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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャネル品質指示ＣＱＩ情報を確定する方法であって、
　基地局ｅＮｏｄｅＢが、チャネル状態情報－リファレンスシンボルＣＳＩ－ＲＳとセル
固有リファレンス信号ＣＲＳを端末ＵＥに送信するステップと、
　ＵＥが、ＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳによってチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥが、ＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリフ
ァレンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を含み、
　ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってプリコーディング行列指示ＰＭＩとランク指示ＲＩを配置
されていなければ（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ ｗｉｔｈｏｕｔ）、ＵＥは、ＣＲＳに基づい
てＣＱＩを計算し、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩとＲＩを配置されていれば（ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒｅｄ ｗｉｔｈ）、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＣＱＩを計算し、
　周波数領域において、下り物理資源ブロックでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、
下り物理資源ブロックは、ＣＱＩ値の相応な周波数帯域に対応し、時間領域において、下
りサブフレームでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、伝送層ドメインにおいて、何れ
かのＲＩ及びＰＭＩでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、ＣＱＩは前記ＲＩ及びＰＭ
Ｉを条件とし、
　ＣＱＩの値を確定する場合、ＣＳＩ－ＲＳがＣＱＩリファレンスリソースのリソースエ
レメントを使用しないと仮定（Ａｓｓｕｍｅ）し、
　ＣＱＩの値を確定する場合、ＰＲＳがＣＱＩリファレンスリソースのリソースエレメン
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トを使用しないと仮定することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＣＱＩリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからな
る配置可能な、ＣＳＩ測定用の測定サブセットが１つあれば、チャネル測定または干渉測
定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られており、基地局は、シ
グナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって前
記測定サブセットを配置しており、時間領域において、前記ＣＱＩリファレンスリソース
の下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要があることを特徴とする
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩとＲＩを配置されていなけ
れば（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ ｗｉｔｈｏｕｔ）、ＵＥは、Ｎ個の仮想ポートを設置し、
この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリ
シーは、Ｎアンテナ送信ダイバーシチであると仮定し、Ｎは自然数であってＣＲＳのポー
トの数またはＣＳＩ－ＲＳポートの数によって確定されることを特徴とする
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩとＲＩを配置されておらず
、かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ＵＥは、２つの仮想ＣＳ
Ｉ－ＲＳポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ共有チャ
ネルに用いられる伝送ポリシーは、２アンテナ送信ダイバーシチであると仮定することを
特徴とする
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩとＲＩを配置されておらず
、かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ＵＥは、４つの仮想ＣＳ
Ｉ－ＲＳポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ共有チャ
ネルに用いられる伝送ポリシーは、４アンテナ送信ダイバーシチであると仮定することを
特徴とする
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩとＲＩを配置されておらず
、かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ＵＥは、１つの仮想のＣ
ＳＩ－ＲＳポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ共有チ
ャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層の伝送であると仮定することを特徴とす
る
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＣＳＩ－ＲＳポート１５～１８は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、Ｃ
ＳＩ－ＲＳポート１９～２２は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることを
特徴とする
　請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　ＣＳＩ－ＲＳポート１５、１７、１９及び２１は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマ
ッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１６、１８、２０及び２２は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳ
ポートにマッピングすることを特徴とする
　請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１６は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、
ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び１８は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、Ｃ
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ＳＩ－ＲＳポート１９及び２０は、第３の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳ
Ｉ－ＲＳポート２１及び２２は、第４の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることを
特徴とする
　請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１９は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、
ＣＳＩ－ＲＳポート１６及び２０は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、Ｃ
ＳＩ－ＲＳポート１７及び２１は、第３の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳ
Ｉ－ＲＳポート１８及び２２は、第４の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることを
特徴とする
　請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　基地局から送信されたＣＳＩ－ＲＳ及び/またはＣＲＳを受信することに用いられる受
信モジュールと、
　受信モジュールにより受信されたＣＳＩ－ＲＳ及び/またはＣＲＳに基づいてチャネル
測定を行い、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩとＲＩを配置されていなければ、ＣＲＳ
に基づいてチャネル測定を行い、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩとＲＩを配置されて
いれば、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャネル測定を行うことに用いられる測定モジュールと
、
　ＣＱＩリファレンスリソース及びＣＱＩの計算条件を確定することに用いられる確定モ
