対応する)にあってよく、
または複数のREが、時間領域における異なる位置(すなわち、異なるシンボルに対応する)
かつ周波数領域における同じ位置(すなわち、同じサブキャリアに対応する)にあってもよ
い。このことは、本発明において特に限定されない。
【０１０１】
　随意に、通信システムは、スパースコード多元接続通信システムであり、時間周波数リ
ソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである。
【０１０２】
　詳細には、スパースコード多元接続(SCMA、Sparse Code Multiple Access)は、新たな
多元接続モードにある。このアクセスモードでは、複数のユーザが、データ伝送を実行す
るために同じ時間周波数リソースブロックを再使用する。各リソースブロックは、いくつ
かのリソースREを含む。本明細書でのREは、OFDM技術でのサブキャリアシンボルユニット
であり得るか、または別のエアインターフェース技術での時間領域もしくは周波数領域に
おけるリソース要素であり得る。たとえば、K個の端末デバイスを含むSCMAシステムでは
、利用可能なリソースはいくつかの直交時間周波数リソースブロックに分割され、各リソ
ースブロックはL個のREを含み、ここで、L個のREは時間領域における同じ位置にあってよ
い。端末デバイス#kがデータを送信するとき、最初に、送信されるべきデータはサイズが
Sビットのデータブロックに分割される。端末デバイス#kのコードブック(ネットワークデ
バイスによって決定され端末デバイスに配信される)が照会され、各データブロックが変
調シンボルのグループX#k={X#k1,X#k2,...,X#kL}にマッピングされ、ここで、各変調シン
ボルはリソースブロックの中の1つのREに対応する。次いで、変調シンボルに従って信号
波形が生成される。サイズがSビットのデータブロックに対して、各コードブックは、2S
個の可能なデータブロックに対応する2S個の異なる変調シンボルグループを含む。
【０１０３】
　上記のコードブックはコードワードセットであり、コードワードは情報ビットから送信
シンボルへのマッピング関係である。すなわち、コードブックはそのようなマッピング関
係のセットである。
【０１０４】
　加えて、SCMAでは、各端末デバイスに対応する変調シンボルX#k={X#k1,X#k2,...,X#kL}
のグループの中で、少なくとも1つのシンボルが0シンボルであり、少なくとも1つのシン
ボルが非0シンボルである。すなわち、端末デバイスのデータに対して、L個のREのうちの
一部のRE(少なくとも1つのRE)だけが端末デバイスのデータを搬送する。
【０１０５】
　上で図示したSCMAシステムは、本発明による変調およびコーディング方式を決定するた
めの方法および装置を使用する通信システムの一例にすぎないことを理解されたい。しか
しながら、本発明はそれに限定されない。端末デバイスがデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用することを可能にするすべての他の通
信システムが、本発明の保護範囲に入るものとする。
【０１０６】
　理解および説明しやすいように、以下の実施形態では、別段に規定されていない限り、
本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法は、一例と
してSCMAシステムにおける適用例を使用することによって説明される。
【０１０７】
　加えて、本発明の一実施形態では、複数の端末デバイスがネットワークデバイスとの伝
送を実行するために同じ時間周波数リソースを再使用するので、ネットワークデバイスは
同時に複数の端末デバイスとのデータ伝送を実行し得る。ネットワークデバイスと端末デ
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バイスとの間のデータ伝送プロセスが類似であるので、理解および説明しやすいように、
下記のことは、説明のための一例として、ネットワークデバイスと、複数の端末デバイス
の中の端末デバイス#1(すなわち、第1の端末デバイスの一例)との間のデータ伝送プロセ
スを使用する。
【０１０８】
　図2は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法2
00の概略フローチャートであり、ここで、方法は、ネットワークデバイスの観点から説明
される。方法200は、ネットワークデバイスによって実行される。図2に示すように、方法
200は以下のことを含む。
【０１０９】
　S210。ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信するために第1の時間期間
の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定し、ここで、K
≧2である。
【０１１０】
　S220。チャネル品質インジケータCQIを取得し、ここで、CQIは、チャネルの信号対干渉
雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで、チャネルは、第1の時
間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワ
ークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用さ
れる。
【０１１１】
　S230。第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSをCQIに従って決定する。
【０１１２】
　方法200は、ダウンリンク伝送に適用され得る。上記で説明したように、ネットワーク
デバイスは、同じ時間期間(理解および区別しやすいように、以下で時間期間#Aとして示
す第1の時間期間を含む)の中で、端末デバイス#1を含むK個の端末デバイスとのデータ伝
送を実行するために、(たとえば、SCMAモードにおける)同じ時間周波数リソースを使用す
ることを決定し得る。
【０１１３】
　ネットワークデバイスは、端末デバイス#1用のダウンリンク伝送情報を決定し得、ここ
で、ダウンリンク伝送情報は、以下の情報、すなわち、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#A(すなわち、第1の時間期間の一例)の中
で端末デバイス#1によって使用されるコードブックと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る時間周波数リソースブロック#Aであって、ここで、時間周波数リソースブロック#Aが、
複数のRE(たとえば、同じシンボルに対応し、異なるサブキャリアに対応する)を含み、こ
こで、端末デバイス#1を含む複数の端末デバイスが、ダウンリンク伝送を実行するために
時間周波数リソースブロック#Aを再使用する、時間周波数リソースブロック#Aと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る初期MCSとを含む。
【０１１４】
　加えて、ネットワークデバイスは、ダウンリンク伝送情報を端末デバイス#1へ、たとえ
ば、制御チャネルまたはブロードキャストチャネルを通じて伝送し得る。
【０１１５】
　上で図示したダウンリンク伝送情報が一例にすぎないことを理解されたい。本発明はそ
れに限定されない。従来のSCMAにおいて、ダウンリンク伝送のために使用され、ダウンリ
ンク伝送が実行される前にネットワークデバイスによって端末デバイスに配信されるすべ
ての他の情報が、本発明の保護範囲に入るものとする。以下で繰返しを避けるために、類
似のケースについての詳細な説明は省略する。
【０１１６】
　したがって、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを搬送する時間周波数リソースブ
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ロック#Aの位置(時間領域位置および周波数領域位置を含む)、および復号処理がダウンリ
ンク伝送データに対して実行されるときに使用される初期MCSを、ダウンリンク伝送情報
に従って決定することができる。
【０１１７】
　その後、ネットワークデバイスは、決定された初期MCSに従って、端末デバイス#1へ伝
送されることが必要なデータ(たとえば、元のビットシーケンス)に対するコーディング処
理を実行してダウンリンクデータ(すなわち、データの一例)を生成し得、ダウンリンクデ
ータを端末デバイス#1へ、時間期間#Aの中で時間周波数リソースブロック#A(すなわち、
チャネルの一例)に基づくチャネル#Aを通じて伝送し得る。
【０１１８】
　端末デバイス#1は、時間期間#Aの中でチャネル#Aを通じてダウンリンクデータを受信す
ることができ、初期MCSを使用することによってダウンリンクデータに対する復号処理を
実行して、ネットワークデバイスがコーディング処理を実行する前に存在していたデータ
(たとえば、元のビットシーケンス)にダウンリンクデータを復元することができる。
【０１１９】
　本発明のこの実施形態では、ネットワークデバイスによるコーディング処理、端末デバ
イス#1による復号処理、およびダウンリンクデータの伝送プロセスは、従来技術における
ものと類似であってよいことに留意されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それ
の詳細な説明は省略する。
【０１２０】
　その後、ネットワークデバイスは、チャネル#AのCQIを決定し得、ここで、CQIは、端末
デバイスの数量K、およびネットワークデバイスと端末デバイス#1との間のチャネルのSIN
Rに従って決定される。
【０１２１】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に
従って決定され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０１２２】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであ
り、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネット
ワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０１２３】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ
送られた否定応答メッセージである。
【０１２４】
　詳細には、本発明のこの実施形態では、端末デバイスの数量K、およびネットワークデ
バイスと端末デバイス#1との間のチャネルのSINRに加えて、復号反復回数、肯定応答メッ
セージの数量、および否定応答メッセージの数量の使用が、さらに考慮に入れられてよい
。詳細な説明が、ネットワークデバイスおよび端末デバイス#1のアクションを参照しなが
ら後で提供される。
【０１２５】
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　本発明のこの実施形態では、CQIは、事前設定規則に従ってネットワークデバイスによ
って決定されてよく(すなわち、様式1)、または事前設定規則に従って端末デバイス#1に
よって決定されネットワークデバイスに報告されてもよい(すなわち、様式2)。下記のこ
とは、2つの様式をそれぞれ詳細に説明する。
【０１２６】
　様式1
【０１２７】
　CQIを処理するためにネットワークデバイスによって使用される異なる事前設定規則(す
なわち、使用されるパラメータ)に従って、様式1は、様式1a、様式1b、様式1c、および様
式1dに分類され得る。
【０１２８】
　様式1a
【０１２９】
　事前設定規則の一例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、端末デ
バイスの数量Kのみに基づいて処理することであり得る。
【０１３０】
　随意に、方法は、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信す
ることであって、ここで、第3のインジケータ情報が、第1の端末デバイスによってフィー
ドバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによってフィードバックさ
れるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定されることと、
　CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デ
バイスの数量Kに従って処理することとをさらに含む。
【０１３１】
　詳細には、端末デバイス#1は、チャネル#AのSINRに対応するCQI値(理解および区別しや
すいように、以下でCQI#1として示す)を、第3のインジケータ情報を使用することによっ
てネットワークデバイスへ送るために、ダウンリンクデータの中で搬送されたパイロット
情報、たとえば、セル固有基準信号(CRS、Cell-specific Reference Signal)によるチャ
ネル#Aに対するチャネル推定を実行し得、チャネル#AのSINRをさらに計算し得る。
【０１３２】
　上で図示したチャネル#AのSINRを端末デバイス#1によって決定するための方法およびプ
ロセスは、例にすぎず、本発明において特に限定されず、またチャネルのSINRを決定する
ために端末デバイスによって使用される別の従来技術におけるものと類似であってもよい
ことを理解されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それの詳細な説明は省略する
。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する。
【０１３３】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量Kに従ってCQI#1を処理し得
る。
【０１３４】
　たとえば、ネットワークデバイスは、下の式1に基づいてCQI#1を処理してよい。
【０１３５】
【数１】
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【０１３６】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#2として示す)を示し、SI
NRはCQI#1に対応するチャネル#AのそのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し
、a、b、c、およびdは事前設定された定数であり、a、b、c、およびdの値範囲は(0,1]で
あってよく、a、b、c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく、w、x、y、およびzは
事前設定された正の整数であってよい。加えて、CQIに基づいてSINRを決定するための方
法は、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避けるために、
それの詳細な説明は省略する。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する。
【０１３７】
　様式1b
【０１３８】
　事前設定規則の別の例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、端末
デバイスの数量K、ならびにダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求(HARQ
、Hybrid Automatic Repeat Request)プロセスの中で、第1の端末デバイスによってネッ
トワークデバイスへ送られる肯定応答メッセージおよび否定応答メッセージの数量に従っ
て処理することであり得る。
　随意に、方法は、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
をさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのHARQ
プロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って
処理することは、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するこ
とを含む。
【０１３９】
　詳細には、端末デバイス#1およびネットワークデバイスは、様式1aと類似の様式でCQI#
1情報を伝送し得る。
【０１４０】
　加えて、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送するプロセスでは、ネッ
トワークデバイスは、HARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイ
スへ送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1からネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。加えて、本発明の
この実施形態では、端末デバイス#1とネットワークデバイスとの間で実行されるHARQプロ
セスは、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避けるために
、それの詳細な説明は省略する。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する
。
【０１４１】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量K、ACKメッセージの数量、
およびNACKメッセージの数量に従って、CQI#1を処理し得る。
【０１４２】
　たとえば、ネットワークデバイスは、下の式2に基づいてCQI#1を処理してよい。
【０１４３】
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【数２】

【０１４４】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#3として示す)を示し、SI
NRはチャネル#AのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し、N_ackは肯定応答メ
ッセージの数量を示し、N_nackは否定応答メッセージの数量を示し、a、b、c、d、および
eは事前設定された定数であり、a、b、c、およびdの値範囲は(0,1]であってよく、a、b、
c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく、w、x、y、およびzは事前設定された正の
整数であってよい。
【０１４５】
　様式1c
【０１４６】
　事前設定規則の別の例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、端末
デバイスの数量K、およびダウンリンクデータに対して端末デバイス#1によって実行され
る復号反復の回数に従って処理することであり得る。すなわち、
　随意に、方法は、
　第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信することをさらに含
むことをさらに含み、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示すため
に使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに
対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って
