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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザー装置は上位層シグナルが配置したチャネル状態指示基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）
のポートの数に基づいて、又は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数、及びプリコーディングマ
トリクス指示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフィードバックするかどうかを指示する
指示情報に基づいて、フィードバックモードの第２パラメータｙを確定するステップと、
　前記ユーザー装置は前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモード
の第１パラメータｘ及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィー
ドバックモードを確定するステップと、
　前記ユーザー装置は確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップと、を含むチャネル状態情報のフィードバック方法。
【請求項２】
　前記ユーザー装置が前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づいてフィードバックモードの
第２パラメータｙを確定するステップにおいて、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であ
ると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、前記ＣＳＩ－ＲＳのポ
ートの数が１を超えると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モードは伝送モード９であり、
　前記ユーザー装置が確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップにおいて、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０で
あると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモ
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ードの第２パラメータｙが０を超えると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバ
ックする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザー装置が前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情報に基づいてフィー
ドバックモードの第２パラメータｙを確定するステップにおいて、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、前記フィードバックモードの第２パラメ
ータｙが０であり、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックしないと指示すると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり
、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックすると指示すると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モードは伝送モード９であり、
　前記ユーザー装置が確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップにおいて、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０で
あると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモ
ードの第２パラメータｙが０を超えると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバ
ックする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザー装置が前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情報に基づいてフィー
ドバックモードの第２パラメータｙを確定するステップにおいて、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックしないと指示すると、前記フィードバッ
クモードの第２パラメータｙが０であり、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１であると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１を超えると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モードは伝送モード９であり、
　前記ユーザー装置が確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップにおいて、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０で
あると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモ
ードの第２パラメータｙが０を超えると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバ
ックする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモードの第１パラメータｘ
及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィードバックモードを確
定するステップは、
　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラメータｙが０
であり、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フィ
ードバックモードの第１パラメータｘが１又は２であると、フィードバックモードがそれ
ぞれモード１－０又はモード２－０であることを確定し、確定したフィードバックモード
の第２パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モード
９であり、且つ前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１又は２である
と、フィードバックモードがそれぞれモード１－１又はモード２－１であることを確定す
るステップを含む請求項１～４のいずれか一つに記載の方法。
【請求項６】
　前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモードの第１パラメータｘ
及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィードバックモードを確
定するステップは、
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラメータｙが
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０であり、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フ
ィードバックモードの第１パラメータｘが２又は３であると、フィードバックモードがそ
れぞれモード２－０又はモード３－０であることを確定し、確定したフィードバックモー
ドの第２パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モー
ド９であり、且つ前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１、２又は３
であると、フィードバックモードがそれぞれモード１－２、モード２－２又はモード３－
１であることを確定する請求項１～４のいずれか一つに記載の方法。
【請求項７】
　上位層シグナルが配置したチャネル状態指示基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のポートの数に
基づいて、又は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数、及びプリコーディングマトリクス指示（
ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフィードバックするかどうかを指示する指示情報に基づ
いて、フィードバックモードの第２パラメータｙを確定するように設置される第２パラメ
ータ確定モジュールと、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモードの第１パラメータｘ
及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィードバックモードを確
定するように設置されるフィードバックモード確定モジュールと、
　前記フィードバックモード確定モジュールが確定したフィードバックモードに基づいて
チャネル状態情報をフィードバックするように設置されるフィードバックモジュールと、
を備えるユーザー装置。
【請求項８】
　前記第２パラメータ確定モジュールは、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づいてフィ
ードバックモードの第２パラメータｙを確定する時、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１
であると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であることを確定し、前記
ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超えると、前記フィードバックモードの第２パラメータ
ｙが０を超えることを確定するように設置され、
　前記フィードバックモジュールは、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モ
ード９である時、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であると、ＰＭＩと
ＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超える
と、ＰＭＩとＲＩをフィードバックする方式でチャネル状態情報をフィードバックするよ
うに設置される請求項７に記載のユーザー装置。
【請求項９】
　前記第２パラメータ確定モジュールは、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情
報に基づいてフィードバックモードの第２パラメータｙを確定する時、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、フィードバックモードの第２パラメータ
ｙが０であることを確定し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックしないと指示すると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であること
