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(57)【要約】
本明細書で説明される実施形態は、パネル固有チャネル
状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）構成のための擬似コ
ロケーション（ＱＣＬ）タイプ定義および指示を含む、
パネル固有ＣＳＩ－ＲＳ構成およびＱＣＬ指示を伴う複
数のパネルのための基準信号構成のためのシステムおよ
び方法を提供する。例示的な実施形態は、パネル固有コ
ンポーネントプリコーダおよびパネル共通プリコーダを
もつマルチコンポーネントプリコーダ構造をさらに提供
する。実施形態は、パネル共通プリコーダおよび／また
はパネル固有プリコーダのためのランダムプリコーディ
ングを使用する（半）開ループ方式と、パネル共通プリ
コーダを用いたパネル選択／制限と、パネルの異なるセ
ットを使用するＭＵ－ＭＩＭＯ動作と、パネルごとのＣ
ＳＩ報告とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナシステムを構成する方法であって、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）にお
いて、
　複数の基準信号（ＲＳ）リソースの構成を受信することと、
　前記ＲＳリソースのサブセットのための擬似コロケーション（ＱＣＬ）タイプを識別す
る情報を受信することであって、前記ＲＳリソースの前記サブセットは、第１のＲＳリソ
ースと第２のＲＳリソースとを含む、ことと、
　ダウンリンク（ＤＬ）データ送信の復調のために前記第１のＲＳリソースを使用するよ
うにとの指示を受信することと、
　前記ＲＳリソースの前記サブセットからの基準信号を測定することによって、前記識別
されたＱＣＬタイプに関連付けられたＱＣＬパラメータの第１のセットを測定することと
、
　前記第１のＲＳリソースからの基準信号を測定することによって、ＱＣＬパラメータの
前記第１のセット中にないＱＣＬパラメータの第２のセットを測定することと、
　ＱＣＬパラメータの前記第１のセットとＱＣＬパラメータの前記第２のセットとを使用
して前記ＤＬデータを復調することと
　を含む方法。
【請求項２】
　少なくとも１つのＱＣＬタイプは、ＲＳリソースの完全ＱＣＬを示し、
　第２のＱＣＬタイプは、ＲＳリソースの部分ＱＣＬを示し、
　ＲＳリソースの部分ＱＣＬに対応するＱＣＬパラメータは、ＲＳリソースの完全ＱＣＬ
に対応する前記ＱＣＬパラメータのサブセットである
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ＲＳリソースの完全ＱＣＬに対応する前記ＱＣＬパラメータは、遅延拡散、ドップラー
拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびビームインデックスのうち
の１つまたは複数を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ＱＣＬパラメータの前記第１のセットまたは前記第２のセットは、空集合、完全ＱＣＬ
のための前記ＱＣＬパラメータのサブセット、および完全ＱＣＬのための前記パラメータ
の全てのうちの少なくとも１つである、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　ＲＳリソースは、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、復調基準信号（ＤＭ－
ＲＳ）、および測定基準信号のうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のＲＳリソースはＤＭ－ＲＳであり、前記第２のＲＳリソースはＣＳＩ－ＲＳ
である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＲＳリソースの関連付けられたサブセットは、マルチレイヤ送信のためのレイヤに基づ
いて異なる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　レイヤのためのＲＳリソースの前記関連付けられたサブセットは、ダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）中で示される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　１つまたは複数のＱＣＬタイプが使用され、各ＱＣＬタイプはＱＣＬパラメータの異な
るセットを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　請求項１乃至３および請求項５乃至９のいずれか一項に記載の方法を実施するように構
成された装置。
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【請求項１１】
　請求項１乃至３および請求項５乃至９のいずれか一項に記載の方法を実施するための手
段を備える装置。
【請求項１２】
　コンピューティングデバイス上で実行されたとき、前記コンピューティングデバイスに
、請求項１乃至３および請求項５乃至９のいずれか一項に記載の方法を行わせる複数の命
令を備える少なくとも１つの機械可読媒体。
【請求項１３】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）のプロセッサとメモリとを備える装置であって、
　複数の基準信号（ＲＳ）リソースの構成を受信することと、
　前記ＲＳリソースのサブセットのための擬似コロケーション（ＱＣＬ）タイプを識別す
る情報を受信することであって、前記ＲＳリソースの前記サブセットは、第１のＲＳリソ
ースと第２のＲＳリソースとを含む、受信することと、
　ダウンリンク（ＤＬ）データ送信の復調のために前記第１のＲＳリソースを使用するよ
うにとの指示を受信することと、
　ＲＳリソースの前記サブセットからの基準信号を測定することによって、前記識別され
たＱＣＬタイプに関連付けられたＱＣＬパラメータの第１のセットを測定することと、
　前記第１のＲＳリソースからの基準信号を測定することによって、ＱＣＬパラメータの
前記第１のセット中にないＱＣＬパラメータの第２のセットを測定することと、
　導出されたＱＣＬパラメータの前記第１のセットと導出されたＱＣＬパラメータの前記
第２のセットとを使用して前記ＤＬデータを復調することと
　を行うように構成された装置。
【請求項１４】
　少なくとも１つのＱＣＬタイプは、ＲＳリソースの完全ＱＣＬを示し、
　第２のＱＣＬタイプは、ＲＳリソースの部分ＱＣＬを示し、
　ＲＳリソースの部分ＱＣＬに対応するＱＣＬパラメータは、ＲＳリソースの完全ＱＣＬ
に対応する前記ＱＣＬパラメータのサブセットである
　請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　ＲＳリソースの完全ＱＣＬに対応する前記ＱＣＬパラメータは、遅延拡散、ドップラー
拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびビームインデックスのうち
の１つまたは複数を含む、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　ＱＣＬパラメータの前記第１のセットまたは前記第２のセットは、空集合、完全ＱＣＬ
のための前記ＱＣＬパラメータのサブセット、および完全ＱＣＬのための前記パラメータ
の全てのうちの少なくとも１つである、請求項１３乃至１５のいずれか一項に記載の装置
。
【請求項１７】
　ＲＳリソースは、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、復調基準信号（ＤＭ－
ＲＳ）、および測定基準信号のうちの少なくとも１つである、請求項１３に記載の装置。
【請求項１８】
　第１のＲＳリソースはＤＭ－ＲＳであり、第２のＲＳリソースはＣＳＩ－ＲＳである、
請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　ＲＳリソースの関連付けられたサブセットは、マルチレイヤ送信のためのレイヤに基づ
いて異なる、請求項１３に記載の装置。
【請求項２０】
　レイヤのためのＲＳリソースの前記関連付けられたサブセットは、ダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ）中で示される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
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　１つまたは複数のＱＣＬタイプが使用され、各ＱＣＬタイプはＱＣＬパラメータの異な
るセットを有する、請求項１３に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　複数のアンテナ技法が、単一パネルベースアンテナ構成に基づいて設計および開発され
ている。例えば、ＭＩＭＯ送信方式（例えば、ＳＵ－ＭＩＭＯ、ＭＵ－ＭＩＭＯ、送信ダ