処理することは、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kおよび
第1の復号反復回数に従って処理することを含む。
【０１４７】
　詳細には、端末デバイス#1およびネットワークデバイスは、様式1aと類似の様式でCQI#
1情報を伝送し得る。
【０１４８】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。加えて、反復的な様式で復号を実行するための方法の特定の
実施プロセスは、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避け
るために、それの詳細な説明は省略する。加えて、類似のケースについての説明は以下で
省略する。
【０１４９】
　加えて、端末デバイス#1は、復号反復回数をネットワークデバイスへ(第4のインジケー
タ情報を使用することによって)送り得る。
【０１５０】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量Kおよび復号反復回数に従
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ってCQI#1を処理し得る。
【０１５１】
　たとえば、ネットワークデバイスは、下の式3に基づいてCQI#1を処理してよい。
【０１５２】
【数３】

【０１５３】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#4として示す)を示し、SI
NRはチャネル#AのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し、m'は復号反復回数
を示し、a、b、c、d、e、f、g、h、およびiは事前設定された定数であり、a、b、c、およ
びdの値範囲は(0,1]であってよく、a、b、c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく
、f、g、h、およびiは1以上の数値であってよく、f、g、h、およびiの間の関係はi>h>g>f
であってよく、w、x、y、およびzは事前設定された正の整数であってよい。
【０１５４】
　様式1d
【０１５５】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQIを、
端末デバイスの数量K、HARQプロセスの中でダウンリンクデータのために端末デバイス#1
によってネットワークデバイスへ送られる肯定応答メッセージおよび否定応答メッセージ
の数量、ならびにダウンリンクデータに対して端末デバイス#1によって実行される復号反
復の回数に従って処理することであり得る。すなわち、
　随意に、方法は、
　第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第4のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、
第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行
するときに実行された復号反復の回数であることと、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセ
ージであって、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによ
ってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとをさらに含み、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って
処理することは、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量
に従って処理することを含む。
【０１５６】
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　詳細には、端末デバイス#1およびネットワークデバイスは、様式1aと類似の様式でCQI#
1情報を伝送し得る。
【０１５７】
　加えて、ネットワークデバイスは、様式1bと類似の様式でACKメッセージの数量およびN
ACKメッセージの数量を決定し得る。ネットワークデバイスは、様式1cと類似の様式で復
号反復回数を決定し得る。
【０１５８】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされた
CQIを、端末デバイスの数量K、復号反復回数、ACKメッセージの決定された数量、およびN
ACKメッセージの決定された数量に従って処理し得る。
【０１５９】
　たとえば、CQI#1は、下の式4に基づいて処理されてよい。
【０１６０】
【数４】

【０１６１】
　本式において、MCQIは処理済みCQI(理解しやすいように、CQI#5として示す)を示し、SI
NRはチャネル#AのSINRを示し、ue_numは端末デバイスの数量Kを示し、N_ackは肯定応答メ
ッセージの数量を示し、N_nackは否定応答メッセージの数量を示し、m'は復号反復回数を
示し、a、b、c、d、e、f、g、h、およびiは事前設定された定数であり、a、b、c、および
dの値範囲は(0,1]であってよく、a、b、c、およびdの間の関係はa>b>c>dであってよく、f
、g、h、およびiは1以上の数値であってよく、f、g、h、およびiの間の関係はi>h>g>fで
あってよく、w、x、y、およびzは事前設定された正の整数であってよい。
【０１６２】
　したがって、ネットワークデバイスは、処理済みCQIの数値に従って、初期MCSに対して
更新処理を実行し得る。本発明のこの実施形態では、更新処理プロセスは、従来技術にお
けるものと類似であってよい。たとえば、処理済みCQIの数値が特定のしきい値よりも大
きいときにMCSは増大し、処理済みCQIの数値が特定のしきい値よりも小さいときにMCSは
減少し、変更されたMCSが端末デバイス#1に配信される。
【０１６３】
　図3は、様式1に対応する本発明のこの実施形態における、ネットワークデバイスと端末
デバイス#1との間の相互作用の概略図を示す。図3に示すように、ステップS310において
、ネットワークデバイスは、復号処理を実行するために使用される情報、たとえば、上記
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の初期MCSを含む上記のダウンリンク伝送情報を、端末デバイス#1に配信する。
【０１６４】
　ステップS320において、ネットワークデバイスは、コーディング処理を実行してダウン
リンクデータを生成する。
【０１６５】
　ステップS330において、ネットワークデバイスは、ダウンリンクデータを端末デバイス
#1へ送る。
【０１６６】
　ステップS340において、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを伝送するために使用
されるチャネル(たとえば、上記のチャネル#A)のSINRを決定し、ダウンリンクデータに対
する復号を実行する。随意に、端末デバイス#1は、さらに復号反復回数を記録してもよい
。
【０１６７】
　ステップS350において、端末デバイス#1は、チャネル#AのSINRに対応するCQIをネット
ワークデバイスにフィードバックする。随意に、端末デバイス#1は、復号反復回数をさら
にフィードバックしてもよい。
【０１６８】
　ステップS360において、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバ
ックされたCQIを、端末デバイス#1を含み時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端
末デバイスの数量Kに基づいて処理する。
【０１６９】
　随意に、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量K、ならびにHARQプロセスにおけるACKメッセージの数量およびNA
CKメッセージの数量に基づいて、さらに処理してもよい。
【０１７０】
　随意に、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量K、および端末デバイス#1によってフィードバックされた復号反
復回数に基づいてさらに処理してもよい。
【０１７１】
　随意に、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1によってフィードバックされたCQI
を、端末デバイスの数量K、HARQプロセスにおけるACKメッセージの数量およびNACKメッセ
ージの数量、ならびに端末デバイス#1によってフィードバックされた復号反復回数に基づ
いて、さらに処理してもよい。
【０１７２】
　ステップS370において、ネットワークデバイスは、処理済みCQIに従って、ステップS31
0において決定されたMCSに対する更新処理をさらに実行し得、たとえば、処理済みCQIが
事前設定されたしきい値よりも大きい場合、MCSを増大させ得、変更されたMCSを端末デバ
イス#1に配信し得る。
【０１７３】
　様式2
【０１７４】
　CQIを処理するために端末デバイス#1によって使用される異なる事前設定規則(すなわち
、使用されるパラメータ)に従って、様式2は、様式2a、様式2b、様式2c、および様式2dに
分類され得る。
【０１７５】
　様式2a
【０１７６】
　事前設定規則の一例は、端末デバイスの数量Kに従ってCQIを処理することであり得る。
【０１７７】
　随意に、CQIを取得することは、
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　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
および端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイスによって決定されることとを含
む。
【０１７８】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１７９】
　端末デバイス#1は、ダウンリンクデータの中で搬送されたパイロット情報(たとえば、C
RS)によるチャネル#Aに対するチャネル推定を実行し得、チャネル#AのSINRをさらに計算
し得、チャネル#AのSINRに対応するCQI(すなわち、上記のCQI#1)を決定し得る。プロセス
は、従来技術におけるものと類似であってよい。本明細書では繰返しを避けるために、そ
れの詳細な説明は省略する。
【０１８０】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量Kに従ってCQI#1を処理し得る。処
理プロセスは、ネットワークデバイスがCQI#1を処理してCQI#2を決定するプロセスと類似
であってよい。その後、端末デバイス#1は、第2のインジケータ情報を使用することによ
って、処理済みCQIをネットワークデバイスへ送り得る。
【０１８１】
　様式2b
【０１８２】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイスの数量K、ならびにダウンリンクデータの
ためのHARQプロセスの中で端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ送られる肯定
応答メッセージおよび否定応答メッセージの数量に従って、CQIを処理することであり得
る。すなわち、
　随意に、CQIを取得することは、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセ
ージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッ
セージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第
1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワー
クデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを含む。
【０１８３】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１８４】
　端末デバイス#1は、様式2bと類似の様式でCQI#1を決定し得る。
【０１８５】
　加えて、端末デバイス#1は、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送する
プロセスにおけるHARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ
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送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1によってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。
【０１８６】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、ACKメッセージの数量、および
NCKメッセージの数量に従ってCQI#1を処理し得る。処理プロセスは、ネットワークデバイ
スがCQI#1を処理してCQI#3を決定するプロセスと類似であってよい。その後、端末デバイ
ス#1は、第2のインジケータ情報を使用することによって、処理済みCQIをネットワークデ
バイスへ送り得る。
【０１８７】
　様式2c
【０１８８】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイスの数量K、およびダウンリンクデータに対
して端末デバイス#1によって実行される復号反復の回数に従ってCQIを処理することであ
り得る。すなわち、
　随意に、CQIを取得することは、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、第1の端末デバイスによっ
て決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに
対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であることとを含む。
【０１８９】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１９０】
　端末デバイス#1は、様式2bと類似の様式でCQI#1を決定し得る。
【０１９１】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。したがって、端末デバイス#1は、復号反復回数を決定するこ
とができる。
【０１９２】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量Kおよび復号反復回数に従ってCQI
#1を処理し得る。処理プロセスは、ネットワークデバイスがCQI#1を処理してCQI#4を決定
するプロセスと類似であってよい。その後、端末デバイス#1は、第2のインジケータ情報
を使用することによって、処理済みCQIをネットワークデバイスへ送り得る。
【０１９３】
　様式2d
【０１９４】
　事前設定規則のまた別の例は、端末デバイスの数量K、ダウンリンクデータに対して端
末デバイス#1によって実行される復号反復の回数、ならびにダウンリンクデータのための
HARQプロセスの中で端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ送られる肯定応答メ
ッセージおよび否定応答メッセージの数量に従って、CQIを処理することであり得る。す
なわち、
　随意に、CQIを取得することは、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送ることであって、ここで、第1のイン
ジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用されることと、
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　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINR
、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセ
ージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の肯定応答メッ
セージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第
1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワー
クデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを含む。
【０１９５】
　詳細には、ネットワークデバイスは、第1のインジケータ情報を端末デバイス#1へ送り
得、ここで、第1のインジケータ情報は、端末デバイス#1を含みダウンリンク伝送を実行
するために上記の時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端末デバイスの数量Kを示
し得る。
【０１９６】
　端末デバイス#1は、様式2bと類似の様式でCQI#1を決定し得る。
【０１９７】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。したがって、端末デバイス#1は、復号反復回数を決定するこ
とができる。
【０１９８】
　加えて、端末デバイス#1は、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送する
プロセスにおけるHARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ
送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1によってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。
【０１９９】
　したがって、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、復号反復回数、ACKメッセージ
の数量、およびNCKメッセージの数量に従ってCQI#1を処理し得る。処理プロセスは、ネッ
トワークデバイスがCQI#1を処理してCQI#5を決定するプロセスと類似であってよい。その
後、端末デバイス#1は、第2のインジケータ情報を使用することによって、処理済みCQIを
ネットワークデバイスへ送り得る。
【０２００】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量Kに基づいて端末デバイス#
1によって決定されるCQIを取得し得、CQIに従ってMCSに対する更新処理を実行し得る。本
発明のこの実施形態では、更新処理プロセスは、従来技術におけるものと類似であってよ
く、たとえば、CQIの数値が特定のしきい値よりも大きい(または、小さい)とき、MCSを増
大(または、減少)させ、変更されたMCSを端末デバイス#1に配信する。
【０２０１】
　図4は、様式2に対応する本発明のこの実施形態における、ネットワークデバイスと端末
デバイス#1との間の相互作用の概略図を示す。図4に示すように、ステップS410において
、ネットワークデバイスは、復号処理を実行するために使用される情報、たとえば、上記