ジュールと、
　確定モジュールにより確定された条件及び測定モジュールの測定結果に基づいてＣＱＩ
リファレンスリソースに対応するＣＱＩ値を計算することに用いられる計算モジュールと
、を含み、
　周波数領域において，下り物理資源ブロックでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、
下り物理資源ブロックがソースＣＱＩ値の相応な周波数帯域上に対応しており、時間領域
において，下りサブフレームでＣＱＩリファレンスリソースを定義しており、伝送層ドメ
インにおいて、何れかのＲＩ及びＰＭＩでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、ＣＱＩ
は前記ＲＩとＰＭＩを条件とし、
　ＣＱＩの条件計算する場合、確定モジュールは、ＣＳＩ－ＲＳがＣＱＩリファレンスリ
ソースのリソースエレメントを使用しないと仮定することに用いられ、
　ＣＱＩの条件計算する場合、確定モジュールは、ＰＲＳがＣＱＩリファレンスリソース
のリソースエレメントを使用することがないと仮定する
ことを特徴とする
　チャネル品質指示情報を確定する装置。
【請求項１２】
　前記装置は、ＵＥに設けられていることを特徴とする
　請求項１１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信領域に関し、特に、チャネル品質指示（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌｓ
 ｑｕａｌｉｔｙ ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）情報を確定する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術において、発展型ノードＢ（ｅＮＢ ：ｅＮｏｄｅＢ）などの基地局が複
数本のアンテナを用いてデータを送信する場合、空間多重化の方式でデータの伝送レート
を向上させることができ、即ち、送信側に同じ時間周波数資源を用いて異なるアンテナ位
置に異なるデータを送信し、ユーザ端末（ＵＥ：ＵｓｅｒＥｑｕｉｐｍｅｎｔ）などの受
信側も複数本のアンテナを用いてデータを受信する。シングルユーザの場合、すべてのア
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ンテナの資源を同じユーザに割り当て、当該ユーザが伝送間隔中に基地局側に割り当てら
れた物理資源を一人で占める。この伝送方式は、シングルユーザ多入力多出力（ＳＵ－Ｍ
ＩＭＯ：ＳｉｎｇｌｅＵｓｅｒ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎｐｕｔ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｏｕ
ｔ－ｐｕｔ）と称される。マルチユーザの場合、異なるアンテナの空間資源を異なるユー
ザに割り当て、一人のユーザは、伝送間隔中に少なくとも他の一人のユーザと一緒に基地
局側に割り当てられた物理資源を共有し、共有方式が空間分割多重アクセス方式または空
間分割多重方式であってもよい。この伝送方式は、マルチユーザ多入力多出力（ＭＵ－Ｍ
ＩＭＯ：Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ｕｓｅｒ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ＩｎｐｕｔＭｕｌｔｉｐｌｅ－
Ｏｕｔ－ｐｕｔ）と称され、基地局側に割り当てられた物理資源とは時間周波数資源であ
る。伝送システムがＳＵ－ＭＩＭＯとＭＵ－ＭＩＭＯを同時にサポートしたいとき、ｅＮ
Ｂは、ＵＥにこの２種のモードのデータを提供する必要がある。ＵＥは、ＳＵ－ＭＩＭＯ
モードまたはＭＵ－ＭＩＭＯモードの場合、ｅＮＢが当該ＵＥにＭＩＭＯデータを伝送す
ることに用いられるランク（Ｒａｎｋ）を知る必要がある。ＳＵ－ＭＩＭＯモードにおい
て、すべてのアンテナの資源は、同じユーザに割り当てられ、ＭＩＭＯデータを伝送する
ことに用いられる層数は、ｅＮＢがＭＩＭＯデータを伝送する場合に用いられるランクに
等しい。ＭＵ－ＭＩＭＯモードにおいて、一人のユーザに対応して伝送することに用いら
れる層数は、ｅＮＢがＭＩＭＯデータを伝送する全体の層数より少なく、ＳＵ－ＭＩＭＯ
モードとＭＵ－ＭＩＭＯとの切り替えを行うことが必要な場合、ｅＮＢは、異なる伝送モ
ードにおいて異なる制御データをＵＥに知らせる必要がある。
【０００３】
　長期発展型システム（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）において、上
りで伝送することが必要な制御シグナリングには、肯定応答／否定応答（ＡＣＫ/ＮＡＣ
Ｋ：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ/Ｎｅｇａｔｉｖｅ Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎ
ｔ）、及びＣＱＩ、プリコーディング行列指示（ＰＭＩ：Ｐｒｅ－ｃｏｄｉｎｇＭａｔｒ
ｉｘ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ランク指示（ＲＩ：Ｒａｎｋ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）という
３種の、下り物理チャネル状態を反映する情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ Ｓｔａｔｅ Ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）がある。
【０００４】
　ＣＱＩは、下りチャネル品質良否を測定する指標である。表１に示すように、３６－２
１３プロトコルにおいて、ＣＱＩは、０～１５の整数値で示され、それぞれ異なるＣＱＩ
レベルを代表し、異なるＣＱＩは、それぞれの変調および符号化方式（ＭＣＳ：Ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎａｎｄ Ｃｏｄｉｎｇ Ｓｃｈｅｍｅ）に対応している。ＣＱＩのレベルは、
以下のルールに従って選択されるべきである。
【０００５】
　選択されたＣＱＩレベルについて、対応するＭＣＳ下での当該ＣＱＩに対応するＰＤＳ
ＣＨ（ＰｈｙｓｉｃａｌＤｏｗｎｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）伝送ブロック
のブロック誤り率が０．１以下となるべきである。
【０００６】
　周波数領域と時間領域における非限定的な検出間隔に基づいて、ＵＥは、上りサブフレ
ームnで報告された各最大のＣＱＩ値に対応する最高のＣＱＩ値を得、ＣＱＩのインデッ
クス範囲は１～１５であって、そして下記の条件を満たす。ＣＱＩインデックス１が当該
条件を満たさないと、ＣＱＩインデックスは０であり、シングルＰＤＳＣＨ伝送ブロック
の受信される時の誤り率は０．１以下である。ＰＤＳＣＨ伝送ブロックは、１つのＣＱＩ
インデックス及び占められた１グループの下り物理資源ブロック即ちＣＱＩリファレンス
リソースに対応する変調方式および伝送ブロックサイズとの組み合わせ情報を含む。ここ
で、最高のＣＱＩ値とは、パケット誤り率（ＢＬＥＲ：ｂｌｏｃｋｅｒｒｏｒ ｒａｔｅ
）が０.１より小さいことを保証する時の最大のＣＱＩ値で、資源の割り当ての制御に有
利である。一般的には、ＣＱＩ値が小さいほど、占める資源は多く、ＢＬＥＲの性能はよ
い。
【０００７】
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　伝送ブロックのサイズと変調方式との組み合わせは１つのＣＱＩインデックスに対応し
、具体的には下記の条件を含む。
【０００８】
　１、関連する伝送ブロックサイズフォームによって、ＣＱＩリファレンスリソースにお
いてＰＤＳＣＨ伝送を行う前記組み合わせ情報は、シグナリング通知を使用することがで
きる。
【０００９】
　２.ＣＱＩインデックスは、変調方式を指示することができる。
【００１０】
　３.リファレンスリソースにおける伝送ブロックサイズと変調スキームを含む組み合わ
せ情報を用いて生じる実効的なチャネル符号化率は、ＣＱＩインデックスより表現される
、近接可能性が最も高い実効的なチャネル符号化率である。それぞれがＣＱＩインデック
スより表現される同様な近接の実効的なチャネル符号化率を生じることができる、少なく
とも１つの前記組み合わせ情報が存在する場合、一番小さい伝送ブロックサイズの組み合
わせ情報を採用する。
【００１１】
　各ＣＱＩインデックスは、１つの変調方式と伝送ブロックサイズに対応し、伝送ブロッ
クサイズと物理資源ブロックの数（ＮＰＲＢ：ｔｈｅｎｕｍｂｅｒ ｏｆ Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｂｌｏｃｋ）は、確定された対応関係があり、伝送ブロックサイズ
とＮＰＲＢのサイズによって符号化率を計算することができる。
【００１２】
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【表１】

【００１３】
　ＬＴＥに現れたＣＱＩの定義は非常に多いので、異なる原則に従って、ＣＱＩは、以下
のように分かれることができる。
【００１４】
　１、測定帯域幅によってワイドバンド（ｗｉｄｅｂａｎｄ）ＣＱＩとサブバンド（ｓｕ
ｂｂａｎｄ）ＣＱＩに分かれる。
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【００１５】
　ワイドバンドＣＱＩとは、すべてのサブバンドに対するチャネル状態指示であり、得ら
れるものはサブバンド集合ＳのＣＱＩ情報である。
【００１６】
