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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
　ランク値を決定するための手段と、
　固有ビーム形成のために使用されるプレコーディングマトリックスを示すマトリックス
インデックスを決定するための手段と、
　前記マトリックスインデックスおよび前記ランク値を含む逆方向リンクメッセージを送
信するための手段とを備える装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置であって、前記ランク値を決定するための手段が、チャンネル推
定値を測定するための手段を備える装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の装置であって、前記ランク値を決定するための手段が、干渉の量を測
定するための手段を備える装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の装置であって、前記マトリックスインデックスを決定するための手段
が、前記決定されたランク値を使用するための手段を備える装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の装置であって、前記マトリックスインデックスを決定するための手段
が、メモリーに保存された複数のプレコーディングマトリックスの各プレコーディングマ
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トリックスを分析するための手段を備える装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の装置であって、前記マトリックスインデックスを決定するための手段
が、最も高いスペクトル効率を選択するための手段を備える装置。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
　固有ビーム形成のために使用されるプレコーディングマトリックスを示すマトリックス
インデックスおよびランク値を受信し、
　前記ランク値および前記マトリックスインデックスを使用して、ビーム形成重み値を含
む前記プレコーディングマトリックスを抽出し、
　前記抽出されたプレコーディングマトリックスが使用されるべきかどうかを決定するよ
うに構成されたプロセッサを備える装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の装置であって、前記プロセッサは、更に、前記受信されたランク値を
使用して前記マトリックスインデックスを抽出するように構成される装置。
【請求項９】
　請求項７に記載の装置であって、前記プロセッサは、更に、前記マトリックスインデッ
クスを決定するために、復調するビットの数を決定するように構成される装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置であって、前記プロセッサは、更に、前記復調するビットの数を
決定することが前記ランク値を分析することを含むように構成される装置。
【請求項１１】
　ＭＩＭＯ通信システムにおけるプレコーディングの方法であって、
　ランク値を決定することと、
　固有ビーム形成のために使用されるプレコーディングマトリックスを示すマトリックス
インデックスを決定することと、
　前記マトリックスインデックスおよび前記ランク値を含む逆方向リンクメッセージを送
信する送信機を使用することとを備える方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法であって、前記ランク値を決定することが、チャンネル推定値
を測定することを含む方法。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の方法であって、前記マトリックスインデックスを決定することが、
干渉の量を測定することを含む方法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の方法であって、前記マトリックスインデックスを決定することが、
前記決定されたランク値を使用することを含む方法。
【請求項１５】
　請求項１１に記載の方法であって、前記マトリックスインデックスを決定することが、
メモリーに保存された複数のプレコーディングマトリックスの各プレコーディングマトリ
ックスを分析することを含む方法。
【請求項１６】
　請求項１１に記載の方法であって、前記マトリックスインデックスを決定することが、
最も高いスペクトル効率を選択することを含む方法。
【請求項１７】
　無線通信システムにおけるプレコーディングの方法であって、
　固有ビーム形成のために使用されるプレコーディングマトリックスを示すマトリックス