イバーシティ、開ループＭＩＭＯ、および閉ループＭＩＭＯ）およびそれの関連付けられ
たチャネル状態情報（ＣＳＩ）フィードバックが、単一パネルベースアンテナモデルに基
づいて設計されている。
【０００２】
　大規模アンテナモデルは複数のパネルを含む。タイミングおよび位相が、パネルにわた
って同期されないことがある。その結果、複数のパネルを使用する大規模アンテナモデル
のコンテキストにおいて起こる問題に対処する複数のアンテナ技法が必要である。
【０００３】
　プリコーディングは、マルチアンテナ無線通信におけるマルチストリーム（またはマル
チレイヤ）送信をサポートするためのビームフォーミングの一般化である。従来のシング
ルストリームビームフォーミングでは、信号電力が受信機出力において最大にされるよう
に、同じ信号が、適切な重み付け（位相および利得）をもつ送信アンテナの各々から放出
される。受信機が複数のアンテナを有するとき、シングルストリームビームフォーミング
は、受信アンテナの全てにおける信号レベルを同時に最大にすることができない。複数の
受信アンテナシステムにおけるスループットを最大にするために、マルチストリーム送信
が一般的に必要とされる。
【０００４】
　ポイントツーポイントシステムでは、プリコーディングは、リンクスループットが受信
機出力において最大にされるように、複数のデータストリームが、独立した適切な重み付
けをもつ送信アンテナから放出されることを意味する。マルチユーザＭＩＭＯでは、デー
タストリームは、（ＳＤＭＡとして知られる）異なるユーザを対象としており、総スルー
プットの何らかの測度（例えば、合計性能または最大最小公平性）が最大にされる。ポイ
ントツーポイントシステムでは、プリコーディングの利益のうちの一部は、送信機におけ
るチャネル状態情報を必要とすることなしに実現され得るが、そのような情報は、マルチ
ユーザシステムにおけるユーザ間干渉を扱うために必須である。ネットワークＭＩＭＯま
たは多地点協調（ＣｏＭＰ）として知られる、セルラーネットワークのダウンリンクにお
けるプリコーディングは、同じ数学的技法によって分析され得るマルチユーザＭＩＭＯの
一般化された形式である。
【発明の概要】
【０００５】
　本明細書で説明される実施形態は、パネル固有チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ）構成のための擬似コロケーション（ＱＣＬ：quasi-collocation）タイプ定義および
指示を含む、パネル固有ＣＳＩ－ＲＳ構成およびＱＣＬ指示を伴う複数のパネルのための
基準信号構成のためのシステムおよび方法を提供する。
【０００６】
　例示的な実施形態は、パネル固有コンポーネントプリコーダおよびパネル共通プリコー
ダをもつマルチコンポーネントプリコーダ構造をさらに提供する。実施形態は、パネル共
通プリコーダおよび／またはパネル固有プリコーダのためのランダムプリコーディングを
使用する（半）開ループ方式と、パネル共通プリコーダを用いたパネル選択／制限と、パ
ネルの異なるセットを使用するＭＵ－ＭＩＭＯ動作と、パネルごとのＣＳＩ報告を含む。
【０００７】
　例示的な実施形態は、複数パネルベースアンテナ構成のためのハイブリッドアナログお
よびデジタルプリコーダを提供する。



(5) JP 2019-525617 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

【０００８】
　パネル選択指示のための例示的なアップリンク（ＵＬ）フィードバックチャネルが説明
される。
【０００９】
　例示的な実施形態は、パネル固有ＰＭＩ報告をもつマルチパネルコードブックをさらに
提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　より詳細な理解が、添付図面と共に例として提示される、以下の説明から得られる。
【図１Ａ】１つまたは複数の開示される実施形態が実装され得る例示的な通信システムを
示す図である。
【図１Ｂ】図１Ａの通信システム内で使用され得る例示的な無線送信／受信ユニット（Ｗ
ＴＲＵ）を示す図である。
【図１Ｃ】図１Ａの通信システム内で使用され得る例示的な無線アクセスネットワーク（
ＲＡＮ）および例示的なコアネットワークを示す図である。
【図１Ｄ】図１Ａの通信システム内で使用され得る第２の例示的なＲＡＮおよび第２の例
示的なコアネットワークを示す図である。
【図１Ｅ】図１Ａの通信システム内で使用され得る第３の例示的なＲＡＮおよび第３の例
示的なコアネットワークを示す図である。
【図１Ｆ】図１Ａの通信システム内で使用され得る例示的なネットワークエンティティを
示す図である。
【図２】送信受信ポイント（ＴＲＰ）および無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）のため
のアンテナモデルの概略図である。
【図３】実施形態による、複合プリコーダ（Ｗｃ）およびパネル固有プリコーダ（Ｗｐ）
の概略図である。
【図４】パネル固有ＣＳＩ－ＲＳ構成の例の概略図である。
【図５】ビーム測定基準信号送信の例の概略図である。
【図６】パネルごとの要素の同様の選定を伴うアンテナ選択の例の概略図である。
【図７】パネルごとの要素の同様の選定を伴うアンテナ選択の例の概略図である。
【図８】例示的な２段階フィードバックプロセスを示す図である。
【図９】パネルインジケータを含むＰＵＳＣＨ上のＵＬ－ＳＣＨを用いたアップリンク制
御多重化の例を示す図である。
【図１０】パネルインジケータを含むＰＵＳＣＨ上のＵＬ－ＳＣＨを用いたアップリンク
制御多重化の別の例を示す図である。
【図１１】暗黙的パネルインジケータを含むＰＵＳＣＨ上のＵＬ－ＳＣＨを用いたアップ
リンク制御多重化の別の例を示す図である。
【図１２】データを受信するために測定基準信号（ＲＳ）を使用する方法のフローチャー
トである。
【図１３】ＷＴＲＵからのフィードバックに基づいて、送信機および／またはアンテナシ
ステムを構成する方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　様々な図を参照しながら、例示的な実施形態の詳細な説明が提供される。この説明は、
可能な実装形態の詳細な例を提供するが、提供される詳細は、例としてであることが意図
され、適用例の範囲を決して限定しないことに留意されたい。
【００１２】
　説明される実施形態のうちの１つまたは複数の様々なハードウェア要素が、それぞれの
モジュールに関して本明細書で説明される様々な機能を行う（すなわち、実施する、実行
するなど）「モジュール」と呼ばれることに留意されたい。本明細書で使用されるモジュ
ールは、所与の実装形態のために当業者によって好適と見なされるハードウェア（例えば
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、１つまたは複数のプロセッサ、１つまたは複数のマイクロプロセッサ、１つまたは複数
のマイクロコントローラ、１つまたは複数のマイクロチップ、１つまたは複数の特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、１つまたは複数のフィールドプログラマブルゲートアレイ（
ＦＰＧＡ）、１つまたは複数のメモリデバイス）を含む。各説明されるモジュールは、そ
れぞれのモジュールによって実行されるものとして説明される１つまたは複数の機能を行
うために実行可能な命令をも含み得、それらの命令は、ハードウェア（すなわち、ハード
ワイヤード）命令、ファームウェア命令、ソフトウェア命令などの形態をとるかまたはそ
れらを含むことができ、一般に、ＲＡＭ、ＲＯＭなどと呼ばれるものなど、１つまたは複
数の任意の好適な非一時的コンピュータ可読媒体に記憶され得ることに留意されたい。
ネットワークアーキテクチャ。
【００１３】
　本明細書で開示されるシステムおよび方法は、図１Ａ～図１Ｆに関して説明される無線
通信システムとともに使用され得る。最初の事柄として、これらの無線システムが説明さ
れる。図１Ａは、１つまたは複数の開示される実施形態が実装され得る例示的な通信シス
テム１００の図である。通信システム１００は、複数の無線ユーザに、ボイス、データ、
ビデオ、メッセージング、ブロードキャストなど、コンテンツを提供する多元接続システ
ムであり得る。通信システム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステム
リソースの共有を通してそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にする。例えば
、通信システム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）
、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングルキャリアＦ
ＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）など、１つまたは複数のチャネルアクセス方法を採用し得る。
【００１４】
　図１Ａに示されているように、通信システム１００は、（概してまたはまとめてＷＴＲ
