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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク装置により送信された第１の基準信号を受信するステップと、
　前記第１の基準信号を測定して測定結果を取得するステップと、
　前記測定結果に従って少なくとも１つのマッピング関係をマッピング関係集合から決定
するステップであって、前記マッピング関係集合は第１の関係集合、第２の関係集合、ま
たは第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、前記第１の関係集合は送信層の数が決
定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、前記第２の関係集合
は前記送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含み、前記
第３の関係集合は前記送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複
数のマッピング関係を含む、ステップと、
　通知メッセージを前記ネットワーク装置に送信するステップであって、前記通知メッセ
ージは前記決定されたマッピング関係を示すために使用される、ステップと、
　を含み、
　前記マッピング関係集合が前記第１の関係集合を含むとき、前記測定するステップおよ
び前記決定するステップは、前記第１の基準信号を測定してチャネル係数を取得するステ
ップと、前記チャネル係数およびコードブックに従ってチャネルの等価なチャネル係数を
計算するステップと、前記チャネルの等価なチャネル係数に従って各層の信号対雑音比を
計算するステップと、各層の信号対雑音比に従って前記第１の関係集合内の各符号語と層
のマッピング関係のチャネル容量を計算するステップと、最大チャネル容量を有する符号
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語と層のマッピング関係を決定するステップとを含む、
信号送信方法。
【請求項２】
　チャネル品質インジケータＣＱＩを前記ネットワーク装置に送信するステップであって
、前記ＣＱＩの量または前記ＣＱＩの値のうち少なくとも１つは前記決定された少なくと
も１つのマッピング関係に従って取得される、ステップをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を
含み、前記第１のマッピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップさ
れ、第２の符号語は第２の送信層集合にマップされ、前記第２のマッピング関係において
、前記第１の符号語は第３の送信層集合にマップされ、前記第２の符号語は第４の送信層
集合にマップされ、
　各送信層集合は少なくとも１つ送信層を含み、前記第１の送信層集合は前記第３の送信
層集合とは異なり、前記第２の送信層集合は前記第４の送信層集合とは異なる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第
１の関係は第１の条件を満たし、前記第１の条件は、
　ｋ個の符号語と夫々の送信層の間のマッピング関係において、ｉ番目の符号語およびｊ
番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ、各符号語は少なくとも１つ送信
層にマップされ、前記ｉ番目の符号語に対応する前記層内の最小シーケンス番号を有する
層は前記ｍ番目の送信層であり、前記ｊ番目の符号語に対応する前記層内の最大シーケン
ス番号を有する層は前記ｎ番目の送信層である、
　というものである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第３の関係集合は前記ＤＭ－ＲＳポートおよび前記ＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッ
ピング関係集合である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する少なくとも２つの基準信
号を含み、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記基準信号は異なるポートに対
応し、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記第１の基準信号に含まれる前記少
なくとも２つの基準信号は重みをプリコーディングすることにより取得された基準信号で
ある、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ネットワーク装置により、第１の基準信号をユーザ機器ＵＥに送信するステップと、
　前記ネットワーク装置により、前記ＵＥにより送信され前記第１の基準信号に従って生
成された通知メッセージを受信するステップであって、前記通知メッセージはマッピング
関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係を示すために使用される、ステップと、
　前記ネットワーク装置により、前記通知メッセージに従って前記少なくとも１つのマッ
ピング関係を前記マッピング関係集合から取得するステップと、
　を含み、
　前記少なくとも１つのマッピング関係は前記第１の基準信号に従って前記ＵＥにより前
記マッピング関係集合から決定され、前記マッピング関係集合は第１の関係集合、第２の
関係集合、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、前記第１の関係集合は送
信層の数が決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、前記第
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２の関係集合は前記送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係
を含み、前記第３の関係集合は前記送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポ
ートの間の複数のマッピング関係を含み、
　前記マッピング関係集合が第１の関係集合を含むとき、前記マッピング関係は、前記第
１の基準信号を測定してチャネル係数を取得するステップと、前記チャネル係数およびコ
ードブックに従ってチャネルの等価なチャネル係数を計算するステップと、前記チャネル
の等価なチャネル係数に従って各層の信号対雑音比を計算するステップと、各層の信号対
雑音比に従って前記第１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係のチャネル容量を
計算するステップと、最大チャネル容量を有する符号語と層のマッピング関係を決定する
ステップとにより決定される、
　信号送信方法。
【請求項９】
　前記ＵＥにより送信されたチャネル品質インジケータＣＱＩを受信するステップであっ
て、前記ＣＱＩの量または前記ＣＱＩの値のうち少なくとも１つは前記決定された少なく
とも１つのマッピング関係に従って取得される、ステップをさらに含む、請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を
含み、前記第１のマッピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップさ
れ、第２の符号語は第２の送信層集合にマップされ、前記第２のマッピング関係において
、前記第１の符号語は第３の送信層集合にマップされ、前記第２の符号語は第４の送信層
集合にマップされ、
　各送信層集合は少なくとも１つ送信層を含み、前記第１の送信層集合は前記第３の送信
層集合と異なり、前記第２の送信層集合は前記第４の送信層集合とは異なる、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第
１の関係は第１の条件を満たし、前記第１の条件は、
　ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、ｉ番目の符号語およびｊ番目
の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ、各符号語は少なくとも１つの層にマ
ップされ、前記ｉ番目の符号語に対応する前記層内の最小シーケンス番号を有する層は前
記ｍ番目の層であり、前記ｊ番目の符号語に対応する前記層内の最大シーケンス番号を有
する層は前記ｎ番目の層である、
　というものである、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第３の関係集合は前記ＤＭ－ＲＳポートおよび前記ＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッ
ピング関係集合である、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する少なくとも２つの基準信
号を含み、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記基準信号は異なるポートに対
応し、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記第１の基準信号に含まれる前記少
なくとも２つの基準信号は重みをプリコーディングすることにより取得された基準信号で
ある、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ネットワーク装置により送信された第１の基準信号を受信するように構成された受信ユ
ニットと、
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　前記第１の基準信号を測定して測定結果を取得するように構成された測定ユニットと、
　前記測定結果に従って少なくとも１つのマッピング関係をマッピング関係集合から決定
するように構成された第１の決定ユニットであって、前記マッピング関係集合は第１の関
係集合、第２の関係集合、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、前記第１
の関係集合は送信層の数が決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係
を含み、前記第２の関係集合は前記送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数の
マッピング関係を含み、前記第３の関係集合は前記送信層とチャネル状態情報－基準信号
ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含む、第１の決定ユニットと、
　通知メッセージを前記ネットワーク装置に送信するように構成された第１の送信ユニッ
トであって、前記通知メッセージは前記第１の決定ユニットにより決定された前記マッピ
ング関係を示すために使用される、第１の送信ユニットと、
　を備え、
　前記マッピング関係集合が前記第１の関係集合を含むとき、前記測定するステップおよ
び前記決定するステップは、前記第１の基準信号を測定してチャネル係数を取得するステ
ップと、前記チャネル係数およびコードブックに従ってチャネルの等価なチャネル係数を
計算するステップと、前記チャネルの等価なチャネル係数に従って各層の信号対雑音比を
計算するステップと、各層の信号対雑音比に従って前記第１の関係集合内の各符号語と層
のマッピング関係のチャネル容量を計算するステップと、最大チャネル容量を有する符号
語と層のマッピング関係を決定するステップとを含む、
ユーザ機器ＵＥ。
【請求項１６】
　チャネル品質インジケータＣＱＩを前記ネットワーク装置に送信するように構成された
第２の送信ユニットであって、前記ＣＱＩの量または前記ＣＱＩの値のうち少なくとも１
つは前記決定された少なくとも１つのマッピング関係に従って取得される、第２の送信ユ
ニットをさらに備える、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項１７】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を
含み、前記第１のマッピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップさ
れ、第２の符号語は第２の送信層集合にマップされ、前記第２のマッピング関係において
、前記第１の符号語は第３の送信層集合にマップされ、前記第２の符号語は第４の送信層
集合にマップされ、
　各送信層集合は少なくとも１つ送信層を含み、前記第１の送信層集合は前記第３の送信
層集合とは異なり、前記第２の送信層集合は前記第４の送信層集合とは異なる、
　請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項１８】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第
１の関係は第１の条件を満たし、前記第１の条件は、
　ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、ｉ番目の符号語およびｊ番目
の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ、各符号語は少なくとも１つの層にマ
ップされ、前記ｉ番目の符号語に対応する前記層内の最小シーケンス番号を有する層は前
記ｍ番目の層であり、前記ｊ番目の符号語に対応する前記層内の最大シーケンス番号を有
する層は前記ｎ番目の層である、
　というものである、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項１９】
　前記第３の関係集合は前記ＤＭ－ＲＳポートおよび前記ＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッ
ピング関係集合である、請求項１５に記載のユーザ機器。
【請求項２０】
　前記第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である、請求項１５に記載のユーザ機器。
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【請求項２１】
　前記第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する少なくとも２つの基準信
号を含み、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記基準信号は異なるポートに対
応し、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記第１の基準信号に含まれる前記少
なくとも２つの基準信号は重みをプリコーディングすることにより取得された基準信号で
ある、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項２２】
　第１の基準信号をユーザ機器ＵＥに送信するように構成された送信ユニットと、
　前記ＵＥにより送信され前記第１の基準信号に従って生成されたマッピング関係メッセ
ージを受信するように構成された第１の受信ユニットであって、前記マッピング関係メッ
セージはマッピング関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係を示すために使用され
る、第１の受信ユニットと、
　前記マッピング関係メッセージに従って前記少なくとも１つのマッピング関係を前記マ
ッピング関係集合から取得するように構成された決定ユニットと、
　を備え、
　前記少なくとも１つのマッピング関係は前記第１の基準信号に従って前記ＵＥにより前
記マッピング関係集合から決定され、前記マッピング関係集合は第１の関係集合、第２の
関係集合、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、前記第１の関係集合は送
信層の数が決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、前記第
２の関係集合は前記送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係
を含み、前記第３の関係集合は前記送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポ
ートの間の複数のマッピング関係を含み、
　前記マッピング関係集合が第１の関係集合を含むとき、前記マッピング関係は、前記第
１の基準信号を測定してチャネル係数を取得するステップと、前記チャネル係数およびコ
ードブックに従ってチャネルの等価なチャネル係数を計算するステップと、前記チャネル
の等価なチャネル係数に従って各層の信号対雑音比を計算するステップと、各層の信号対
雑音比に従って前記第１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係のチャネル容量を
計算するステップと、最大チャネル容量を有する符号語と層のマッピング関係を決定する
ステップとにより決定される、
　ネットワーク装置。
【請求項２３】
　前記ＵＥにより送信されたチャネル品質インジケータＣＱＩを受信するように構成され
た第２の受信ユニットであって、前記ＣＱＩの量または前記ＣＱＩの値のうち少なくとも
１つは前記決定された少なくとも１つのマッピング関係に従って取得される、第２の受信
ユニットをさらに備える、請求項２２に記載のネットワーク装置。
【請求項２４】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を
含み、前記第１のマッピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップさ
れ、第２の符号語は第２の送信層集合にマップされ、前記第２のマッピング関係において
、前記第１の符号語は第３の送信層集合にマップされ、前記第２の符号語は第４の送信層
集合にマップされ、
　各送信層集合は少なくとも１つ送信層を含み、前記第１の送信層集合は前記第３の送信
層集合と異なり、前記第２の送信層集合は前記第４の送信層集合とは異なる、
　請求項２２に記載のネットワーク装置。
【請求項２５】
　送信層の数が２以上であるとき、