を確定し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックすると指示すると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超えること
を確定するように設置され、
　前記フィードバックモジュールは、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モ
ード９である時、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であると、ＰＭＩと
ＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超える
と、ＰＭＩとＲＩをフィードバックする方式でチャネル状態情報をフィードバックするよ
うに設置される請求項７に記載のユーザー装置。
【請求項１０】
　前記第２パラメータ確定モジュールは、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情
報に基づいてフィードバックモードの第２パラメータｙを確定する時、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックしないと指示すると、フィードバックモ
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ードの第２パラメータｙが０であることを確定し、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１であると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であることを確
定し、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１を超えると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超えること
を確定するように設置され、
　前記フィードバックモジュールは、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モ
ード９である時、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であると、ＰＭＩと
ＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超える
と、ＰＭＩとＲＩをフィードバックする方式でチャネル状態情報をフィードバックするよ
うに設置される請求項７に記載のユーザー装置。
【請求項１１】
　前記フィードバックモード確定モジュールは、
　周期的フィードバックの場合、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、
前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フィードバッ
クモードの第１パラメータｘが１又は２であると、フィードバックモードがそれぞれモー
ド１－０又はモード２－０であることを確定し、フィードバックモードの第２パラメータ
ｙが０を超え、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前
記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１又は２であると、フィードバッ
クモードがそれぞれモード１－１又はモード２－１であることを確定し、及び
　非周期的フィードバックの場合、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり
、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フィードバ
ックモードの第１パラメータｘが２又は３であると、フィードバックモードがそれぞれモ
ード２－０又はモード３－０であることを確定し、フィードバックモードの第２パラメー
タｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ
前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１、２又は３であると、フィー
ドバックモードがそれぞれモード１－２、モード２－２又はモード３－１であることを確
定する方式で前記フィードバックモードを確定するように設置される請求項７～１０のい
ずれか一つに記載のユーザー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動無線通信分野に関し、特に無線通信システムにおける特定の伝送モードに
対するチャネル状態情報のフィードバック方法及びユーザー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術において、基地局側（例えば、発展型ノードＢ、即ちｅＮＢ）は複数本の
アンテナでデータを送信する時、空間多重方式を採用してデータの伝送速度を向上させる
ことができ、即ち、送信端は同じ時間周波数資源を用いて異なるアンテナ位置で異なるデ
ータを送信し、受信端（例えば、ユーザー装置ＵＥ）も複数本のアンテナでデータを受信
する。シングルユーザーの場合に、すべてのアンテナの資源を同一のユーザーに割り当て
、このユーザーは１つの伝送間隔内で基地局側の割り当てる物理資源を独占し、このよう
な伝送方式はシングルユーザー多入力多出力(Ｓｉｎｇｌｅ　Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｏｕｔ－ｐｕｔ、ＳＵ－ＭＩＭＯと略称する。)と
呼ばれ、マルチユーザーの場合に、異なるアンテナの空間資源を異なるユーザーに割り当
て、１つのユーザーと少なくとも１つのほかのユーザーは１つの伝送間隔内で基地局側の
割り当てる物理資源を共有し、共有方式は空間分割多元接続方式又は空間分割多重方式で
あってもよく、このような伝送方式はマルチユーザー多入力多出力(Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ｕｓｅｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｏｕｔ－ｐｕｔ、ＭＵ－
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ＭＩＭＯと略称する。)と呼ばれ、基地局側の割り当てる物理資源とは時間周波数資源を
指す。伝送システムはＳＵ－ＭＩＭＯとＭＵ－ＭＩＭＯを同時にサポートする必要がある
と、ｅＮＢはＵＥにこれらの両モードにおけるデータを提供しなければならない。ＵＥが
ＳＵ－ＭＩＭＯモード又はＭＵ－ＭＩＭＯモードである時、いずれもｅＮＢが該ＵＥにＭ
ＩＭＯデータを伝送することに用いられるランク（Ｒａｎｋ）を取得しなければならない
。ＳＵ－ＭＩＭＯモードにおいて、すべてのアンテナの資源を同一のユーザーに割り当て
、ＭＩＭＯデータを伝送することに用いられる層数はｅＮＢがＭＩＭＯデータを伝送する
ことに用いられるランクと等しく、それに対して、ＭＵ－ＭＩＭＯモードにおいて、１つ
のユーザーの伝送に用いられる層数はｅＮＢがＭＩＭＯデータを伝送する総層数よりも少
なく、ＳＵ－ＭＩＭＯモードとＭＵ－ＭＩＭＯとの切替が必要であると、ｅＮＢは異なる
伝送モードでＵＥに異なる制御データを通知しなければならない。
【０００３】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）
システムにおいて、アップリンクで伝送する必要のある制御シグナルは、肯定／否定応答
メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／Ｎｅｇａｔｉｖｅ　
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）、及びダウンリンク物理チャネル状態を反映する情報
（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の３種の形式である
チャネル品質指示（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
）、プリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ：Ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）とランク指示（ＲＩ：Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含む。
【０００４】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ応答メッセージは物理アップリンク制御チ
ャネル（ＰＵＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）においてフォーマット１／１ａ／１ｂ（ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ１／１ａ１／ｂ）
で伝送され、端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）はアップリンクデータを送信
する必要がある時、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕ
ｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）で伝送し、ＣＱＩ／ＰＭＩ、ＲＩのフィー
ドバックは周期的フィードバックであってもよく、非周期的フィードバックであってもよ
く、具体的なフィードバックは表１に示す通りである。
【０００５】
【表１】

【０００６】
　周期的にフィードバックされるＣＱＩ／ＰＭＩ、ＲＩに対して、ＵＥはアップリンクデ
ータを送信する必要がないと、周期的にフィードバックされるＣＱＩ／ＰＭＩ、ＲＩはＰ
ＵＣＣＨにおいてフォーマット２／２ａ／２ｂ（ＰＵＣＣＨ　ｆｏｒｍａｔ２／２ａ／２
ｂ）で伝送され、ＵＥはアップリンクデータを送信する必要があると、ＣＱＩ／ＰＭＩ、
ＲＩはＰＵＳＣＨで伝送され、非周期的にフィードバックされるＣＱＩ／ＰＭＩ、ＲＩに
対して、ＰＵＳＣＨしかで伝送されない。
【０００７】
　ロングタームエボリューションのバージョン８（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）の標準において
、物理ダウンリンク制御フォーマット指示チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＣＦＩＣＨと略称する。）、
物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔ
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ｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　
Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＨＩＣＨと略称する。）、及び物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣＣＨと略称
する。）という３種のダウンリンク物理制御チャネルは定義される。ＰＤＣＣＨはダウン
リンク制御情報（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＤＣＩ
と略称する。）を載せることに用いられ、アップ、ダウンリンクスケジューリング情報、
及びアップリンク電力制御情報を含む。ＤＣＩのフォーマット（ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ）
は、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　０、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１