インデックスおよびランク値を受信することと、
　前記ランク値および前記マトリックスインデックスを使用して、複数の固有ビーム形成
重み値を含む前記プレコーディングマトリックスを抽出することと、
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　前記抽出されたプレコーディングマトリックスが使用されるべきかどうかを決定するこ
ととを備える方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、更に、前記受信されたランク値を使用して前記マト
リックスインデックスを抽出することを含む方法。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の方法であって、更に、前記マトリックスインデックスを決定するた
めに、復調するビットの数を決定することを含む方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、前記復調するビットの数を決定することが、前記ラ
ンク値を分析することを含む装置。
【請求項２１】
　ＭＩＭＯ通信システムにおける、プロセッサを備える装置であって、
　前記プロセッサはランク値を決定するように構成され、
　前記プロセッサは更に、固有ビーム形成のために使用されるプレコーディングマトリッ
クスを示すマトリックスインデックスを決定するように構成され、
　前記プロセッサは更に、前記マトリックスインデックスおよび前記ランク値を含む逆方
向リンクメッセージを送信するように構成される装置。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の装置であって、前記プロセッサは更に、チャンネル推定値を測定す
るように構成され、前記測定されたチャンネル推定値はランク値を決定するために使用さ
れる装置。
【請求項２３】
　請求項２１に記載の装置であって、前記プロセッサは更に、干渉の量を測定するように
構成され、前記測定されたチャンネル推定値はランク値を決定するために使用される装置
。
【請求項２４】
　請求項２１に記載の装置であって、前記プロセッサは更に、前記マトリックスインデッ
クスを決定するために、前記決定されたランク値を使用するように構成される装置。
【請求項２５】
　請求項２１に記載の装置であって、前記プロセッサは更に、前記マトリックスインデッ
クスを決定するために、メモリーに保存された複数のプレコーディングマトリックスの各
プレコーディングマトリックスを分析するように構成される装置。
【請求項２６】
　請求項２１に記載の装置であって、前記プロセッサは更に、前記マトリックスインデッ
クスを決定するために、最も高いスペクトル効率を選択するように構成される装置。
【請求項２７】
　機械読取り可能な記憶媒体であって、
　プロセッサにより実行されたときに、
　ランク値を決定し、
　固有ビーム形成のために使用されるプレコーディングマトリックスを示すマトリックス
インデックスを決定し、
　前記マトリックスインデックスおよび前記ランク値を含む逆方向リンクメッセージを送
信することを含む複数の動作を該プロセッサに行わせる複数の命令を備える記憶媒体。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の記憶媒体であって、前記マトリックスインデックスを決定すること
が、前記決定されたランク値を使用することを含む記憶媒体。
【請求項２９】
　請求項２７に記載の記憶媒体であって、前記マトリックスインデックスを決定すること
が、メモリーに保存された複数のマトリックスの各マトリックスを分析することを含む記
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憶媒体。
【請求項３０】
　機械読取り可能な記憶媒体であって、
　プロセッサにより実行されたときに、
　固有ビーム形成のために使用されるプレコーディングマトリックスを示すマトリックス
インデックスおよびランク値を受信し、
　前記ランク値および前記マトリックスインデックスを使用して、複数の固有ビーム形成
重み値を含む前記プレコーディングマトリックスを抽出し、
　前記抽出されたプレコーディングマトリックスが使用されるべきかどうかを決定するこ
とを含複数の動作を該プロセッサに行わせる複数の命令を備える記憶媒体。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の機械読取り可能な記憶媒体であって、前記複数の動作が、更に、前
記マトリックスインデックスを決定するために、復調するビットの数を決定することを含
み、前記復調するビットの数を決定することが、前記ランク値を分析することを含む記憶
媒体。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　本件の記述は、一般にはプレコーディング技術に関し、更に特定すれば、周波数分割二