　前記第１の関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第
１の関係は第１の条件を満たし、前記第１の条件は、
　ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、ｉ番目の符号語およびｊ番目
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の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ、各符号語は少なくとも１つの層にマ
ップされ、前記ｉ番目の符号語に対応する前記層内の最小シーケンス番号を有する層は前
記ｍ番目の層であり、前記ｊ番目の符号語に対応する前記層内の最大シーケンス番号を有
する層は前記ｎ番目の層である
　というものである、請求項２２に記載のネットワーク装置。
【請求項２６】
　前記第３の関係集合は前記ＤＭ－ＲＳポートおよび前記ＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッ
ピング関係集合である、請求項２２に記載のネットワーク装置。
【請求項２７】
　前記第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である、請求項２２に記載のネットワーク装置
。
【請求項２８】
　前記第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する少なくとも２つの基準信
号を含み、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記基準信号は異なるポートに対
応し、前記異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する前記第１の基準信号に含まれる前記少
なくとも２つの基準信号は重みをプリコーディングすることにより取得された基準信号で
ある、請求項２７に記載のネットワーク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の諸実施形態は通信の分野に関し、特に３Ｄ－ＭＩＭＯ信号送信技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多入力多出力（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ、Ｍ
ＩＭＯ）技術が、システム容量を高めセル・カバレッジを保証するために無線通信システ
ムにおいて広く適用されている。例えば、マルチアンテナ・ベースの送信密度、開ループ
／閉ループ空間多重化、および復調基準信号（Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ、ＤＭ－ＲＳ）ベースのマルチストリーム送信がロング・ターム・
エボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ, LTE、ＬＴＥ）システム
においてダウンリンクで使用されている。当該ＤＭ－ＲＳベースのマルチストリーム送信
は、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）システムおよびフォローアップのシステムで使用
される主要な送信モードである。
【０００３】
　従来のＭＩＭＯシステムでは、データの符号語からパイロット・ポートへのマッピング
関係は、送信層の数、即ち、ランクが固定されるときは固定される。当該プロセスでは、
複数のマッピング関係が存在し、主に符号語と層のマッピング（Ｃｏｄｅｗｏｒｄ－ｔｏ
－ｌａｙｅｒ　ｍａｐｐｉｎｇ）および層からパイロット・ポートへのマッピングである
。パイロット・ポートは、チャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）ポートおよび復調
参照信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートを含む。層と対応するＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッピン
グ関係をさらに、当該層と対応する復調参照信号（ＤＭ－ＲＳ）ポートとの間のマッピン
グ関係および当該対応するＤＭ－ＲＳポートと当該対応するＣＳＩ－ＲＳポートとの間の
マッピング関係に分類してもよい。送信層の数が固定されるとき、固定されたマッピング
関係がリソースの無駄と低送信効率をもたらす。
【０００４】
　基準信号を送信するための各アンテナ・ポートは４つのアンテナ要素または４つの無線
周波数ユニットにマップされる。基準信号を送信するためのアンテナ・ポートとは送信に
使用される論理的ポートのことをいう。異なる重み付け値を使用して、異なるアンテナ要
素または異なる送受信機無線ユニット（ＴｘＲＵ、ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｒａｄｉｏ
　ｕｎｉｔ）に重み付けして、異なる方向のビームを取得する。当該重み付け値は複素数
である。アンテナ要素または基準信号を送信するためのアンテナ・ポートに対応するＴｘ
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ＲＵに実施する重み付けがマッピング関係であってもよい。図８ａは、基準信号を送信す
るための２つのアンテナ・ポートが４つのアンテナ要素にマップされるケースを示す。本
発明では、ポート０（８０２）およびポート４（８０３）は第１のアンテナ・アレイ内の
第１の列（８０１）内の４つのアンテナ要素にマップされ、ポート１（８０５）およびポ
ート５（８０６）は第１のアンテナ・アレイ内の第２の列（８０４）内の４つのアンテナ
要素にマップされ、ポート２（８０８）およびポート６（８０９）は第１のアンテナ・ア
レイ内の第３の列（８０７）内の４つのアンテナ要素にマップされ、ポート３（８１１）
およびポート７（８１２）は第１のアンテナ・アレイ内の第４の列（８１０）内の４つの
アンテナ要素にマップされる。ポート０乃至ポート７は基準信号を送信するためのアンテ
ナ・ポートである。第１のアンテナ・アレイ内の第１の列内の当該４つのアンテナ要素を
１例として使用する。第１のアンテナ・アレイ内の第１の列内の当該４つのアンテナ要素
を用いることによって形成されたビームは、ポート０およびポート４を当該４つのアンテ
ナ要素にマップすることにより、および、送信により形成される。この特定のマッピング
方式が重み付けの形であってもよい。ポート０に使用されうる重み付け値はｗ０、ｗ１、
ｗ２、およびｗ３であり、同一の４つのアンテナ要素（またはＴｘＲＵ）にマップされた
ポート４に使用される重み付け値はｗ４、ｗ５、ｗ６、およびｗ７である。ｗ０、ｗ１、
ｗ２、ｗ３、ｗ４、ｗ５、ｗ６、およびｗ７は複素数である。したがって、ポート０の、
ｗ０、ｗ１、ｗ２、およびｗ３を用いて重み付けを実施することで形成されたビームの方
向は第１の方向（８１３）であり、ポート４の、ｗ４、ｗ５、ｗ６、およびｗ７を用いて
重み付けを実施することで形成されたビームの方向は第２の方向（８１４）である。第１
の方向および第２の方向の特定のビーム方位を１つのシナリオに従って決定してもよい。
例えば、第１の方向が水平面に対して上方を指してもよく、第２の方向が水平面に対して
下方を指してもよく、または、第１の方向および第２の方向が決定された方向を別々に指
してもよい。
【０００５】
　図８ｂは、基準信号を２つのアンテナ要素に送信するためのアンテナ・ポートをマッピ
ングする略図である。ポート４（８２４）は第１のアンテナ・アレイ内の第１の列内の２
つのアンテナ要素８４１および８４２にマップされる。ポート０（８２３）は第１のアン
テナ・アレイ内の第１の列内の他の２つのアンテナ要素にマップされる。別の列のマッピ
ング関係は同様である。ポート４に対して、ポート０に対応するアンテナ要素８４１およ
び８４２が重み付けされる、等である。
【０００６】
　上述の重み付けがプリコーディング重み付けであってもよい。即ち、プリコーディング
がプリコーディング行列を用いて信号に実施されているとき、重み付けが当該プリコーデ
ィング行列を用いて実施され、これは信号に実施された重み付けと等価である。あるいは
、当該重み付けを、回路を用いて無線周波数のドライバ・ネットワークに実施してもよい
。一般に、本図で示すスラッシュがアンテナ要素を示す場合、当該重み付けがドライバ・
ネットワーク重み付けであってもよく、当該スラッシュがＴｘＲＵ無線ユニットを示す場
合には、当該重み付け方式がプリコーディング重み付けであってもよい。当該プリコーデ
ィング重み付けがベースバンド重み付けであってもよい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　これに鑑み、本発明の諸実施形態では、３Ｄ－ＭＩＭＯにおける高効率なデータ送信を
実装するためのデータ送信方法、装置、およびシステムを提供する。本発明における技術
的解決策を様々な無線通信システム、例えば、汎欧州デジタル移動電話方式（Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、略してＧＳ
Ｍ）、汎用パケット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ、略してＧＰＲＳ）システム、符号分割多重アクセス（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、略してＣＤＭＡ）システム、ＣＤＭＡ２０００
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システム、広帯域符号分割多重アクセス（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、略してＷＣＤＭＡ）システム、ロング・ターム・
エボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、略してＬＴＥ）システム
、またはワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセ
ス（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａ
ｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ、略してＷｉＭＡＸ）システムに適用してもよい。
【０００８】
　本発明におけるネットワーク装置が基地局であってもよい。当該基地局がＧＳＭ（登録
商標）システム、ＧＰＲＳシステム、またはＣＤＭＡシステムにおける基地局コントロー
ラ（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、略してＢＳＣ）であってもよく
、または、ＬＴＥシステムにおける発展型ＮｏｄｅＢ（発展型ＮｏｄｅＢ、略してｅＮＢ
）であってもよく、または、ＷｉＭＡＸネットワークにおけるアクセス・サービス・ネッ
トワーク基地局（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔ
ｉｏｎ、略してＡＳＮＢＳ）のようなネットワーク要素であってもよい。ＵＥが、携帯電
話またはタブレット・コンピュータのような装置であってもよい。ｅＮＢおよびＵＥを、
本発明の幾つかの実施形態における説明の１例として用いる。しかし、基地局および端末
装置のタイプは限定されない。
【０００９】
　第１の態様によれば、本発明では、ネットワーク装置により送信された第１の基準信号
を受信するステップと、第１の基準信号を測定して、測定結果を取得するステップと、当
該測定結果に従って少なくとも１つのマッピング関係をマッピング関係集合から決定する
ステップであって、当該マッピング関係集合は第１の関係集合、第２の関係集合、または
第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、第１の関係集合は、送信層の数が決定され
たときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、第２の関係集合は、送信層
と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含み、第３の関係集合は
、当該送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数のマッピング
関係を含む、ステップと、通知メッセージをネットワーク装置に送信するステップであっ
て、当該通知メッセージは当該決定されたマッピング関係を示すために使用される、ステ
ップとを含むデータ送信方法を提供する。
【００１０】
　第１の態様の第１の可能な実装方式では、当該方法は、チャネル品質インジケータＣＱ
Ｉをネットワーク装置に送信するステップであって、当該ＣＱＩの量または当該ＣＱＩの
値のうち少なくとも１つは当該決定された少なくとも１つのマッピング関係に従って取得
される、ステップをさらに含む。
【００１１】
　第１の態様の第２の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を含み、第１のマッ
ピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップされ、第２の符号語は第
２の送信層集合にマップされ、第２のマッピング関係において、第１の符号語は第３の送
信層集合にマップされ、第２の符号語は第４の送信層集合にマップされ、各送信層集合は
少なくとも１つ送信層を含み、第１の送信層集合は第３の送信層集合とは異なり、第２の
送信層集合は第４の送信層集合とは異なる。
【００１２】
　第１の態様の第３の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第１の関係は第１の
条件を満たし、第１の条件は、ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、
当該ｉ番目の符号語および当該ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ
、各符号語は少なくとも１つの層にマップされ、ｉ番目の符号語に対応する層内の最小シ
ーケンス番号を有する層はｍ番目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大
シーケンス番号を有する層はｎ番目の層であるというものである。
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【００１３】
　第１の態様の第４の可能な実装方式では、第３の関係はＤＭ－ＲＳポートとＣＳＩ－Ｒ
Ｓポートの間のマッピング関係である。
【００１４】
　第１の態様の第５の可能な実装方式では、第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である。
【００１５】
　第１の態様の第６の可能な実装方式では、第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情
報に対応する少なくとも２つの基準信号を含み、当該異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応
する基準信号は異なるポートに対応する。
【００１６】
　第１の態様の第７の可能な実装方式では、当該マッピング関係集合が第１の関係集合を
含むとき、第１の基準信号に従って測定を実施し、当該測定結果に従って１つのマッピン
グ関係をマッピング関係集合から決定するステップは、第１の基準信号を測定してチャネ
ル係数を取得するステップと、当該チャネル係数およびコードブックに従ってチャネルの
等価なチャネル係数を計算するステップと、当該チャネルの等価なチャネル係数に従って
各層の信号対雑音比を計算するステップと、各層の信号対雑音比に従って第１の関係集合
内の各符号語と層のマッピング関係のチャネル容量を計算し、最大チャネル容量を有する
符号語と層のマッピング関係を決定するステップを含む。
【００１７】
　第２の態様によれば、本発明では、ネットワーク装置により、第１の基準信号をユーザ
機器ＵＥに送信するステップと、ネットワーク装置により、ＵＥにより送信され第１の基
準信号に従って生成された通知メッセージを受信するステップであって、当該通知メッセ
ージはマッピング関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係を示すために使用される
、ステップと、ネットワーク装置により、当該マッピング関係メッセージに従って当該少
なくとも１つのマッピング関係を当該マッピング関係集合から取得するステップであって
、当該少なくとも１つのマッピング関係は第１の基準信号に従ってＵＥにより当該マッピ
ング関係集合から決定され、当該マッピング関係集合は第１の関係集合、第２の関係集合
、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、第１の関係集合は、送信層の数が
決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、第２の関係集合は
、当該送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含み、第３
の関係集合は、当該送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数
のマッピング関係を含む、ステップとを含むデータ送信方法を提供する。
【００１８】
　第２の態様の第１の可能な実装方式では、当該方法は、ＵＥにより送信されたチャネル
品質インジケータＣＱＩを受信するステップであって、当該ＣＱＩの量または当該ＣＱＩ
の値のうち少なくとも１つは当該決定された少なくとも１つのマッピング関係に従って取
得される、ステップをさらに含む。
【００１９】
　第２の態様の第２の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を含み、第１のマッ
ピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップされ、第２の符号語は第
２の送信層集合にマップされ、第２のマッピング関係において、第１の符号語は第３の送
信層集合にマップされ、第２の符号語は第４の送信層集合にマップされ、各送信層集合は
少なくとも１つ送信層を含み、第１の送信層は第３の送信層集合と異なり、第２の送信層
集合は第４の送信層集合とは異なる。
【００２０】