Ａ、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ｂ、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ｃ、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ
　１Ｄ、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　２、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　２Ａ、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａ
ｔ　３及びＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　３Ａ等に分けられ、ＭＵ－ＭＩＭＯをサポートする伝
送モード５はＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　１Ｄのダウンリンク制御情報を利用し、ＤＣＩ　ｆ
ｏｒｍａｔ　１Ｄにおけるダウンリンク電力オフセットフィールド（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｐｏｗｅｒ　ｏｆｆｓｅｔ　ｆｉｅｌｄ）δｐｏｗｅｒ－ｏｆｆｓｅｔはＭＵ－ＭＩＭＯ
モードで１つのユーザーの電力を半分にする（即ち－１０ｌｏｇ１０（２））情報を指示
することに用いられ、ＭＵ－ＭＩＭＯの伝送モード５はただ２つのユーザーのＭＵ－ＭＩ
ＭＯ伝送をサポートするので、このダウンリンク電力オフセットフィールドによって、Ｍ
Ｕ－ＭＩＭＯの伝送モード５はＳＵ－ＭＩＭＯモードとＭＵ－ＭＩＭＯモードとの動的切
替をサポートすることができるが、ＳＵ－ＭＩＭＯモードにおいてもＭＵ－ＭＩＭＯモー
ドにおいても、このＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔは１つのＵＥに対してただ１つのストリームの
伝送をサポートし、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８は伝送モード４で多くとも２つのストリ
ームのシングルユーザー伝送をサポートするが、伝送モード同士の切替が準静的であるの
で、ＬＴＥバージョン８にはシングルユーザーマルチストリーム伝送とマルチユーザー伝
送との動的切替が不可能である。
【０００８】
　ＬＴＥのバージョン９（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）において、ダウンリンクマルチアンテナ
伝送を強化するために、デュアルストリームビームフォーミング（Ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎ
ｇ）の伝送モードを導入し、伝送モード８と定義され、このような伝送モードをサポート
するように、ダウンリンク制御情報にＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　２Ｂが加えられ、２つの異
なるスクランブリングコードシーケンスをサポートするように、ＤＣＩ　ｆｏｒｍａｔ　
２Ｂに１つのスクランブリングコードシーケンス識別子（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ、ＳＣＩＤと略称する。）の識別子ビットを有し、ｅＮＢはこれらの両スクラ
ンブリングコードシーケンスを異なるユーザーに割り当てて同一の資源で複数のユーザー
を多重することができる。また、ただ１つの伝送ブロックがイネイブルの場合、ディセイ
ブル（Ｄｉｓａｂｌｅｄ）した伝送ブロックに対応する新データ指示（ＮＤＩ）ビットも
単層伝送時のアンテナポートを指示することに用いられる。
【０００９】
　また、ＬＴＥのバージョン１０（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）において、ダウンリンクマル
チアンテナの伝送を強化するために、新たな閉ループ空間多重の伝送モードを加え、伝送
モード９と定義され、このような伝送モードはシングルユーザーＭＩＭＯもマルチユーザ
ーＭＩＭＯもサポートすることができ、且つ両者の動的切替をサポートすることができ、
また、このような伝送モードはさらに８アンテナの伝送もサポートする。このような新た
な伝送モードは、復調基準信号（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉ
ｇｎａｌ、ＤＭＲＳと略称する。）を復調用基準信号として確定し、基準信号でチャネル
と干渉の推定を行うことができるように、ＵＥは基準信号の位置を取得しなければならな
い。異なる伝送の総層数は異なる基準信号パターンを有し、例えば、ＬＴＥのバージョン
番号１０には３種の異なるパターン（ＤＭＲＳ　Ｐａｔｔｅｒｎ）が初歩的に定められ、
伝送の総層数又はランクが１又は２である時、１番目のパターン（ＤＭＲＳ　ｐａｔｔｅ
ｒｎ　１）を用い、伝送の総層数又はランクが３又は４である時、２番目のパターン（Ｄ
ＭＲＳ　ｐａｔｔｅｒｎ　２）を用い、伝送の総層数又はランクが５～８のいずれかであ
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る時、３番目のパターン（ＤＭＲＳ　ｐａｔｔｅｒｎ　３）を用いる。ＳＵ－ＭＩＭＯモ
ードにおいて、すべての伝送層のデータが同一のＵＥに送信されるので、ＵＥはランクを
取得するだけで基準信号をパターン基準信号の位置も分かることができる。ＳＵ－ＭＩＭ
Ｏモードにおいて、干渉の基準信号位置を取得することができるように、ＵＥはランクと
該ＵＥに伝送を開始する層数とを取得しなければならず、ＵＥは伝送用の基準信号パター
ンも取得しなければならない。そのほか、異なるＤＭＲＳポートは異なるスペクトル拡散
コードを用い、基準信号における情報を取得することができるように、ＵＥはさらに伝送
用のスペクトル拡散コードを取得しなければならない。
【００１０】
Ｒ１０バージョンにおいて、ＵＥは上位層シグナルによって、以下の１種の伝送モード（
ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｍｏｄｅ）に基づいて、ユーザー装置固有（ＵＥ－Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃ）の検索空間のＰＤＣＣＨの指示によって物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のデー
タ伝送を受信するように準静的（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）に設置される。
【００１１】
　モード１：シングルアンテナポート、ポート０（Ｓｉｎｇｌｅ－ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
ｒｔ、ｐｏｒｔ　０）
　モード２：送信ダイバーシチ（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）
　モード３：開ループ空間多重（Ｏｐｅｎ－Ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｉｎｇ）
　モード４：閉ループ空間多重（Ｃｌｏｓｅｄ－Ｌｏｏｐ　ｓｐａｔｉａｌ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）
　モード５：マルチユーザー多入力多出力（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ）
　モード６：閉ループＲａｎｋ＝１プリコーディング（Ｃｌｏｓｅｄ－Ｌｏｏｐ　Ｒａｎ
ｋ＝１　ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ）
　モード７：シングルアンテナポート、ポート５（Ｓｉｎｇｌｅ－ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏ
ｒｔ、ｐｏｒｔ　５）
　モード８：デュアルストリーム伝送、即ちデュアルストリームビームフォーミング
　モード９：多くとも８層の空間多重
【００１２】
　Ｒ１０バージョンにおいて、物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨのフィードバッ
クについて、伝送モード９はモード１－１とモード２－１フィードバックモードをサポー
トする。伝送モード９のモード１－１フィードバックモードは、上位層配置シグナルＰＵ
ＣＣＨ＿ｆｏｒｍａｔ１－１＿ＣＳＩ＿ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ＿ｍｏｄｅに区別されるサブ
モード１とサブモード２とをさらに含む。物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣＨのフ
ィードバックについて、伝送モード９はモード１－２、モード２－２及びモード３－１と
いう３種のフィードバックモードをサポートする必要がある。
【００１３】
　Ｒ１０バージョンにおいて、伝送モード９とＣＳＩ－ＲＳ(Ｃｈａｎｎｅｌ－Ｓｔａｔ
ｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌ、チャネル状態指示基
準信号)が新たに加えられ、伝送モード９はＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャネル測定を行う
ことによって、ＣＱＩを算出する。そのほかの伝送モードはＣＲＳに基づいてチャネル測
定を行うことによって、ＣＱＩを算出する。Ｒ１０バージョンにおいて、相応的にいくつ
かのＣＳＩ－ＲＳパラメータも加えられてそのプロパティを表す。Ｒ８におけるＣＲＳに
比べて、一部のパラメータが類似するもので、一部のパラメータが追加されるものである
。例えば、ＣＳＩ－ＲＳポートの数はＲ８においても類似するＣＲＳポートの数を有し、
ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム配置周期パラメータは追加されるものである。セルに固有し、
上位層シグナルによって配置され、ＣＳＩ－ＲＳの定義に用いられるパラメータは、ＣＳ
Ｉ－ＲＳポートの数、ＣＳＩ－ＲＳ配置、ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム配置パラメータＩＣ
ＳＩ－ＲＳ、サブフレーム配置周期ＴＣＳＩ－ＲＳ、サブフレームオフセット、及び制御
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ＵＥによるＣＳＩフィードバック用の基準ＰＤＳＣＨ送信電力に対する仮設を含む。
【００１４】
　Ｒ１０において、伝送モード９について、「ダブルコードブック」又は「ダブルＰＭＩ
」の新概念を導入するので、２つのＰＭＩをフィードバックする必要があり、８アンテナ
について、第１ＰＭＩはブロードバンドのチャネル状態情報を指示し、第２ＰＭＩはサブ
バンドのチャネル状態情報を指示し、２つのＰＭＩを取得してこそ完全なプリコーディン
グマトリクス情報を得ることができ、サブバンドはブロードバンドの場合を含み、２アン
テナ及び４アンテナについて、第１ＰＭＩは単位マトリクスを指示し、第２ＰＭＩは元の
Ｒ８プロトコルのＰＭＩに相当する。
【００１５】
　Ｒ１０プロトコルの新伝送モード９について、効果的にＰＭＩ／ＲＩ付きフィードバッ
クとＰＭＩ／ＲＩ無しフィードバックを区別する方法はまだ見つかっておらず、この欠陥
は伝送モード９が両フィードバックモードタイプ同士の急速切替をサポートできないこと
を引き起こし、それによって、伝送モード９がＦＤＤ（周波数分割複信）方式で単層伝送
をサポートできず、ＴＤＤ（時分割複信）方式でチャネル相互関係性を利用できないこと
を引き起こし、システムの柔軟性及び性能を低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本発明は、フィードバックモードタイプの急速切替をサポートするように、チャネル状