　サブバンドＣＱＩとは、各サブバンドに対するＣＱＩ情報である。ＬＴＥは、異なるシ
ステム帯域幅によって、実効的な帯域幅に対応する資源ブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅＢｌｏｃｋ）をサブバンドと称される若干のＲＢグループに分かれる。
【００１７】
　サブバンドＣＱＩは、またサブバンド全体のＣＱＩとＭ個の一番よいサブバンド（Ｂｅ
ｓｔＭ）を選ぶＣＱＩに分かれることができる。サブバンド全体のＣＱＩは、すべてのサ
ブバンドのＣＱＩ情報を報告し、サブバンド集合ＳからＭ個のサブバンドを選び、当該Ｍ
個のサブバンドのＣＱＩ情報を報告するとともにＭ個のサブバンドの位置情報を報告する
。
【００１８】
　２、コードストリームの数によってシングルストリームＣＱＩとデュアルストリームＣ
ＱＩに分かれる。
【００１９】
　シングルストリームＣＱＩは、シングルアンテナの送信ポート（ｐｏｒｔ）０、ｐｏｒ
ｔ５、送信ダイバーシチ、ＭＵ－ＭＩＭＯ、ＲＩ＝１のクローズドループ空間多重化に応
用され、この場合、ＵＥは、シングルストリームのＣＱＩ情報を報告する。
【００２０】
　デュアルストリームＣＱＩは、クローズドループ空間多重化モードに応用され、オープ
ンループ空間多重化モードに対して、チャネル状態情報が分からず、かつプリコーディグ
においてデュアルストリーム特性に対して均等化を行ったので、オープンループ空間多重
化において２つのコードストリームのＣＱＩは、等しい。
【００２１】
　３.ＣＱＩの表示方法によって絶対値ＣＱＩと差分（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ）ＣＱ
Ｉに分かれる。
【００２２】
　絶対値ＣＱＩは、表１において４ｂｉｔで表示されるＣＱＩｉｎｄｅｘである。
【００２３】
　差分ＣＱＩは、２ｂｉｔまたは３ｂｉｔで表示されるＣＱＩ ｉｎｄｅｘであり、差分
ＣＱＩは、また、第１のコードストリームに対する第２のコードストリームの差分ＣＱＩ
と、サブバンドＣＱＩに対するサブバンドＣＱＩの差分ＣＱＩとに分かれる。
【００２４】
　４.ＣＱＩの報告方式によってｗｉｄｅｂａｎｄ ＣＱＩ、ＵＥにより選択（ｓｅｌｅｃ
ｔｅｄ）されたサブバンドＣＱＩ及び高層で配置された（Ｈｉｇｈｌａｙｅｒ ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒｅｄ）サブバンドＣＱＩに分かれる。
【００２５】
　ｗｉｄｅｂａｎｄ ＣＱＩとはサブバンド集合ＳのＣＱＩ情報である。
【００２６】
　ＵＥにより選択されたサブバンド ＣＱＩは、ＢｅｓｔＭ ＣＱＩであり、選択されたＭ
個のサブバンドのＣＱＩ情報をフィードバックするとともに、Ｍ個のサブバンドの位置を
報告する。
【００２７】
　高層で配置されたサブバンドＣＱＩは、サブバンド全体のＣＱＩであって、各サブバン
ドに対して１つのＣＱＩ情報をフィードバックする。
【００２８】
　高層で配置されたこととＵＥより選択されたことは、それぞれサブバンドＣＱＩのフィ
ードバック方式であり、非周期のフィードバックモードにおいて、当該２種のフィードバ
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ック方式によって定義されたサブバンドサイズは、一致しない。ＵＥより選られたモード
において、Ｍのサイズが定義されている。
【００２９】
　ＬＴＥシステムにおいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、物理上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：
ＰｈｙｓｉｃａｌＵｐｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ）上にフォーマット１／１ａ／１ｂ（Ｐ
ＵＣＣＨ ｆｏｒｍａｔ１／１ａ／１ｂ）で伝送され、ＵＥが上りデータを送信する必要
があると、上りリンク物理共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：ＰｈｙｓｉｃａｌＵｐｌｉｎｋ 
Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）上に伝送され、ＣＱＩ/ＰＭＩとＲＩのフィードバックは
、周期的なフィードバックであってよいし、非周期的な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２に示すようなものである。
【００３０】
【表２】

【００３１】
　表２では、周期的なフィードバックと非周期的なフィードバックが上り物理チャネルに
対応している。
【００３２】
　ここで、周期的にフィードバックされるＣＱＩ/ＰＭＩとＲＩにとって、ＵＥが上りデ
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とＲＩは、
ＰＵＣＣＨ上にフォーマット２/２ａ/２ｂ（ＰＵＣＣＨ ｆｏｒｍａｔ２／２ａ／２ｂ）
で伝送されており、ＵＥが上りデータを送信する必要があると、ＣＱＩ/ＰＭＩとＲＩは
、ＰＵＳＣＨ上に伝送されており、非周期的にフィードバックされるＣＱＩ/ＰＭＩとＲ
Ｉにとって、ＰＵＳＣＨのみに伝送される。
【００３３】
　ＬＴＥのバージョン８（Ｒｅｌｅａｓｅ ８）標準には、物理下り制御フォーマット指
示チャネル（ＰＣＦＩＣＨ ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｆｏｒｍａｔ Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒＣｈａｎｎｅｌ）、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネル（ＰＨＩＣＨ
：Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ Ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理下り制御チャネル（ＰＤ
ＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ ＣｏｎｔｒｏｌＣｈａｎｎｅｌ）という３
つの下り物理制御チャネルが定義されている。ここで、ＰＤＣＣＨは、上、下りスケジュ
ーリング情報及び上りパワー制御情報を含む下り制御情報（ＤＣＩ：ＤｏｗｎｌｉｎｋＣ
ｏｎｔｒｏｌ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をベアリングすることに用いられる。ＤＣＩの
フォーマット（ＤＣＩｆｏｒｍａｔ）は、ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ ０、ＤＣＩｆｏｒｍａｔ
 １、ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ１Ａ、ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ １Ｂ、ＤＣＩｆｏｒｍａｔ １Ｃ
、ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ１Ｄ、ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ ２、ＤＣＩｆｏｒｍａｔ ２Ａ、ＤＣ
Ｉ ｆｏｒｍａｔ３及びＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ ３Ａなどに分かれ、ここで、ＭＵ－ＭＩＭ
Ｏをサポートする伝送モード５は、ＤＣＩｆｏｒｍａｔ １Ｄの下り制御情報を利用し、
ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ １Ｄにおける下り電力オフセットフィールド（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ 
ｐｏｗｅｒ ｏｆｆｓｅｔ ｆｉｅｌｄ）δpower-offsetは、ＭＵ－ＭＩＭＯモードにおい
てユーザの電力が半分になる（即ち、－１０ｌｏｇ１０（２））情報を示すことに用いら
れ、その原因として、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝送モード５は、二人のユーザのＭＵ－ＭＩＭＯ伝
送のみをサポートする。この下り電力オフセットフィールドによって、ＭＵ－ＭＩＭＯ伝
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送モード５は、ＳＵ－ＭＩＭＯモードとＭＵ－ＭＩＭＯモードとの動態的な切り換えをサ
ポートすることができる。しかし、ＳＵ－ＭＩＭＯモードまたはＭＵ－ＭＩＭＯモードに
かかわらず、このＤＣＩｆｏｒｍａｔは、１つのＵＥに対して１つだけのストリームの伝
送をサポートする。ＬＴＥ Ｒｅｌｅａｓｅ ８は、伝送モード４において多くとも２つの
ストリームのシングルユーザ伝送をサポートするが、伝送モード間の切り換えが半静的（
ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）なものだけであるので、ＬＴＥのバージョン８におい
て、シングルユーザマルチストリーム伝送とマルチユーザ伝送との動的な切り換えを行う
ことができない。
【００３４】
　ＬＴＥのバージョン９（Ｒｅｌｅａｓｅ ９）において、下り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（Ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）の伝
送モードが導入され、伝送モード９と定義され、下り制御情報について、このような伝送
モードをサポートするためのＤＣＩｆｏｒｍａｔ ２Ｂが増加されている。ＤＣＩ ｆｏｒ