Ｕ１０２と呼ばれることがある）ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および／また
は１０２ｄ、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５、コアネットワーク１０６／１０７／１０９
、公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ：public switched telephone network）１０８
、インターネット１１０、並びに他のネットワーク１１２を含み得るが、開示される実施
形態が、任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素
を企図することが諒解されよう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの各
々は、無線環境において動作および／または通信するように構成された任意のタイプのデ
バイスであり得る。例えば、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線
信号を送信および／または受信するように構成され得、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲ
Ｕ）、移動局、固定されたまたはモバイル加入者ユニット、ページャ、セルラー電話、パ
ーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ：personal digital assistant）、スマートフォ
ン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線センサー、コンシュー
マエレクトロニクスなどを含み得る。
【００１５】
　通信システム１００は、基地局１１４ａと基地局１１４ｂとをも含み得る。基地局１１
４ａ、１１４ｂの各々は、コアネットワーク１０６／１０７／１０９、インターネット１
１０、および／またはネットワーク１１２など、１つまたは複数の通信ネットワークへの
アクセスを可能にするために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうち
の少なくとも１つとワイヤレスにインターフェースするように構成された任意のタイプの
デバイスであり得る。例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂは、基地トランシーバ局（ＢＴ
Ｓ）、ノードＢ、ｅノードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ
、アクセスポイント（ＡＰ）、無線ルータなどであり得る。基地局１１４ａ、１１４ｂは
各々単一の要素として示されているが、基地局１１４ａ、１１４ｂが任意の数の相互接続
された基地局および／またはネットワーク要素を含み得ることが諒解されよう。
【００１６】
　基地局１１４ａはＲＡＮ１０３／１０４／１０５の一部であり得、ＲＡＮ１０３／１０
４／１０５は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ
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）、リレーノードなど、他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）をも含
み得る。基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂは、セル（図示せず）と呼ばれる
ことがある、特定の地理的地域内で無線信号を送信および／または受信するように構成さ
れ得る。セルは、さらにセクタに分割され得る。例えば、基地局１１４ａに関連付けられ
たセルは、３つのセクタに分割され得る。従って、一実施形態では、基地局１１４ａは、
３つのトランシーバ、すなわち、セルの各セクタについて１つを含み得る。別の実施形態
では、基地局１１４ａは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）技術を採用し得、セルの各セクタに
ついて複数のトランシーバを利用し得る。
【００１７】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェース１１５／１１６／１１７上でＷＴ
ＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１つまたは複数と通信し得、エア
インターフェース１１５／１１６／１１７は、任意の好適な無線通信リンク（例えば、無
線周波数（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）であり
得る。エアインターフェース１１５／１１６／１１７は、任意の好適な無線アクセス技術
（ＲＡＴ）を使用して確立され得る。
【００１８】
　より詳細には、上述のように、通信システム１００は、多元接続システムであり得、Ｃ
ＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなど、１つまたは複数のチャ
ネルアクセス方式を採用し得る。例えば、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５中の基地局１１
４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（
登録商標））を使用してエアインターフェース１１５／１１６／１１７を確立し得る、ユ
ニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）地上波無線アクセス
（ＵＴＲＡ）など、無線技術を実装し得る。ＷＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（ＨＳ
ＰＡ）および／または発展型ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）など、通信プロトコルを含み得る。
ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速アッ
プリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含み得る。
【００１９】
　別の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－
Ａ）を使用してエアインターフェース１１５／１１６／１１７を確立し得る、発展型ＵＭ
ＴＳ地上波無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）など、無線技術を実装し得る。
【００２０】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Micro
wave Access）（登録商標）、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２
０００　ＥＶ－ＤＯ、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０００（ＩＳ２０００）、
Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　９５（ＩＳ９５）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ　８５６（ＩＳ８５６）、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）
）、ＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）など
、無線技術を実装し得る。
【００２１】
　図１Ａ中の基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームノードＢ、ホームｅノード
Ｂ、またはアクセスポイントであり得、事業所、自宅、車両、構内など、局所化されたエ
リア中の無線接続性を可能にするための任意の好適なＲＡＴを利用し得る。一実施形態で
は、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）を確立するために、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実装し得る
。別の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、無線パーソ
ナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立するために、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無
線技術を実装し得る。また別の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、