態情報のフィードバック方法及びユーザー装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記技術問題を解決するために、本発明はチャネル状態情報のフィードバック方法を提
供し、
　ユーザー装置は上位層シグナルが配置したチャネル状態指示基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）
のポートの数、又は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数、及びプリコーディングマトリクス指
示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフィードバックするかどうかを指示する指示情報に
基づいて、フィードバックモードの第２パラメータｙを確定するステップと、
　前記ユーザー装置は前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモード
の第１パラメータｘ及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィー
ドバックモードを確定するステップと、
　前記ユーザー装置は確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップと、を含む。
【００１８】
　前記ユーザー装置は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づいてフィードバックモードの
第２パラメータｙを確定することについて、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると
、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、前記ＣＳＩ－ＲＳのポート
の数が１を超えると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モードは伝送モード９であり、
　前記ユーザー装置は確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップにおいて、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０で
あると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモ
ードの第２パラメータｙが０を超えると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバ
ックする。
【００１９】
　前記ユーザー装置は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情報に基づいてフィー
ドバックモードの第２パラメータｙを確定することについて、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、前記フィードバックモードの第２パラメ
ータｙが０であり、
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　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックしないと指示すると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり
、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックすると指示すると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モードは伝送モード９であり、
　前記ユーザー装置は確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップにおいて、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０で
あると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモ
ードの第２パラメータｙが０を超えると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバ
ックする。
【００２０】
　前記ユーザー装置は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情報に基づいてフィー
ドバックモードの第２パラメータｙを確定することについて、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックしないと指示すると、前記フィードバッ
クモードの第２パラメータｙが０であり、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１であると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１を超えると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モードは伝送モード９であり、
　前記ユーザー装置は確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフィ
ードバックするステップにおいて、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０で
あると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモ
ードの第２パラメータｙが０を超えると、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバ
ックする。
【００２１】
　前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモードの第１パラメータｘ
及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィードバックモードを確
定するステップは、
　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラメータｙが０
であり、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フィ
ードバックモードの第１パラメータｘが１又は２であると、フィードバックモードがそれ
ぞれモード１－０又はモード２－０であることを確定し、確定したフィードバックモード
の第２パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード
９であり、且つ前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１又は２である
と、フィードバックモードがそれぞれモード１－１又はモード２－１であることを確定す
るステップを含む。
【００２２】
　前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモードの第１パラメータｘ
及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィードバックモードを確
定するステップは、
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラメータｙが
０であり、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フ
ィードバックモードの第１パラメータｘが２又は３であると、フィードバックモードがそ
れぞれモード２－０又はモード３－０であることを確定し、確定したフィードバックモー
ドの第２パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モー
ド９であり、且つ前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１、２又は３
であると、フィードバックモードがそれぞれモード１－２、モード２－２又はモード３－
１であることを確定するステップを含む。
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【００２３】
　本発明はさらにユーザー装置を提供し、
　上位層シグナルが配置したチャネル状態指示基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のポートの数、
又は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数、及びプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）と
ランク指示（ＲＩ）をフィードバックするかどうかを指示する指示情報に基づいて、フィ
ードバックモードの第２パラメータｙを確定するように設置される第２パラメータ確定モ
ジュールと、
　前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバックモードの第１パラメータｘ
及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィードバックモードを確
定するように設置されるフィードバックモード確定モジュールと、
　前記フィードバックモード確定モジュールが確定したフィードバックモードに基づいて
チャネル状態情報をフィードバックするように設置されるフィードバックモジュールと、
を備える。
【００２４】
　前記第２パラメータ確定モジュールは、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づいてフィ
ードバックモードの第２パラメータｙを確定する時、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１
であると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であることを確定し、前記
ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超えると、前記フィードバックモードの第２パラメータ
ｙが０を超えることを確定するように設置され、
　前記フィードバックモジュールは、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モ
ード９である時、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であると、ＰＭＩと
ＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超える
と、ＰＭＩとＲＩをフィードバックするようにチャネル状態情報をフィードバックするよ
うに設置され、
　前記第２パラメータ確定モジュールは、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情
報に基づいてフィードバックモードの第２パラメータｙを確定する時、
前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、フィードバックモードの第２パラメータｙ
が０であることを確定し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックしないと指示すると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であること
を確定し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックすると指示すると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超えること
を確定するように設置され、