ｍａｔ ２Ｂには、２つの異なるスクランブルシーケンスをサポートするための１つのス
クランブルアイデンティティ（ＳＣＩＤ：ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ ｉｄｅｎｔｉｔｙ）の
標識ビットが存在する。ｅＮＢは、当該２つのスクランブルシーケンスを異なるユーザに
割り当て、同じ資源を複数のユーザに多重化することができる。また、１つだけの伝送ブ
ロックイネーブル（Ｅｎａｂｌｅｄ）がある場合、ディスイネーブル（Ｄｉｓａｂｌｅｄ
）の伝送ブロックに対応する新しいデータ指示（ＮＤＩ）ビットもシングル層で伝送する
場合のアンテナポートを指示することに用いられる。
【００３５】
　また、ＬＴＥのバージョン１０において、下りマルチアンテナの伝送を強化するために
、新しいクローズドループ空間多重化の伝送モードが増加され、伝送モード１０に定義さ
れ、このような伝送モードは、シングルユーザＭＩＭＯをサポートするだけでなく、マル
チユーザＭＵ－ＭＩＭＯをサポートすることができ、且つ両方の動的な切り換えをサポー
トすることができる。また、このような伝送モードは、８アンテナの伝送をサポートする
。この新しい伝送モードは、復調用リファレンス信号（ＤＭＲＳ：Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ）を復調用パイロットとして用いることを確定し
ており、ＵＥは、パイロットの位置を得られなければ、パイロットにおいてチャネルと干
渉の推定を行うことができない。
【００３６】
　Ｒ１０バージョンにおいて、ＵＥは、上位層シグナリングによって半静的に下記の１つ
の伝送モード（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｍｏｄｅ）に基づいて、ユーザ端末固有（ＵＥ
－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ）の検索空間のＰＤＣＣＨ指示に応じてＰＤＳＣＨデータ伝送を受信
するように配置される。
【００３７】
　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：オープンループ空間多重化（Ｏｐｅｎ－ｌｏｏｐ ｓｐａｔｉａｌ ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅｘｉｎｇ）；
　モード４：クローズドループ空間多重化（Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ ｓｐａｔｉａｌ ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）；
　モード５：マルチユーザ多入力多輸出（Ｍｕｌｔｉ－ｕｓｅｒ ＭＩＭＯ）；
　モード６：クローズドループＲａｎｋ=１プリコーディグ（Ｃｌｏｓｅｄ－ｌｏｏｐ Ｒ
ａｎｋ＝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層の空間多重化。
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【００３８】
　Ｒ１０バージョンにおいて、伝送モード９とチャネル状態情報－リファレンスシンボル
（ＣＳＩ－ＲＳ：Ｃｈａｎｎｅｌ－ＳｔａｔｅＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ Ｓｙｍｂｏｌ）が新たに増加され、伝送モード９は、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャ
ネル測定を行って、ＣＱＩを計算して得る。他の伝送モードは、セル固有リファレンス信
号（ＣＲＳ：ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌ）に基づい
てチャネル測定を行って、ＣＱＩを計算する。Ｒ１０バージョンにおいて、属性の表現用
のあるＣＳＩ－ＲＳパラメーターは、相応的に増加されている。Ｒ８のＣＲＳとの比較よ
り分かるように、あるパラメーターは類似的になり、あるパラメーターは、新たに増加さ
れるものである。例えば、ＣＳＩ－ＲＳポートの数は、Ｒ８において、類似のＣＲＳポー
ト数があり、ＣＳＩ－ＲＳサブフレームの配置周期パラメーターは、新たに増加されるも
のである。下記のパラメーターは、セル固有且つ上位層シグナリングより配置されるもの
であり、ＣＳＩ－ＲＳの定義に用いられ、ＣＳＩ－ＲＳポート数、ＣＳＩ－ＲＳ配置、Ｃ
ＳＩ－ＲＳサブフレームの配置パラメーター（IＣＳＩ－ＲＳ）、サブフレームの配置周
期（TＣＳＩ－ＲＳ）、サブフレームオフセット、及び、ＣＳＩがフィードバックした、
ＰＤＳＣＨの送信電力を参照するＵＥの仮定のＰｃを含む。
【００３９】
　Ｒ１０において、伝送モード９について、「ダブルコードブック」または「ダブルＰＭ
Ｉ」との新しい概念が導入されているので、２つのＰＭＩをフィードバックする必要があ
る。８アンテナについて、第１のＰＭＩは、ワイドバンドのチャネル状態情報を指示し、
第２のＰＭＩは、サブバンドのチャネル状態情報を指示し、２つのＰＭＩを得ないと完全
なプリコーディグ行列情報を得られない。ここで、サブバンドは、ワイドバンドの場合を
含み、即ち、ワイドバンドをサブバンドとして１つの特別な例で、例えば、第２のＰＭＩ
はワイドバンドであってもよい。２アンテナと４アンテナについて、第１のＰＭＩは、単
位行列を指示し、第２のＰＭＩは、元のＲ８プロトコルのＰＭＩに相当する。
【００４０】
　Ｒ１０プロトコルの新しい伝送モード９に対して、ＣＱＩを確定して計算する場合、Ｃ
ＳＩ－ＲＳとＰＲＳに対する考慮が不足しているため、伝送モード９は、正確にＣＲＳま
たはＣＳＩ－ＲＳを用いてチャネル測定を行うことができず、それによって伝送モード９
の場合、正しいチャネル品質情報を得られず、システムの柔軟性とパフォーマンス指標が
大幅に低下する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４１】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、従来のシステムが伝送モード９を用いる時に
正しいチャネル品質指示情報を得られない問題を解決して、システムの柔軟性及び性能を
向上させるように、チャネル品質指示情報を確定する方法及び装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００４２】
　上記目的を実現するために、本発明の技術的スキームは、次のように実現される。
【００４３】
　ＣＱＩ情報の確定方法であって、
　ｅＮｏｄｅＢが、ＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップと、
　ＵＥが、ＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳによってチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥが、ＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリフ
ァレンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を含む。
【００４４】
　ここで、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていなければ（ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒｅｄ ｗｉｔｈｏｕｔ）、ＵＥは、ＣＲＳに基づいてＣＱＩを計算し、ＵＥがｅ
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ＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていれば（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ ｗｉｔｈ）
、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＣＱＩを計算し、
　周波数領域において、下り物理資源ブロックでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、
下り物理資源ブロックは、ＣＱＩ値に関連する周波数帯域に対応し、時間領域において、
下りサブフレームでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、伝送層ドメインにおいて、何
れかのＲＩ及びＰＭＩでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、ＣＱＩは前記ＲＩ及びＰ
ＭＩを条件とする。
【００４５】
　ここで、ＣＱＩの値を確定する場合、ＣＳＩ－ＲＳはＣＱＩリファレンスリソースのリ
ソースエレメントを使用しないと仮定する。
【００４６】
　ここで、ＣＱＩの値を確定する場合、ＰＲＳはＣＱＩリファレンスリソースのリソース
エレメントを使用しないと仮定する。
【００４７】
　前記ＣＱＩリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからな
る配置可能な、ＣＳＩ測定用の測定サブセットが１つあれば、チャネル測定または干渉測
定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られており、基地局は、シ
グナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって前
記測定サブセットを配置しており、時間領域において、前記ＣＱＩリファレンスリソース