のダウンリンク伝送情報を、端末デバイス#1に配信し、ここで、ダウンリンク伝送情報は
、上記の初期MCS、および端末デバイス#1を含み時間周波数リソースブロック#Aを再使用
する端末デバイスの数量Kを含む。
【０２０２】
　ステップS420において、ネットワークデバイスは、コーディング処理を実行してダウン
リンクデータを生成する。
【０２０３】
　ステップS430において、ネットワークデバイスは、ダウンリンクデータを端末デバイス
#1へ送る。
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【０２０４】
　ステップS440において、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを伝送するために使用
されるチャネル(たとえば、上記のチャネル#A)のSINRを決定し、チャネル#AのSINRに対応
するCQIを決定し、端末デバイス#1を含み時間周波数リソースブロック#Aを再使用する端
末デバイスの数量Kに従ってCQIを処理し得る。
【０２０５】
　随意に、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、ならびにHARQプロセスにおけるACK
メッセージの数量およびNACKメッセージの数量に基づいて、CQIをさらに処理してもよい
。
【０２０６】
　随意に、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量Kおよび復号反復回数に基づいてCQIを
さらに処理してもよい。
【０２０７】
　随意に、端末デバイス#1は、端末デバイスの数量K、HARQプロセスにおけるACKメッセー
ジの数量およびNACKメッセージの数量、ならびに復号反復回数に基づいて、CQIをさらに
処理してもよい。
【０２０８】
　ステップS450において、端末デバイス#1は、処理済みCQIをネットワークデバイスへ送
る。
【０２０９】
　ステップS460において、ネットワークデバイスは、処理済みCQIに従って、ステップS41
0において決定されたMCSに対する更新処理を実行する。
【０２１０】
　上で図示した端末デバイス#1がチャネルのSINRに基づいて決定されたCQIを処理するプ
ロセスが一例にすぎないことを理解されたい。本発明はそれに限定されない。たとえば、
マッピング関係エントリは、端末デバイス#1に事前記憶されてよく、ここで、マッピング
関係エントリは、複数のパラメータセットと複数のCQIとの間の1対1マッピング関係を記
録し得、複数のパラメータセットは、1つの端末デバイス数量値および1つのSINR値(また
は、SINR値に対応するCQI値)を含み得る。したがって、端末デバイスの数量Kおよびチャ
ネルのSINRを決定した後、端末デバイス#1は、対応するCQIをマッピング関係エントリに
従って直接見つけ、そのCQIを処理済みCQIとして使用する。
【０２１１】
　加えて、本発明のこの実施形態では、マッピング関係エントリの形態は、要件に従って
決定されてよい。たとえば、端末デバイス数量値およびSINR値が、エントリの中の2つの
項目として使用されてよく、マッピング関係エントリの中に(たとえば、エントリにおけ
る2つの行または2つの列として)記録されてよい。代替として、複数のエントリが形成さ
れてよく、ここで、各エントリは、SINR値とCQIとの間のマッピング関係を記録し、複数
のエントリは、複数の端末デバイス数量値とのマッピング関係を有すべきである。すなわ
ち、端末デバイスは、決定された端末デバイス数量値を使用することによって、端末デバ
イス数量値に対応しSINR値に基づいてCQIを決定するために使用されるエントリを見つけ
得る。
【０２１２】
　変調およびコーディング順位を決定するための従来の方法では、調整は、リンク(リン
クは、複数のREを含む時間周波数リソースブロックに基づく)のSINR値、またはSINR値に
対応するCQIの量子化された値のみに従って実行される。しかしながら、SCMAシステムで
は、複数の端末デバイスが、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースブロッ
クを再使用する。複数の端末デバイスの間に干渉が存在することがあるので、ネットワー
クデバイスは、時間周波数リソースブロックのSINR値しか取得することができず、時間周
波数リソースブロックを再使用する複数の端末デバイスの中の各端末デバイスの、それぞ
れのSINR値を取得することができない。したがって、変調およびコーディング方式を決定
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するための従来の方法は、SCMAシステムにおいて効果的に実施され得ない。
【０２１３】
　対照的に、本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するため
の方法によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行す
るために同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数
リソースに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で
伝送され、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を
反映し得るように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイ
スの数量Kに従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1の端末デバイ
スの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式が
処理済みCQIに従って調整される。したがって、方法は、データ伝送を実行するために同
じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方式の調整
に適用可能である。
【０２１４】
　図5は、本発明の別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方
法500の概略フローチャートを示し、ここで、方法は、ネットワークデバイスの観点から
説明される。方法500は、ネットワークデバイスによって実行される。図5に示すように、
方法500は以下のことを含む。
【０２１５】
　S510。ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信するために第1の時間期間
の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定し、ここで、K
≧2である。
【０２１６】
　S520。第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信し、ここで、
第1のインジケータ情報は、チャネル品質インジケータCQIを示すために使用され、CQIは
、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、チャネルは、第1の時間
周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワー
クデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され
る。
【０２１７】
　S530。端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング方式
MCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそ
のMCSを使用し、ここで、マッピング関係情報は、N個のパラメータセットとN個のMCSとの
間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセットは、端末デバイス数
量値およびCQI値を含み、N≧2である。
【０２１８】
　方法500は、ダウンリンク伝送に適用され得る。上記で説明したように、ネットワーク
デバイスは、同じ時間期間(理解および区別しやすいように、以下で時間期間#Aとして示
す第1の時間期間を含む)の中で、端末デバイス#1を含むK個の端末デバイスとのデータ伝
送を実行するために、(たとえば、SCMAモードにおける)同じ時間周波数リソースを使用す
ることを決定し得る。
【０２１９】
　ネットワークデバイスは、端末デバイス#1用のダウンリンク伝送情報を決定し得、ここ
で、ダウンリンク伝送情報は、以下の情報、すなわち、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#A(すなわち、第1の時間期間の一例)の中
で端末デバイス#1によって使用されるコードブックと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る時間周波数リソースブロック#Aであって、ここで、時間周波数リソースブロック#Aが、
複数のRE(たとえば、同じシンボルに対応し、異なるサブキャリアに対応する)を含み、こ
こで、端末デバイス#1を含む複数の端末デバイスが、ダウンリンク伝送を実行するために
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時間周波数リソースブロック#Aを再使用する、時間周波数リソースブロック#Aと、
　ダウンリンク伝送を実行するために時間期間#Aの中で端末デバイス#1によって使用され
る初期MCSとを含む。
【０２２０】
　加えて、ネットワークデバイスは、ダウンリンク伝送情報を端末デバイス#1へ、たとえ
ば、制御チャネルまたはブロードキャストチャネルを通じて伝送し得る。
【０２２１】
　上で図示したダウンリンク伝送情報が一例にすぎないことを理解されたい。本発明はそ
れに限定されない。従来のSCMAにおいて、ダウンリンク伝送のために使用され、ダウンリ
ンク伝送が実行される前にネットワークデバイスによって端末デバイスに配信されるすべ
ての他の情報が、本発明の保護範囲に入るものとする。以下で繰返しを避けるために、類
似のケースについての詳細な説明は省略する。
【０２２２】
　したがって、端末デバイス#1は、ダウンリンクデータを搬送する時間周波数リソースブ
ロック#Aの位置(時間領域位置および周波数領域位置を含む)、および復号処理がダウンリ
ンク伝送データに対して実行されるときに使用される初期MCSを、ダウンリンク伝送情報
に従って決定することができる。
【０２２３】
　その後、ネットワークデバイスは、決定された初期MCSに従って、端末デバイス#1へ伝
送されることが必要なデータ(たとえば、元のビットシーケンス)に対するコーディング処
理を実行してダウンリンクデータ(すなわち、データの一例)を生成し得、ダウンリンクデ
ータを端末デバイス#1へ、時間期間#Aの中で時間周波数リソースブロック#A(すなわち、
チャネルの一例)に基づくチャネル#Aを通じて伝送し得る。
【０２２４】
　端末デバイス#1は、時間期間#Aの中でチャネル#Aを通じてダウンリンクデータを受信す
ることができ、初期MCSを使用することによってダウンリンクデータに対する復号処理を
実行して、ネットワークデバイスがコーディング処理を実行する前に存在していたデータ
(たとえば、元のビットシーケンス)にダウンリンクデータを復元することができる。
【０２２５】
　本発明のこの実施形態では、ネットワークデバイスによるコーディング処理、端末デバ
イス#1による復号処理、およびダウンリンクデータの伝送プロセスは、従来技術における
ものと類似であってよいことに留意されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それ
の詳細な説明は省略する。
【０２２６】
　端末デバイス#1は、チャネル#AのSINRに対応するCQI値を、第1のインジケータ情報を使
用することによってネットワークデバイスへ送るために、ダウンリンクデータの中で搬送
されたパイロット情報、たとえば、セル固有基準信号(CRS、Cell-specific Reference Si
gnal)によるチャネル#Aに対するチャネル推定を実行し得、チャネル#AのSINRをさらに計
算し得る。
【０２２７】
　上で図示したチャネル#AのSINRを端末デバイス#1によって決定するための方法およびプ
ロセスは、例にすぎず、本発明において特に限定されず、またチャネルのSINRを決定する
ために端末デバイスによって使用される別の従来技術におけるものと類似であってもよい
ことを理解されたい。本明細書では繰返しを避けるために、それの詳細な説明は省略する
。加えて、類似のケースについての説明は以下で省略する。
【０２２８】
　ネットワークデバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピング関係情
報は、複数の第1の情報グループと複数のMCSとの間のマッピング関係(理解および区別し
やすいように、以下でマッピング関係#1として示す)を示し、複数の第1の情報グループは
、1対1基準で複数のMCSに対応し、ここで、第1の情報グループは、端末デバイス数量の数
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値およびCQI値(または、CQI値に対応するSINR値)を含み、含まれる2つの数値のうちの少
なくとも1つの値は、異なる第1の情報グループの中で異なっている。
【０２２９】
　本発明のこの実施形態では、マッピング関係は、経験の様式で統計を収集することなど
によって、電気通信事業者またはネットワーク管理者によって取得され得る。加えて、マ
ッピング関係は、対応エントリとして記録されてよく、ネットワークデバイスの記憶デバ
イスに記憶されてよく、または式として表現されるとともにソフトウェアプログラムとし
てネットワークデバイスの記憶デバイスに記憶されてもよい。このことは、本発明におい
て特に限定されない。
【０２３０】
　随意に、マッピング関係情報は、特にN個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1
マッピング関係を記録するマッピング関係エントリである。
【０２３１】
　詳細には、マッピング関係#1は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよ
うに、以下でマッピング関係エントリ#1として示す)として反映され得る。たとえば、マ
ッピング関係エントリ#1において、ネットワークデバイスが端末デバイスの数量Kおよび
チャネル#AのSINRに対応するMCSをマッピング関係エントリ#1から見つけることができる
ように、CQI値および端末デバイス数量値は、エントリの行または列として使用され得る
。
【０２３２】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値をさらに含み、
　方法は、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することをさらに含
み、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここ
で、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を
実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報
に従って決定することは、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対応するMCSを、事
前設定マッピング関係情報に従って決定することを含む。
【０２３３】
　詳細には、ネットワークデバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピ
ング関係情報は、複数の第2の情報グループと複数のMCSとの間のマッピング関係(理解お
よび区別しやすいように、以下でマッピング関係#2として示す)を示し、複数の第2の情報
グループは、1対1基準で複数のMCSに対応し、ここで、第2の情報グループは、ユーザ機器
数量の数値、CQI値(または、CQI値に対応するSINR値)、および復号反復回数の数値を含み
、3つの数値のうちの少なくとも1つの値は、異なる第2の情報グループの中で異なってい
る。
【０２３４】
　同様に、マッピング関係#2は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよう
に、以下でマッピング関係エントリ#2として示す)として反映され得る。たとえば、マッ
ピング関係エントリ#2において、CQI値、端末デバイス数量値、および復号反復回数の数
値は、エントリの行または列として使用され得る。
【０２３５】
　加えて、本発明のこの実施形態では、端末デバイス#1は、複数回の反復によってダウン
リンクデータを復号し得る。反復的な様式で復号を実行するための方法は、turbo復号、S
CMA復号などであってよい。したがって、端末デバイス#1は、復号反復回数を決定するこ
とができ、復号反復回数をネットワークデバイスへ伝送することができる。
【０２３６】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの決定された数量K、CQI値、およ



(126) JP 2018-501704 A 2018.1.18

び復号反復回数に従ってエントリ#2を見つけ得、端末デバイスの数量K、チャネル#AのSIN
Rに対応するCQI値、および復号反復回数に対応するMCSを、端末デバイス#1のMCSとして使
用し得る。
【０２３７】
　随意に、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセ
ージの数量の値をさらに含み、
　方法は、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
をさらに含み、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイ
ブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバ
イスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージ
であり、調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッ
セージの数量をさらに含み、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報
に従って決定することは、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否
定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定す
ることを含む。
【０２３８】
　詳細には、端末デバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピング関係
情報は、複数の第3の情報グループと複数のMCSとの間のマッピング関係(理解および区別
しやすいように、以下でマッピング関係#3として示す)を示し、複数の第3の情報グループ
は、1対1基準で複数のMCSに対応し、ここで、第3の情報グループは、端末デバイス数量の
数値、CQI値(または、CQI値に対応するSINR値)、ACKメッセージの数量の数値、およびNAC
Kメッセージの数量の数値を含み、4つの数値のうちの少なくとも1つの値は、異なる第3の
情報グループの中で異なっている。