　第２の態様の第３の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第１の関係は第１の
条件を満たし、第１の条件は、ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、
当該ｉ番目の符号語および当該ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ
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、各符号語は少なくとも１つの層にマップされ、ｉ番目の符号語に対応する層内の最小シ
ーケンス番号を有する層はｍ番目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大
シーケンス番号を有する層はｎ番目の層であるというものである。
【００２１】
　第２の態様の第４の可能な実装方式では、第３の関係はＤＭ－ＲＳポートとＣＳＩ－Ｒ
Ｓポートの間のマッピング関係である。
【００２２】
　第２の態様の第５の可能な実装方式では、第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である。
【００２３】
　第２の態様の第６の可能な実装方式では、第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情
報に対応する少なくとも２つの基準信号を含み、当該異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応
する基準信号は異なるポートに対応する。
【００２４】
　第３の態様によれば、本発明では、ネットワーク装置により送信された第１の基準信号
を受信するように構成された受信ユニットと、第１の基準信号を測定して、測定結果を取
得するように構成された測定ユニットと、当該測定結果に従って少なくとも１つのマッピ
ング関係をマッピング関係集合から決定するように構成された第１の決定ユニットであっ
て、当該マッピング関係集合は第１の関係集合、第２の関係集合、または第３の関係集合
のうち少なくとも１つを含み、第１の関係集合は、送信層の数が決定されたときの符号語
と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、第２の関係集合は、当該送信層と復調基準
信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含み、第３の関係集合は、当該送信
層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含む
、第１の決定ユニットと、通知メッセージをネットワーク装置に送信するように構成され
た第１の送信ユニットであって、当該通知メッセージは第１の決定ユニットにより決定さ
れた当該マッピング関係を示すために使用される、第１の送信ユニットとを備えたユーザ
機器を提供する。
【００２５】
　第３の態様の第１の可能な実装方式では、ユーザ機器は、チャネル品質インジケータＣ
ＱＩをネットワーク装置に送信するように構成された第２の送信ユニットであって、当該
ＣＱＩの量または当該ＣＱＩの値のうち少なくとも１つは当該決定された少なくとも１つ
のマッピング関係に従って取得される、第２の送信ユニットをさらに備える。
【００２６】
　第３の態様の第２の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を含み、第１のマッ
ピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップされ、第２の符号語は第
２の送信層集合にマップされ、第２のマッピング関係において、第１の符号語は第３の送
信層集合にマップされ、第２の符号語は第４の送信層集合にマップされ、各送信層集合は
少なくとも１つ送信層を含み、第１の送信層集合は第３の送信層集合とは異なり、第２の
送信層集合は第４の送信層集合とは異なる。
【００２７】
　第３の態様の第３の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第１の関係は第１の
条件を満たし、第１の条件は、ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、
当該ｉ番目の符号語および当該ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ
、各符号語は少なくとも１つの層にマップされ、ｉ番目の符号語に対応する層内の最小シ
ーケンス番号を有する層はｍ番目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大
シーケンス番号を有する層はｎ番目の層であるというものである。
【００２８】
　第３の態様の第４の可能な実装方式では、第３の関係はＤＭ－ＲＳポートとＣＳＩ－Ｒ
Ｓポートの間のマッピング関係である。
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【００２９】
　第３の態様の第５の可能な実装方式では、第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である。
【００３０】
　第３の態様の第６の可能な実装方式では、第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情
報に対応する少なくとも２つの基準信号を含み、当該異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応
する基準信号は異なるポートに対応する。
【００３１】
　第３の態様の第７の可能な実装方式では、第１の決定ユニットは、第１の基準信号の測
定結果に従ってチャネル係数を取得するように構成された取得ユニットと、当該チャネル
係数およびコードブックに従ってチャネルの等価なチャネル係数を計算するように構成さ
れた第１の計算ユニットと、当該チャネルの等価なチャネル係数に従って各層の信号対雑
音比を計算するように構成された第２の計算ユニットと、各層の信号対雑音比に従って第
１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係のチャネル容量を計算するように構成さ
れた第３の計算ユニットと、最大チャネル容量を有する符号語と層のマッピング関係を決
定するように構成された第２の決定ユニットとを備える。
【００３２】
　第４の態様によれば、本発明では、第１の基準信号をユーザ機器ＵＥに送信するように
構成された送信ユニットと、ＵＥにより送信され第１の基準信号に従って生成されたマッ
ピング関係メッセージを受信するように構成された第１の受信ユニットであって、当該通
知メッセージはマッピング関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係を示すために使
用される、第１の受信ユニットと、当該マッピング関係メッセージに従って当該少なくと
も１つのマッピング関係を当該マッピング関係集合から取得するように構成された決定ユ
ニットであって、当該少なくとも１つのマッピング関係は第１の基準信号に従ってＵＥに
より当該マッピング関係集合から決定され、当該マッピング関係集合は第１の関係集合、
第２の関係集合、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、第１の関係集合は
、送信層の数が決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、第
２の関係集合は、当該送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関
係を含み、第３の関係集合は当該送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポー
トの間の複数のマッピング関係を含む、決定ユニットとを備えたネットワーク装置を提供
する。
【００３３】
　第４の態様の第１の可能な実装方式では、ネットワーク装置は、ＵＥにより送信された
チャネル品質インジケータＣＱＩを受信するように構成された第２の受信ユニットであっ
て、当該ＣＱＩの量または当該ＣＱＩの値のうち少なくとも１つは当該決定された少なく
とも１つのマッピング関係に従って取得される、第２の受信ユニットをさらに備える。
【００３４】
　第４の態様の第２の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合は少なくとも第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を含み、第１のマッ
ピング関係において、第１の符号語は第１の送信層集合にマップされ、第２の符号語は第
２の送信層集合にマップされ、第２のマッピング関係において、第１の符号語は第３の送
信層集合にマップされ、第２の符号語は第４の送信層集合にマップされ、各送信層集合は
少なくとも１つ送信層を含み、第１の送信層は第３の送信層集合と異なり、第２の送信層
集合は第４の送信層集合とは異なる。
【００３５】
　第４の態様の第３の可能な実装方式では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係
集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第１の関係は第１の
条件を満たし、第１の条件は、ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、
当該ｉ番目の符号語および当該ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ
、各符号語は少なくとも１つの層にマップされ、ｉ番目の符号語に対応する層内の最小シ
ーケンス番号を有する層はｍ番目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大
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シーケンス番号を有する層はｎ番目の層であるというものである。
【００３６】
　第４の態様の第４の可能な実装方式では、第３の関係はＤＭ－ＲＳポートとＣＳＩ－Ｒ
Ｓポートの間のマッピング関係である。
【００３７】
　第４の態様の第５の可能な実装方式では、第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である。
【００３８】
　第４の態様の第６の可能な実装方式では、第１の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情
報に対応する少なくとも２つの基準信号を含み、当該異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応
する基準信号は異なるポートに対応する。
【００３９】
　上述の解決策によれば、本発明で提供する方法、装置、および実施形態では、符号語か
らポートへのマッピング関係を柔軟に構成でき、これによりチャネル品質を高め信号対雑
音比を増大させるという目的が達成される。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明に従うデータ送信方法の１実施形態の流れ図である。
【図２】本発明に従うデータ送信方法の別の実施形態の流れ図である。
【図３】本発明に従うユーザ機器の１実施形態の略構造図である。
【図４】別の本発明に従うユーザ機器の１実施形態の略構造図である。
【図５】本発明に従うネットワーク装置の１実施形態の略構造図である。
【図６】本発明に従うデータ送信を実装するコンピュータ・システムの略図である。
【図７】本発明に従うデータ送信を実装する略システム図である。
【図８ａ】基準信号を４つのアンテナ要素に送信するためのアンテナ・ポートをマッピン
グする略図である。
【図８ｂ】基準信号を２つのアンテナ要素に送信するためのアンテナ・ポートをマッピン
グする略図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明の諸実施形態では、上述の方法の実施形態におけるステップおよび方法を実装す
る装置の実施形態をさらに説明する。当該方法におけるステップおよび本発明のシステム
の実施形態は１つの実装の解決策にすぎず、本発明は様々な解決策のステップに対する論
理的統合、分割、およびシーケンス調整に限定を設定せず、これらの保護を要求し、本発
明の装置の実施形態における装置、モジュール、ユニット、およびエンティティは１つの
実装の解決策にすぎず、本発明は様々な装置、モジュール、ユニット、およびエンティテ
ィに対する分割、組合せ、または別の論理的修正に限定を設定せず、これらの保護を要求
することは理解されるべきである。
【００４２】
　図１は、本発明におけるデータ送信方法の１実施形態を示す。当該方法は、ユーザ機器
ＵＥがデータを送信する方法である。当該方法を、ユーザ機器を含むネットワークに適用
してもよい。ＵＥは少なくとも１つのマッピング関係集合を少なくとも１つのマッピング
関係集合から選択し、次いで特定のマッピング関係を当該選択されたマッピング関係集合
から選択し、当該マッピング関係に従ってデータを送信する。詳細は以下の通りである。
【００４３】
　ステップ１０１：ネットワーク装置により送信された第１の基準信号を受信する。任意
選択で、ネットワーク装置は発展型ＮｏｄｅＢ　ｅＮＢである。
【００４４】
　ステップ１０２：第１の基準信号を測定して、測定結果を取得する。
【００４５】
　ステップ１０３：当該測定結果に従って少なくとも１つのマッピング関係をマッピング
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たは第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、第１の関係集合は、送信層の数が決定
されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含み、第２の関係集合は、当
該送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含み、第３の関
係集合は、当該送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数のマ
ッピング関係を含む。当該ＤＭ－ＲＳポートが復調基準信号ＤＭ－ＲＳを送信するための
対応するポートであってもよく、当該ＣＳＩ－ＲＳポートがチャネル状態情報－基準信号
ＣＳＩ－ＲＳを送信するための対応するポートであってもよい。
【００４６】
　当該マッピング関係集合が、第１の関係集合、第２の関係集合、および第３の関係集合
の複数の集合における夫々のマッピング関係を含んでもよいことは理解されるべきである
。例えば、当該マッピング関係集合が、第１の関係集合における符号語から当該符号語の
層へのマッピング関係を含んでもよく、さらに、第３の関係集合における層および対応す
るＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッピング関係を含む。ＵＥが符号語および当該符号語の層
の間のマッピング関係を第１の関係集合から決定し、ＵＥはさらに、層および対応するＣ
ＳＩ－ＲＳポートの間のマッピング関係を第３の関係集合から決定する。第１の関係集合
、第２の関係集合、および第３の関係集合の決定順序は本発明では限定されない。さらに
、マッピング関係を当該マッピング関係集合から決定するための多数の方式がある。本発
明の１実施形態では、当該マッピング関係集合が第１の関係集合を含むとき、ステップ１
０２およびステップ１０３が、ネットワーク装置により送信された第１の基準信号を受信
するステップと、第１の基準信号を測定してチャネル係数を取得するステップと、当該チ
ャネル係数およびコードブックに従ってチャネルの等価なチャネル係数を計算するステッ
プと、当該チャネルの等価なチャネル係数に従って各層の信号対雑音比を計算するステッ
プと、各層の信号対雑音比に従って第１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係の
チャネル容量を計算するステップと、最大チャネル容量を有する符号語と層のマッピング
関係を決定するステップとであってもよい。特に、第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号で
ある。ＵＥは当該ＣＳＩ－ＲＳを測定して、当該チャネルの送信行列を取得する。任意選
択で、第１の基準信号は少なくとも２つのＣＳＩ－ＲＳの構成情報に対応する基準信号で
ある。異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する第１の基準信号は異なるポートに対応する
。例えば、全ての構成されたＣＳＩ－ＲＳポートの数が８であり送信層の数が５であると
き、第１のＣＳＩ－ＲＳ信号はポート０乃至ポート３に対応し、第２のＣＳＩ－ＲＳ信号
はポート４乃至ポート７に対応する。対応して、第１の構成情報のＣＳＩ－ＲＳはポート
０乃至ポート３に対応し、第２の構成情報のＣＳＩ－ＲＳはポート４乃至ポート７に対応
する。第２の構成情報のＣＳＩ－ＲＳポート・インデックスを依然としてポート０から採
番してもよい。区別の簡単さのため、第２の構成情報のＣＳＩ－ＲＳポート・インデック
スはここではポート４から採番されている。
【００４７】
　１実施形態では、異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する第１の基準信号に含まれる少
なくとも２つの基準信号は、重みをプリコーディングすることにより取得された基準信号
である。任意選択で、異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する第１の基準信号に含まれる
少なくとも２つの基準信号は、重み付けの異なるプリコーディングにより取得された基準
信号である。
【００４８】
　１実施形態では、当該ＣＳＩ－ＲＳ構成情報は、ＣＳＩ－ＲＳが占有する時間周波数リ
ソースの位置を含む。表１に示すように、異なるフレーム構造を異なるＣＳＩ－ＲＳに従
って構成してもよい。あるいは、当該ＣＳＩ－ＲＳ構成情報は、ＣＳＩ－ＲＳサブフレー
ム構成、例えば、ＣＳＩ－ＲＳ送信期間および表２の時間オフセット（ｏｆｆｓｅｔ）を
含む。
【００４９】
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【００５０】
【表２】