１０２ｄは、ピコセルまたはフェムトセルを確立するために、セルラーベースＲＡＴ（例
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えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用し得る
。図１Ａに示されているように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接接続
を有し得る。従って、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６／１０７／１０９を介
してインターネット１１０にアクセスすることを必要とされないことがある。
【００２２】
　ＲＡＮ１０３／１０４／１０５は、コアネットワーク１０６／１０７／１０９と通信し
ていることがあり、コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、ボイス、データ、アプ
リケーション、および／またはＶｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）サービスをＷ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１つまたは複数に提供するよう
に構成された任意のタイプのネットワークであり得る。例えば、コアネットワーク１０６
／１０７／１０９は、呼制御、課金サービス、モバイル位置情報サービス、プリペイドコ
ーリング、インターネット接続性、ビデオ配信などを提供し、および／または、ユーザ認
証など、高レベルセキュリティ機能を実施し得る。図１Ａには示されていないが、ＲＡＮ
１０３／１０４／１０５および／またはコアネットワーク１０６／１０７／１０９が、Ｒ
ＡＮ１０３／１０４／１０５と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用する他のＲＡＮと直
接または間接通信していることがあることが諒解されよう。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技
術を利用していることがあるＲＡＮ１０３／１０４／１０５に接続されることに加えて、
コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、ＧＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図
示せず）と通信していることもある。
【００２３】
　コアネットワーク１０６／１０７／１０９はまた、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃ、１０２ｄがＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または他のネットワ
ーク１１２にアクセスするためのゲートウェイとして働き得る。ＰＳＴＮ１０８は、簡易
電話サービス（ＰＯＴＳ：plain old telephone service）を提供する回線交換電話ネッ
トワークを含み得る。インターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル
スイート中のＴＣＰ、ＵＤＰおよびＩＰなど、共通通信プロトコルを使用する相互接続さ
れたコンピュータネットワークおよびデバイスのグローバルシステムを含み得る。ネット
ワーク１１２は、他のサービスプロバイダによって所有され、および／または動作させら
れる有線および／または無線通信ネットワークを含み得る。例えば、ネットワーク１１２
は、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用し得る、１つ
または複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含み得る。
【００２４】
　通信システム１００中のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの一部また
は全部が、マルチモード能力を含み得、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンク上で異なる無線ネットワークと通信するための複数の
トランシーバを含み得る。例えば、図１Ａに示されているＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラー
ベース無線技術を採用し得る基地局１１４ａと通信するように構成され、ＩＥＥＥ８０２
無線技術を採用し得る基地局１１４ｂと通信するように構成され得る。
【００２５】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示されているように
、ＷＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８と、トランシーバ１２０と、送受信要素１２２と
、スピーカー／マイクロフォン１２４と、キーパッド１２６と、ディスプレイ／タッチパ
ッド１２８と、非リムーバブルメモリ１３０と、リムーバブルメモリ１３２と、電源１３
４と、ＧＰＳチップセット１３６と、他の周辺機器１３８とを含み得る。トランシーバ１
２０は、デコーダ論理１１９のコンポーネントとして実装され得る。例えば、トランシー
バ１２０およびデコーダ論理１１９は、単一のＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａチップ上で実装さ
れ得る。デコーダ論理は、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶された命令を実施するよ
うに動作可能なプロセッサを含み得る。代替として、または追加として、デコーダ論理は
、カスタムおよび／またはプログラマブルデジタル論理回路を使用して実装され得る。
【００２６】
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　ＷＴＲＵ１０２が、実施形態に一致したままでありながら上記の要素の任意の部分組合
せを含み得ることが諒解されよう。また、実施形態は、基地局１１４ａおよび１１４ｂ、
並びに／または、限定はされないが、特に、トランシーバ局（ＢＴＳ）、ノードＢ、サイ
トコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、ホームノードＢ、発展型ホームノードＢ（
ｅノードＢ）、ホーム発展型ノードＢ（ＨｅＮＢ）、ホーム発展型ノードＢゲートウェイ
、およびプロキシノードなど、基地局１１４ａおよび１１４ｂが表し得るノードが、図１
Ｂに示され、本明細書で説明される要素のうちの一部または全部を含み得ることを企図す
る。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つまた
は複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意の他
のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械などであり得る。プロセッサ１１８は、信号コー
ディング、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０２が無線環
境において動作することを可能にする任意の他の機能性を実施し得る。プロセッサ１１８
は、送受信要素１２２に結合され得る、トランシーバ１２０に結合され得る。図１Ｂはプ
ロセッサ１１８とトランシーバ１２０とを別個のコンポーネントとして示しているが、プ
ロセッサ１１８とトランシーバ１２０とが電子パッケージまたはチップ中に一緒に組み込
まれ得ることが諒解されよう。
【００２８】
　送受信要素１２２は、エアインターフェース１１５／１１６／１１７上で基地局（例え
ば、基地局１１４ａ）に信号を送信するか、またはそれから信号を受信するように構成さ
れ得る。例えば、一実施形態では、送受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または
受信するように構成されたアンテナであり得る。別の実施形態では、送受信要素１２２は
、例えば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信および／または受信するように構成され
たエミッタ／検出器であり得る。別の実施形態では、送受信要素１２２は、ＲＦ信号と光
信号の両方を送信および受信するように構成され得る。送受信要素１２２が、無線信号の
任意の組合せを送信および／または受信するように構成され得ることが諒解されよう。
【００２９】
　さらに、送受信要素１２２は単一の要素として図１Ｂに示されているが、ＷＴＲＵ１０
２は任意の数の送受信要素１２２を含み得る。より詳細には、ＷＴＲＵ１０２はＭＩＭＯ
技術を採用し得る。従って、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、エアインターフェース