【０２３９】
　同様に、マッピング関係#3は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよう
に、以下でマッピング関係エントリ#3として示す)として反映され得る。たとえば、マッ
ピング関係エントリ#3において、CQI値、端末デバイス数量値、ACKメッセージの数量の数
値、およびNACKメッセージの数量の数値は、エントリの行または列として使用され得る。
【０２４０】
　加えて、端末デバイス#1は、ネットワークデバイスとのダウンリンクデータを伝送する
プロセスにおけるHARQプロセスの中で、端末デバイス#1によってネットワークデバイスへ
送られた肯定応答(ACK)メッセージの数量、および端末デバイス#1によってネットワーク
デバイスへ送られた否定応答(NACK)メッセージの数量を、記録し得る。
【０２４１】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの決定された数量K、CQI値、ACK
メッセージの数量、およびNACKメッセージの数量に従って、対応するMCSをマッピング関
係エントリ#3から見つけ得る。
【０２４２】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、お
よび否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、
　方法は、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信することであって、
ここで、第2のインジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、
第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行
するときに実行された復号反復の回数であることと、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
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であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセ
ージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによっ
てネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、第
1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージに数量をさらに含むことと
をさらに含み、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応するMCSを事前設定マッピング関係情報
に従って決定することは、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージ
の数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関
係情報に従って決定することを含む。
【０２４３】
　詳細には、端末デバイスは、マッピング関係情報を取得し得、ここで、マッピング関係
情報は、複数の第4の情報グループと複数のMCSとの間のマッピング関係(理解および区別
しやすいように、以下でマッピング関係#4として示す)を示し、複数の第4の情報グループ
は、1対1基準で複数のMCSに対応し、ここで、第4の情報グループは、端末デバイス数量の
数値、CQI値(または、CQI値に対応するSINR値)、復号反復回数値、ACKメッセージの数量
の数値、およびNACKメッセージの数量の数値を含み、5つの数値のうちの少なくとも1つの
値は、異なる第4の情報グループの中で異なっている。
【０２４４】
　同様に、マッピング関係#4は、マッピング関係エントリ(理解および区別しやすいよう
に、以下でマッピング関係エントリ#4として示す)として反映され得る。たとえば、マッ
ピング関係エントリ#4において、CQI値、端末デバイス数量値、復号反復回数、ACKメッセ
ージの数量の数値、およびNACKメッセージの数量の数値は、エントリの行または列として
使用され得る。
【０２４５】
　したがって、ネットワークデバイスは、端末デバイスの数量K、チャネル#AのSINRに対
応するCQI値、復号反復回数、ACKメッセージの数量、およびNACKメッセージの数量に対応
するMCSを、マッピング関係エントリ#4から見つけることができ、端末デバイス#1のMCSと
してそのMCSを使用することができる。
【０２４６】
　加えて、本発明のこの実施形態では、マッピング関係エントリの形態は、要件に従って
決定されてよい。たとえば、端末デバイス数量値およびSINR値が、エントリの中の2つの
項目として使用されてよく、マッピング関係エントリの中に(たとえば、エントリにおけ
る2つの行または2つの列として)記録されてよい。代替として、複数のエントリが形成さ
れてよく、ここで、各エントリは、SINR値とCQIとの間のマッピング関係を記録し、複数
のエントリは、複数の端末デバイス数量値とのマッピング関係を有すべきである。すなわ
ち、端末デバイスは、決定された端末デバイス数量値を使用することによって、端末デバ
イス数量値に対応しSINR値に基づいてCQIを決定するために使用されるエントリを見つけ
得る。
【０２４７】
　変調およびコーディング順位を決定するための従来の方法では、調整は、リンク(リン
クは、複数のREを含む時間周波数リソースブロックに基づく)のSINR値、またはSINR値に
対応するCQIの量子化された値のみに従って実行される。しかしながら、SCMAシステムで
は、複数の端末デバイスが、データ伝送を実行するために同じ時間周波数リソースブロッ
クを再使用する。複数の端末デバイスの間に干渉が存在することがあるので、ネットワー
クデバイスは、時間周波数リソースブロックのSINR値しか取得することができず、時間周
波数リソースブロックを再使用する複数の端末デバイスの中の各端末デバイスの、それぞ
れのSINR値を取得することができない。したがって、変調およびコーディング方式を決定
するための従来の方法は、SCMAシステムにおいて効果的に実施され得ない。
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【０２４８】
　対照的に、本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するため
の方法によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行す
るために同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数
リソースに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で
伝送され、MCSが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
とともに、調整された変調およびコーディング方式が第1の端末デバイスの干渉雑音に適
応し得るように、MCSは、端末デバイスの数量K、およびチャネルの信号対干渉雑音比に基
づいて決定されたCQIに従って決定される。したがって、方法は、データ伝送を実行する
ために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方
式の調整に適用可能である。
【０２４９】
　上記のことは、本発明による変調およびコーディング方式を決定するための方法がダウ
ンリンク伝送に適用されるプロセスを示す。しかしながら、本発明はそれに限定されず、
方法はアップリンク伝送にも適用され得る。
【０２５０】
　この場合、ネットワークデバイスは、端末デバイス#1用のアップリンク伝送情報を決定
し得、ここで、アップリンク伝送情報は、以下の情報、すなわち、
　アップリンク伝送を時間期間#Bの中で実行するために端末デバイス#1によって使用され
るコードブックと、
　アップリンク伝送を時間期間#Bの中で実行するために端末デバイス#1によって使用され
る時間周波数リソースブロック#Bであって、ここで、時間周波数リソースブロック#Bが、
複数のRE(たとえば、同じシンボルに対応し、異なるサブキャリアに対応する)を含み、こ
こで、端末デバイス#1を含む複数の端末デバイスが、アップリンク伝送を実行するために
時間周波数リソースブロック#Bを再使用する、時間周波数リソースブロック#Bと、
　アップリンク伝送を時間期間#Bの中で実行するために端末デバイス#1によって使用され
る初期MCSとを含む。
【０２５１】
　加えて、ネットワークデバイスは、アップリンク伝送情報を端末デバイス#1へ、たとえ
ば、制御チャネルまたはブロードキャストチャネルを通じて伝送し得る。
【０２５２】
　したがって、端末デバイス#1は、アップリンクデータを搬送する時間周波数リソースブ
ロック#Bの位置(時間領域位置および周波数領域位置を含む)、およびコーディング処理が
アップリンク伝送データに対して実行されるときに使用される初期MCSを、アップリンク
伝送情報に従って決定することができる。
【０２５３】
　その後、端末デバイス#1は、決定された初期MCSに従って、ネットワークデバイスへ伝
送されることが必要なデータに対するコーディング処理実行してアップリンクデータを生
成し得、アップリンクデータをネットワークデバイスへ、時間期間#Bの中で時間周波数リ
ソースブロック#Bに基づくチャネル#Bを通じて送り得る。
【０２５４】
　ネットワークデバイスは、時間期間#Bの中でチャネル#Bを通じてアップリンクデータを
受信することができ、初期MCSを使用することによってアップリンクデータに対する復号
処理を実行して、ネットワークデバイスがコーディング処理を実行する前に存在していた
データにアップリンクデータを復元することができる。
【０２５５】
　ネットワークデバイスは、マッピング関係情報、たとえば、マッピング関係#1すなわち
式1を取得し得る。
【０２５６】
　加えて、ネットワークデバイスは、アップリンクデータの中で搬送されたパイロット情
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報、たとえば、復調基準信号(DMRS、De-Modulation Reference Signal)によるチャネル#B
に対するチャネル推定を実行し得、チャネル#BのSINRをさらに計算し得る。
【０２５７】
　したがって、ネットワークデバイスは、チャネル#BのCQI(または、CQIに対応するSINR)
、およびアップリンク伝送を実行するために時間周波数リソースブロック#Bを再使用する
端末デバイスの数量Kに対応するMCSを、マッピング関係#1すなわち式1に従って決定し得
、端末デバイス#1のMCSとしてそのMCSを使用し得る。
【０２５８】
　同様に、ネットワークデバイスはまた、マッピング関係#2すなわち式2、マッピング関
係#3すなわち式3、またはマッピング関係#4すなわち式4に従って、端末デバイス#1のMCS
を決定し得る。
【０２５９】
　図6は、アップリンク伝送に対応する本発明のこの実施形態における、ネットワークデ
バイスと端末デバイス#1との間の相互作用の概略図を示す。図6に示すように、ステップS
610において、ネットワークデバイスは、コーディング処理を実行するために使用される
情報、たとえば、上記の初期MCSを含む上記のアップリンク伝送情報を、端末デバイス#1
に配信する。
【０２６０】
　ステップS620において、端末デバイス#1は、コーディング処理を実行してアップリンク
データを生成する。
【０２６１】
　ステップS630において、端末デバイス#1は、アップリンクデータをネットワークデバイ
スへ送る。
【０２６２】
　ステップS640において、ネットワークデバイスは、アップリンクデータを伝送するため
に使用されるチャネル(たとえば、上記のチャネル#B)のSINRを決定し、アップリンクデー
タに対する復号および復号処理を実行する。加えて、ネットワークデバイスは、たとえば
、上記の事前記憶されているマッピング関係#1すなわち式1に基づいてMCSを決定する。
【０２６３】
　ステップS650において、ネットワークデバイスおよび端末デバイス#1は、上記で説明し
たように決定されたMCSに従ってデータ伝送を実行し得る。
【０２６４】
　図7は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方法7
00の概略フローチャートを示し、ここで、方法は、端末デバイス(たとえば、端末デバイ
ス#1)の観点から説明される。方法700は、K個の端末デバイスの中の第1の端末デバイスに
よって実行される。図7に示すように、方法700は以下のことを含む。
【０２６５】
　S710。チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定し、ここで、チャネルは、第1の時間周
波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワーク
デバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され、K
個の端末デバイスは、ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である。
【０２６６】
　S720。ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信し、ここ
で、第1のインジケータ情報は、端末デバイスの数量Kを示すために使用される。
【０２６７】
　S730。チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、チャネ
ル品質インジケータCQIを決定する。
【０２６８】
　S740。ネットワークデバイスが、第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCS
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をCQIに従って決定するように、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送り、
ここで、第2のインジケータ情報は、CQIを示すために使用される。
【０２６９】
　随意に、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決
定することは、
　チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従ってCQIを決定
することを含み、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０２７０】
　随意に、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決
定することは、
　チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1
の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであ
り、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネット
ワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０２７１】
　随意に、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従ってCQIを決
定することは、
　チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メッセー
ジの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定することを含み、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってネットワークデバイスへ
送られた否定応答メッセージである。
【０２７２】
　随意に、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【０２７３】
　方法700における第1の端末デバイスのアクションは、方法200または方法500における端
末デバイス#1のアクションと類似である。本明細書では繰返しを避けるために、それの詳
細な説明は省略する。
【０２７４】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するための方法によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kに
従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1の端末デバイスの干渉雑
音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式が処理済みCQI
に従って調整される。したがって、方法は、データ伝送を実行するために同じ時間周波数
リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方式の調整に適用可能で
ある。
【０２７５】
　図8は、本発明の別の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための方
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法800の概略フローチャートを示し、ここで、方法は、端末デバイス(たとえば、端末デバ
イス#1)の観点から説明される。方法800は、K個の端末デバイスの中の第1の端末デバイス
によって実行される。図8に示すように、方法800は以下のことを含む。
【０２７６】
　S810。チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定し、ここで、チャネルは、第1の時間周
波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルは、第1の端末デバイスとネットワーク
デバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用され、K
個の端末デバイスは、ネットワークデバイスからダウンリンクデータを受信するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2である。
【０２７７】
　S820。チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定する。
【０２７８】
　S830。ネットワークデバイスが、第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCS
を端末デバイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジ
ケータ情報および第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送り、ここで、第1の
インジケータ情報は、CQIを示すために使用され、第2のインジケータ情報は、第1の復号
反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダ
ウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０２７９】