【００５１】
　異なる構成情報のＣＳＩ－ＲＳポート集合は異なるプリコーディング重み付け値を有す
る。即ち、第１の構成情報のＣＳＩ－ＲＳポートの数は４、即ち、ポート０乃至ポート３
であり、第２の構成情報のＣＳＩ－ＲＳポートの数は４、即ち、ポート４乃至７であり、
ポート０乃至ポート３およびポート４乃至ポート７は異なるプリコーディングの重み付け
を有する。
【００５２】
　１実施形態では、異なる構成情報のＣＳＩ－ＲＳポートの数が異なってもよい。
【００５３】
　特に、ＵＥがＣＳＩ－ＲＳを測定してチャネル行列を取得する。
【００５４】
　１実施形態では、ＵＥが層の数を決定し、当該層と異なる対応するＣＳＩ－ＲＳポート
との間のマッピング関係を決定する。
【００５５】
　ＵＥは第１のＣＳＩ－ＲＳを測定することによってチャネル行列を取得する。即ち、
【００５６】
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【数１】

【００５７】
である。
【００５８】
　ＵＥは第２のＣＳＩ－ＲＳを測定することによってチャネル行列を取得する。即ち、
【００５９】
【数２】

【００６０】
である。
【００６１】
　最終的に結合されたチャネル行列は、
【００６２】
【数３】

【００６３】
である。
【００６４】
　決定されたコードブックがＷ８×５である場合、等価なチャネル係数（行列）はＨｅｆ

ｆ＝ＨＷ８×５であり、
【００６５】

【数４】

【００６６】
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である。
【００６７】
【数５】

【００６８】
はｘ番目の層の等価なチャネル係数を示す。便宜上、行列の形式を本発明での説明に使用
することは理解されるべきである。本発明における様々な計算プロセスまたは方法を他の
形式で実装してもよく、当該形式がシーケンス計算または行列計算であってもよいがこれ
らに限られない。
【００６９】
　対応する層の信号対雑音比が当該層の等価なチャネル係数
【００７０】

【数６】

【００７１】
を用いることによって計算される。任意選択で、ＭＭＳＥアルゴリズムを当該計算に対し
て使用してもよい。
【００７２】
　第１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係のチャネル容量が各層の信号対雑音
比に従って計算される。任意選択で、容量式を当該計算に対して使用してもよい。例えば
、第１の関係集合内のマッピング関係は、
【００７３】
【数７】

【００７４】
である。
【００７５】
　対応する符号語０は第３のおよび第４の層にマップされ、当該対応する符号語０の信号
対雑音比はＳＮＲ＿ＣＷ（０）である。対応する符号語１は０番目の、１番目の、および
２番目の層にマップされ、対応する符号語１の信号対雑音比はＳＮＲ＿ＣＷ（１）である
。当該容量式を用いることによって取得された当該マッピング関係の合計容量Ｃは、
Ｃ＝１０ｌｇ（１＋ＳＮＲ＿ＣＷ（０））（１＋ＳＮＲ＿ＣＷ（１））
である。
【００７６】
　当該方法によれば、第１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係が横断方式で計
算され、最大容量に対応する符号語と層のマッピング関係が選択される。
【００７７】
　当該符号語と層のマッピング関係を第１の関係集合から決定するステップは１例にすぎ
ないことは理解されるべきである。当該プロセスでは異なる実装方式が存在してもよい。
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例えば、当該マッピング関係はスループットを測定することによって、かつ、チャネル容
量および別のパラメータを測定することによって決定されるか、または、複数のパラメー
タを用いることによって包括的に決定される。本発明は限定を設定せず、第１の関係集合
からのマッピング関係の選択を満たす全ての方法の保護を要求する。
【００７８】
　１実施形態では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係集合は少なくとも第１の
マッピング関係および第２のマッピング関係を含み、第１のマッピング関係において、第
１の符号語は第１の送信層集合にマップされ、第２の符号語は第２の送信層集合にマップ
され、第２のマッピング関係において、第１の符号語は第３の送信層集合にマップされ、
第２の符号語は第４の送信層集合にマップされる。
【００７９】
　各送信層集合は少なくとも１つ送信層を含み、第１の送信層集合は第３の送信層集合と
は異なり、第２の送信層集合は第４の送信層集合とは異なる。当該集合の間の差異は、第
１の送信層集合に含まれる要素が第３の送信層集合に含まれる要素と異なり、第２の送信
層集合に含まれる要素が第４の送信層集合に含まれる要素と異なることを意味しうること
は理解されるべきである。説明がない場合、本発明に含まれる集合間の差異を上述の概念
として理解してもよく、ここでは再度説明しない。
【００８０】
　１実施形態では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係集合内の少なくとも１つ
のマッピング関係における少なくとも１つの第１の関係は第１の条件を満たし、第１の条
件は、ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、当該ｉ番目の符号語およ
び当該ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ、ｉ番目の符号語に対応
する層内の最小シーケンス番号を有する層はｍ番目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対
応する層内の最大シーケンス番号を有する層はｎ番目の層であるというものである。例え
ば、以下の第１の関係のマッピングが存在する。即ち、
【００８１】
【数８】

【００８２】
である。ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を示し、ｘ（ｍ）（ｎ）＝ｄ（ｋ

）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目の層にマップされることを示し、ｐは層
の数である。
【００８３】
　符号語の量はｋ＝２である。即ち、２つの符号語、即ち、０番目の符号語および第１の
符号語１がある。当該例では、ｉ＝１およびｊ＝０である。当該ｉ番目の符号語に対応す
る層内の最小シーケンス番号を有する層はｍ番目の層である。即ち、符号語１に対応する
層の最小シーケンス番号値ｍは１であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大シー
ケンス番号を有する層はｎ番目の層である。即ち、符号語０に対応する層の最大シーケン
ス番号値ｎは４であり、ｍ＜ｎが満たされる。
【００８４】
　１実施形態では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係集合は少なくとも２つの
第１の関係を含む。ランク値（送信層の数）が決定されると、当該２つの第１の関係は、
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異なる量の符号語から同一の量の送信層へのマッピングから成る第１の関係である。例え
ば、ランク値が５であるとき、第１の関係集合が、１つの符号語が５つの層にマップされ
るケースと、２つの符号語が５つの層にマップされるケースを含んでもよい。特に、以下
の２つの第１の関係はそれぞれ、２つの符号語が５つの層にマップされるケースと、１つ
の符号語が５つの層にマップされるケースとに対応する。即ち、
【００８５】
【数９】

【００８６】
である。
【００８７】
　さらに、基地局は、動的シグナリングまたは上位層シグナリングを用いることによって
、今回はデータを復調するためのスケジューリングの間に使用される第１の関係集合内の
第１の関係、または第２の関係集合内の第２の関係、または第３の関係集合内の第３の関
係をＵＥに通知してもよい。
【００８８】
　次に、本発明では第１の関係集合の実施形態を提供し、幾つかの可能な第１の関係集合
を当該実施形態で提供する。第１の関係集合は、符号語から夫々の送信層へのマッピング
から成る以下のマッピング関係のうち少なくとも２つを含み、当該実施形態では、ランク
指示値はＲＡＮＫ値である。即ち、
【００８９】

【数１０】

【００９０】
であってもよい。当該ランク指示値は２であり、ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番
目の値を示し、ｘ（ｐ）（ｎ）＝ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目
の層にマップされることを示し、ｐは層の数である。
あるいは、
【００９１】
　第１の関係集合は、符号語を夫々の層にマッピングする以下のマッピング関係のうち少
なくとも２つを含む。即ち、
【００９２】

【数１１】
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【００９３】
である。当該ランク指示値は３であり、ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を
示し、ｘ（ｐ）（ｎ）＝ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目の層にマ
ップされることを示し、ｐは層の数である。
【００９４】
　第１の関係集合は、符号語を夫々の層にマッピングする以下のマッピング関係のうち少
なくとも２つを含む。即ち、
【００９５】

【数１２】

【００９６】
である。当該ランク指示値は４であり、ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を
示し、ｘ（ｐ）（ｎ）＝ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目の層にマ
ップされることを示し、ｐは層の数である。あるいは、第１の関係集合は、符号語を夫々
の層にマッピングする以下のマッピング関係のうち少なくとも２つを含む。即ち、
【００９７】

【数１３】
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【００９８】
である。当該ランク指示値は５であり、ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を
示し、ｘ（ｐ）（ｎ）＝ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目の層にマ
ップされることを示し、ｐは層の数である。あるいは、第１の関係集合は、符号語を夫々
の層にマッピングする以下のマッピング関係のうち少なくとも２つを含む。即ち、
【００９９】
【数１４】
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【０１００】
である。当該ランク指示値は６であり、ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を
示し、ｘ（ｐ）（ｎ）＝ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目の層にマ
ップされることを示し、ｐは層の数である。あるいは、第１の関係集合は、符号語を夫々
の層にマッピングする以下のマッピング関係のうち少なくとも２つを含む。即ち、
【０１０１】
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【数１５】
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【０１０２】
である。当該ランク指示値は７であり、ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を
示し、ｘ（ｐ）（ｎ）＝ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目の層にマ
ップされることを示し、ｐは層の数である。あるいは、第１の関係集合は、符号語を夫々
の層にマッピングする以下のマッピング関係のうち少なくとも２つを含む。即ち、
【０１０３】

【数１６】
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【０１０４】
である。ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を示し、ｘ（ｐ）（ｎ）＝ｄ（ｋ