　前記フィードバックモジュールは、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モ
ード９である時、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であると、ＰＭＩと
ＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超える
と、ＰＭＩとＲＩをフィードバックするようにチャネル状態情報をフィードバックするよ
うに設置される。
【００２５】
　前記第２パラメータ確定モジュールは、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情
報に基づいてフィードバックモードの第２パラメータｙを確定する時、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックしないと指示すると、フィードバックモ
ードの第２パラメータｙが０であることを確定し、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１であると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であることを確
定し、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１を超えると、フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超えること
を確定するように設置され、



(11) JP 5722461 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

　前記フィードバックモジュールは、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モ
ード９である時、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であると、ＰＭＩと
ＲＩをフィードバックせず、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超える
と、ＰＭＩとＲＩをフィードバックするようにチャネル状態情報をフィードバックするよ
うに設置される。
【００２６】
　前記フィードバックモード確定モジュールは、
　周期的フィードバックの場合、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、
前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フィードバッ
クモードの第１パラメータｘが１又は２であると、フィードバックモードがそれぞれモー
ド１－０又はモード２－０であることを確定し、フィードバックモードの第２パラメータ
ｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前
記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１又は２であると、フィードバッ
クモードがそれぞれモード１－１又はモード２－１であることを確定し、及び
　非周期的フィードバックの場合、フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり
、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ前記フィードバ
ックモードの第１パラメータｘが２又は３であると、フィードバックモードがそれぞれモ
ード２－０又はモード３－０であることを確定し、フィードバックモードの第２パラメー
タｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、且つ
前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１、２又は３であると、フィー
ドバックモードがそれぞれモード１－２、モード２－２又はモード３－１であることを確
定するように前記フィードバックモードを確定するように設置される。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明は、上位層シグナルが配置したＣＳＩ－ＲＳポートの数、又は前記ＣＳＩ－ＲＳ
のポートの数、及びプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）を
フィードバックするかどうかを指示する指示情報に基づいてＰＭＩ／ＲＩをフィードバッ
クする必要があるかどうかを確定することによって、伝送モード９は両フィードバックモ
ードタイプの切替をサポートすることができ、システムの柔軟性、性能を向上させ、フィ
ードバックオーバーヘッドを減少させる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は本発明に係るチャネル状態情報のフィードバック方法の模式図である。
【図２】図２は本発明に係るユーザー装置のモジュール構成模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明は上位層シグナルが配置したＣＳＩ－ＲＳポートの数、又は前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数、及びプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフ
ィードバックするかどうかを指示する指示情報に基づいてＰＭＩ／ＲＩをフィードバック
する必要があるかどうかを確定することによって、伝送モード９は両フィードバックモー
ドタイプの切替をサポートすることができ、システムの柔軟性、性能を向上させ、フィー
ドバックオーバーヘッドを減少させる。
【００３０】
　図１に示すように、本発明のチャネル状態情報のフィードバック方法は、
　１０１、ユーザー装置は上位層シグナルが配置したＣＳＩ－ＲＳのポートの数、又は前
記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数、及びプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）とランク
指示（ＲＩ）をフィードバックするかどうかを指示する指示情報に基づいてフィードバッ
クモードの第２パラメータｙを確定するステップと、
　１０２、前記ユーザー装置は前記上位層シグナルが配置した伝送モード、フィードバッ
クモードの第１パラメータｘ及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づい
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てフィードバックモードを確定するステップと、
　１０３、前記ユーザー装置は確定したフィードバックモードに基づいて対応するチャネ
ル状態情報をフィードバックするステップと、を含む。
【００３１】
　ステップ１０１において、基地局は上位層シグナルによってＣＳＩ－ＲＳのポートの数
を含むＣＳＩ－ＲＳのパラメータを配置し、ユーザー装置は配置した上位層シグナルに基
づいて現在のＣＳＩ－ＲＳのポートの数を確定する。
【００３２】
　従来のプロトコルにおいて、フィードバックモードはモードｘ－ｙで表され、本発明に
おいて、ｘをフィードバックモードの第１パラメータと呼び、ｙをフィードバックモード
の第２パラメータと呼び、ｘ＝１がブロードバンドＣＱＩ／ＰＭＩを表し、ｘ＝２がＵＥ
の選択したサブバンドＣＱＩを表し、ｘ＝３が上位層の配置したサブバンドＣＱＩを表し
、ｙ＝０がＰＭＩ無しを表し、ｙ＝１が１つのＰＭＩを表し、ｙ＝２が複数のＰＭＩを表
し、このルールは周期的及び非周期的報告に適用する。
【００３３】
　ＣＳＩ－ＲＳのポートの数は選択したフィードバックモードにＰＭＩ／ＲＩがあるかど
うか、即ち、ＰＭＩ／ＲＩをフィードバックするかどうかを決め、フィードバックモード
にＰＭＩ／ＲＩがあると、ｙ＝０で、ＰＭＩ／ＲＩをフィードバックし、ないと、ｙ＞０
で、ＰＭＩ／ＲＩをフィードバックしない。
【００３４】
　ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、ＰＭＩ／ＲＩ無しフィードバックモードを選
択し、即ちｙ＝０であり、ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超えると、ＰＭＩ／ＲＩ付き
フィードバックモードを選択し、即ちｙ＞０である。
【００３５】
　ステップ１０２において、上位層シグナルに基づいて直接に現在の伝送モードとｘの値
を確定することができる。
【００３６】
　伝送モード９の周期的フィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接
にｘ＝１又はｘ＝２を確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＝０又はｙ＞０を確
定し、最終的にモード１－１、モード２－１、モード１－０及びモード２－０のフィード
バックモードから１つのモードを選択することを達成することができる。
【００３７】
　伝送モード９の非周期的フィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直
接にｘ＝１又はｘ＝２又は３を確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＝０又はｙ
＞０を確定し、最終的にモード１－２、モード２－２、モード３－１、モード２－０及び
モード３－０から１つのモードを選択することを達成することができる。
【００３８】
　具体的には、周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラ
メータｙが０であり、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、
前記フィードバックモードの第１パラメータｘが１又は２であると、確定したフィードバ
ックモードがそれぞれモード１－０又はモード２－０であり、確定したフィードバックモ
ードの第２パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モ
ード９であり、前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１又は２である
と、確定したフィードバックモードがそれぞれモード１－１又はモード２－１である。
【００３９】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラメータｙが
０であり、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であり、前記フィー
ドバックモードの第１パラメータｘが２又は３であると、確定したフィードバックモード
がそれぞれモード２－０又はモード３－０であり、確定したフィードバックモードの第２
パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９であ
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り、前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１、２又は３であると、確
定したフィードバックモードがそれぞれモード１－２、モード２－２又はモード３－１で
ある。
【００４０】
　一般的には、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）によってフィードバックす
ると、周期的フィードバックであり、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）によ
ってフィードバックすると、非周期的フィードバックである。
【００４１】
　選択したフィードバックモードについて、上位層シグナルがＰＭＩ／ＲＩの有無の指示