　随意に、方法は、スパースコード多元接続通信システムに適用され、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【０２８０】
　方法800における第1の端末デバイスのアクションは、方法200または方法500において、
端末デバイス#1がチャネルのCQIをフィードバックするとともに復号反復回数をフィード
バックするときの、端末デバイス#1のアクションと類似である。本明細書では繰返しを避
けるために、それの詳細な説明は省略する。
【０２８１】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するための方法によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kお
よび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、方法は、データ伝送を実行する
ために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方
式の調整に適用可能である。
【０２８２】
　上記のことは、図1～図8を参照しながら、本発明の実施形態による変調およびコーディ
ング方式を決定するための方法を詳細に説明する。下記のことは、図9～図12を参照しな
がら、本発明の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置を詳細
に説明する。
【０２８３】
　図9は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置9
00の概略構造図である。図9に示すように、装置900は、
　装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波
数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成された数量決定ユニ
ット910であって、ここで、K≧2である、数量決定ユニット910と、
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　チャネル品質インジケータCQIを取得するように構成されたCQI決定ユニット920であっ
て、ここで、CQIが、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従っ
て決定され、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、
チャネルが、第1の端末デバイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中
で伝送するために使用される、CQI決定ユニット920と、
　第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSをCQIに従って決定するように構
成されたMCS決定ユニット930とを含む。
【０２８４】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に
従って決定され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０２８５】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答
メッセージである。
【０２８６】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HAR
Qプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージである。
【０２８７】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイスによ
って決定される、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れる。
【０２８８】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従って、
第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
ある、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れる。
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【０２８９】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量、お
よび第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され、こ
こで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送
要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージ
であり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装
置へ送られた否定応答メッセージである、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れる。
【０２９０】
　随意に、装置は、
　第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るように構成された送信ユニットであ
って、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの数量Kを示すために使用される
、送信ユニットと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され
、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応答メ
ッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスに
よって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答
メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答
メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答
メッセージである、受信ユニットとをさらに含み、ここで、
　CQI決定ユニットは、第2のインジケータ情報に従ってCQIを決定するように特に構成さ
れる。
【０２９１】
　随意に、装置は、
　第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニットをさらに含み、ここで、第3のインジケータ情報は、第1の端末デバイスに
よってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の端末デバイスによってフィ
ードバックされるCQIは、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスによって決定され、
ここで、
　CQI決定ユニットは、CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバッ
クされたCQIを端末デバイスの数量Kに従って処理するように特に構成される。
【０２９２】
　随意に、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回
数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　CQI決定ユニットは、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デ
バイスの数量Kおよび第1の復号反復回数に従って処理するように特に構成される。
【０２９３】
　随意に、CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メ
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ッセージの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウン
リンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デ
バイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成さ
れ、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1
の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理する
ように構成される。
【０２９４】
　随意に、受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報
を受信するようにさらに構成され、ここで、第4のインジケータ情報は、第1の復号反復回
数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリ
ンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　CQI決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージ
の数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデ
ータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よって装置へ送られた否定応答メッセージであることを行うようにさらに構成され、第1
の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の復号
反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従
って処理するように構成される。
【０２９５】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０２９６】
　随意に、装置はネットワークデバイスである。
【０２９７】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置900は
、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し得る
。加えて、変調およびコーディング方式を決定するための装置900における各ユニット、
すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞれ、図2
における方法200の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細は本明
細書で再び説明しない。
【０２９８】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kお
よび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、装置は、データ伝送を実行する
ために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方
式の調整に適用可能である。
【０２９９】
　図10は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置
1000の概略構造図である。図10に示すように、装置1000は、
　装置とのダウンリンクデータ伝送を実行するために第1の時間期間の中で第1の時間周波
数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定するように構成された数量決定ユニ
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ット1010であって、ここで、K≧2である、数量決定ユニット1010と、
　第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成され
た受信ユニット1020であって、ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジ
ケータCQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスに
よって決定され、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャ
ネルが、第1の端末デバイスと装置との間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝
送するために使用される、受信ユニット1020と、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング方式MCSを
事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそのMCSを
使用するように構成されたMCS決定ユニット1030であって、ここで、マッピング関係情報
が、N個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用さ
れ、各パラメータセットが、端末デバイス数量値およびCQI値を含み、N≧2である、MCS決
定ユニット1030とを含む。
【０３００】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値をさらに含み、
　受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信す
るようにさらに構成され、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示す
ために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　MCS決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値
に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される
。
【０３０１】
　随意に、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセ
ージの数量の値をさらに含み、
　数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージ
の数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウン
リンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイス
によって装置へ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQ
プロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであり、
調整ポリシー情報は、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの
数量をさらに含み、
　MCS決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係
情報に従って決定するように特に構成される。
【０３０２】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、お
よび否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、
　受信ユニットは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信す
るようにさらに構成され、ここで、第2のインジケータ情報は、第1の復号反復回数を示す
ために使用され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、
　数量決定ユニットは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージ
の数量を決定するようにさらに構成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウン
リンクデータのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによって装置へ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デ
バイスによって装置へ送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報は、第1の
肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含み、
　MCS決定ユニットは、端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1
の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、
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事前設定マッピング関係情報に従って決定するように特に構成される。
【０３０３】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０３０４】
　随意に、装置はネットワークデバイスである。
【０３０５】
　随意に、マッピング関係情報は、特にN個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1
マッピング関係を記録するマッピング関係エントリである。
【０３０６】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置1000は
、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し得る
。加えて、変調およびコーディング方式を決定するための装置1000における各ユニット、
すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞれ、図5
における方法500の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細は本明
細書で再び説明しない。
【０３０７】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、M
CSが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得るとともに、
調整された変調およびコーディング方式が第1の端末デバイスの干渉雑音に適応し得るよ
うに、MCSは、端末デバイスの数量K、およびチャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定
されたCQIに従って決定される。したがって、装置は、データ伝送を実行するために同じ
時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方式の調整に
適用可能である。
【０３０８】
　図11は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置