１１５／１１６／１１７上で無線信号を送信および受信するための２つまたはそれ以上の
送受信要素１２２（例えば、複数のアンテナ）を含み得る。
【００３０】
　トランシーバ１２０は、送受信要素１２２によって送信されるべきである信号を変調し
、送受信要素１２２によって受信される信号を復調するように構成され得る。上述のよう
に、ＷＴＲＵ１０２はマルチモード能力を有し得る。従って、トランシーバ１２０は、Ｗ
ＴＲＵ１０２が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１など、複数のＲＡＴを介
して通信することを可能にするための複数のトランシーバを含み得る。
【００３１】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカー／マイクロフォン１２４、キーパッ
ド１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）ディスプレイユニットまたは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ
ユニット）に結合され得、それらからユーザ入力データを受信し得る。プロセッサ１１８
はまた、スピーカー／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、および／またはディス
プレイ／タッチパッド１２８にユーザデータを出力し得る。さらに、プロセッサ１１８は
、非リムーバブルメモリ１３０および／またはリムーバブルメモリ１３２など、任意のタ
イプの好適なメモリからの情報にアクセスし、それにデータを記憶し得る。非リムーバブ
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ルメモリ１３０は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ
記憶デバイスを含み得る。リムーバブルメモリ１３２は、ＳＩＭカード、メモリスティッ
ク、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードなどを含み得る。他の実施形態では、プロセ
ッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず）上など、ＷＴＲＵ１０２上
に物理的に位置しないメモリからの情報にアクセスし、それにデータを記憶し得る。
【００３２】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受信し得、ＷＴＲＵ１０２中の他のコンポ
ーネントへの電力を分配および／または制御するように構成され得る。電源１３４は、Ｗ
ＴＲＵ１０２に電力供給するための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、電源１３
４は、１つまたは複数の乾電池（例えば、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜
鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル金属水素化物（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）
など）、太陽電池、燃料電池などを含み得る。
【００３３】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６にも結合され得、ＧＰＳチップセット
１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば、経度および緯度）を提
供するように構成され得る。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはそれ
の代わりに、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエア
インターフェース１１５／１１６／１１７上でロケーション情報を受信し、および／また
は、信号のタイミングが２つまたはそれ以上の近くの基地局から受信されたことに基づい
てそれのロケーションを決定し得る。ＷＴＲＵ１０２が、実施形態に一致したままであり
ながら任意の好適なロケーション決定方法を介してロケーション情報を捕捉し得ることが
諒解されよう。
【００３４】
　プロセッサ１１８は、さらに、他の周辺機器１３８に結合され得、他の周辺機器１３８
は、追加の特徴、機能性および／または有線もしくは無線接続性を提供する、１つまたは
複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含み得る。例えば、周辺機
器１３８は、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、（写真またはビデオのための
）デジタルカメラ、ＵＳＢポート、振動デバイス、テレビジョントランシーバ、ハンズフ
リーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調された（Ｆ
Ｍ）無線ユニット、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモ
ジュール、インターネットブラウザなどを含み得る。
【００３５】
　図１Ｃは、実施形態による、ＲＡＮ１０３およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上述のように、ＲＡＮ１０３は、エアインターフェース１１５上でＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するためにＵＴＲＡ無線技術を採用し得る。ＲＡＮ１０
３は、コアネットワーク１０６と通信していることもある。図１Ｃに示されているように
、ＲＡＮ１０３は、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含み得、ノードＢ１４０ａ
、１４０ｂ、１４０ｃは、各々、エアインターフェース１１５上でＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたは複数のトランシーバを含み得る。ノードＢ
１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、各々、ＲＡＮ１０３内の特定のセル（図示せず）に関
連付けられ得る。ＲＡＮ１０３は、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂをも含み得る。ＲＡＮ１０
３が、実施形態に一致したままでありながら任意の数のノードＢおよびＲＮＣを含み得る
ことが諒解されよう。
【００３６】
　図１Ｃに示されているように、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂは、ＲＮＣ１４２ａと通信
していることがある。さらに、ノードＢ１４０ｃは、ＲＮＣ１４２ｂと通信していること
がある。ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｉｕｂインターフェースを介してそ
れぞれのＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂと通信し得る。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂは、Ｉｕｒ
インターフェースを介して互いと通信していることがある。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂの
各々は、それが接続されるそれぞれのノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを制御する
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ように構成され得る。さらに、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂの各々は、アウターループ電力
制御、負荷制御、アドミッション制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、
マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、データ暗号化など、他の機能性を行うかまた
はサポートするように構成され得る。
【００３７】
　図１Ｃに示されているコアネットワーク１０６は、メディアゲートウェイ（ＭＧＷ）１
４４、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）１４６、サービングＧＰＲＳサポートノ
ード（ＳＧＳＮ）１４８、および／またはゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳ
Ｎ）１５０を含み得る。上記の要素の各々はコアネットワーク１０６の一部として示され
ているが、これらの要素のうちのいずれか１つがコアネットワーク事業者以外のエンティ