シグナルを配置するかどうかにかかわらず、ユーザー装置はＣＳＩ－ＲＳポートの数に基
づいてＰＭＩ／ＲＩをフィードバックするかどうかを確定する。
【００４２】
　ステップ１０３において、前記ユーザー装置は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づい
てフィードバックモードの第２パラメータｙを確定する時、例示は後述する実施例１と２
を参照する。
【００４３】
　前記上位層シグナルが配置した伝送モードが伝送モード９である時、前記ＣＳＩ－ＲＳ
のポートの数が１であると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、
前記ユーザー装置がプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）を
フィードバックせず、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超えると、前記フィードバッ
クモードの第２パラメータｙが０を超え、前記ユーザー装置がプリコーディングマトリク
ス指示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフィードバックするように行われる。
【００４４】
　前記ユーザー装置は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情報に基づいてフィー
ドバックモードの第２パラメータｙを確定する時、好ましくは、以下の２種の実現考案を
含む。
【００４５】
　考案１について、実例が後述する実施例３を参照し、前記上位層シグナルが配置した伝
送モードが伝送モード９である時、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、前記フィードバックモードの第２パラメ
ータｙが０であり、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、この場合に
、指示情報の内容にかかわらず、ｙが０であることを確定し、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックしないと指示すると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり
、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックすると指示すると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、
前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックする。
【００４６】
　考案２について、詳細が後述する実施例４を参照し、前記上位層シグナルが配置した伝
送モードが伝送モード９である時、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックしないと指示すると、前記フィードバッ
クモードの第２パラメータｙが０であり、前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバ
ックせず、この場合に、ポートの数が１であるかどうかにかかわらず、ｙが０であること
を確定し、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１であると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、前
記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１を超えると、前記フィードバックモードの第２パラメータｙが０を超え、



(14) JP 5722461 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

前記ユーザー装置はＰＭＩとＲＩをフィードバックする。
【００４７】
　確定したフィードバックモードが異なる時、フィードバック報告も異なり、以下、図面
を参照しながら本発明の実施例を詳しく説明する。ただし、両立可能な場合に、本出願に
おける実施例及び実施例における特徴を組み合わせることができる。
【００４８】
　実施例１
　基地局が１つのＵＥに伝送モード９を配置すると、該ＵＥのＰＤＳＣＨの伝送戦略は多
くとも８層の閉ループ空間多重をサポートすることである。また、基地局が該ＵＥに８つ
のＣＳＩ－ＲＳポートを配置しており、ＣＳＩ－ＲＳポート番号が１５、１６、１７、１
８、１９、２０、２１及び２２である。
【００４９】
　具体的には、ユーザー装置がチャネル状態情報をフィードバックする過程は、
　Ａ１、ユーザー装置が上位層配置シグナルに基づいてＣＳＩ－ＲＳのポートの数が８で
あることを確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてＰＭＩ／ＲＩフィードバックの有
無を確定し、具体的には、現在のＣＳＩ－ＲＳのポートの数が８で、明らかに１を超える
ので、ＰＭＩ／ＲＩ付きフィードバックモードを選択し、ｙ＞０となるステップと、
　Ｂ１、ユーザーが上位層シグナルに基づいて現在の伝送モードを確定し、現在の伝送モ
ードが９であり、ユーザー装置が上位層シグナルにおけるｘ、ＣＳＩ－ＲＳのポートの数
に基づいて確定したｙ及び現在の伝送モードに基づいて現在のフィードバックモードを確
定するステップと、
　Ｃ１、ユーザー装置が確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフ
ィードバックするステップと、を含む。
【００５０】
　ステップＢ１において、フィードバックモードはモードｘ－ｙで表され、ｘ＝１がブロ
ードバンドＣＱＩ／ＰＭＩを表し、ｘ＝２がＵＥの選択したサブバンドＣＱＩを表し、ｘ
＝３は上位層が配置したサブバンドＣＱＩを表し、ｙ＝０がＰＭＩ無しを表し、ｙ＝１が
１つのＰＭＩを表し、ｙ＝２が複数のＰＭＩを表し、このルールは周期的及び非周期的報
告に適用する。
【００５１】
　伝送モード９の周期的フィードバック、即ち物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨ
によるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接にｘを確定し、Ｃ
ＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＞０を確定し、取得したｘとｙに基づいてモード１－
１、モード２－１のフィードバックモードから１つのモードを選択することができ、この
フィードバックモードがモードｘ－１である。ｘが１又は２である。
【００５２】
　伝送モード９の非周期的フィードバック、即ち物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣ
Ｈによるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接にｘ＝１又はｘ
＝２又は３を確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＞０を確定し、最終的にモー
ド１－２、モード２－２、モード３－１から１つのモードを選択することを達成すること
ができる。このフィードバックがモードｘ０－ｙ０である。ｘ０が１又は２又は３であり
、ｘ０＝１、２であると、ｙ０＝２であり、ｘ０＝３であると、ｙ０＝１である。
【００５３】
　伝送モード９について、上位層シグナルがＰＭＩ／ＲＩの有無の指示シグナルを配置す
るかどうかにかかわらず、ユーザー装置はＣＳＩ－ＲＳポートの数が８であることに基づ
いてＰＭＩ／ＲＩ付きフィードバックを確定する。
【００５４】
　ステップＣ１において、フィードバック方式（周期的フィードバック又は非周期的フィ
ードバック）及び確定したフィードバックモードによって以下のいくつかの情況となる。
【００５５】
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　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード１－１であると
、上位層シグナルにおけるＰＵＣＣＨ＿ｆｏｒｍａｔ１－１＿ＣＳＩ＿ｒｅｐｏｒｔｉｎ
ｇ＿ｍｏｄｅ（ＰＵＣＣＨモード１－１のチャネル状態情報報告サブモード区別パラメー
タ）によってさらにサブモード１とサブモード２を区別する。サブモード１について、Ｕ
Ｅは２つの報告をフィードバックし、一方がＲＩ及び第１ＰＭＩ統合コードインデックス
情報を載せ、他方がブロードバンドの第２ＰＭＩ及びブロードバンドＣＱＩ情報を載せる
。サブモード２について、ＵＥは２つの報告をフィードバックし、１番目の報告がＲＩ情
報を含み、２番目の報告がブロードバンドの第１ＰＭＩ、ブロードバンドの第２ＰＭＩ及
びブロードバンドＣＱＩを含む。
【００５６】
　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード２－１であると
、ＵＥは３つの報告をフィードバックし、１番目の報告がＲＩ及び１ビットのＰＴＩ（プ
リコーディングタイプ指示）を載せ、ＰＴＩ＝０である時、２番目の報告がブロードバン
ドの第１ＰＭＩを載せ、３番目の報告がブロードバンドＣＱＩ及びブロードバンドの第２
ＰＭＩを載せ、ＰＴＩ＝１である時、２番目の報告がブロードバンドＣＱＩ及びブロード
バンドの第２ＰＭＩを載せ、３番目の報告がサブバンドＣＱＩ及びサブバンドの第２ＰＭ
Ｉを載せる。
【００５７】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード１－２である
と、ブロードバンドの第１ＰＭＩ、各々のサブバンドのサブバンドの第２ＰＭＩ及びブロ
ードバンドのＣＱＩをフィードバックする。
【００５８】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード２－２である
と、ブロードバンドの第１ＰＭＩ、ブロードバンドの第２ＰＭＩとブロードバンドのＣＱ
Ｉ、及びＭ個のサブバンドの第２ＰＭＩとＭ個のサブバンドのＣＱＩをフィードバックす
る。
【００５９】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード３－１である
と、ブロードバンドの第１ＰＭＩ及びブロードバンドの第２ＰＭＩをフィードバックし、
各々のコードワードに１つのブロードバンドＣＱＩ値（即ち、ブロードバンドＣＱＩイン
デックス、４ｂｉｔ）を算出してフィードバックし、各々のサブバンドに１つのサブバン
ドＣＱＩ値を算出してフィードバックし、ＣＱＩの算出時、すべてのサブバンドにその前
に選択したＰＭＩを用いるとする。
【００６０】
　実施例２
　基地局が１つのＵＥに伝送モード９を配置すると、該ＵＥのＰＤＳＣＨの伝送戦略は多
くとも８層の閉ループ空間多重をサポートすることである。また、基地局が該ＵＥにただ
１つのＣＳＩ－ＲＳポートを配置し、ＣＳＩ－ＲＳポート番号が１５である。
【００６１】
　具体的には、ユーザー装置がチャネル状態情報をフィードバックする過程は、
　Ａ２、ユーザー装置が上位層配置シグナルに基づいてＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１で
あることを確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてＰＭＩ／ＲＩフィードバックの有
無を確定し、具体的には、現在のＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であるので、ＰＭＩ／Ｒ
Ｉ無しフィードバックモードを選択し、ｙ＝０となるステップと、
　Ｂ２、ユーザーが上位層配置シグナルに基づいて現在の伝送モードを確定し、現在の伝
送モードが９であり、上位層シグナルにおけるｘ、ＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づいて
確定したｙ及び現在の伝送モードに基づいて現在のフィードバックモードを確定するステ