重化（ＦＤＤ）を使用する多重入力および多重出力（ＭＩＭＯ）システムのためのプレコ
ーディングに関する。
【背景】
【０００２】
　無線通信システムは、音声およびデータ等のような種々のタイプの通信コンテンツを提
供するために、広く展開されている。これらシステムは、利用可能なシステムリソース（
帯域幅および送信電力）を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートでき
る多重アクセスシステムであってよい。このような多重アクセスシステムの例には、コー
ド分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システム、時間分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）システム
、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多重アクセス（
ＯＦＤＭＡ）システムが含まれる。
【０００３】
　一般に、無線多重アクセス通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポ
ートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での送信を介して
、１以上のベースステーションと通信する。順方向リンク（またはダウンリンク）は、ベ
ースステーションから端末への通信リンクを意味し、逆方向リンク（またはアップリンク
）は、端末からベースステーションへの通信リンクを意味する。この通信リンクは、シン
グルイン－シングルアウト、複数イン－シングルアウト、または複数イン－複数アウト（
ＭＩＭＯ）システムを介して樹立されてよい。
【０００４】
　ＭＩＭＯシステムは、データ通信のために複数（ＮＴ）の送信アンテナおよび複数（Ｎ

Ｒ）の受信アンテナを用いる。ＮＴの送信アンテナおよびＮＲの受信アンテナによって形
成されるＭＩＭＯチャンネルは、空間チャンネルとも称されるＮＳの独立チャンネルに分
解されてよく、ここではＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ，ＮＲ｝である。ＮＳの独立チャンネルの各
々が次元に対応する。複数の送信および受信アンテナにより形成された追加の次元が利用
されれば、該ＭＩＭＯシステムは改善された特性（例えばより高いスループット、より大
きな信頼性、最良のスペクトル効率等）を提供することができる。
【０００５】
　ＭＩＭＯシステムは、時間分割二重化（ＴＤＤ）および周波数分割二重化（ＦＤＤ）シ
ステムをサポートする。ＴＤＤシステムにおいて、順方向リンクおよび逆方向リンク送信
は同じ周波数領域上にあり、相反原理（reciprocity principle）により、逆方向リンク
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チャンネルから順方向リンクチャンネルの予測が可能になっている。これは、アクセスポ
イントにおいて複数のアンテナが利用可能であるときに、該アクセスポイントが順方向リ
ンク上において送信固有ビーム形成利得を抽出することを可能にする。しかし、周波数分
割二重化（ＦＤＤ）システムにおいては、順方向および逆方向リンク送信が、広く分離さ
れた周波数上にある。その結果、順方向リンクチャンネルおよび逆方向リンクチャンネル
が独立に減衰する。直接の結果は、逆方向リンクチャンネル予測が、順方向リンクの瞬間
的なチャンネル知識を提供しないことである。この問題は、ＭＩＭＯとしても知られる複
数の送信アンテナおよび複数の受信アンテナを備えたシステムにおいては、更に複雑化さ
れる。
【０００６】
　従って、受信機が逆方向リンク上でビームベクトル情報を送信し、次いで送信機がこの
情報を使用して好ましい方向で受信機へとデータを送信するプレコーディングの方法につ
いての必要性が存在する。
【発明の簡単な概要】
【０００７】
　一実施形態において、装置は、各々が論理回路を有する複数の電子装置を含んでなり、
該装置は１以上の電子装置を使用して、好ましいランク値およびマトリックスインデック
スを決定するように構成される。該装置は更に、前記ランク値およびマトリックスインデ
ックスを、もう一つの電子装置へと送信するように構成される。
【０００８】
　一実施形態において、装置は、各々が論理回路を有する複数の電子装置を含んでなり、
ここでの装置は、１以上の電子装置を使用して、ランク値およびマトリックスインデック
スを含んでなるメッセージを受信するように構成される。該装置は更に、受信されたマト
リックスが使用されてよいか、または捨象されてよいかを決定するように構成される。
【０００９】
　本発明の全ての利点および範囲の更に完全な理解は、添付の図面、説明および特許請求
の範囲から得ることができる。
【００１０】