）（ｑ）は、ｋ番目の符号語のｑ番目の値はｍ番目の層にマップされることを示し、ｐは
層の数であり、当該ランク指示値は８である。
【０１０５】
　ステップ１０４：通知メッセージをネットワーク装置に送信する。当該通知メッセージ
は当該マッピング関係を示すために使用される。
【０１０６】
　本発明では、ランク指示が２乃至８であるケースに存在し得、第１の関係集合に含まれ
るマッピング関係を提供することは理解されるべきである。送信層の数が決定されたとき
、ＵＥによりネットワーク装置に送信されたマッピング関係メッセージが、送信層の数が
決定されたとき、符号語と送信層の間の複数のマッピング関係における少なくとも２つの
マッピング関係のうち１つを示してもよい。当該指示の方式がインデックスを送信しても
よく、または当該指示は別の方式で実施され、本発明では限定されない。さらに、第１の
関係集合、第２の関係集合、および第３の関係集合を、例えば、ＵＥに格納してもよく、
または、別の装置から取得してもよい。
【０１０７】
　本発明の１実施形態では、ＣＱＩの値が当該決定されたマッピング関係に従って決定さ
れ、当該チャネル品質インジケータＣＱＩがネットワーク装置にフィードバックされる。
当該ＣＱＩの量または値のうち少なくとも１つは当該決定された少なくとも１つのマッピ
ング関係に従って取得される。マッピング関係が異なるので、当該ＣＱＩを計算するため
の方式は異なることは理解されるべきである。特に、対応する層の信号対雑音比が当該層
の等価なチャネル係数
【０１０８】

【数１７】

【０１０９】
を用いることによって計算された後、符号語のＳＮＲが対応する層（送信層）の信号対雑
音比に従って決定される。さらに、ＣＱＩの値が当該符号語のＳＮＲの量子化に従って取
得される。
【０１１０】
　本発明の１実施形態では、第３の関係はＤＭ－ＲＳポートとＣＳＩ－ＲＳポートの間の
マッピング関係である。
【０１１１】
　１実施形態では、本発明の諸実施形態に必要な第１の関係集合、第２の関係集合、およ
び第３の関係集合に含まれるマッピング関係が、幾つかのケースでは１つのマッピング関
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集合内のＣＳＩ－ＲＳポートが他のパイロット・ポートであってもよい。
【０１１２】
　ＵＥが第１の基準信号を測定しチャネル品質を決定すると、符号語とＣＳＩ－ＲＳのマ
ッピング関係が固定される。本発明の当該実施形態で示す１実装方式では、ＵＥは、チャ
ネル品質測定モデルを用いることによって符号語とＣＳＩ－ＲＳのマッピング関係の間の
差異を取得し、測定により最適化されたマッピング関係を計算してもよく、少なくとも１
つのマッピング関係をこれらのマッピング関係から決定して、符号語からチャネルのＣＳ
Ｉ－ＲＳへのマッピング関係を調節し、これによりシステムの柔軟性が高まり、チャネル
のリソース利用が高まる。
【０１１３】
　以下では特に、特定の例を用いることによって、ＵＥが測定により測定結果を取得し第
３の関係を決定する上述の方式を説明する。
【０１１４】
　第１の基準信号が少なくとも２つのＣＳＩ－ＲＳの構成情報に対応する基準信号である
とき、当該第１の基準信号を測定して、測定結果を取得するステップは、ＵＥにより、第
１のＣＳＩ－ＲＳを測定することによって第１のチャネル行列
【０１１５】
【数１８】

【０１１６】
を決定するステップを含む。
【０１１７】
　ＵＥが第１のＣＳＩ－ＲＳを測定することによって第２のチャネル行列
【０１１８】

【数１９】

【０１１９】
を決定する。
【０１２０】
　ＵＥが層の数を決定する。１実施形態では、ＵＥが第１のチャネル行列および第２のチ
ャネル行列に従って当該層の数を決定する。特に、Ｈ１およびＨ２を行列Ｈ
【０１２１】
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【数２０】

【０１２２】
に結合してもよい。次いで、当該層の数をＨに従って決定する。
【０１２３】
　ＵＥが当該層およびＣＳＩ－ＲＳ構成の間のマッピング関係を決定する。当該決定プロ
セスが全ての層および異なるＣＳＩ－ＲＳの間のマッピング関係を横断するステップであ
ってもよい。当該決定プロセスが、層とＣＳＩ－ＲＳ構成の間にあり、かつ、スループッ
トを最適にできるかまたはＳＮＲを最大にできるマッピング関係を発見するステップであ
ってもよい。
【０１２４】
　例えば、ＵＥにより決定される層の数は５であり、当該５つの層は層０、層１、層２、
層３、および層４である。各層および異なるＣＳＩ－ＲＳ構成の間の夫々のマッピング関
係が存在する。ＵＥは、全ての層と異なるＣＳＩ－ＲＳの間のマッピング関係を横断して
、各層とＣＳＩ－ＲＳ構成の間にあり、かつ、スループットを最適化できるかまたはＳＮ
Ｒを最大化できるマッピング関係を発見する。例えば、層０および層１は第１のＣＳＩ－
ＲＳ構成にマップされ、層２、層３、および層４は第２のＣＳＩ－ＲＳ構成にマップされ
る。ステップ１０４で、ＵＥは当該層と異なるＣＳＩ－ＲＳ構成の間の最適なマッピング
関係を基地局にフィードバックする。当該マッピング関係が対応関係であってもよい。例
えば、第１のＣＳＩ－ＲＳ構成内の層０が第２のＣＳＩ－ＲＳ構成内のそれより上位にあ
るとＵＥが判定した場合、ＵＥは層０は第１のＣＳＩ－ＲＳ構成にマップされると判定す
る。層１乃至層４に対するケースは同様である。あるいは、全ての層の有限個の異なる構
成の組合せを横断して最適なケースを決定し、各層に対応する最適な構成を決定してもよ
い。例えば、層０（ｉ１）、層１（ｉ２）、層２（ｉ３）、層３（ｉ４）、および層４（
ｉ５）は５つの層から成る構成である。ｉ１＝１であるとき、第１の構成が０番目の層に
対して選択される。ｉ１＝２であるとき、第２の構成が０番目の層に対して選択される。
ｉ２乃至ｉ５に対するケースは同様である。このように、合計で２５個の構成の組合せが
ある。システムは当該２５個の構成を横断し、最適な構成方式を決定してもよい。当該構
成方式が各層に対応するＣＳＩ－ＲＳ構成であってもよい。効率を高めるために、横断範
囲が上述の２５個の構成のサブセットであってもよい。当該構成方式および値選択は１例
にすぎないことは理解されるべきである。
【０１２５】
　層とＣＳＩ－ＲＳ構成の間の対応関係は第３のマッピング関係である。
【０１２６】
　ＵＥが第３のマッピング関係を決定した後、ＵＥはさらに、ＣＳＩ－ＲＳ構成が選択さ
れるとき、ＰＭＩ（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）プリコ
ーディング行列指示情報をフィードバックする。例えば、層０および層１は第１のＣＳＩ
－ＲＳ構成にマップされ、４つのアンテナ・ポートが存在する場合、プリコーディング行
列Ｗ１は層０および層１の構成に従って決定される。Ｗ１は４×２の行列である。行の数
はアンテナ・ポートの数に対応し、列の数は第１のＣＳＩ－ＲＳ構成の層の数である。全
部で２つの層、即ち、層０および層１が存在し、Ｗ１は４つの行と２つの列を有する。層
２、層３、および層４は第２のＣＳＩ－ＲＳ構成にマップされる。４つのアンテナ・ポー
トが存在する場合、プリコーディング行列Ｗ２は層２、層３、および層４の構成に従って
決定される。Ｗ２は４×３行列である。即ち、Ｗ２は４つの行および３つの列を有する。
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【０１２７】
　あるいは、第３の関係が、送信層とＣＳＩプロセスの間にありＵＥによりフィードバッ
クされる対応関係、または、送信層と異なるＣＳＩ－ＲＳポートの間にありＵＥによりフ
ィードバックされる対応関係であってもよい。ＬＴＥでは、ＣＳＩプロセスは、基地局に
よって、非零の電力ＣＳＩ－ＲＳおよび干渉測定基準信号ＩＭＲＳ（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を構成することと
して定義される。ＵＥは、当該非零の電力ＣＳＩ－ＲＳおよびＩＭＲＳを用いることによ
ってＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をフィードバック
する。基地局はＵＥに対する複数のＣＳＩプロセスを構成してもよい。各ＣＳＩプロセス
はＣＳＩプロセスのインデックスを有する。ＵＥは、当該ＣＳＩプロセスを用いることに
よって、送信層と異なるＣＳＩプロセスとの間の最適な対応関係をフィードバックする。
【０１２８】
　あるいは、ＣＳＩ－ＲＳ構成は複数のＣＳＩ－ＲＳポートを含む。第３の関係が、異な
る送信層と異なるＣＳＩ－ＲＳポートの間にあり、チャネルを測定することによってＵＥ
によりフィードバックされた対応関係であってもよい。
【０１２９】
　ＵＥはさらにネットワーク装置により送信された指示情報を受信してもよい。ＵＥは対
応するプリコーディング行列指示ＰＭＩとＣＱＩをフィードバックし、または、当該フィ
ードバック情報に従って第３の関係とＣＱＩのみをフィードバックする。
【０１３０】
　上述のフィードバック・プロセスでフィードバックされたＣＳＩ－ＲＳ構成情報が、指
示に従って対応する構成情報を決定するようにｅＮＢに指示するために使用される１つま
たは複数の当該指示であってもよいことは理解されるべきである。ポートからＣＳＩ－Ｒ
Ｓへのマッピング関係がまた、選択情報であってもよい。例えば、層の数が５であり、層
０が第１のＣＳＩ－ＲＳ構成に対応するとき、０がフィードバックされ、層０が第２のＳ
ＣＩ－ＲＳ構成に対応するとき、１がフィードバックされる。層１乃至層５に対するケー
スは同様である。あるいは、当該ポートからＣＳＩ－ＲＳへのマッピング関係が全層結合
指示であってもよい。即ち、全ての層に対応するＣＳＩ－ＲＳ構成情報を示すように、選
択行列または選択指示がフィードバックされる。
【０１３１】
　図２は、本発明におけるデータ送信方法の１実施形態を示す。当該方法は、ネットワー
ク側装置がデータを送信する方法である。当該方法を第１のネットワーク側装置を含むネ
ットワークに適用してもよく、当該方法は特に以下のステップを含む。
【０１３２】
　ステップ２０１：ネットワーク装置が第１の基準信号をＵＥに送信する。任意選択で、
ネットワーク装置は発展型ＮｏｄｅＢ　ｅＮＢである。
【０１３３】
　ステップ２０２：ネットワーク装置がＵＥにより送信され第１の基準信号に従って生成
された通知メッセージを受信する。当該通知メッセージはマッピング関係集合内の少なく
とも１つのマッピング関係を示すために使用される。
【０１３４】
　当該少なくとも１つのマッピング関係は第１の基準信号に従ってＵＥにより当該マッピ
ング関係集合から決定される。当該マッピング関係集合は第１の関係集合、第２の関係集
合、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含む。第１の関係集合は、送信層の数
が決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含む。第２の関係集合
は、送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含む。第３の
関係集合は、送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートとの間の複数のマ
ッピング関係を含む。
【０１３５】
　本発明において、当該マッピング関係集合が第１の関係集合、第２の関係集合、および
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第３の関係集合における複数のマッピング関係を含んでもよいことは理解されるべきであ
る。例えば、当該１つのマッピング関係が、送信層の数が決定されたとき第１の関係集合
内のマッピング関係、即ち、符号語の当該符号語の送信層へのマッピングのマッピング関
係を含んでもよく、さらに、第３の関係集合内のマッピング関係、即ち、送信層と対応す
るＣＳＩ－ＲＳポートの間とのマッピング関係を含む。ＵＥは、符号語と当該符号語の層
の間のマッピング関係を第１の関係集合から決定し、ＵＥはさらに、層と対応するＣＳＩ
－ＲＳポートとの間のマッピング関係を第３の関係集合から決定する。第１の関係集合、
第２の関係集合、および第３の関係集合の決定順序は本発明では限定されない。
【０１３６】
　本発明の１実施形態では、第３の関係はＤＭ－ＲＳポートとＣＳＩ－ＲＳポートの間の
マッピング関係である。
【０１３７】
　本発明の別の実施形態では、第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である。さらに、第１
の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する少なくとも２つの基準信号を含み、
当該異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する基準信号は異なるポートに対応する。
【０１３８】
　任意選択で、第１の基準信号がＵＥに送信された後、ＵＥにより送信されたチャネル品
質インジケータＣＱＩが受信され、当該ＣＱＩの量または当該ＣＱＩの値のうち少なくと
も１つは当該決定された少なくとも１つのマッピング関係に従って取得される。
【０１３９】
　本発明の１実施形態では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係集合は少なくと
も第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を含み、第１のマッピング関係にお
いて、第１の符号語は第１の送信層集合にマップされ、第２の符号語は第２の送信層集合
にマップされ、第２のマッピング関係において、第１の符号語は第３の送信層集合にマッ
プされ、第２の符号語は第４の送信層集合にマップされる。
【０１４０】
　各送信層集合は少なくとも１つ送信層を含み、第１の送信層は第３の送信層集合と異な
り、第２の送信層集合は第４の送信層集合とは異なる。
【０１４１】
　本発明の１実施形態では、送信層の数が２以上であるとき、
第１の関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第１の関
係は第１の条件を満たし、第１の条件は、
ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、当該ｉ番目の符号語および当該
ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ、各符号語は少なくとも１つの
層にマップされ、ｉ番目の符号語に対応する層内の最小シーケンス番号を有する層はｍ番
目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大シーケンス番号を有する層はｎ
番目の層であるというものである。特定の例に関して、図１に示す実施形態のステップ１
０３を参照してもよく、詳細についてはここでは再度説明しない。
【０１４２】
　本発明では、ランク指示が２乃至８であるケースに存在しうる第１の関係集合の場合を
提供することは理解されるべきである。送信層の数が決定されたとき、ネットワーク装置
により受信されたマッピング関係メッセージが、送信層の数が決定されたとき、符号語と
送信層の間の複数のマッピング関係における少なくとも２つのマッピング関係のうち１つ
を示してもよい。当該指示の方式がインデックスを送信してもよく、または当該指示は別
の方式で実施され、本発明では限定されない。さらに、第１の関係集合、第２の関係集合
、および第３の関係集合を、例えば、ネットワーク装置に格納してもよく、または、別の
装置から取得してもよい。
【０１４３】
　ステップ２０３：ネットワーク装置が、当該マッピング関係メッセージに従って少なく
とも１つのマッピング関係をマッピング関係集合から取得する。
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【０１４４】
　当該実施形態では、ネットワーク装置が第１の基準信号をＵＥに送信し、その結果、Ｕ
Ｅは、チャネル品質測定モデルを用いることによって符号語とＣＳＩ－ＲＳのマッピング
関係の間の差異を決定し、測定により最適化されたマッピング関係を計算してもよい。ネ
ットワーク装置が、ＵＥにより送信されたマッピング関係メッセージを受信し、当該マッ
ピング関係メッセージの指示に従って符号語とＣＳＩ－ＲＳのマッピング関係を決定し、
当該マッピング関係に従ってデータを送信し、これにより柔軟な構成によりチャネルのリ
ソース利用を増大させる。
【０１４５】
　図１に示す実施形態に対応して、第１の基準信号が、異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対
応する少なくとも２つの基準信号を含むとき、ネットワーク装置により、ＵＥにより送信
され第１の基準信号に従って生成された通知メッセージを受信するステップ２０２であっ
て、当該通知メッセージはマッピング関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係を示
すために使用されるステップ２０２が以下を含んでもよい。
【０１４６】
　第３の関係が図１に示す当該実施形態における様々な対応する第３の関係であってもよ
い。
【０１４７】
　図３は、本発明におけるユーザ機器ＵＥの装置の実施形態を示す。ＵＥ装置はデータを
送信するように構成され、当該装置を、ＵＥを含むネットワークに適用してもよい。ＵＥ
は少なくとも１つのマッピング関係集合を少なくとも１つのマッピング関係集合から選択
し、次いで特定のマッピング関係を当該選択されたマッピング関係集合から選択し、当該
マッピング関係に従ってデータを送信する。ＵＥは特に、受信ユニット３０１、測定ユニ
ット３０２、第１の決定ユニット３０３、および第１の送信ユニット３０４を備える。
【０１４８】
　受信ユニット３０１はネットワーク装置により送信された第１の基準信号を受信するよ
うに構成される。
【０１４９】
　測定ユニット３０２は第１の基準信号を測定して、測定結果を取得するように構成され
る。第１の決定ユニット３０３は当該測定結果に従って少なくとも１つのマッピング関係
をマッピング関係集合から決定するように構成され、当該マッピング関係集合は第１の関
係集合、第２の関係集合、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含み、第１の関
係集合は、送信層の数が決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を
含み、第２の関係集合は、送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピン
グ関係を含み、第３の関係集合は、送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポ
ートとの間の複数のマッピング関係を含む。
【０１５０】
　当該マッピング関係集合が第１の関係集合、第２の関係集合、および第３の関係集合に
おける複数のマッピング関係を含んでもよいことは理解されるべきである。例えば、当該
マッピング関係集合が送信層の数が決定されたとき第１の関係集合における符号語の当該
符号語の送信層へのマッピングのマッピング関係を含んでもよく、さらに、第３の関係集
合における当該送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数のマ
ッピング関係を含む。送信層の数が決定されたときＵＥが符号語の当該符号語の送信層へ
のマッピングのマッピング関係を第１の関係集合から決定し、ＵＥが送信層とチャネル状
態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を第３の関係集合から
決定する。第１の関係集合、第２の関係集合、および第３の関係集合の決定順序は本発明
では限定されない。
【０１５１】
　さらに、マッピング関係をマッピング関係集合から決定するための多数の方式がある。
当該マッピング関係集合が第１の関係集合を含むとき、図４は本発明における第１の決定
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ユニット３０３の実施形態を示し、第１の決定ユニットが、
当該測定ユニットによる第１の基準信号の測定結果に従ってチャネル係数を取得するよう
に構成された取得ユニット３０３１と、
当該チャネル係数およびコードブックに従ってチャネルの等価なチャネル係数を計算する
ように構成された第１の計算ユニット３０３２と、
当該チャネルの等価なチャネル係数に従って各層の信号対雑音比を計算するように構成さ
れた第２の計算ユニット３０３３と、
各層の信号対雑音比に従って第１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係のチャネ
ル容量を計算するように構成された第３の計算ユニット３０３４と、
最大チャネル容量を有する符号語と層のマッピング関係を決定するように構成された第２
の決定ユニット３０３５と、
を備えてもよい。
【０１５２】
　特に、第１の基準信号がＣＳＩ－ＲＳ信号であってもよい。測定ユニット３０２は当該
ＣＳＩ－ＲＳを測定して、当該チャネルの送信行列を取得する。任意選択で、第１の基準
信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する少なくとも２つの基準信号を含み、当該異
なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する基準信号は異なるポートに対応する。例えば、ポー
トの数が８であり層の数が５であるとき、第１のＣＳＩ－ＲＳ信号はポート０乃至ポート
３に対応し、第２のＣＳＩ－ＲＳ信号はポート４乃至ポート７に対応する。
【０１５３】
　取得ユニット３０３１が測定結果に従ってチャネル係数を取得する。当該チャネル係数
を行列の形式で示してもよい。第１の基準信号が２つのＣＳＩ－ＲＳの構成情報に対応す
るとき、当該取得ユニットは２つのチャネル行列を取得する。
【０１５４】
　チャネル行列は第１のＣＳＩ－ＲＳに従って取得される。即ち、
【０１５５】
【数２１】