の下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要がある。
【００４８】
　ここで、伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置され
ていなければ、ＵＥは、Ｎ個の仮想ポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソ
ースの下りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、Ｎアンテナ送信ダイバーシ
チであると仮定し、Ｎは自然数であって、ＣＲＳのポートの数またはＣＳＩ－ＲＳポート
の数によって確定される。
【００４９】
　ここで、伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置され
ていず、かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ＵＥは、２つの仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ共
有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、２アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する
。
【００５０】
　ここで、伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置され
ていず、かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ＵＥは、４つの仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ共
有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、４アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する
。
【００５１】
　ここで、伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置され
ていず、かつ、ｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ＵＥは、１つの
仮想ＣＳＩ－ＲＳポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ
共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層の伝送であると仮定する。
【００５２】
　ここで、ＣＳＩ－ＲＳポート１５～１８は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピン
グし、ＣＳＩ－ＲＳポート１９～２２は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングす
る。
【００５３】
　ここで、ＣＳＩ－ＲＳポート１５、１７、１９及び２１は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポ
ートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１６、１８、２０及び２２は、第２の仮想ＣＳ
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Ｉ－ＲＳポートにマッピングする。
【００５４】
　ここで、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１６は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピ
ングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び１８は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピン
グし、ＣＳＩ－ＲＳポート１９及び２０は、第３の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピング
し、ＣＳＩ－ＲＳポート２１及び２２は、第４の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングす
る。
【００５５】
　ここで、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１９は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピ
ングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１６及び２０は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピン
グし、ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び２１は、第３の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピング
し、ＣＳＩ－ＲＳポート１８及び２２は、第４の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングす
る。
【００５６】
　ここで、伝送モード９について、ｅＮｏｄｅＢに配置されたＣＳＩ－ＲＳポートの数が
１に等しいと、ＵＥは、ＣＲＳに基づいてＣＱＩを計算し、ｅＮｏｄｅＢに配置されたＣ
ＳＩ－ＲＳポートの数が１より大きいと、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＣＱＩを計算
する。
【００５７】
　チャネル品質指示情報を確定する装置であって、
　基地局から送信されたＣＳＩ－ＲＳ及び/またはＣＲＳを受信することに用いられる受
信モジュールと、
　受信モジュールにより受信されたＣＳＩ－ＲＳ及び/またはＣＲＳに基づいてチャネル
測定を行い、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていなければ、ＣＲＳ
に基づいてチャネル測定を行い、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されて
いれば、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャネル測定を行うことに用いられる測定モジュールと
、
　ＣＳＩリファレンスリソース及びＣＱＩの計算条件を確定することに用いられる確定モ
ジュールと、
　確定モジュールにより確定された条件及び測定モジュールの測定結果に基づいてＣＳＩ
リファレンスリソースに対応するＣＱＩ値を計算することに用いられる計算モジュールと
、を含む。
【００５８】
　ここで、周波数領域において、下り物理資源ブロックでＣＱＩリファレンスリソースを
定義し、下り物理資源ブロックがソースＣＱＩ値の相応な周波数帯域に対応しており、時
間領域において、下りサブフレームでＣＱＩリファレンスリソースを定義しており、伝送
層ドメインにおいて、何れかのＲＩ及びＰＭＩでＣＱＩリファレンスリソースを定義し、
ＣＱＩは前記ＲＩとＰＭＩを条件とする。
【００５９】
　ここで、ＣＱＩの条件を計算する場合、確定モジュールは、ＣＳＩ－ＲＳがＣＱＩリフ
ァレンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定することに用いられる。
【００６０】
　ここで、ＣＱＩの条件を計算する場合、確定モジュールは、ＰＲＳがＣＱＩリファレン
スリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定することに用いられる。
【００６１】
　ここで、前記装置は、ＵＥに設けられている。
【発明の効果】
【００６２】
　本発明は、いかなるシステムの複雑さ及びシグナリングオーバーヘッドも増加せず、配
置された上位層シグナリングＣＳＩ－ＲＳポートの数により現在のフィードバックモード
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がＰＭＩ/ＲＩのフィードバックを有するかどうかを確定し、ＰＭＩ/ＲＩフィードバック
有無の２種の形式をサポートしたので、従来技術の不足を補い、上記の２種のフィードバ
ック方式をサポートするようにする。そして、既存のＰＭＩ－ＲＩ上位層配置シグナリン
グまたはＣＳＩ－ＲＳポートの数により、測定リファレンス信号のタイプを選び、それに
よって１種の伝送モードが２種のリファレンス信号のチャネル測定をサポートでき、統一
的なＰＤＳＣＨ伝送方式の仮定を定義でき、従来技術においてＵＥが正確にチャネル品質
情報を得られない問題を解決することができる。同時に、Ｒ１０におけるＣＳＩ－ＲＳの
パラメーターとＲ９におけるＰＭＩ－ＲＩ上位層パラメーターを効果的に使用したので、
良い互換性と小さいオーバーヘッドを維持している。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施例におけるチャネル品質指示情報を確定するフローチャートである
。
【図２】本発明の実施例におけるシステムの原理図である。
【発明を実施するための形態】
【００６４】
　本発明の目的、技術的なスキーム及び利点がもっと明瞭になるように、以下、図面を参
照しながら本発明を更に詳しく説明する。
【００６５】
　まず、時間領域、周波数領域、伝送ドメインという３つの方面からＣＱＩリファレンス
リソースを説明する。
【００６６】
　周波数領域において、ＣＱＩリファレンスリソースは、ＣＱＩが、ある帯域幅で測定さ