ップと、
　Ｃ２、ユーザー装置が確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフ
ィードバックするステップと、を含む。
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【００６２】
　ステップＢ２において、伝送モード９について、上位層シグナルがＰＭＩ／ＲＩの有無
の指示シグナルを配置するかどうかにかかわらず、ユーザー装置はＣＳＩ－ＲＳポートの
数が１であることに基づいてＰＭＩ／ＲＩ無しフィードバックを確定し、
伝送モード９の周期的フィードバック、即ち物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨに
よるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接にｘを確定し、ＣＳ
Ｉ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＝０を確定し、取得したｘとｙに基づいてモード１－０
、モード２－０のフィードバックモードから１つのモードを選択することができ、このフ
ィードバックモードがモードｘ－０である。ｘ０が１又は２である。
【００６３】
　伝送モード９の非周期的フィードバック、即ち物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣ
Ｈによるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接にｘ＝１又はｘ
＝２又は３を確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＝０を確定し、最終的にモー
ド２－０、モード３－０から１つのモードを選択することを達成することができる。この
フィードバックがモードｘ－０である。ｘ０が２又は３である。
【００６４】
　ステップＣ２において、フィードバック方式（周期的フィードバック又は非周期的フィ
ードバック）及び確定したフィードバックモードによって以下のいくつかの情況となる。
【００６５】
　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード１－０であると
、ＵＥはブロードバンドＣＱＩ情報をフィードバックし、確定したフィードバックモード
がモード２－０であると、ＵＥはブロードバンドＣＱＩ及び選択したサブバンドＣＱＩを
フィードバックする。
【００６６】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード２－０である
と、ブロードバンドのＣＱＩ及びＭ個のサブバンドのＣＱＩをフィードバックし、確定し
たフィードバックモードがモード３－０であると、各々のコードワードに１つのブロード
バンドＣＱＩ値（即ち、ブロードバンドＣＱＩインデックス、４ｂｉｔ）を算出してフィ
ードバックし、各々のサブバンドに１つのサブバンドＣＱＩ値を算出してフィードバック
する。
【００６７】
　上記の実施例１と実施例２において、ユーザー装置はＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づ
いてフィードバックモードの第２パラメータｙを確定する。以下の実施例３と実施例４に
おいて、ユーザー装置は前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記指示情報に基づいてフィ
ードバックモードの第２パラメータｙを確定する。
【００６８】
　実施例３
　基地局が１つのＵＥに伝送モード９を配置すると、該ＵＥのＰＤＳＣＨの伝送戦略は多
くとも８層の閉ループ空間多重をサポートすることである。また、基地局が該ＵＥに８つ
のＣＳＩ－ＲＳポートを配置しており、ＣＳＩ－ＲＳポート番号が１５、１６、１７、１
８、１９、２０、２１及び２２である。
【００６９】
　具体的には、ユーザー装置がチャネル状態情報をフィードバックする過程は、
　Ａ３、ユーザー装置が上位層配置シグナルに基づいてＣＳＩ－ＲＳのポートの数が８で
あることを確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数及び指示情報に基づいてＰＭＩ／ＲＩをフィ
ードバックするかどうかを確定し、具体的には、指示情報がＰＭＩ／ＲＩをフィードバッ
クすると指示し、且つＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超えると、上記の考案１か考案２
かを採用するにかかわらず、ＰＭＩ／ＲＩ付きフィードバックモードを選択し、ｙ＞０を
確定するステップと、
　Ｂ３、ユーザーが上位層シグナルに基づいて現在の伝送モードを確定し、現在の伝送モ
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ードが９であり、ユーザー装置が上位層シグナルにおけるｘ、ＣＳＩ－ＲＳのポートの数
、上位層シグナルに基づいて確定したｙ及び現在の伝送モードに基づいて現在のフィード
バックモードを確定するステップと、
　Ｃ３、ユーザー装置が確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフ
ィードバックするステップと、を含む。
【００７０】
　ステップＢ３において、フィードバックモードはモードｘ－ｙで表され、ｘ＝１がブロ
ードバンドＣＱＩ／ＰＭＩを表し、ｘ＝２がＵＥの選択したサブバンドＣＱＩを表し、ｘ
＝３が上位層の配置したサブバンドＣＱＩを表し、ｙ＝０がＰＭＩ無しを表し、ｙ＝１が
１つのＰＭＩを表し、ｙ＝２が複数のＰＭＩを表し、このルールは周期的及び非周期的報
告に適用する。
【００７１】
　伝送モード９の周期的フィードバック、即ち一般的に物理アップリンク制御チャネルＰ
ＵＣＣＨによるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接にｘを確
定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数及び上位層シグナルに基づいてｙ＞０を確定し、取得した
ｘとｙに基づいてモード１－１、モード２－１のフィードバックモードから１つのモード
を選択することができ、このフィードバックモードがモードｘ－１である。ｘが１又は２
である。
【００７２】
　伝送モード９の非周期的フィードバック、即ち一般的に物理アップリンク共有チャネル
ＰＵＳＣＨによるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接にｘ＝
１又はｘ＝２又は３を確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数及び上位層シグナルに基づいてｙ
＞０を確定し、最終的にはモード１－２、モード２－２、モード３－１から１つのモード
を選択することを達成することができる。このフィードバックがモードｘ０－ｙ０である
。ｘ０が１又は２又は３であり、ｘ０＝１、２であると、ｙ０＝２であり、ｘ０＝３であ
ると、ｙ０＝１である。
【００７３】
　ステップＣ３において、フィードバック方式（周期的フィードバック又は非周期的フィ
ードバック）及び確定したフィードバックモードによって以下のいくつかの情況となる。
【００７４】
　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード１－１であると
、上位層シグナルにおけるＰＵＣＣＨ＿ｆｏｒｍａｔ１－１＿ＣＳＩ＿ｒｅｐｏｒｔｉｎ
ｇ＿ｍｏｄｅ（ＰＵＣＣＨモード１－１のチャネル状態情報報告サブモード区別パラメー
タ）によってさらにサブモード１とサブモード２を区別する。サブモード１について、Ｕ
Ｅは２つの報告をフィードバックし、一方がＲＩ及び第１ＰＭＩ統合コードインデックス
情報を載せ、他方がブロードバンドの第２ＰＭＩ及びブロードバンドＣＱＩ情報を載せる
。サブモード２について、ＵＥは２つの報告をフィードバックし、１番目の報告がＲＩ情
報を含み、２番目の報告がブロードバンドの第１ＰＭＩ、ブロードバンドの第２ＰＭＩ及
びブロードバンドＣＱＩを含む。
【００７５】
　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード２－１であると
、ＵＥは３つの報告をフィードバックし、１番目の報告がＲＩ及び１ビットのＰＴＩを載
せ、ＰＴＩ＝０である時、２番目の報告がブロードバンドの第１ＰＭＩを載せ、３番目の
報告がブロードバンドＣＱＩ及びブロードバンドの第２ＰＭＩを載せ、ＰＴＩ＝１である
時、２番目の報告がブロードバンドＣＱＩ及びブロードバンドの第２ＰＭＩを載せ、３番
目の報告がサブバンドＣＱＩ及びサブバンドの第２ＰＭＩを載せる。
【００７６】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード１－２である
と、ブロードバンドの第１ＰＭＩ、各々のサブバンドのサブバンドの第２ＰＭＩ及びブロ
ードバンドのＣＱＩをフィードバックする。
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【００７７】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード２－２である
と、ブロードバンドの第１ＰＭＩ、ブロードバンドの第２ＰＭＩとブロードバンドのＣＱ
Ｉ、及びＭ個のサブバンドの第２ＰＭＩとＭ個のサブバンドのＣＱＩをフィードバックす
る。
【００７８】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード３－１である
と、ブロードバンドの第１ＰＭＩ及びブロードバンドの第２ＰＭＩをフィードバックし、
各々のコードワードに１つのブロードバンドＣＱＩ値（即ち、ブロードバンドＣＱＩイン
デックス、４ｂｉｔ）を算出してフィードバックし、各々のサブバンドに１つのサブバン
ドＣＱＩ値を算出してフィードバックし、ＣＱＩの算出時、すべてのサブバンドにその前
に選択したＰＭＩを用いるとする。
【００７９】
　実施例４
　基地局が１つのＵＥに伝送モード９を配置すると、該ＵＥのＰＤＳＣＨの伝送戦略は多
くとも８層の閉ループ空間多重をサポートすることである。また、基地局が該ＵＥに８つ
のＣＳＩ－ＲＳポートを配置しており、ＣＳＩ－ＲＳポート番号が１５、１６、１７、１
８、１９、２０、２１及び２２である。
【００８０】
　具体的には、ユーザー装置がチャネル状態情報をフィードバックする過程は、
　Ａ４、ユーザー装置が上位層配置シグナルに基づいてＣＳＩ－ＲＳのポートの数が８で
あることを確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数及び指示情報に基づいてＰＭＩ／ＲＩをフィ
ードバックするかどうかを確定し、具体的には、指示情報がＰＭＩ／ＲＩをフィードバッ
クしないと指示し、且つＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、考案１を採用すると、Ｐ
ＭＩ／ＲＩ無しフィードバックモードを選択し、ｙ＝０となるステップと、
　Ｂ４、ユーザーが上位層配置シグナルに基づいて現在の伝送モードを確定し、現在の伝
送モードが９であり、上位層シグナルにおけるｘ、ＣＳＩ－ＲＳのポートの数、上位層シ
グナルに基づいて確定したｙ及び現在の伝送モードに基づいて現在のフィードバックモー
ドを確定するステップと、
　Ｃ４、ユーザー装置が確定したフィードバックモードに基づいてチャネル状態情報をフ
ィードバックするステップと、を含む。
【００８１】
　ステップＢ４において、伝送モード９の周期的フィードバック、即ち物理アップリンク
制御チャネルＰＵＣＣＨによるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づい
て直接にｘを確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＝０を確定し、取得したｘと
ｙに基づいてモード１－０、モード２－０のフィードバックモードから１つのモードを選
択することができ、このフィードバックモードがモードｘ－０である。ｘ０が１又は２で