　本開示の特徴、性質および利点は、全体を通して参照符号が対応するものを同定する図
面と共に考慮されたときに、以下の詳細な説明から更に明らかになるであろう。
【詳細な説明】
【００１１】
　図１を参照すると、一実施形態に従う多重アクセス無線通信システムが図示されている
。アクセスポイント１００（ＡＰ）は複数のアンテナ群を含んでおり、その内の一つは１
０４および１０６を含み，もう一つは１０８および１１０を含み、更に追加の一つは１１
２および１１４を含んでいる。図１では、各アンテナ群について二つのアンテナだけが示
されているが、より多くの、またはより少ないアンテナが各アンテナ群のために使用され
てよい。アクセス端末１１６（ＡＴ）は、アンテナ１１２および１１４と通信しており、
ここでのアンテナ１１２および１１４は、順方向リンク１２０上でアクセス端末１１６へ
と情報を送信し、また逆方向リンク１１８上でアクセス端末１１６から情報を受信する。
アクセス端末１２２はアンテナ１０６および１０８と通信しており、ここでのアンテナ１
０６および１０８は、順方向リンク１２６上でアクセス端末１２２へと情報を送信し，ま
た逆方向リンク１２４上でアクセス端末１２２から情報を受信する。ＦＤＤシステムにお
いて、通信リンク１１８，１２０，１２４および１２６は、通信のための異なる搬送数波
数を使用してよい。例えば、順方向リンク１２０は、逆方向リンク１１８によって使用さ
れるものとは異なる搬送周波数を使用してよい。
【００１２】
　各アンテナ群および／またはそれらが通信するように設計されるエリアは、屡々、アク
セスポイントのセクターと称される。この実施形態において、アンテナ群の各々は、アク
セスポイント１００によってカバーされるエリアの１セクターにおいて、アクセス端末へ
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通信するように設計される。
【００１３】
　順方向リンク１２０および１２６上での通信において、アクセスポイント１００の送信
アンテナは、異なるアクセス端末１１６および１２４のための順方向リンクの空間効率を
改善するために、固有ビーム形成を利用する。また、その受信可能範囲の全体を通してラ
ンダムに点在するアクセス端末へ送信するために固有ビーム形成を使用するアクセスポイ
ントは、一つのアンテナでその全てのアクセス端末へと送信するアクセスポイントよりも
、隣接セルにおけるアクセス端末に対して生じる干渉が小さい。
【００１４】
　アクセスポイントは、端末と通信するために使用される固定ステーションであってよく
、またアクセスポイント、ノードＢ、または他の用語で言及されてよい。アクセス端末も
また、モバイル端末、ユーザ装置（ＵＥ）、無線通信装置、端末、アクセス端末、または
他の用語で呼ばれてよい。
【００１５】
　図２は、ＭＩＭＯシステム２００における送信システム２１０（アクセスポイントとし
ても知られる）および受信機システム２５０（アクセス端末としても知られる）の実施形
態のブロック図である。送信機システム２１０において、多くのデータストリームについ
てのトラヒックデータが、データソース２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ２１４
に提供される。
【００１６】
　一実施形態において、各データストリームはそれぞれの送信アンテナ上を送信される。
ＴＸデータプロセッサ２１４は、コード化されたデータを提供するために、各データスト
リームについてのトラヒックデータを、該データストリームについて選択された特定のコ
ード化スキームに基づいてフォーマットし、コード化し、インターリーブする。幾つかの
実施形態において、ＴＸデータプロセッサ２１４は、プレコーディングマトリックスを使
用して、データストリームのシンボルに固有ビーム形成重みを適用する。
【００１７】
　各データストリームについてのコード化されたデータは、ＯＦＤＭＡ技術を使用して、
パイロットデータトと共に多重化されてよい。パイロットデータは、既知の方法で処理さ
れる典型的に既知のデータパターンであり、チャンネル応答を推定するために受信機シス
テムにおいて使用されてよい。各データストリームのための多重化されたパイロットデー
タおよびコード化されたデータは、次いで、変調シンボルを提供するために当該データス
トリームのために選択された特定の変調スキーム（例えばＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳ
Ｋ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調される（即ち、シンボルマップされる）。各デー
タストリームのためのデータレート、コーディング、および変調は、プロセッサ２３０に
よって実行される命令によって決定されてよい。
【００１８】
　全てのデータストリームのための変調シンボルは、次いで、該変調シンボル（例えばＯ