れるものであることを示す。
【００６７】
　時間領域において、ＣＱＩリファレンスリソースは、ＣＱＩが、ある下りサブフレーム
で測定されるものであることを示し、ここで、下りサブフレームが場合によっては無効で
ある。ＣＱＩリファレンスリソースの利用中の下りサブフレームが無効である場合、サブ
フレームn上の上りサブフレームでＣＱＩを報告せず、具体的には、
　ＣＱＩを周期的にフィードバックする場合、下りサブフレームｎＣＱＩ_ｒｅｆの数は
、少なくとも４である。換言すれば、ＣＱＩは、少なくとも４つの下りサブフレームの前
に測定されるものであり、
　非周期的にフィードバックする場合、ＣＱＩは、ＤＣＩ ｆｏｒｍａｔ ０によりトリガ
された下りサブフレームで測定されるものであり、
　非周期的にフィードバックする場合、ＣＱＩは、Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ Ｇｒａｎｔによりトリガされたサブフレームの直後のサブフレームで測定され
るものであり、         
　伝送ドメインにおいて、ＣＱＩは、ＰＭＩとＲＩによって計算されるものである。
【００６８】
　ＣＱＩリファレンスリソースを用いてＣＱＩを計算する場合、更に以下の必要な条件が
ある。
【００６９】
　ＣＱＩリファレンスリソースにおいて、ＣＱＩインデックスを計算するために、ＵＥは
、
　制御信号が最初の３つのＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）シンボルを占めること、
　プライマリ/セカンダリ同期信号または物理放送チャネル（ＰＢＣＨ：Physical Ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔ Ｃｈａｎｎｅｌ）が、リソースエレメントを使用しないこと、
　ＣＰの長さについては非マルチメディア同報通信単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ
：Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／ＢｒｏａｄｃａｓｔＳｉｎｇｌｅ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）サブフレームのＣＰ長さを用いること、
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　冗長バージョンについては冗長バージョン０（ＲＶ０）を採用すること、
　前記ＵＥの現在に配置されている伝送モードによって仮定のＰＤＳＣＨの伝送スキーム
を与えること、
　ＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャネル測定を行うとき、ＰＤＳＣＨとＣＳＩ－ＲＳとの間の
各リソースエレメントのエネルギー（ＥＰＲＥ：ＥｎｅｒｇｙＰｅｒ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ 
Ｅｌｅｍｅｎｔ）の比を与える必要があること、
　ＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うとき、ＰＤＳＣＨとＣＲＳとの間のＥＰＲＥの比
を与える必要があること、を仮定する必要がある。
【００７０】
　チャネル品質指示情報を確定する場合には、
　ｅＮｏｄｅＢがＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップと、
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥがＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリファ
レンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を実行することができる。
【００７１】
　ここで、周波数領域において、ＣＱＩリファレンスリソースは、１グループの下り物理
資源ブロックで定義され、下り物理資源ブロックがソースＣＱＩ値の相応な周波数帯域上
に対応する。時間領域において、ＣＱＩリファレンスリソースは、下りサブフレームで定
義される。伝送層ドメインにおいて、何れかのＲＩ及びＰＭＩでＣＱＩリファレンスリソ
ースを定義し、ＣＱＩは前記ＲＩとＰＭＩを条件とする。
【００７２】
　ＣＱＩの値を確定する場合、ＣＳＩ－ＲＳがＣＱＩリファレンスリソースのリソースエ
レメント（ｒｅｓｏｕｒｃｅｅｌｅｍｅｎｔ）を使用しないと仮定する必要がある。
【００７３】
　ＣＱＩの値を確定する場合、位置決め基準信号（ＰＲＳ：ｐｏｓｉｔｉｎｇ ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａl）がＣＱＩリファレンスリソースのリソースエレメントを使用し
ないと仮定する必要がある。
【００７４】
　前記ＣＱＩリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからな
る配置可能な、ＣＳＩ測定用の測定サブセットが１つあれば、チャネル測定または干渉測
定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られる。基地局は、上位層
シグナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって
前記測定サブセットを配置することができる。時間領域において、前記ＣＱＩリファレン
スリソースの下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要がある。
【００７５】
　なお、上位層がｐｍｉ－ＲＩ－Ｒｅｐｏｒｔパラメーターを配置した場合、ＵＥがｅＮ
ｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩレポートを配置されており（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ ｗｉｔ
ｈ）、そうしないと、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩレポートを配置されてい
ない（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ ｗｉｔｈｏｕｔ）と説明すべきである。
【００７６】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていず、
かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ｅＮｏｄｅＢは、２つの仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートを設置でき、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ
共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、２アンテナ送信ダイバーシチであると仮定す
る。
【００７７】
　前記２つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートは、ＣＳＩ－ＲＳポート１～４が第１の仮想ＣＳＩ
－ＲＳポートにマッピングすることと、ＣＳＩ－ＲＳポート５～８が第２の仮想ＣＳＩ－
ＲＳポートにマッピングすることと、を含む。
【００７８】
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　前記２つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートは、ＣＳＩ－ＲＳポート１５、１７、１９及び２１
が第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることと、ＣＳＩ－ＲＳポート１６、１
８、２０及び２２が第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることと、を含む。
【００７９】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていず、
かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ｅＮｏｄｅＢは、４つの仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートを設置でき、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ
共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、４アンテナ送信ダイバーシチであると仮定す
る。
【００８０】
　前記４つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートについて、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１６は、第
１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び１８は、第２
の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１９及び２０は、第３の
仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート２１及び２２は、第４の仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングする。
【００８１】