1100の概略構造図である。装置1100は、K個の端末デバイスにおける第1の端末デバイスで
ある。図11に示すように、装置1100は、
　チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニット1110であっ
て、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネル
が、装置とネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝
送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリンク
データを受信するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2
である、決定ユニット1110と、
　ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するように構成
された受信ユニット1120であって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用され、ここで、
　決定ユニット1110が、チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに
従って、チャネル品質インジケータCQIを決定するようにさらに構成される、受信ユニッ
ト1120と、
　ネットワークデバイスが、装置の変調およびコーディング方式MCSをCQIに従って決定す
るように、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るように構成された送信
ユニット1130であって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用される
、送信ユニット1130とを含む。
【０３０９】
　随意に、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反
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復回数に従ってCQIを決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
る。
【０３１０】
　随意に、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッ
セージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に
構成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリ
ッド自動再送要求HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた肯定
応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中で装置によって
ネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０３１１】
　随意に、決定ユニットは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数
、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQI
を決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、装置がダウンリンクデ
ータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応
答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの
中で装置によってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否
定応答メッセージは、HARQプロセスの中で装置によってネットワークデバイスへ送られた
否定応答メッセージである。
【０３１２】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０３１３】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置1100は
、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に相当
し得る。加えて、変調およびコーディング方式を決定するための装置1100における各ユニ
ット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞ
れ、図7における方法700の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細
は本明細書で再び説明しない。
【０３１４】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kお
よび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、装置は、データ伝送を実行する
ために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方
式の調整に適用可能である。
【０３１５】
　図12は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置
1200の概略構造図である。装置1200は、K個の端末デバイスにおける第1の端末デバイスで
ある。図12に示すように、装置1200は、
　チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定するように構成された決定ユニット1210であっ
て、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネル
が、装置とネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝
送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリンク
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データを受信するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K≧2
である、決定ユニット1210であって、チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータ
CQIを決定するように構成された決定ユニット1210と、
　ネットワークデバイスが、装置の変調およびコーディング方式MCSを端末デバイスの数
量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジケータ情報および第2
のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るように構成された送信ユニット1220で
あって、ここで、第1のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、第2のインジケ
ータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、
装置がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数
である、送信ユニット1220とを含む。
【０３１６】
　随意に、装置は、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の時間
周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロック
である。
【０３１７】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するための装置1200は
、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に相当
し得る。加えて、変調およびコーディング方式を決定するための装置1200における各ユニ
ット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それぞ
れ、図8における方法800の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳細
は本明細書で再び説明しない。
【０３１８】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するための装置によ
れば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するために同
じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソースに
基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送され、
処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得る
ように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数量Kお
よび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1の端
末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーディン
グ方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、装置は、データ伝送を実行する
ために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方
式の調整に適用可能である。
【０３１９】
　上記のことは、図1～図8を参照しながら、本発明の実施形態による変調およびコーディ
ング方式を決定するための方法を詳細に説明する。下記のことは、図13～図16を参照しな
がら、本発明の実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバイスを
詳細に説明する。
【０３２０】
　図13は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバ
イス1300の概略構造図である。図13に示すように、デバイス1300は、
　バス1310と、
　バスに接続されたプロセッサ1320と、
　バスに接続されたメモリ1330と、
　バスに接続されたトランシーバ1340とを含み、ここで、
　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定す
ることであって、ここで、K≧2であることを行うように構成され、
　チャネル品質インジケータCQIを取得することであって、ここで、CQIが、チャネルの信
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号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って決定され、ここで、チャネルが
、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが、第1の端末デバイスと
デバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で伝送するために使用される
ことを行うように構成され、
　第1の端末デバイスの変調およびコーディング方式MCSをCQIに従って決定するように構
成される。
【０３２１】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に
従って決定され、ここで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデー
タに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数である。
【０３２２】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの
数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、ここで、第1の肯定応答
メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中
で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定
応答メッセージは、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた
否定応答メッセージである。
【０３２３】
　随意に、CQIは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯
定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って決定され、こ
こで、第1の復号反復回数は、第1の端末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理
を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定応答メッセージは、ダウ
ンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイ
スによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは
、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセー
ジである。
【０３２４】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、第1の端末デバイス
によって決定されることとを行うように特に構成される。
【０３２５】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることを行うように特に構成され、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復回数に従っ
て、第1の端末デバイスによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デ
バイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回
数であることを行うように構成される。
【０３２６】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
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され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセージの数量
、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイスによって決定され
、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動
再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メ
ッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスに
よってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることとを行うように特に構成される
。
【０３２７】
　随意に、プロセッサは、第1のインジケータ情報を第1の端末デバイスへ送るようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることと、
　第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用
され、CQIが、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、第1の肯定応
答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って、第1の端末デバイ
スによって決定され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイスがダウンリンク
データに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定
応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセス
の中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の
否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送ら
れた否定応答メッセージであることとを行うように特に構成される。
【０３２８】
　随意に、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第3のインジケータ情報を
受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第3のインジケータ情報
が、第1の端末デバイスによってフィードバックされるCQIを示すために使用され、第1の
端末デバイスによってフィードバックされるCQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デ
バイスによって決定されることを行うように特に構成され、
　CQIを決定するために、第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを端末デ
バイスの数量Kに従って処理するように構成される。
【０３２９】
　随意に、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を
受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報
が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端
末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復
の回数であることを行うように特に構成され、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量Kおよび
第1の復号反復回数に従って処理するように構成される。
【０３３０】
　随意に、プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセー
ジの数量を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンク
データのためのHARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定
応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバ
イスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであることを行うように特に構成さ