ＦＤＭのため）を更に処理し得るＴＸ・ＭＩＭＯプロセッサ２２０に与えられる。ＴＸ・
ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、次いで、ＮＴ変調シンボルストリームをＮＴ送信機（ＴＭ
ＴＲ）２２２ａ～２２２ｔに与える。一定の実施形態において、ＴＸ・ＭＩＭＯプロセッ
サ２２０は、固有ビーム形成重みを、該データストリームのシンボルおよび該シンボルが
送信されるアンテナに適用する。これらの固有ビーム形成重みは、メモリー２３２から検
索され得る層マトリックスにより、複数のアンテナの一つを使用して決定される。
【００１９】
　各送信機２２２は、それぞれのシンボルストリームを受信および処理して１以上のアナ
ログ信号を提供し、更に該アナログ信号を調整（例えば増幅、フィルタ、およびアップコ
ンバート）して、ＭＩＭＯチャンネル上での送信に適した変調信号を提供する。
【００２０】
　送信機（ＴＭＴＲ）２２２ａ～２２２ｔからのＮＴ変調信号は、次いで、ＮＴアンテナ
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２２４ａ～２２４ｔからそれぞれ送信される。
【００２１】
　受信機システム２５０において、送信された変調信号は、ＮＲアンテナ２５２ａ～２５
２ｒによって受信され、各アンテナ２５２からの受信された信号は、それぞれの受信機（
ＲＣＶＲ）２５４ａ～２５４ｒに提供される。各受信機２５４は、それぞれの受信された
信号を調整（例えばフィルタ、増幅およびダウンコンバート）し、該調整された信号をデ
ジタル化してサンプルを与え、該サンプルを更に処理して対応する「受信された」シンボ
ルストリームを提供する。
【００２２】
　ＲＸデータプロセッサ２６０は、次いで、ＮＲの受信機２５４からのＮＲの受信された
シンボルストリームを、特定の受信機処理技術に基づいて受信および処理し、約ＮＴの「
検出された」シンボルストリームを提供する。ＲＸデータプロセッサ２６０は、次いで、
各検出されたシンボルストリームを復調、脱インターリーブ、およびデコード化して、デ
ータストリームのためのトラヒックデータを回復する。このＲＸデータプロセッサ２６０
による処理は、送信機システム２１０において、ＴＸ・ＭＩＭＯプロセッサ２２０および
ＴＸデータプロセッサ２６０により行われるものに対して相補的である。
【００２３】
　プロセッサ２７０は、何れのプレコーディングマトリックスを使用するかを周期的に決
定する（下記で述べる）。プロセッサ２７０は、マトリックスインデックス部分およびラ
ンク値部分を含んでなる逆方向リンクメッセージを構築する。この逆方向リンクメッセー
ジは、通信リンクおよび／または受信されたデータストリームに関する種々のタイプの情
報を含んでよい。次いで、この逆方向リンクメッセージは、データソース２３６からの多
くのデータストリームのためのトラヒックデータをも受信するＴＸデータプロセッサ２３
８によって処理され、変調器２８０によって変調され、送信機２５４ａ～２５４ｒによっ
て調整され、送信機システム２１０へと逆送信される。
【００２４】
　送信機システム２１０において、受信機システム２５０からの変調された信号は、アン
テナ２２４によって受信され、受信機２２２によって調整され、復調器２４０によって復
調され、受信機システム２５０により送信された逆方向リンクメッセージを抽出するため
にＲＸデータプロセッサにより処理される。次いで、プロセッサ２３０は、固有ビーム形
成重みを決定するために何れのプレコーディングマトリックスを使用するかを決定し、次
いで抽出されたメッセージを処理する。
【００２５】
　図２はＭＩＭＯシステムを述べているが、同じシステムは、複数の送信アンテナ（例え
ばベースステーション上のもの）が、一つのシンボルストリームを一つのアンテナ装置（
たとえばモバイルステーション）へと送信する多重入力単一出力のシステムに適用されて
よい。また、単一入力アンテナシステムへの単一出力も、図２に関して説明したのと同じ
方法で利用されてよい。
【００２６】
　プレコーディングを可能にするＭＩＭＯシステムにおいては、固有ビーム形成のために
一組のプレコーディングマトリックスが使用される。２Ｎマトリックスが発生され（Ｎは
使用されるビットの数、例えば６）、各マトリックスはＭ×Ｌであり、ここでのＭはアン
テナの数であり、Ｌは層（ランクとも称される）の数である。各々のＭ×Ｌエントリーは
、送信機システム（アクセスポイントとも称される）によって使用される固有ビーム形成
重みを与える。一般に、当該システムを配備する前に、これらマトリックスが計算され、
且つアクセス端末およびアクセスポイントの両方のメモリーに保存される。一つの側面に
おいて、これらマトリックスは経時的にリアルタイムで更新されてよい。また、各マトリ
ックスにはインデックス数が与えられる。ＡＴ１１６がマトリックスの使用を要求したい
ときに、ＡＴ１１６は単純にマトリックスインデックスを送信する。配備されたシステム