ある。
【００８２】
　伝送モード９の非周期的フィードバック、即ち物理アップリンク共有チャネルＰＵＳＣ
Ｈによるフィードバックについて、ＵＥは上位層シグナルに基づいて直接にｘ＝１又はｘ
＝２又は３を確定し、ＣＳＩ－ＲＳポートの数に基づいてｙ＝０を確定し、最終的にモー
ド２－０、モード３－０から１つのモードを選択することを達成することができる。この
フィードバックがモードｘ－０である。ｘ０が２又は３である。
【００８３】
　ステップＣ４において、フィードバック方式（周期的フィードバック又は非周期的フィ
ードバック）及び確定したフィードバックモードによって以下のいくつかの情況となる。
【００８４】
　周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード１－０であると
、ＵＥはブロードバンドＣＱＩ情報をフィードバックし、確定したフィードバックモード
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がモード２－０であると、ＵＥはブロードバンドＣＱＩ及び選択したサブバンドＣＱＩを
フィードバックする。
【００８５】
　非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードがモード１－０である
と、ブロードバンドのＣＱＩをフィードバックし、確定したフィードバックモードがモー
ド２－０であると、ブロードバンドのＣＱＩ及びＭ個のサブバンドのＣＱＩをフィードバ
ックし、確定したフィードバックモードがモード３－０であると、各々のコードワードに
１つのブロードバンドＣＱＩ値（即ち、ブロードバンドＣＱＩインデックス、４ｂｉｔ）
を算出してフィードバックし、各々のサブバンドに１つのサブバンドＣＱＩ値を算出して
フィードバックする。
【００８６】
　上記方法に対応して、本発明はさらにユーザー装置を提供し、
　上位層シグナルの配置したＣＳＩ－ＲＳのポートの数、又は前記ＣＳＩ－ＲＳのポート
の数、及びプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフィード
バックするかどうかを指示する指示情報に基づいてフィードバックモードの第２パラメー
タｙを確定するように設置される第２パラメータ確定モジュールと、
　前記上位層シグナルの配置した伝送モード、フィードバックモードの第１パラメータｘ
及び前記フィードバックモードの第２パラメータｙに基づいてフィードバックモードを確
定するように設置されるフィードバックモード確定モジュールと、
　フィードバックモードに基づいて対応するチャネル状態情報をフィードバックするよう
に設置されるフィードバックモジュールと、を備える。
【００８７】
　さらに、前記第２パラメータ確定モジュールが前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数に基づい
てフィードバックモードの第２パラメータｙを確定し、且つ前記上位層シグナルの配置し
た伝送モードが伝送モード９である時、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、前
記第２パラメータ確定モジュールの確定するフィードバックモードの第２パラメータｙが
０であり、前記フィードバックモジュールがプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）
とランク指示（ＲＩ）をフィードバックせず、前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え
ると、前記第２パラメータ確定モジュールの確定する前記フィードバックモードの第２パ
ラメータｙが０を超え、前記フィードバックモジュールがプリコーディングマトリクス指
示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフィードバックする。
【００８８】
　さらに、前記第２パラメータ確定モジュールが前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記
指示情報に基づいてフィードバックモードの第２パラメータｙを確定し、且つ前記上位層
シグナルの配置した伝送モードが伝送モード９である時、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１であると、前記第２パラメータ確定モジュールの確
定するフィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、前記フィードバックモジュ
ールがＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックしないと指示すると、前記第２パラメータ確定モジュールの確定するフィードバ
ックモードの第２パラメータｙが０であり、前記フィードバックモジュールがＰＭＩとＲ
Ｉをフィードバックせず、
　前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数が１を超え、且つ前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィー
ドバックすると指示すると、前記第２パラメータ確定モジュールの確定するフィードバッ
クモードの第２パラメータｙが０を超え、前記フィードバックモジュールがＰＭＩとＲＩ
をフィードバックする。
【００８９】
　さらに、前記第２パラメータ確定モジュールが前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数及び前記
指示情報に基づいてフィードバックモードの第２パラメータｙを確定し、且つ前記上位層
シグナルの配置した伝送モードが伝送モード９である時、
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　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックしないと指示すると、前記第２パラメー
タ確定モジュールの確定するフィードバックモードの第２パラメータｙが０であり、前記
フィードバックモジュールがＰＭＩとＲＩをフィードバックせず、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１であると、前記第２パラメータ確定モジュールの確定するフィードバック
モードの第２パラメータｙが０であり、前記フィードバックモジュールがＰＭＩとＲＩを
フィードバックせず、
　前記指示情報がＰＭＩとＲＩをフィードバックすると指示し、且つ前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数が１を超えると、前記第２パラメータ確定モジュールの確定するフィードバッ
クモードの第２パラメータｙが０を超え、前記フィードバックモジュールがＰＭＩとＲＩ
をフィードバックする。
【００９０】
　さらに、周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラメー
タｙが０であり、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モード９であり、前記
フィードバックモードの第１パラメータｘが１又は２であると、確定したフィードバック
モードがそれぞれモード１－０又はモード２－０であり、確定したフィードバックモード
の第２パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モード
９であり、前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１又は２であると、
確定したフィードバックモードがそれぞれモード１－１又はモード２－１である。
【００９１】
　さらに、非周期的フィードバックの場合、確定したフィードバックモードの第２パラメ
ータｙが０であり、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モード９であり、前
記フィードバックモードの第１パラメータｘが２又は３であると、確定したフィードバッ
クモードがそれぞれモード２－０又はモード３－０であり、確定したフィードバックモー
ドの第２パラメータｙが０を超え、前記上位層シグナルの配置した伝送モードが伝送モー
ド９であり、前記フィードバックモードの第１パラメータｘがそれぞれ１、２又は３であ
れば、確定したフィードバックモードがそれぞれモード１－２、モード２－２又はモード
３－１である。
【００９２】
　本明細書はユーザー装置の従来技術と異なる機能モジュールのみを記述し、そのほかの
機能モジュールについて、本明細書において具体的に限定されないと理解可能である。
【００９３】
　上記の指示情報は、ＰＭＩとＲＩをフィードバックするかどうかを直接に指示する情報
であってもよく、フィードバックモードタイプ（ＰＭＩ／ＲＩをフィードバックするフィ
ードバックモードタイプ及びＰＭＩ／ＲＩをフィードバックするフィードバックモードタ
イプに分かれる。）を指示する情報であってもよく、本発明において限定されない。
【００９４】
　上記記述は本発明の実施例にすぎず、本発明を制限するものではなく、当業者にとって
、本発明にさまざまな修正及び変更を行うことができる。本発明の趣旨と原則を逸脱せず
に行う任意の修正、等価置換、改良等はいずれも本発明の請求の範囲に含まれるべきであ
る。当業者は、上記方法のすべての又は一部のステップがプログラムで関連のハードウェ
アに対して命令を出して完成させることができ、上記プログラムがコンピューターの可読
記憶媒体、例えば読み出し専用メモリ、磁気ディスク或は光ディスク等に記憶できると理
解可能である。上記実施例のすべて又は一部のステップは１つの又は複数の集積回路で実
現されてもよい。それに対して、上記実施例における各モジュール／ユニットはハードウ
ェアの方式で実現されてもよく、ソフトウェア機能モジュールの方式で実現されてもよい
。本発明はハードウェア及びソフトウェアのいずれの特定の組合せに制限されない。
【００９５】
　本発明は上位層シグナルの配置したＣＳＩ－ＲＳポートの数、又は前記ＣＳＩ－ＲＳの
ポートの数、及びプリコーディングマトリクス指示（ＰＭＩ）とランク指示（ＲＩ）をフ
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ィードバックするかどうかを指示する指示情報に基づいて、現在のフィードバックモード
がＰＭＩ／ＲＩ付きフィードバックであるかＰＭＩ／ＲＩ無しフィードバックであるか、
即ち、ＰＭＩ／ＲＩをフィードバックする必要があるかどうかを唯一的に確定することに
よって、伝送モード９はＰＭＩ／ＲＩ付きフィードバック及びＰＭＩ／ＲＩ無しフィード
バックの両タイプをサポートし、両フィードバックモードタイプの切替をサポートするこ
とができ、単層伝送及びＴＤＤにはモードｘ－０が必要であるので、本発明はモードｘ－
ｙのｙの確定方法を提供し、フィードバックモードの確定問題を解決し、単層伝送及びＴ
ＤＤの場合に正確なチャネル状態情報を選択してフィードバックする。システムの柔軟性
、性能を向上させ、フィードバックオーバーヘッドを減少させる。また、本発明は如何な
るシステム複雑性及びシグナルオーバーヘッドを増加せず、且つＲ１０におけるＣＳＩ－
ＲＳのパラメータを効果的に利用し、優れた互換性を維持する。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　従来技術に比べて、本発明は上位層シグナルの配置したＣＳＩ－ＲＳポートの数、又は
前記ＣＳＩ－ＲＳのポートの数、及びＰＭＩとＲＩをフィードバックするかどうかを指示
する指示情報に基づいて、ＰＭＩ／ＲＩをフィードバックする必要があるかどうかを確定
することによって、伝送モード９は両フィードバックモードタイプの切替をサポートする
ことができ、システムの柔軟性、性能を向上させ、フィードバックオーバーヘッドを減少
させる。

【図１】

【図２】
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