れ、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従って処理するよ
うに構成される。
【０３３１】
　随意に、プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第4のインジケータ情報を
受信するようにトランシーバを制御することであって、ここで、第4のインジケータ情報
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が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端
末デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復
の回数であることを行うように特に構成され、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ
送られた否定応答メッセージであることを行うように構成され、
　第1の端末デバイスによってフィードバックされたCQIを、端末デバイスの数量K、第1の
復号反復回数、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量
に従って処理するように構成される。
【０３３２】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の
時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロ
ックである。
【０３３３】
　随意に、デバイスはネットワークデバイスである。
【０３３４】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３３５】
　デバイス1300の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1300は、送信機をさらに含み得る。送信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３３６】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1300は、基地局などのネットワークデバイスに組み込まれてよく、ま
たはデバイス1300自体が基地局などのネットワークデバイスであってよく、デバイス1300
と遠隔デバイスとの間のデータの送信および受信を可能にするように送信機回路および受
信機回路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機回路は、アンテ
ナに結合され得る。デバイス1300における構成要素は、バスを使用することによって互い
に結合される。バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、およびステータス信
号バスをさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが、図におけるバスとし
て示される。特に、様々な製品において、デコーダはプロセッサと統合され得る。
【０３３７】
　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３３８】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
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イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３３９】
　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３４０】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
ムとして示される。
【０３４１】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３４２】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス13
00は、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し
得る。加えて、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス1300における各ユ
ニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それ
ぞれ、図2における方法200の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳
細は本明細書で再び説明しない。
【０３４３】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
れ、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し
得るように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数
量Kおよび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1
の端末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーデ
ィング方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、デバイスは、データ伝送を
実行するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーデ
ィング方式の調整に適用可能である。
【０３４４】
　図14は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバ
イス1400の概略構造図である。図14に示すように、デバイス1400は、
　バス1410と、
　バスに接続されたプロセッサ1420と、
　バスに接続されたメモリ1430と、
　バスに接続されたトランシーバ1440とを含み、ここで、
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　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、デバイスとのダウンリンクデータ伝送を実行するために第
1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用する端末デバイスの数量Kを決定す
ることであって、ここで、K≧2であることを行うように構成され、
　第1の端末デバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するようにトランシ
ーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、チャネル品質インジ
ケータCQIを示すために使用され、CQIが、チャネルのSINRに従って第1の端末デバイスに
よって決定され、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャ
ネルが、第1の端末デバイスとデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中
で伝送するために使用されることを行うように構成され、
　端末デバイスの数量Kの値およびCQIの値に対応する変調およびコーディング方式MCSを
事前設定マッピング関係情報に従って決定し、第1の端末デバイスのMCSとしてそのMCSを
使用することであって、ここで、マッピング関係情報が、N個のパラメータセットとN個の
MCSとの間の1対1マッピング関係を示すために使用され、各パラメータセットが、端末デ
バイス数量値およびCQI値を含み、N≧2であることを行うように構成される。
【０３４５】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値をさらに含み、
　プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、第1の
復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイス
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
ることを行うようにさらに構成され、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、および第1の復号反復回数値に対応するMCSを、事
前設定マッピング関係情報に従って決定するように構成される。
【０３４６】
　随意に、各パラメータセットは、肯定応答メッセージの数量の値および否定応答メッセ
ージの数量の値をさらに含み、
　プロセッサは、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量
を決定することであって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータの
ためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイ
スへ送られた肯定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの
中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた否定応答メッセージであり、調整ポ
リシー情報が、第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を
さらに含むことを行うようにさらに構成され、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否
定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関係情報に従って決定す
るように構成される。
【０３４７】
　随意に、各パラメータセットは、復号反復回数値、肯定応答メッセージの数量の値、お
よび否定応答メッセージの数量の値をさらに含み、
　プロセッサは、第1の端末デバイスによって送られた第2のインジケータ情報を受信する
ようにトランシーバを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、第1の
復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回数が、第1の端末デバイス
がダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であ
ることを行うようにさらに構成され、
　第1の肯定応答メッセージの数量および第1の否定応答メッセージの数量を決定すること
であって、ここで、第1の肯定応答メッセージが、ダウンリンクデータのためのHARQプロ
セスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、
第1の否定応答メッセージが、HARQプロセスの中で第1の端末デバイスによってデバイスへ
送られた否定応答メッセージであり、調整ポリシー情報が、第1の肯定応答メッセージの
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数量および第1の否定応答メッセージの数量をさらに含むことを行うように構成され、
　端末デバイスの数量Kの値、CQIの値、第1の復号反復回数値、第1の肯定応答メッセージ
の数量、および第1の否定応答メッセージの数量に対応するMCSを、事前設定マッピング関
係情報に従って決定するように構成される。
【０３４８】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムにおいて構成され、第1の
時間周波数リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロ
ックである。
【０３４９】
　随意に、デバイスはネットワークデバイスである。
【０３５０】
　随意に、マッピング関係情報は、特にN個のパラメータセットとN個のMCSとの間の1対1
マッピング関係を記録するマッピング関係エントリである。
【０３５１】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３５２】
　デバイス1400の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1400は、送信機をさらに含み得る。送信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３５３】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1400は、基地局などのネットワークデバイスに組み込まれてよく、ま
たはデバイス1400自体が基地局などのネットワークデバイスであってよく、デバイス1400
と遠隔地との間のデータの送信および受信を可能にするように送信機回路および受信機回
路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機回路は、アンテナに結
合され得る。デバイス1400における構成要素は、バスを使用することによって互いに結合
され、ここで、バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、およびステータス信
号バスをさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが、図におけるバスとし
て示される。特に、様々な製品において、デコーダは処理ユニットと統合され得る。
【０３５４】
　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３５５】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３５６】
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　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３５７】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
ムとして示される。
【０３５８】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３５９】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス14
00は、本発明の方法実施形態におけるネットワークデバイス(たとえば、基地局)に相当し
得る。加えて、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス1400における各ユ
ニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は、それ
ぞれ、図5における方法500の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のために、詳
細は本明細書で再び説明しない。
【０３６０】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
れ、MCSが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し得るととも
に、調整された変調およびコーディング方式が第1の端末デバイスの干渉雑音に適応し得
るように、MCSは、端末デバイスの数量K、およびチャネルの信号対干渉雑音比に基づいて
決定されたCQIに従って決定される。したがって、デバイスは、データ伝送を実行するた
めに同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーディング方式
の調整に適用可能である。
【０３６１】
　図15は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバ
イス1500の概略構造図である。デバイス1500は、K個の端末デバイスにおける第1の端末デ
バイスである。図15に示すように、デバイス1500は、
　バス1510と、
　バスに接続されたプロセッサ1520と、
　バスに接続されたメモリ1530と、
　バスに接続されたトランシーバ1540とを含み、ここで、
　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定することであって
、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが
、デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で
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伝送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリン
クデータを受信するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K
≧2であることを行うように構成され、
　ネットワークデバイスによって送られた第1のインジケータ情報を受信するようにトラ
ンシーバを制御することであって、ここで、第1のインジケータ情報が、端末デバイスの
数量Kを示すために使用されることを行うように構成され、
　チャネルの信号対干渉雑音比SINRおよび端末デバイスの数量Kに従って、チャネル品質
インジケータCQIを決定するように構成され、
　ネットワークデバイスが、デバイスの変調およびコーディング方式MCSをCQIに従って決
定するように、第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るようにトランシー
バを制御することであって、ここで、第2のインジケータ情報が、CQIを示すために使用さ
れることを行うように構成される。
【０３６２】
　随意に、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、および第1の復号反復
回数に従ってCQIを決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイ
スがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数で
ある。
【０３６３】
　随意に、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の肯定応答メッセ
ージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを決定するように特に構
成され、ここで、第1の肯定応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッ
ド自動再送要求HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯
定応答メッセージであり、第1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスに
よってネットワークデバイスへ送られた否定応答メッセージである。
【０３６４】