に応じて、該マトリックスをインデックスするために６ビットが使用されてよく、従って
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６４のマトリックスをインデックスする。なお、インデックスするために使用されるビッ
トの数は、６４より多くの、または６４より少ないマトリックスを使用するシステムオペ
レータの要望に基づいて変化する。
【００２７】
　図３は、ＡＴのプロセッサ２７０によって実行されるプロセス３００を図示している。
ブロック３２０では、ＡＰに与えるランク値を決定するために、ランク決定論理が当該プ
ロセッサによって実行される。このランク値は、幾つかの因子、例えばチャンネル推定測
定値、干渉の量、またはＡＴ１１６の幾何学的形状（即ち、アンテナの数、アンテナの配
置等）に基づいて決定される。３０４においては、プレコーディングマトリックスを決定
するために、マトリックス決定論理がプロセッサ２７０によって実行される。このマトリ
ックスは、例えば、サポート可能な最高のスペクトル効率に基づいて決定される。ランク
値およびプレコーディングマトリックスの両方が、相互に関連して決定されてよい。例え
ば、プロセッサは全ての可能なランクを通って循環し、各ランクに付随した特定のマトリ
ックスに基づいて可能なスペクトル効率を計算する。次いで、プロセッサは、最高のスペ
クトル効率を提供するランクおよびマトリックスを選択する。
【００２８】
　ブロック３０６において、プロセッサ２７０は、マトリックスインデックス部分（例え
ば６ビット）およびランク部分（例えば、４×４ＭＩＭＯについて２ビット）を有するメ
ッセージを発生させるために、メッセージ構築論理を実行する。マトリックスインデック
ス部分は、選択されたマトリックスに関連したマトリックスインデックスを提供するため
に使用される。ランク部分は、ＡＴにより使用されるのに好ましいランク値を提供するた
めに使用される。配備されたシステムに依存して、より低いランク値が使用されれば、よ
り低いランク値に関連したマトリックスについてのインデックスは、該マトリックスイン
デックス部分の６ビット全部は使用されないようなものであろう。これは例えば、選択さ
れたマトリックス群が層１について３ビットインデックス部分を占めるだけであるように
、プレコーディングマトリックスをインデックスすることによって達成されてよい。これ
は、層１について、マトリックスインデックスの範囲が０－２＊＊３－１であることを意
味している。この型のシステムが配備されれば、ＡＰ１００は最初にランク値を決定し、
プレコーディングマトリックスインデックスを決定するために必要とされるこれらのビッ
トを処理するだけである。ブロック３０８において、プロセッサ２７０は送信論理を実行
して、ブロック３０６において構築されたメッセージを逆方向リンク上で送信する。
【００２９】
　図４は、ＡＰのプロセッサ２３０により実行されるプロセス４００を図示している。ブ
ロック４０２において、プロセッサ２３０は、マトリックスインデックス部分およびラン
ク部分を含んでなる逆方向リンク上で受信されたメッセージを処理するために、プレコー
ディングメッセージ処理論理を実行する。このメッセージは周期的に受信され、従って、
プレコーディングメッセージ処理論理は周期的に実行される。ブロック４０４において、
プロセッサ２３０は、逆方向リンク上で適性なマトリックスインデックスおよびランク値
が受信されたかどうかを決定する。環境の条件に応じて、マトリックスインデックスおよ
びランク値を含むメッセージは消去されている可能性があり、或いは、それはＡＰに適正
に到達しなかったか、またはデータが破損したかもしれない。ＡＰ１００が逆方向リンク
上で適正なメッセージを受信したことを認証するために、種々の方法を使用してよい。ブ
ロック４０４において、前記メッセージが認証されなかったこと、またはマトリックスイ
ンデックス部分が認証されなかったことが決定されると、ブロック４０６において、ＡＰ
１００は適切なプレコーディングマトリックスを選択する．ＡＰ１００は、現在のマトリ
ックスを使用し続けるか、或いは、プロセッサ２３０が現在のマトリックスは最早有効で
ないことを決定すれば、新しいマトリックスを選択するであろう。プロセッサ２３０はマ
トリクスを選択し、またはメモリー２３２からランダムにマトリックスを選択するために
、メモリー２３２に保存された幾つかの予め定められた方法／閾値を使用してよい。
【００３０】
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　しかし、ブロック４０４において、マトリックスインデックスおよびランク情報を含ん
でなるメッセージが受信され、認証されたことが決定されれば、次いでブロック４０８に
おいて、プロセッサ２３０は抽出論理を実行してランク情報を抽出し、ランク値を決定す