　前記４つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートについて、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１９は、第
１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１６及び２０は、第２
の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び２１は、第３の
仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１８及び２２は、第４の仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングする。
【００８２】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていず、
かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ｅＮｏｄｅＢは、１つの仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートを設置でき、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ
共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層で伝送することであると仮定する
。
【００８３】
　前記１つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートについて、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び２２は、１
つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングする。
【００８４】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていなけ
れば、ＵＥは、ＣＲＳに基づいてＣＱＩを計算し、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/
ＲＩを配置されていれば、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＣＱＩを計算する。
【００８５】
　伝送モード９について、ｅＮｏｄｅＢに配置されたＣＳＩ－ＲＳポートの数が１に等し
いと、ＵＥは、ＣＲＳに基づいてＣＱＩを計算し、ｅＮｏｄｅＢに配置されたＣＳＩ－Ｒ
Ｓポートの数が１より大きいと、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてＣＱＩを計算する。
【００８６】
　実施例１
　基地局が、あるＵＥに伝送モード９を配置し、基地局が当該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１５～２２であると仮定する。
【００８７】
　図１に示すように、チャネル品質指示情報を確定する場合には、
　ｅＮｏｄｅＢがＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップＳ２０１と、
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うステップＳ２０３と、
　ＵＥがＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリファ
レンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップＳ２０５と、
　ＵＥがＣＱＩ値をｅＮＢに報告するステップＳ２０７と、を実行することができる。
【００８８】
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　ＣＱＩの値を確定する場合、ＣＳＩ－ＲＳがＣＱＩリファレンスリソースのリソースエ
レメントを使用しないと仮定する必要がある。この場合には、
　ＣＱＩリファレンスリソースにおいてＣＳＩ－ＲＳに用いられたリソースエレメントが
あり、ＣＱＩを計算する場合に、これらのＣＳＩ－ＲＳに用いられたリソースエレメント
がＣＳＩ－ＲＳによって占められず、データによって占められると仮定する必要があると
いう第１種の可能性と、
　ＣＱＩリファレンスリソースにおいてＣＳＩ－ＲＳリソースエレメントがないから、前
記仮定が自然に存在しないという第２種の可能性がある。
【００８９】
　ＣＱＩの値を確定する場合、ＰＲＳがＣＱＩリファレンスリソースのリソースエレメン
トを使用しないと仮定する必要がある。同様に、この場合には、
　ＣＱＩリファレンスリソースにおいてＰＲＳに用いられたリソースエレメントがあり、
ＣＱＩを計算する場合に、これらのＣＳＩ－ＲＳに用いられたリソースエレメントは、Ｐ
ＲＳによって占められず、データによって占められると仮定する必要があるという第１種
の可能性と、
　ＣＱＩリファレンスリソースにおいてＰＲＳリソースエレメントがないから、前記仮定
が自然に存在しないという第２種の可能性がある。
【００９０】
　要するに、上記のＣＱＩ計算方法は、ＣＳＩ－ＲＳ及びＰＲＳのＣＱＩに対する影響を
十分に考慮し、復調データのＣＱＩの正確性を保証した。具体的には、ＣＱＩ計算は、一
番簡単な場面に基づくものであって、即ち、ＣＳＩ－ＲＳ及びＰＲＳの報告されたＣＱＩ
に対する影響をできるだけ排除し、基地局は、スケジューリングするときに、現在のサブ
フレームがＣＳＩ－ＲＳ及びＰＲＳを含むかどうかによって、データのＭＣＳを適当に調
整して、システムリンクの適応性と効果を保証することができる。
【００９１】
　実施例２
　基地局が、あるＵＥに伝送モード９を配置し、基地局が当該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１５～２２であると仮定する。
【００９２】
　チャネル品質指示情報を確定する場合には、
　ｅＮｏｄｅＢがＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップと、
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥがＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリファ
レンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を実行することができる。
【００９３】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていず、
かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ｅＮｏｄｅＢは、２つの仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートを設置でき、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ
共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、２アンテナ送信ダイバーシチであると仮定す
る。
【００９４】
　前記２つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートは、ＣＳＩ－ＲＳポート１５～１８が第１の仮想Ｃ
ＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることと、ＣＳＩ－ＲＳポート１９～２２が第２の仮想
ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることとを含む。
【００９５】
　具体的には、ＣＳＩ－ＲＳポート１５～１８は、同じ信号を送信し、ＣＳＩ－ＲＳポー
ト１９～２２は、同じ信号を送信する。
【００９６】
　別の可能性として、前記２つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートは、ＣＳＩ－ＲＳポート１５、
１７、１９及び２１が第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングすることと、ＣＳＩ－
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ＲＳポート１６、１８、２０及び２２が第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングする
こととを含む。
【００９７】
　具体的には、ＣＳＩ－ＲＳポート１５、１７、１９及び２１は、同じ信号を送信し、Ｃ
ＳＩ－ＲＳポート１６、１８、２０及び２２は、同じ信号を送信する。
【００９８】
　実施例３
　基地局が、あるＵＥに伝送モード９を配置し、基地局が当該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１５～２２であると仮定する。
【００９９】
　チャネル品質指示情報を確定する場合には、
　ｅＮｏｄｅＢがＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップと、
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥがＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリファ
レンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を実行することができる。