【０１５６】
である。
【０１５７】
　チャネル行列は第２のＣＳＩ－ＲＳに従って取得される。即ち、
【０１５８】

【数２２】

【０１５９】
である。
【０１６０】
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　最終的に結合されたチャネル行列は、
【０１６１】
【数２３】

【０１６２】
である。
【０１６３】
　第１の計算ユニット３０３２は当該チャネル係数と当該コードブックに従って当該チャ
ネルの等価なチャネル係数を計算するように構成される。当該決定されたコードブックが
Ｗ８×５である場合、当該等価なチャネル係数（行列）はＨｅｆｆ＝ＨＷ８×５であり、
【０１６４】
【数２４】

【０１６５】
である。
【０１６６】

【数２５】

【０１６７】
はｘ番目の層の等価なチャネル係数を示す。便宜上、行列の形式を本発明での説明に使用
することは理解されるべきである。本発明における様々な計算プロセスまたは方法を他の
形式で実装してもよく、当該形式がシーケンス計算または行列計算であってもよいがこれ
らに限られない。
【０１６８】
　第３の計算ユニット３０３４は各層の信号対雑音比に従って第１の関係集合内の各符号
語と層のマッピング関係のチャネル容量を計算するように構成される。
【０１６９】
　送信層の数が決定されたとき、第１の関係集合における各符号語と送信層のマッピング
関係のチャネル容量を計算するステップを複数の方法を用いることによって実装してもよ
い。本発明の１実施形態では、対応する層の信号対雑音比が、当該層の等価なチャネル係
数
【０１７０】

【数２６】
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【０１７１】
を用いることによって計算される。任意選択で、最小平均二乗誤差ＭＭＳＥ（Ｍｉｎｉｍ
ｕｍ　Ｍｅａｎ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｅｒｒｏｒ）アルゴリズムを当該計算に対して使用して
もよい。
【０１７２】
　第１の関係集合における各符号語と送信層のマッピング関係のチャネル容量が各層の信
号対雑音比に従って計算される。任意選択で、容量式を当該計算に対して使用してもよい
。例えば、第１の関係集合内のマッピング関係は、
【０１７３】
【数２７】

【０１７４】
である。
【０１７５】
　対応する符号語０は第３のおよび第４の層にマップされ、対応する符号語０の信号対雑
音比はＳＮＲ＿ＣＷ（０）である。対応する符号語１は０番目の、１番目の、および２番
目の層にマップされ、対応する符号語１の信号対雑音比はＳＮＲ＿ＣＷ（０）である。当
該容量式を用いることによって取得された当該マッピング関係の合計容量Ｃは、
Ｃ＝１０ｌｇ（１＋ＳＮＲ＿ＣＷ（０））（１＋ＳＮＲ＿ＣＷ（１））
である。
【０１７６】
　第１の関係集合内の各符号語と層のマッピング関係が当該方法に従って計算される。
【０１７７】
　第２の決定ユニット３０３５は最大チャネル容量を有する符号語と層のマッピング関係
を決定するように構成される。任意選択で、最大容量に対応する符号語と層のマッピング
関係が選択される。
【０１７８】
　送信層の数が決定されたとき、上述の各符号語と送信層のマッピング関係は１例にすぎ
ないことは理解されるべきである。当該プロセスでは、異なる実装方式が存在してもよい
。例えば、当該マッピング関係は、スループットを測定しチャネル容量および別のパラメ
ータを測定することによって決定されるか、または、複数のパラメータを用いることによ
って包括的に決定される。本発明は限定を設けず、第１の関係集合からのマッピング関係
の選択を満たす全ての方法の保護を要求する。さらに、当該実施形態における装置および
ユニットに対する論理的結合、分割、および修正があってもよい。例えば、第１の決定ユ
ニット３０３がプロセッサであってもよく、第１の決定ユニット３０３に含まれるサブユ
ニットが当該プロセッサの異なるまたは同一の加算器および乗算器または他の動作モジュ
ールまたは処理モジュールであってもよい。
【０１７９】
　１実施形態では、
送信層の数が２以上であるとき、
第１の関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第１の関
係は第１の条件を満たし、第１の条件は、ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係
において、当該ｉ番目の符号語および当該ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎ
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が満たされ、各符号語は少なくとも１つの層にマップされ、ｉ番目の符号語に対応する層
内の最小シーケンス番号を有する層はｍ番目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対応する
層内の最大シーケンス番号を有する層はｎ番目の層であるというものである。
【０１８０】
　例えば、以下の第１の関係のマッピングが存在する。即ち、
【０１８１】
【数２８】