ティによって所有され、および／または動作させられ得ることが諒解されよう。
【００３８】
　ＲＡＮ１０３中のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＣＳインターフェースを介してコアネットワ
ーク１０６中のＭＳＣ１４６に接続され得る。ＭＳＣ１４６は、ＭＧＷ１４４に接続され
得る。ＭＳＣ１４６およびＭＧＷ１４４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと旧
来の陸線通信デバイスとの間の通信を可能にするために、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換
ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し得る。
【００３９】
　ＲＡＮ１０３中のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＰＳインターフェースを介してコアネットワ
ーク１０６中のＳＧＳＮ１４８にも接続され得る。ＳＧＳＮ１４８は、ＧＧＳＮ１５０に
接続され得る。ＳＧＳＮ１４８およびＧＧＳＮ１５０は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信を可能にするために、インターネット１１０な
どのパケット交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに
提供し得る。
【００４０】
　上述のように、コアネットワーク１０６は、他のサービスプロバイダによって所有され
、および／または動作させられる他の有線および／または無線ネットワークを含み得るネ
ットワーク１１２にも接続され得る。
【００４１】
　図１Ｄは、実施形態による、ＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０７のシステム図
である。上述のように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６上でＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するためにＥ－ＵＴＲＡ無線技術を採用し得る。ＲＡＮ
１０４は、コアネットワーク１０７と通信していることもある。
【００４２】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃを含み得るが、ＲＡＮ１０
４が、実施形態に一致したままでありながら任意の数のｅノードＢを含み得ることが諒解
されよう。ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、各々、エアインターフェース１
１６上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたは複数のトラ
ンシーバを含み得る。一実施形態では、ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、Ｍ
ＩＭＯ技術を実装し得る。従って、ｅノードＢ１６０ａは、例えば、ＷＴＲＵ１０２ａに
無線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信するために、複数のアンテナを
使用し得る。
【００４３】
　ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃの各々は、特定のセル（図示せず）に関連付
けられ得、無線リソース管理判定、ハンドオーバ判定、アップリンクおよび／またはダウ
ンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを扱うように構成され得る。図１Ｄに示
されているように、ｅノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、Ｘ２インターフェース
上で互いと通信し得る。
【００４４】
　図１Ｄに示されているコアネットワーク１０７は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭ
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Ｅ）１６２と、サービングゲートウェイ１６４と、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）ゲートウェイ１６６とを含み得る。上記の要素の各々はコアネットワーク１０７の一部
として示されているが、これらの要素のうちのいずれか１つがコアネットワーク事業者以
外のエンティティによって所有され、および／または動作させられ得ることが諒解されよ
う。
【００４５】
　ＭＭＥ１６２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４中のｅノードＢ１６０ａ
、１６０ｂ、１６０ｃの各々に接続され得、制御ノードとして働き得る。例えば、ＭＭＥ
１６２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザを認証すること、ベアラアク
ティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの最初のアタッチ中
に特定のサービングゲートウェイを選択することなどを担当し得る。ＭＭＥ１６２はまた
、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を採用する他のＲＡＮ（
図示せず）との間で切り替えるための制御プレーン機能を提供し得る。
【００４６】
　サービングゲートウェイ１６４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４中のｅ
ノードＢ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃの各々に接続され得る。サービングゲートウェイ
１６４は、概して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに／からユーザデータパケッ
トをルーティングおよびフォワーディングし得る。サービングゲートウェイ１６４はまた
、ｅノードＢ間ハンドオーバ中にユーザプレーンをアンカリングすること、ダウンリンク
データがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのために利用可能であるときにページン
グをトリガすること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理およ
び記憶することなど、他の機能を実施し得る。
【００４７】
　サービングゲートウェイ１６４はまた、ＰＤＮゲートウェイ１６６に接続され得、これ
は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信を可能にす
るために、インターネット１１０などのパケット交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し得る。
【００４８】
　コアネットワーク１０７は、他のネットワークとの通信を可能にし得る。例えば、コア
ネットワーク１０７は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと旧来の陸線通信デバイ
スとの間の通信を可能にするために、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのア
クセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し得る。例えば、コアネットワー
ク１０７は、コアネットワーク１０７とＰＳＴＮ１０８との間のインターフェースとして
働くＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を
含み得るか、またはそれと通信し得る。さらに、コアネットワーク１０７は、他のサービ
スプロバイダによって所有され、および／または動作させられる他の有線および／または
無線ネットワークを含み得るネットワーク１１２へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃに提供し得る。
【００４９】
　図１Ｅは、実施形態による、ＲＡＮ１０５およびコアネットワーク１０９のシステム図
である。ＲＡＮ１０５は、エアインターフェース１１７上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃと通信するためにＩＥＥＥ８０２．１６無線技術を採用するアクセスサービス
ネットワーク（ＡＳＮ）であり得る。以下でさらに説明されるように、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃ、ＲＡＮ１０５、およびコアネットワーク１０９の異なる機能エン
ティティ間の通信リンクは、基準ポイントとして定義され得る。
【００５０】