る。ブロック４１０において、プロセッサ２３０は、プレコーディングマトリックスイン
デックスビットを抽出するためのメッセージ抽出論理を実行する。一実施形態においては
、抽出後に、マトリックスインデックス部分を構成する全てのビットを復調して、マトリ
ックスインデックスを決定する。もう一つの実施形態において、プロセッサ２３０はブロ
ック４０８で決定されたランク値を使用して、復調するマトリックスインデックス部分の
ビットの数を決定する。例えば、ランク値が１であれば、ランク値１に関連した全てのマ
トリックスは０～３（例えば０００００～００００１１）の範囲であってよい。こうして
、高いレンジ値（ここでは３）を解釈するために必要とされるビットだけが復調される。
この例においては、マトリックスインデックス部分の最も重要度の低い二つのビットだけ
が復調されることを必要とされるであろう。データを提供する等の他の種々の目的のため
に使用される他のビットは無視される。適正なビットが復調され、マトリックスインデッ
クスが誘導されたら、ブロック４１２において、プロセッサ２３０は、誘導されたマトリ
ックスインデックスに関連したマトリックスが使用できるかどうかを決定するために、マ
トリックス使用論理を実行する。複数ユーザシステムにおいて、ＡＰ１００は幾人かのユ
ーザからのプレコーディング要求を受信する。このＡＰ１００には、特定のマトリックス
の使用を決定するための予め定められた基準が与えられる。この側面において、ＡＰ１０
０は、要求されたマトリックスが各ユーザの現在の条件に基づいて使用できるか否かを決
定してよい。ブロック４１４において、受信されたマトリックスインデックスに関連する
マトリックスが使用できないと決定されれば、プロセッサ２３０は、固有ビーム形成のた
めのもう一つのマトリックスを選択するために、別のマトリックス選択論理を実行する。
或いは、ブロック４１６において、プロセッサ２３０は、固有ビーム形成のために抽出さ
れたマトリックスインデックスに関連したマトリックスを使用する。
【００３１】
　ここで述べた技術は、種々の手段により実行されてよい。例えば、これらの技術はハー
ドウエア、ソフトウエア、またはそれらの組み合わせにおいて実行されてよい。ハードウ
エア実施について、これらの技術のための処理ユニット（例えばプロセッサ２３０および
２７０、ＴＸおよびＲＸプロセッサ２１２および２６０等）は、１以上の電子装置、例え
ばアプリケーション特異的集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理装置（ＰＬＤ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、マイクロプロセッサ、ここに記載した機能を実行するように設計された他の電子ユ
ニット、またはそれらの組み合わせの中に実装されてよい。
【００３２】
　ソフトウエア実施については、ここに記載した技術は、ここで説明した機能を実行する
モジュール（例えば手順、機能等）を用いて実施されてよい。ソフトウエアコードは、メ
モリーユニット（例えば、図２におけるメモリー２３２および２７２）の中に保存されて
よく、またプロセッサ（例えばコントローラ２３０）によって実施されてよい。メモリー
ユニットはプロセッサ内に実装されてよく、またはプロセッサの外部に実装されてよいが
、何れの場合にも、それは当該技術で知られた種々の手段を介して、通信的にプロセッサ
に結合される。
【００３３】
　ここに含められる見出しは、参照のため、および一定のセクションの場所を見付けるの
を補助するためのものである。これらの見出しは、その下に記載される概念の範囲を限定
しようとするものではなく、これらの概念は、全体の明細書を通して他のセクションにお
ける適応可能性を有してよい。
【００３４】
　開示された実施形態の先の説明は、当業者が本発明を製造または使用することを可能に
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するために提供される。これらの実施形態に対する種々の変形は当業者に容易に明らかで
あろうし、ここに定義される一般的な原理は、本発明の精神または範囲を逸脱することな
く他の実施形態に適用されてよい。従って、本発明は、ここに示された実施形態に限定さ
れるものではなく、ここに開示された原理および新規な特徴に一致した最も広い範囲が与
えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は、一実施形態に従う多重アクセス無線通信システムを図示している。
【図２】図２は、通信システムのブロック図である。
【図３】図３は、アクセス端末によって実施されるプロセスを図示している。
【図４】図４は、アクセスポイントによって実行されるプロセスを図示している。

【図１】

【図２】

【図３】
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