【０１８２】
である。ｄ（ｋ）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値を示し、ｘ（ｍ）（ｎ）＝ｄ（ｋ

）（ｑ）はｋ番目の符号語のｑ番目の値がｍ番目の層にマップされることを示し、ｐは層
の数である。
【０１８３】
　符号語の量はｋ＝２である。即ち、２つの符号語、即ち、０番目の符号語および第１の
符号語１がある。当該例では、ｉ＝１、およびｊ＝０である。当該ｉ番目の符号語に対応
する層内の最小シーケンス番号を有する層はｍ番目の層である。即ち、符号語１に対応す
る層の最小シーケンス番号値ｍは１であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大シ
ーケンス番号を有する層はｎ番目の層である。即ち、符号語０に対応する層の最大シーケ
ンス番号値ｎは４であり、ｍ＜ｎが満たされる。
【０１８４】
　本発明の１実施形態では、第１の関係集合に対して、図１に示す第１の関係集合の実施
形態で提供される幾つかの可能な第１の関係集合があり、詳細についてはここでは再度説
明しない。
【０１８５】
　第１の送信ユニット３０４は通知メッセージをネットワーク装置に送信するように構成
され、当該通知メッセージは第１の決定ユニットにより決定された当該マッピング関係を
示すために使用される。
【０１８６】
　本発明の１実施形態では、チャネル品質インジケータＣＱＩはネットワーク装置にフィ
ードバックされ、当該ＣＱＩの量または当該ＣＱＩの値のうち少なくとも１つは当該決定
された少なくとも１つのマッピング関係に従って取得される。本発明の１実施形態では、
第３の関係はＤＭ－ＲＳポートとＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッピング関係である。
【０１８７】
　本発明は、当該実施形態におけるモジュールまたはユニットに対する統合、分割、およ
び論理的修正に限定を設けないことは理解されるべきである。例えば、第１の計算ユニッ
ト、第２の計算ユニット、および第３の計算ユニットを１つの計算ユニットに結合しても
よい。
【０１８８】
　ＵＥが第１の基準信号を測定しチャネル品質を決定するとき、符号語とＣＳＩ－ＲＳの
マッピング関係が固定される。本発明の当該実施形態で示す装置によれば、ＵＥは、チャ
ネル品質測定モデルを用いることによって層とＣＳＩ－ＲＳのマッピング関係の間の差異
を取得し、測定により最適化されたマッピング関係を計算してもよく、これらのマッピン
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グ関係から少なくとも１つのマッピング関係を決定して、符号語からチャネルのＣＳＩ－
ＲＳへのマッピング関係を調節し、これによりシステムの柔軟性が高まり、チャネルのリ
ソース利用が高まる。
【０１８９】
　図４に示すＵＥ装置が図１に示す実施形態を実装することもできることは理解されるべ
きである。
【０１９０】
　図５は、本発明における本発明を実装するためのネットワーク装置の装置の実施形態を
示す。当該装置はネットワーク装置であり、当該装置を、ネットワーク装置を含むネット
ワークに適用してもよい。当該装置は、第１の基準信号を送信しマッピング関係を示すメ
ッセージを受信するように構成される。当該装置は特に、送信ユニット４０１、第１の受
信ユニット４０２、および決定ユニット４０４を備える。
【０１９１】
　送信ユニット４０１は基準信号をユーザ機器ＵＥに送信するように構成される。
【０１９２】
　任意選択で、ネットワーク装置は発展型ＮｏｄｅＢ　ｅＮＢである。
【０１９３】
　第１の受信ユニット４０２はＵＥにより送信され第１の基準信号に従って生成されたマ
ッピング関係メッセージを受信するように構成される。当該通知メッセージはマッピング
関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係を示すために使用される。
【０１９４】
　当該少なくとも１つのマッピング関係は第１の基準信号に従ってＵＥにより当該マッピ
ング関係集合から決定される。当該マッピング関係集合は第１の 関係集合、第２の関係
集合、または第３の関係集合のうち少なくとも１つを含む。第１の関係集合は、送信層の
数が決定されたときの符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を含む。第２の関係集
合は、当該送信層と復調基準信号ＤＭ－ＲＳポートの間の複数のマッピング関係を含む。
第３の関係集合は、当該送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の
複数のマッピング関係を含む。
【０１９５】
　本発明において、当該マッピング関係集合が第１の関係集合、第２の関係集合、および
第３の関係集合における複数のマッピング関係を含んでもよいことは理解されるべきであ
る。例えば、当該１つのマッピング関係が第１の関係集合内のマッピング関係を含んでも
よく、さらに第３の関係集合内のマッピング関係を含む。送信層の数が決定されたとき、
ＵＥが符号語と送信層の間の複数のマッピング関係を第１の関係集合から決定し、ＵＥは
さらに当該送信層とチャネル状態情報－基準信号ＣＳＩ－ＲＳポートの間の複数のマッピ
ング関係を第３の関係集合から決定する。第１の関係集合、第２の関係集合、および第３
の関係集合の決定順序は本発明では限定されない。
【０１９６】
　本発明の１実施形態では、第３の関係はさらに、当該対応するＤＭ－ＲＳポートおよび
当該対応するＣＳＩ－ＲＳポートの間のマッピング関係を含む。
【０１９７】
　本発明の別の実施形態では、第１の基準信号はＣＳＩ－ＲＳ信号である。さらに、第１
の基準信号は異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する少なくとも２つの基準信号を含み、
当該異なるＣＳＩ－ＲＳ構成情報に対応する基準信号は異なるポートに対応する。
【０１９８】
　任意選択で、当該基準信号がＵＥに送信された後、当該装置はさらに、ＵＥにより送信
されたチャネル品質インジケータＣＱＩを受信するように構成された第２の受信ユニット
４０３を備える。当該ＣＱＩの量または当該ＣＱＩの値のうち少なくとも１つは当該決定
された少なくとも１つのマッピング関係に従って取得される。
【０１９９】
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　本発明の１実施形態では、送信層の数が２以上であるとき、第１の関係集合は少なくと
も第１のマッピング関係および第２のマッピング関係を含み、第１のマッピング関係にお
いて、第１の符号語は第１の送信層集合にマップされ、第２の符号語は第２の送信層集合
にマップされ、第２のマッピング関係において、第１の符号語は第３の送信層集合にマッ
プされ、第２の符号語は第４の送信層集合にマップされる。
【０２００】
　各送信層集合は少なくとも１つ送信層を含み、第１の送信層は第３の送信層集合と異な
り、第２の送信層集合は第４の送信層集合とは異なる。
【０２０１】
　本発明の１実施形態では、ＲＡＮＫ値が２以上であるとき、
第１の関係集合内の少なくとも１つのマッピング関係における少なくとも１つの第１の関
係は第１の条件を満たし、第１の条件は、
ｋ個の符号語と夫々の層の間のマッピング関係において、当該ｉ番目の符号語および当該
ｊ番目の符号語がｉ＞ｊを満たす場合、ｍ＜ｎが満たされ、各符号語は少なくとも１つの
層にマップされ、ｉ番目の符号語に対応する層内の最小シーケンス番号を有する層はｍ番
目の層であり、当該ｊ番目の符号語に対応する層内の最大シーケンス番号を有する層はｎ
番目の層であるというものである。
【０２０２】
　特定の例に関して、図１に示す実施形態におけるステップ１０３を参照してもよく、詳
細についてはここでは再度説明しない。
【０２０３】
　本発明の１実施形態では、第１の関係集合に対して、図１に示す第１の関係集合の実施
形態で提供される幾つかの可能な第１の関係集合があり、詳細についてはここでは再度説
明しない。
【０２０４】
　送信層の数が決定されたとき、ネットワーク装置により受信されたマッピング関係メッ
セージが少なくとも２つの第１のマッピング関係の１つを示してもよい。当該指示の方式
がインデックスを送信してもよく、または当該指示は別の方式で実施され、本発明では限
定されない。さらに、第１の関係集合、第２の関係集合、および第３の関係集合を、例え
ば、ネットワーク装置に格納してもよく、または、別の装置から取得してもよい。
【０２０５】
　決定ユニット４０４は当該マッピング関係メッセージに従って当該少なくとも１つのマ
ッピング関係を当該マッピング関係集合から取得するように構成される。
【０２０６】
　本発明は当該実施形態内のユニットまたはモジュールへの統合、分割、および論理的シ
ーケンス修正に対する限定を設定しないことは理解されるべきである。例えば、第１の受
信ユニット４０２および第２の受信ユニット４０３を１つの受信ユニットに組み合わせて
もよい。
【０２０７】
　当該実施形態では、ネットワーク装置内の送信ユニットが第１の基準信号をＵＥに送信
し、その結果、ＵＥは、チャネル品質測定モデルを用いることによって符号語とＣＳＩ－
ＲＳのマッピング関係の間の差異を取得し、測定により最適化されたマッピング関係を計
算してもよい。受信ユニットが、ＵＥにより送信されたマッピング関係メッセージを受信
し、当該マッピング関係メッセージの指示に従って符号語とＣＳＩ－ＲＳのマッピング関
係を決定し、当該マッピング関係に従ってデータを送信し、これにより柔軟な構成により
チャネルのリソース利用を増大させる。
【０２０８】
　図６は、本発明における別のコンピュータ・システムの１実施形態を示す。
【０２０９】
　当該コンピュータ・システムが、特にプロセッサ・ベースのコンピュータ、例えば、タ
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ブレット・コンピュータまたはスマートフォンのような汎用目的パーソナルコンピュータ
（ＰＣ）またはポータブル装置であってもよい。
【０２１０】
　より具体的には、上述のコンピュータ・システムが、バス、プロセッサ５０１、入力装
置５０２、出力装置５０３、通信インタフェース５０４、およびメモリ５０５を備えても
よい。プロセッサ５０１、入力装置５０２、出力装置５０３、通信インタフェース５０４
、およびメモリ５０５は当該バスを用いることによって互いに接続される。
【０２１１】
　当該バスが、当該コンピュータ・システム内のコンポーネント間での情報伝送のための
経路を含んでもよい。
【０２１２】
　プロセッサ５０１が汎用目的プロセッサ、例えば、汎用目的中央演算装置（ＣＰＵ）、
ネットワーク・プロセッサ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ、略してＮＰ）、また
はマイクロ・プロセッサであってもよく、または、特殊用途向け集積回路（ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ、ＡＳＩＣ）、
または、当該本発明の解決策におけるプログラムの実行を制御するように構成された１つ
または複数の集積回路であってもよいか、または、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
特殊用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラム可能ゲート・アレイ（ＦＰ
ＧＡ）または別のプログラム可能ロジック装置、離散ゲートまたはトランジスタ・ロジッ
ク装置、または離散ハードウェア・コンポーネントであってもよい。
【０２１３】
　メモリ５０５は、本発明における技術的解決策を実行するためのプログラムを格納し、
さらにオペレーティング・システムおよび別のアプリケーション・プログラムを格納して
もよい。特に、当該プログラムがプログラム・コードを含んでもよく、当該プログラム・
コードはコンピュータ動作命令を含む。より具体的には、メモリ５０５が、読取り専用メ
モリ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）、静的情報および静的命令を格納で
きる別のタイプの静的記憶装置、ランダム・アクセス・メモリ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）、情報および命令を格納できる別のタイプの動的記憶装置
、磁気ディスク記憶等であってもよい。
【０２１４】
　入力装置５０２が、ユーザにより入力されたデータおよび情報を受信する装置、例えば
、キーボード、マウス、カメラ、スキャナ、ライト・ペン、音声入力装置、またはタッチ
スクリーンを備えてもよい。
【０２１５】
　出力装置５０３が、情報をユーザに出力できる装置、例えば、ディスプレイスクリーン
、プリンタ、またはスピーカを備えてもよい。
【０２１６】
　通信インタフェース５０４が、別の装置または通信ネットワーク、例えば、Ｅｔｈｅｒ
ｎｅｔ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、または無線ローカル・エリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）と通信するための任意の送受信機等を用いた装置を備えてもよい。
【０２１７】
　プロセッサ５０１は、メモリ５０５に格納されたプログラムを実行し、本発明の任意の
実施形態で提供した信号送信方法を実装し、当該実施形態における任意の装置を実装する
ように構成される。
【０２１８】
　本発明の全ての実施形態において、マッピング関係および１つのマッピング関係が、ポ
ート間の単一のマッピング関係、例えば、符号語と層のマッピング関係、層およびＤＭ－
ＲＳポート間の複数のマッピング関係、またはＤＭ－ＲＳポートおよびＣＳＩ－ＲＳの間
のマッピング関係であってもよく、または、システムの視点からの複数のマッピング関係
を含む１つのマッピング関係であってもよいことは理解されるべきである。例えば、本発
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明における方法または装置によれば、符号語とＣＳＩ－ＲＳのマッピング関係が決定され
る場合、当該１つのマッピング関係が、符号語と層のマッピング関係、層およびＤＭ－Ｒ
Ｓポートの間の複数のマッピング関係、および当該ＤＭ－ＲＳポートおよびＣＳＩ－ＲＳ
ポートの間のマッピング関係を含んでもよく、または、独立な符号語とＣＳＩ－ＲＳのマ
ッピング関係であってもよい。
【０２１９】
　以下では特に、１実施形態を用いて本発明の１実装方法を説明する。特に、当該実施形
態を、第２の関係を決定するための方法として使用してもよい。便宜上、本発明は、ＵＥ
およびｅＮＢの視点からの方法の実装方式を提供する。
【０２２０】
　１．ＵＥ側の実装方式
【０２２１】
　ＵＥがＳＲＳ参照信号を送信する。当該ＳＲＳ参照信号は、チャネルを測定するために
ｅＮＢにより使用される。
【０２２２】
　ＵＥが、プリコーディング処理を実施することによって取得された信号Ｗ・ｘを受信す
る。
【０２２３】
　ＵＥはＤＭ－ＲＳ参照信号ｘを取得する。
【０２２４】
　ＵＥが、ｘおよびＷ・ｘに従って、当該ＤＭ－ＲＳ参照信号ｘに対応するｎ個のアンテ
ナに対応するポートの等価なチャネルＨＲｘ×ＴｘＷを取得する。
【０２２５】
　ＵＥが、ＨＲｘ×ＴｘＷに従って、ｍ個の層およびｎ個の対応するＤＭ－ＲＳ復調パイ
ロット・ポートの間のマッピング関係を決定する。
【０２２６】
　上述の方法をＵＥ装置内部で実装してもよく、ＳＲＳ参照信号を送信するステップを送
信ユニットにより実装してもよいことは理解されるべきである。
【０２２７】
　ＵＥにより、プリコーディング処理を実施することによって取得された信号Ｗ・ｘを受
信するステップを受信ユニットにより実装してもよい。
【０２２８】
　ＵＥによってｘおよびＷ・ｘに従って、ＤＭ－ＲＳ参照信号ｘに対応するｎ個のアンテ
ナに対応するポートの等価なチャネルＨＲｘ×ＴｘＷを取得するステップを取得ユニット
により実装してもよい。
【０２２９】
　ＵＥによりＨＲｘ×ＴｘＷに従って、当該ｍ個の層およびｎ個の対応するＤＭ－ＲＳ復
調パイロット・ポートの間のマッピング関係を決定するステップを決定ユニットにより実
装してもよい。
【０２３０】
　ＵＥにより、ＤＭ－ＲＳ参照信号ｘを取得するステップを、ＵＥの構造または所定の方
法に従ってメモリまたは取得ユニットにより実装してもよい。
【０２３１】
　２．ｅＮＢ側の実装方式：
【０２３２】
　ｅＮＢがＳＲＳ信号を受信する。
【０２３３】
　ｅＮＢはＳＲＳ参照信号を測定し、当該測定結果に従って、ＤＭ－ＲＳ参照信号にプリ
コーディング処理を実施することによって取得された信号Ｗ・ｘを取得する。
【０２３４】
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　ｅＮＢがＷ・ｘをＵＥに送信する。
【０２３５】
　上述の方法をｅＮＢ装置内部で実装してもよく、ｅＮＢにより、当該ＳＲＳ信号を受信
するステップを受信ユニットにより実装してもよいことは理解されるべきである。
【０２３６】
　ｅＮＢにより、当該ＳＲＳ参照信号を測定するステップを測定ユニットにより実装して
もよい。
【０２３７】
　当該測定結果に従って、当該ＤＭ－ＲＳ参照信号にプリコーディング処理を実施するこ
とによって取得された信号Ｗ・ｘを取得するステップを取得ユニットにより実装してもよ
い。
【０２３８】
　ｅＮＢによりＷ・ｘをＵＥに送信するステップを送信ユニットにより実装してもよい。
【０２３９】
　図７は、本発明のシステム実施形態を示す。本発明では、ネットワーク装置はｅＮＢで
ある。詳細は以下の通りである。
【０２４０】
　ステップ６０１：ＵＥがＳＲＳ参照信号をｅＮＢに送信する。
【０２４１】
　ステップ６０２：ｅＮＢがＳＲＳ信号を受信する。
【０２４２】
　ステップ６０３：ｅＮＢが、当該ＳＲＳ参照信号を測定し、当該測定結果に従ってアッ
プリンク・チャネル係数ＨＲｘ×Ｔｘを取得する。Ｔｘは基地局に対応するアンテナ・ポ
ートの数であり、ＲｘはＵＥに対応するアンテナ・ポートの数である。
【０２４３】
　当該測定プロセスおよびステップ６０３における当該測定結果に従ってアップリンク・
チャネル係数を取得するプロセスを２つ以上の実行ステップに分割してもよく、本発明で
は限定されないことは理解されるべきである。
【０２４４】
　ステップ６０４：ｅＮＢが、チャネル相互関係およびアップリンク・チャネル係数ＨＲ