　図１Ｅに示されているように、ＲＡＮ１０５は、基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃ
とＡＳＮゲートウェイ１８２とを含み得るが、ＲＡＮ１０５が、実施形態に一致したまま
でありながら任意の数の基地局およびＡＳＮゲートウェイを含み得ることが諒解されよう
。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、各々、ＲＡＮ１０５中の特定のセル（図示せ
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ず）に関連付けられ得、各々、エアインターフェース１１７上でＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたは複数のトランシーバを含み得る。一実施形態
では、基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装し得る。従って、基
地局１８０ａは、例えば、ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから
無線信号を受信するために、複数のアンテナを使用し得る。基地局１８０ａ、１８０ｂ、
１８０ｃはまた、ハンドオフトリガリング、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィ
ック分類、サービス品質（ＱｏＳ）ポリシー実施など、モビリティ管理機能を提供し得る
。ＡＳＮゲートウェイ１８２は、トラフィックアグリゲーションポイントとして働き得、
ページング、加入者プロファイルのキャッシング、コアネットワーク１０９へのルーティ
ングなどを担当し得る。
【００５１】
　ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＲＡＮ１０５との間のエアインターフェース
１１７は、ＩＥＥＥ８０２．１６仕様を実装するＲ１基準ポイントとして定義され得る。
さらに、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの各々は、コアネットワーク１０９との
論理インターフェース（図示せず）を確立し得る。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃとコアネットワーク１０９との間の論理インターフェースは、認証、許可、ＩＰホスト
構成管理、および／またはモビリティ管理のために使用され得るＲ２基準ポイント（図示
せず）として定義され得る。
【００５２】
　基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃの各々の間の通信リンクは、基地局間のＷＴＲＵ
ハンドオーバおよびデータの転送を可能にするためのプロトコルを含むＲ８基準ポイント
として定義され得る。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃとＡＳＮゲートウェイ１８２
との間の通信リンクは、Ｒ６基準ポイントとして定義され得る。Ｒ６基準ポイントは、Ｗ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの各々に関連付けられたモビリティイベントに基づ
いてモビリティ管理を可能にするためのプロトコルを含み得る。
【００５３】
　図１Ｅに示されているように、ＲＡＮ１０５は、コアネットワーク１０９に接続され得
る。ＲＡＮ１０５とコアネットワーク１０９との間の通信リンクは、例えば、データ転送
およびモビリティ管理能力を可能にするためのプロトコルを含むＲ３基準ポイントとして
定義され得る。コアネットワーク１０９は、モバイルＩＰホームエージェント（ＭＩＰ－
ＨＡ）１８４と、認証、許可、アカウンティング（ＡＡＡ）サーバ１８６と、ゲートウェ
イ１８８とを含み得る。上記の要素の各々はコアネットワーク１０９の一部として示され
ているが、これらの要素のうちのいずれか１つがコアネットワーク事業者以外のエンティ
ティによって所有され、および／または動作させられ得ることが諒解されよう。
【００５４】
　ＭＩＰ－ＨＡ１８４は、ＩＰアドレス管理を担当し得、異なるＡＳＮおよび／または異
なるコアネットワーク間でＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃがローミングすること
を可能にし得る。ＭＩＰ－ＨＡ１８４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ
対応デバイスとの間の通信を可能にするために、インターネット１１０などのパケット交
換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し得る。Ａ
ＡＡサーバ１８６は、ユーザ認証とユーザサービスをサポートすることとを担当し得る。
ゲートウェイ１８８は、他のネットワークとのインターワーキングを可能にし得る。例え
ば、ゲートウェイ１８８は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと旧来の陸線通信デ
バイスとの間の通信を可能にするために、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへ
のアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し得る。さらに、ゲートウェ
イ１８８は、他のサービスプロバイダによって所有され、および／または動作させられる
他の有線および／または無線ネットワークを含み得るネットワーク１１２へのアクセスを
ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供し得る。
【００５５】
　図１Ｅには示されていないが、ＲＡＮ１０５が他のＡＳＮに接続され得、コアネットワ
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ーク１０９が他のコアネットワークに接続され得ることが諒解されよう。ＲＡＮ１０５と
他のＡＳＮとの間の通信リンクは、ＲＡＮ１０５と他のＡＳＮとの間のＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃのモビリティを協調させるためのプロトコルを含み得るＲ４基準ポ
イント（図示せず）として定義され得る。コアネットワーク１０９と他のコアネットワー
クとの間の通信リンクは、ホームコアネットワークと訪問されるコアネットワークとの間
のインターワーキングを可能にするためのプロトコルを含み得るＲ５基準ポイント（図示
せず）として定義され得る。
【００５６】
　図１Ｆは、図１Ａの通信システム１００内で使用され得る例示的なネットワークエンテ
ィティ１９０を示す。図１Ｆに示されているように、ネットワークエンティティ１９０は
、通信インターフェース１９２と、プロセッサ１９４と、非一時的データストレージ１９
６とを含み、それらの全ては、バス、ネットワーク、または他の通信経路１９８によって
通信可能にリンクされる。
【００５７】
　通信インターフェース１９２は、１つまたは複数の有線通信インターフェースおよび／
または１つまたは複数の無線通信インターフェースを含み得る。有線通信に関して、通信
インターフェース１９２は、例えば、イーサネットインターフェースなどの１つまたは複
数のインターフェースを含み得る。無線通信に関して、通信インターフェース１９２は、
１つまたは複数のアンテナ、１つまたは複数のタイプの無線（例えば、ＬＴＥ）通信のた
めに設計および構成された１つまたは複数のトランシーバ／チップセット、並びに／また
は当業者によって好適と見なされる任意の他のコンポーネントなど、コンポーネントを含
み得る。また、さらに無線通信に関して、通信インターフェース１９２は、無線通信（例
えば、ＬＴＥ通信、Ｗｉ－Ｆｉ通信など）の、クライアント側とは対照的にネットワーク
側に作用することに適した、規模でおよび構成を装備し得る。従って、通信インターフェ
ース１９２は、カバレージエリア中の複数の移動局、ＷＴＲＵ、または他のアクセス端末
をサービスするための（場合によっては複数のトランシーバを含む）適切な機器および回
路を含み得る。
【００５８】
　プロセッサ１９４は、当業者によって好適と見なされる任意の種類の１つまたは複数の
プロセッサを含み得、いくつかの例は汎用マイクロプロセッサおよび専用ＤＳＰを含む。
【００５９】
　データストレージ１９６は、任意の非一時的コンピュータ可読媒体またはそのような媒
体の組合せの形態をとり得、いくつかの例は、当業者によって好適と見なされる任意の１
つまたは複数のタイプの非一時的データストレージが使用され得るように、ほんのいくつ
かの例を挙げれば、フラッシュメモリ、ＲＯＭ、およびＲＡＭを含む。図１Ｆに示されて
いるように、データストレージ１９６は、本明細書で説明される様々なネットワークエン
ティティ機能の様々な組合せを行うための、プロセッサ１９４によって実行可能なプログ