　随意に、プロセッサは、チャネルのSINR、端末デバイスの数量K、第1の復号反復回数、
第1の肯定応答メッセージの数量、および第1の否定応答メッセージの数量に従ってCQIを
決定するように特に構成され、ここで、第1の復号反復回数は、デバイスがダウンリンク
データに対する復号処理を実行するときに実行された復号反復の回数であり、第1の肯定
応答メッセージは、ダウンリンクデータのためのハイブリッド自動再送要求HARQプロセス
の中でデバイスによってネットワークデバイスへ送られた肯定応答メッセージであり、第
1の否定応答メッセージは、HARQプロセスの中でデバイスによってネットワークデバイス
へ送られた否定応答メッセージである。
【０３６５】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【０３６６】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３６７】
　デバイス1500の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1500は、送信機をさらに含み得る。送信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３６８】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1500は、モバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスに組み込まれ
てよく、またはデバイス1500自体がモバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスであっ
てよく、デバイス1500と遠隔地との間のデータの送信および受信を可能にするように送信
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機回路および受信機回路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機
回路は、アンテナに結合され得る。デバイス1500における構成要素は、バスを使用するこ
とによって互いに結合され、ここで、バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス
、およびステータス信号バスをさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが
、図におけるバスとして示される。特に、様々な製品において、デコーダは処理ユニット
と統合され得る。
【０３６９】
　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３７０】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３７１】
　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３７２】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
ムとして示される。
【０３７３】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３７４】
　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス15
00は、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に
相当し得る。加えて、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス1500におけ
る各ユニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は
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、それぞれ、図7における方法700の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のため
に、詳細は本明細書で再び説明しない。
【０３７５】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
れ、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し
得るように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数
量Kおよび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1
の端末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーデ
ィング方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、デバイスは、データ伝送を
実行するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーデ
ィング方式の調整に適用可能である。
【０３７６】
　図16は、本発明の一実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバ
イス1600の概略構造図である。デバイス1600は、K個の端末デバイスにおける第1の端末デ
バイスである。図16に示すように、デバイス1600は、
　バス1610と、
　バスに接続されたプロセッサ1620と、
　バスに接続されたメモリ1630と、
　バスに接続されたトランシーバ1640とを含み、ここで、
　プロセッサは、メモリに記憶されたプログラムを、バスを使用することによって起動し
、それにより、プロセッサは、チャネルの信号対干渉雑音比SINRを決定することであって
、ここで、チャネルが、第1の時間周波数リソースに基づくチャネルであり、チャネルが
、デバイスとネットワークデバイスとの間のダウンリンクデータを第1の時間期間の中で
伝送するために使用され、K個の端末デバイスが、ネットワークデバイスからダウンリン
クデータを受信するために第1の時間期間の中で第1の時間周波数リソースを再使用し、K
≧2であることを行うように構成され、
　チャネルのSINRに従ってチャネル品質インジケータCQIを決定するように構成され、
　ネットワークデバイスが、デバイスの変調およびコーディング方式MCSを端末デバイス
の数量Kおよび第1の復号反復回数に従って決定するように、第1のインジケータ情報およ
び第2のインジケータ情報をネットワークデバイスへ送るようにトランシーバを制御する
ことであって、ここで、第1のインジケータ情報が、CQIを示すために使用され、第2のイ
ンジケータ情報が、第1の復号反復回数を示すために使用され、ここで、第1の復号反復回
数が、デバイスがダウンリンクデータに対する復号処理を実行するときに実行された復号
反復の回数であることを行うように構成される。
【０３７７】
　随意に、デバイスは、スパースコード多元接続通信システムに属し、第1の時間周波数
リソースは、少なくとも2つのリソース要素REを含む時間周波数リソースブロックである
。
【０３７８】
　本発明のこの実施形態は、様々な通信デバイスに適用可能である。
【０３７９】
　デバイス1600の受信機は、受信機回路、電源コントローラ、デコーダ、およびアンテナ
を含み得る。加えて、デバイス1600は、送信機をさらに含み得る。送信機は、送信機回路
、電源コントローラ、エンコーダ、およびアンテナを含み得る。
【０３８０】
　プロセッサは、さらにCPUと呼ばれることがある。メモリは、読取り専用メモリおよび
ランダムアクセスメモリを含んでよく、命令およびデータをプロセッサに提供し得る。メ
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モリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含んでよい。特定の適
用例では、デバイス1600は、モバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスに組み込まれ
てよく、またはデバイス1600自体がモバイルフォンなどのワイヤレス通信デバイスであっ
てよく、デバイス1600と遠隔地との間のデータの送信および受信を可能にするように送信
機回路および受信機回路を収容するキャリアをさらに含み得る。送信機回路および受信機
回路は、アンテナに結合され得る。デバイス1600における構成要素は、バスを使用するこ
とによって互いに結合され、ここで、バスは、データバスに加えて、電力バス、制御バス
、およびステータス信号バスをさらに含む。ただし、明瞭な説明のために、様々なバスが
、図におけるバスとして示される。特に、様々な製品において、デコーダは処理ユニット
と統合され得る。
【０３８１】
　プロセッサは、本発明の方法実施形態で開示するステップおよび論理ブロック図を実施
または実行し得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、デコーダなどであってよい。本発明の実施形態に関し
て開示する方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行および完了され
てよく、または復号プロセッサの中のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合せを
使用することによって実行および完了されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダ
ムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモリ、プログラマブル読取り専用メ
モリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジスタなどの、当技術分野における
成熟した記憶媒体の中にあってよい。
【０３８２】
　本発明の実施形態では、プロセッサは中央処理装置(Central Processing Unit、略して
「CPU」)であってよく、またはプロセッサは、別の汎用プロセッサ、デジタル信号プロセ
ッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA
)もしくは別のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理デバ
イス、個別ハードウェア構成要素などであってよいことを理解されたい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサであってよく、またはプロセッサは、任意の従来のプロセッサな
どであってよい。
【０３８３】
　メモリは、読取り専用メモリおよびランダムアクセスメモリを含んでよく、命令および
データをプロセッサに提供し得る。メモリの一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリを
さらに含んでよい。たとえば、メモリは、デバイスタイプについての情報をさらに記憶し
得る。
【０３８４】
　バスシステムは、データバスに加えて、電力バス、制御バス、ステータス信号バスなど
をさらに含み得る。ただし、明瞭な説明のために、図における様々なバスが、バスシステ
ムとして示される。
【０３８５】
　実施プロセスにおいて、上記の方法の各ステップは、プロセッサの中のハードウェアと
しての集積論理回路、またはソフトウェアとしての形態の命令を使用することによって完
了され得る。本発明の実施形態に関して開示する方法のステップは、ハードウェアプロセ
ッサによって直接実行および完了されてよく、またはプロセッサの中のハードウェアとソ
フトウェアモジュールの組合せを使用することによって実行および完了されてもよい。ソ
フトウェアモジュールは、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、読取り専用メモ
リ、プログラマブル読取り専用メモリ、電気消去可能プログラマブルメモリ、またはレジ
スタなどの、当技術分野における成熟した記憶媒体の中にあってよい。記憶媒体は、メモ
リの中にあり、プロセッサは、メモリの中の情報を読み取り、プロセッサのハードウェア
と組み合わせて上記の方法におけるステップを完了する。繰返しを避けるために、詳細は
本明細書で再び説明しない。
【０３８６】
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　本発明のこの実施形態による変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス16
00は、本発明の方法実施形態における第1の端末デバイス(たとえば、端末デバイス#1)に
相当し得る。加えて、変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス1600におけ
る各ユニット、すなわち、各モジュール、ならびに上記の他の動作および/または機能は
、それぞれ、図8における方法800の対応する手順を実施することを意図する。簡潔のため
に、詳細は本明細書で再び説明しない。
【０３８７】
　本発明のこの実施形態における変調およびコーディング方式を決定するためのデバイス
によれば、K個の端末デバイスは、ネットワークデバイスとのデータ伝送を実行するため
に同じ時間期間の中で同じ時間周波数リソースを再使用し、データは、時間周波数リソー
スに基づくチャネルを通じて第1の端末デバイスとネットワークデバイスとの間で伝送さ
れ、処理されたCQIが第1の端末デバイスのデータ伝送プロセスにおける干渉雑音を反映し
得るように、チャネルの信号対干渉雑音比に基づいて決定されたCQIが端末デバイスの数
量Kおよび復号反復回数に従って処理され、調整された変調およびコーディング方式が第1
の端末デバイスの干渉雑音に適応し得るように、第1の端末デバイスの変調およびコーデ
ィング方式が処理済みCQIに従って調整される。したがって、デバイスは、データ伝送を
実行するために同じ時間周波数リソースを再使用する端末デバイス用の変調およびコーデ
ィング方式の調整に適用可能である。
【０３８８】
　本発明の様々な実施形態において、上記のプロセスのシーケンス番号が実行シーケンス
を意味しないことを理解されたい。プロセスの実行シーケンスは、プロセスの機能および
内部論理に従って決定されるべきであり、本発明の実施形態の実施プロセスに対するいか
なる限定としても解釈されるべきでない。
【０３８９】
　本明細書で開示する実施形態において説明した例と組み合わせて、ユニットおよびアル
ゴリズムステップが、電子ハードウェア、またはコンピュータソフトウェアと電子ハード
ウェアの組合せによって実施されてよいことを、当業者は認識し得る。機能がハードウェ
アによって実行されるのか、またはソフトウェアによって実行されるのかは、特定の適用
例、および技術的解決策の設計制約条件によって決まる。当業者は特定の適用例ごとに説
明した機能を実施するために異なる方法を使用し得るが、実装形態が本発明の範囲を越え
るものと見なされるべきでない。
【０３９０】
　便利かつ簡潔な説明のために、上記のシステム、装置、およびユニットの詳細な作動プ
ロセスにとって、上記の方法実施形態における対応するプロセスへの参照が行われ得るこ
とが当業者によって明瞭に理解され得、詳細は本明細書で再び説明しない。
【０３９１】
　本出願で提供されるいくつかの実施形態では、開示するシステム、装置、および方法が
他の様式で実施され得ることを理解されたい。たとえば、説明した装置実施形態は例にす
ぎない。たとえば、ユニット分割は、論理的な機能分割にすぎず、実際の実装では他の分
割であってもよい。たとえば、複数のユニットもしくは構成要素が組み合わせられてよく
、または別のシステムの中に統合されてよく、あるいは一部の機能が無視されてよく、ま
たは実行されなくてもよい。加えて、表示または説明した相互結合または直接的な結合も
しくは通信接続は、いくつかのインターフェースを使用することによって実施されてよい
。装置またはユニットの間の間接的な結合または通信接続は、電子的な、機械的な、また
は他の形態で実施されてよい。
【０３９２】
　別個の部分として説明したユニットは、物理的に別個であってよく、または物理的に別
個でなくてもよく、ユニットとして表示した部分は、物理的ユニットであってよく、また
は物理的ユニットでなくてもよく、1つの位置に配置されてよく、または複数のネットワ
ークユニットに分散されてもよい。ユニットの一部または全部は、実施形態の解決策の目
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的を達成するための実際の必要に従って選択されてよい。
【０３９３】
　加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは1つの処理ユニットの中に統合され
てよく、またはユニットの各々が物理的に単独で存在してもよく、または2つ以上のユニ
ットが1つのユニットの中に統合される。
【０３９４】
　機能がソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品として販売または使
用されるとき、機能はコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。そのような理解に基づ
いて、本発明の技術的解決策は本質的に、または従来技術に寄与する部分は、または技術
的解決策のうちのいくつかは、ソフトウェア製品の形態で実装され得る。ソフトウェア製
品は、記憶媒体に記憶され、本発明の実施形態で説明した方法のステップのうちの全部ま
たは一部を実行するように(パーソナルコンピュータ、サーバ、またはネットワークデバ
イスであり得る)コンピュータデバイスに指示するためのいくつかの命令を含む。上記の
記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、読取り専用メモリ(
ROM、Read-Only Memory)、ランダムアクセスメモリ(RAM、Random Access Memory)、磁気
ディスク、または光ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる任意の媒
体を含む。
【０３９５】
　上記の説明は、本発明の特定の実装様式にすぎず、本発明の保護範囲を限定することを
意図しない。本発明で開示する技術的範囲内で当業者によって容易に考え出されるいかな
る変形または置き換えも、本発明の保護範囲に入るものとする。したがって、本発明の保
護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲の対象となるものとする。
【符号の説明】
【０３９６】
　　100　通信システム
　　102　ネットワークデバイス
　　104～114　アンテナ
　　116　端末デバイス
　　118　順方向リンク
　　120　逆方向リンク
　　122　端末デバイス
　　124　順方向リンク
　　126　逆方向リンク
　　910　数量決定ユニット
　　920　CQI決定ユニット
　　930　MCS決定ユニット
　　1010　数量決定ユニット
　　1020　受信ユニット
　　1030　MCS決定ユニット
　　1110　決定ユニット
　　1120　受信ユニット
　　1130　送信ユニット
　　1210　決定ユニット
　　1220　送信ユニット
　　1310　バス
　　1320　プロセッサ
　　1330　メモリ
　　1340　トランシーバ
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