ｘ×Ｔｘに従ってダウンリンク・チャネルのチャネル係数ＨＲｘ×Ｔｘを取得する。
【０２４５】
　ステップ６０５：ｅＮＢが、ダウンリンク・チャネル係数ＨＲｘ×Ｔｘに従ってプリコ
ーディング行列を取得する。
【０２４６】
　１実施形態では、プリコーディング行列Ｗ＝［ｗ１　ｗ２　・・・　ｗｎ］を特異値分
解方式で取得してもよい。ｗｚはＷ内のｚ番目の列であり、Ｗ内の列の数はｎである。本
発明は、ＨＲｘ×Ｔｘに従ってＷを取得するための方式に限定を設定しないことは理解さ
れるべきである。
【０２４７】
　ステップ６０６：ｅＮＢが、Ｗに従ってプリコーディング処理をＤＭ－ＲＳ参照信号ｘ
に実施して、当該ＤＭ－ＲＳ参照信号にプリコーディング処理を実施することによって取
得された信号Ｗ・ｘを取得する。
【０２４８】
　任意選択で、ｘをｅＮＢおよびＵＥに事前に格納してもよく、または、任意選択で、ｘ
はｅＮＢまたはＵＥの何れかに格納され、ピア側に通知され、または、任意選択で、ｅＮ
Ｂおよび／またはＵＥは、別の装置により送信されたメッセージを受信することによって
ｘを取得する。
【０２４９】
　ステップ６０７：ｅＮＢがＷ・ｘをＵＥに送信する。当該ＤＭ－ＲＳ参照信号ｘのポー
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ト数はｎである。
【０２５０】
　ステップ６０８：ＵＥが、ｅＮＢにより送信されたｘを測定し、当該ＤＭ－ＲＳ参照信
号ｘに対応するｎ個のアンテナに対応するポートの等価なチャネルを取得する。特に、Ｕ
Ｅによって受信された信号はｙ＝ＨＲｘ×ＴｘＷｘ＋ｎである。ｎは雑音を指し、当該ｎ
個のアンテナに対応するポートの等価なチャネルＨＲｘ×ＴｘＷをｙおよびｘに従ってを
取得してもよい。
【０２５１】
　本発明はｙおよびｘに従ってＨＲｘ×ＴｘＷを取得するための方式に限定を設定せず、
当該方式を、最小平方チャネル推定アルゴリズムまたは最小平均二乗誤差チャネル推定ア
ルゴリズムを用いることにより実装してもよいことは理解されるべきである。
【０２５２】
　ステップ６０９：ＨＲｘ×ＴｘＷに従って、当該ｍ個の層およびｎ個の対応するＤＭ－
ＲＳ復調パイロット・ポートの間のマッピング関係を決定する。特に、
【０２５３】
【数２９】

【０２５４】
であり、Ｈｅｆｆ＿ｖは、ＨＲｘ×ＴｘＷ内のｖ番目の列に対応するｖ番目のポートに対
応する等価なチャネルを指す。Ｈｅｆｆ＿ｖに対応する信号対雑音比が取得される。当該
ｍ個の層および当該ｎ個の対応するＤＭ－ＲＳ復調パイロット・ポートの間のマッピング
関係は当該信号対雑音比に従って決定される。１実施形態では、Ｈｅｆｆ＿ｖに対応する
信号対雑音比が取得された後、高い信号対雑音比を有する幾つかのポートが全てのＨｅｆ

ｆ＿ｖから選択され、当該層は当該高い信号対雑音比を有する幾つかの選択されたポート
にマップされる。ｍの値はｎの値以下であることは理解されるべきである。
【０２５５】
　上述の実装方式の説明により、当業者は、本発明をハードウェア、ファームウェア、ま
たはそれらの組合せにより実装してもよいことを明確に理解しうる。本発明をソフトウェ
アにより実装するとき、上述の機能をコンピュータ可読媒体に格納するか、または、当該
コンピュータ可読媒体内の１つまたは複数の命令またはコードとして送信してもよい。当
該コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体および通信媒体を含む。当該通信媒体
は、コンピュータプログラムを或る場所から別の場所に送信できる任意の媒体を含む。当
該記憶媒体はコンピュータにアクセス可能な任意の利用可能な媒体であってもよい。以下
では、１例を提供するが、限定は課さない。即ち、当該コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または別の光ディスク記憶またはディスク記憶
媒体、または別の磁気記憶装置、または命令またはデータ構造の形で期待されるプログラ
ム・コードを運搬または格納できコンピュータによりアクセスできる他の任意の媒体を含
んでもよい。さらに、任意の接続をコンピュータ可読媒体として適切に定義してもよい。
例えば、同軸ケーブル、光ファイバ／ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線（Ｄ
ＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術を用いてソフトウェア
がウェブサイト、サーバ、または別のリモート・ソースから送信される場合、同軸ケーブ
ル、光ファイバ／ケーブル、ツイスト・ペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイ
クロ波のような無線技術は、それらが属する媒体の定義に含まれる。例えば、本発明で使
用されるディスク（Ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）はコンパクト・ディスク（Ｃ
Ｄ）、レーザ・ディスク、光ディスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピ・
ディスク、およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスクを含む。当該ディスクは一般に磁
気手段によりデータをコピーし、当該ディスクはレーザ手段により光学的にデータをコピ
ーする。上述の組合せもコンピュータ可読媒体の保護範囲に含まれるべきである。
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【０２５６】
　纏めると、上述したことは本発明における技術的解決策の実施形態であり、本発明の保
護範囲を限定しようとするものではない。本発明の原理から逸脱しない任意の修正、等価
な置換え、または改善は本発明の保護範囲に入るものとする。
【符号の説明】
【０２５７】
　３０１受信ユニット
３０２測定ユニット
３０３第１の決定ユニット
３０４第１の送信ユニット
３０３１取得ユニット
３０３２第１の計算ユニット
３０３３第２の計算ユニット
３０３４第３の計算ユニット
３０３５第２の決定ユニット
４０１送信ユニット
４０２第１の受信ユニット
４０３第２の受信ユニット
４０４決定ユニット
５０１プロセッサ
５０２入力装置
５０３出力装置
５０４通信インタフェース
５０５メモリ
５０６プログラム
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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