【０１００】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置していず、か
つｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ＵＥは、４つの仮想のＣＳＩ
－ＲＳポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデータ共有チャネ
ルに用いられる伝送ポリシーは、４アンテナ送信ダイバーシチであると仮定する。
【０１０１】
　前記４つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートについて、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１６は、第
１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び１８は、第２
の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１９及び２０は、第３の
仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート２１及び２２は、第４の仮
想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングする。
【０１０２】
　具体的には、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１６は、同じ信号を送信し、ＣＳＩ－ＲＳポ
ート１７及び１８は、同じ信号を送信し、ＣＳＩ－ＲＳポート１９及び２０は、同じ信号
を送信し、ＣＳＩ－ＲＳポート２１及び２２は、同じ信号を送信する。
【０１０３】
　または、前記４つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートについて、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１
９は、第１の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１６及び２０
は、第２の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び２１は
、第３の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングし、ＣＳＩ－ＲＳポート１８及び２２は、
第４の仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングする。
【０１０４】
　具体的には、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び１９は、同じ信号を送信し、ＣＳＩ－ＲＳポ
ート１６及び２０は、同じ信号を送信し、ＣＳＩ－ＲＳポート１７及び２１は、同じ信号
を送信し、ＣＳＩ－ＲＳポート１８及び２２は、同じ信号を送信する。
【０１０５】
　実施例４
　基地局が、あるＵＥに伝送モード９を配置し、基地局が当該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から２２であると仮定する。
【０１０６】
　チャネル品質指示情報を確定する場合には、
　ｅＮｏｄｅＢがＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップと、
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥがＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリファ
レンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を実行することができる。
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【０１０７】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていず、
かつｅＮｏｄｅＢのＣＳＩ－ＲＳポートの数が８に等しいと、ｅＮｏｄｅＢは、１つの仮
想のＣＳＩ－ＲＳポートを設置でき、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下りデー
タ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、シングル層の伝送であると仮定する。
【０１０８】
　更に、前記１つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートについて、ＣＳＩ－ＲＳポート１５及び２２
は、１つの仮想ＣＳＩ－ＲＳポートにマッピングする。
【０１０９】
　実施例５
　チャネル品質指示情報を確定する場合には、
　ｅＮｏｄｅＢがＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップと、
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥがＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリファ
レンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を実行することができる。
【０１１０】
　伝送モード９について、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていなけ
れば、ＵＥは、Ｎ個の仮想ポートを設置し、この場合、ＣＱＩリファレンスリソースの下
りデータ共有チャネルに用いられる伝送ポリシーは、Ｎアンテナ送信ダイバーシチである
と仮定し、ここで、Ｎは自然数で、ＣＲＳのポートの数またはＣＳＩ－ＲＳポートの数に
よって確定され、Ｎは１、２、４であってもよい。
【０１１１】
　実施例６
　チャネル品質指示情報を確定する場合には、
　ｅＮｏｄｅＢがＣＳＩ－ＲＳとＣＲＳをＵＥに送信するステップと、
　ＵＥがＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳに基づいてチャネル測定を行うステップと、
　ＵＥがＣＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果によってＣＱＩリファ
レンスリソース上のＣＱＩ値を確定するステップと、を実行することができる。
【０１１２】
　ここで、周波数領域において、ＣＱＩリファレンスリソースは、１グループの下り物理
資源ブロックで定義され、下り物理資源ブロックがソースＣＱＩ値の相応な周波数帯域上
に対応する。時間領域において、ＣＱＩリファレンスリソースは、下りサブフレームで定
義される。伝送層ドメインにおいて、何れかのＲＩ及びＰＭＩでＣＱＩリファレンスリソ
ースを定義し、ＣＱＩは、前記ＲＩとＰＭＩを条件とする。
【０１１３】
　前記ＣＱＩリファレンスリソースについて、チャネル品質情報測定サブフレームからな
る配置可能な、ＣＳＩ測定用の測定サブセットが１つあれば、チャネル測定または干渉測
定は、当該測定サブセットにより定義されたサブフレームに限られる。基地局は、上位層
シグナリングによって前記測定サブセットを配置し、または、非周期的なトリガによって
前記測定サブセットを配置することができる。時間領域において、前記ＣＱＩリファレン
スリソースの下りサブフレームは、前記の測定サブセットに定義される必要がある。
【０１１４】
　実施例７
　本実施例は、ＵＥに設置されることができ、チャネル品質指示情報を確定する装置を提
供し、当該ＵＥ及びｅＮｏｄｅＢを含むシステムが図２に示され、
　前記ｅＮｏｄｅＢは、
　端末にＣＳＩ－ＲＳ及び/またはＣＲＳを送信するように設置される送信モジュールと
、
　端末から送信されたＣＱＩを受信するように設置される受信モジュールとを含む。
【０１１５】
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　前記ＵＥは、
　基地局から送信されたＣＳＩ－ＲＳ及び/またはＣＲＳを受信することに用いられる受
信モジュールと、
　受信モジュールにより受信されたＣＳＩ－ＲＳ及び/またはＣＲＳに基づいてチャネル
測定を行い、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されていなければ、ＣＲＳ
に基づいてチャネル測定を行い、ＵＥがｅＮｏｄｅＢによってＰＭＩ/ＲＩを配置されて
いれば、ＣＳＩ－ＲＳに基づいてチャネル測定を行うことに用いられる測定モジュールと
、
　ＣＳＩリファレンスリソース及びＣＱＩの計算条件を確定することに用いられる確定モ
ジュールと、
　確定モジュールにより確定された条件及び測定モジュールの測定結果に基づいてＣＳＩ
リファレンスリソースに対応するＣＱＩ値を計算することに用いられる計算モジュールと
、
　送信モジュールと、を含む。
【０１１６】
　前記確定モジュールは、ＣＱＩの条件を計算するときに、ＣＳＩ－ＲＳがＣＱＩリファ
レンスリソースのリソースエレメントを使用しないと仮定してよく、
　前記確定モジュールは、ＣＱＩの条件計算するときに、ＰＲＳがＣＱＩリファレンスリ
ソースのリソースエレメントを使用しないと仮定してもよい。
【０１１７】
　明らかに、ＵＥは、ＣＳＩ－ＲＳまたはＣＲＳによってチャネル測定を行い、そしてＣ
ＱＩリファレンスリソースを確定し、チャネル測定結果に基づいてＣＱＩリファレンスリ
ソース上のＣＱＩ値を確定することができる。
【０１１８】
　前記は、本発明の好適な実施形態だけであるが、本発明の保護範囲を限定することに用
いられるものではない。
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