ラム命令１９７を含んでいる。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、本明細書で説明されるネットワークエンティティ機能は、図
１Ｆのネットワークエンティティ１９０の構造と同様の構造を有するネットワークエンテ
ィティによって行われる。いくつかの実施形態では、そのような機能のうちの１つまたは
複数は、組合せで複数のネットワークエンティティのセットによって行われ、ここで、各
ネットワークエンティティは、図１Ｆのネットワークエンティティ１９０の構造と同様の
構造を有する。様々な異なる実施形態では、ネットワークエンティティ１９０は、ＲＡＮ
１０３（中の１つまたは複数のエンティティ）、ＲＡＮ１０４（中の１つまたは複数のエ
ンティティ）、ＲＡＮ１０５（中の１つまたは複数のエンティティ）、コアネットワーク
１０６（中の１つまたは複数のエンティティ）、コアネットワーク１０７（中の１つまた
は複数のエンティティ）、コアネットワーク１０９（中の１つまたは複数のエンティティ
）、基地局１１４ａ、基地局１１４ｂ、ノードＢ１４０ａ、ノードＢ１４０ｂ、ノードＢ
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１４０ｃ、ＲＮＣ１４２ａ、ＲＮＣ１４２ｂ、ＭＧＷ１４４、ＭＳＣ１４６、ＳＧＳＮ１
４８、ＧＧＳＮ１５０、ｅノードＢ１６０ａ、ｅノードＢ１６０ｂ、ｅノードＢ１６０ｃ
、ＭＭＥ１６２、サービングゲートウェイ１６４、ＰＤＮゲートウェイ１６６、基地局１
８０ａ、基地局１８０ｂ、基地局１８０ｃ、ＡＳＮゲートウェイ１８２、ＭＩＰ－ＨＡ１
８４、ＡＡＡ１８６、およびゲートウェイ１８８のうちの１つまたは複数であるか、また
は少なくともそれらを含む。また、確実に、他のネットワークエンティティおよび／また
はネットワークエンティティの組合せは、上記のリストが限定としてではなく例として提
供されるので、本明細書で説明されるネットワークエンティティ機能を行うために様々な
実施形態において使用され得る。
【００６１】
　単一パネルアンテナ構成のためのコードブック構造。
【００６２】
　いくつかのシナリオでは、単一パネルアンテナ構成のためのＷｐ＝Ｗ１Ｗ２をもつコー
ドブック構造が使用され得、Ｗｐはパネル固有プリコーダであり得、Ｗ１およびＷ２はコ
ンポーネントプリコーダである。いくつかの場合には、
【００６３】
【数１】

【００６４】
　であり、ここで、Ｘ１はＮ１×Ｌ１行列であり、Ｌ１個の列ベクトルは、長さＮ１のＯ

１オーバーサンプリングされたＤＦＴベクトル：
【００６５】

【数２】

【００６６】
　であり、Ｘ２はＮ２×Ｌ２行列であり、Ｌ２個の列ベクトルは、長さＮ２のＯ２オーバ
ーサンプリングされたＤＦＴベクトル：
【００６７】
【数３】

【００６８】
　である。Ｎ１およびＮ２は、第１の次元および第２の次元（例えば、垂直次元および水
平次元）における極ごとのアンテナポートの数である。いくつかの場合には、
【００６９】
【数４】

【００７０】
　であり、ここで、ｓ１およびｓ２は列選択ベクトルであり得、αは、例えば、
【００７１】
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【数５】

【００７２】
および
【００７３】

【数６】

【００７４】
　をもつ共位相要素であり得る。
【００７５】
　大規模アンテナモデル。
【００７６】
　図２は、垂直次元ごとにＭｇ個のアンテナパネルおよび水平次元ごとにＮｇ個のアンテ
ナパネルとして構成され得る、複数のアンテナパネル２０２を含む大規模アンテナモデル
２００を示す。各アンテナパネル２０２は、図２中の２０４において示されているように
、偏光を用いるか用いないかにかかわらず、アンテナ要素または放射要素のＮ個の列およ
びＭ個の行で構成され得る。タイミングおよび位相は、パネルにわたって較正されること
もされないこともあるが、複数のパネルが、同じｅＮＢにおいて装備され得る。
【００７７】
　ベースライン大規模アンテナ構成は、表１に記載されている動作周波数帯域に従って異
なり得る。
【００７８】
【表１】

【００７９】
　複数のアンテナ技法が、単一パネルベースアンテナ構成に基づいて設計および開発され
ている。例えば、ＭＩＭＯ送信方式（例えば、ＳＵ－ＭＩＭＯ、ＭＵ－ＭＩＭＯ、送信ダ
イバーシティ、開ループＭＩＭＯおよび閉ループＭＩＭＯ）並びにそれの関連付けられた
ＣＳＩフィードバックが、単一パネルベースアンテナモデルに基づいて設計されている。
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【００８０】
　大規模アンテナモデルは複数のパネルを含み、タイミングおよび位相はパネルにわたっ
て同期されないことがあるので、複数のアンテナ技法は、複数のパネルを使用する大規模
アンテナモデルに基づく改善から恩恵を受け得る。
【００８１】
　例示的な実施形態の概要。
【００８２】
　大規模アンテナ構成のためのマルチアンテナ技法を設計するために、マルチコンポーネ
ントプリコーダ構造が使用され得る。例えば、１つまたは複数のパネルを使用し得る大規
模アンテナ構成のために、プリコーダが使用され得る。１つまたは複数のパネルをもつ大
規模アンテナ構成のために設計、使用、および／または報告されるプリコーダは、複合プ
リコーダ（例えば、Ｗｃ）と呼ばれることがある。大規模アンテナ構成のための１つまた
は複数のパネル内のあるパネルのために設計、使用、および／または報告されるコンポー
ネントプリコーダは、パネル固有プリコーダ（例えば、Ｗｐ）と呼ばれることがある。
【００８３】
　図３は、大規模アンテナ構成のために使用される例示的な複合プリコーダ３０２および
パネル固有プリコーダＷｐ３０４を示す。
【００８４】
　複合プリコーダ３０２は、１つまたは複数のパネル固有プリコーダおよび拡張行列（Ｗ

ｎ）の関数として決定、生成、または構築され得、拡張行列という用語は、本開示の範囲
から逸脱することなく、パネル選択ベクトル／行列、パネル共位相ベクトル／行列、およ
びパネル選択プリコーダ、またはパネル共位相プリコーダと交換可能に使用され得る。
【００８５】
　パネル固有プリコーダＷｐ３０４は、コンポーネントプリコーダＷ１およびＷ２を有し
得る。いくつかの実施形態では、Ｗ１は、広帯域ビームグループ報告のためのコンポーネ
ントプリコーダであり得る。例えば、ビームのグループが、広帯域様式で報告され得、ビ
ームのグループは、垂直アンテナポートおよび水平アンテナポートのためのオーバーサン
プリングされたＤＦＴビームに基づき得る。いくつかの実施形態では、Ｗ２は、偏光アン
テナポートのサブバンドビーム選択および共位相のためのコンポーネントプリコーダであ
り得る。
【００８６】
　複合プリコーダ関数の決定
　複合プリコーダを決定または構築するための関数ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）が、以下のうちの少
なくとも１つに基づいて構成、使用、決定、あらかじめ決定、または選択され得る。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、使用、構成または決定される送信方式
に基づいて決定される。例えば、第１の関数（例えば、パネル選択）が、第１の送信方式
（例えば、送信ダイバーシティ）のために使用され得、第２の関数（例えば、パネル共位
相）が、第２の送信方式（例えば、ビームフォーミング）のために使用され得る。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、使用、構成または決定されるＭＩＭＯ
動作モードに基づいて決定される。例えば、第１の関数（例えば、パネル選択）が、第１
のＭＩＭＯ動作モード（例えば、ＭＵ－ＭＩＭＯ動作モード）のために使用され得、第２
の関数（例えば、パネル共位相）が、第２のＭＩＭＯ動作モード（例えば、ＳＵ－ＭＩＭ
Ｏ動作モード）のために使用され得る。ＭＩＭＯ動作モードは、限定はされないが、ＭＵ
－ＭＩＭＯ、ＳＵ－ＭＩＭＯ、開ループＭＩＭＯ、閉ループＭＩＭＯ、およびＣｏＭＰの
うちの少なくとも１つを含み得る。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、動作周波数帯域に基づいて決定される
。例えば、第１の関数が（例えば、６ＧＨｚを下回る）第１の動作周波数帯域のために使
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用され得、第２の関数が（例えば、６ＧＨｚを上回る）第２の動作周波数帯域のために使
用され得る。
【００９０】
　いくつかの実施形態では、ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、大規模アンテナ構成において構成、使
用または決定されたパネルの数に基づいて決定される。関数は、ＭｇパラメータとＮｇパ
ラメータとに基づいて決定され得る。
【００９１】
　基準信号のためのパネル構成
　例示的な実施形態では、パネルは、基準信号の送信のために構成、決定、定義または使
用され得る。例えば、第１のパネルが第１のＣＳＩ－ＲＳ構成として構成され得、第２の
パネルが第２のＣＳＩ－ＲＳ構成として構成され得る。
【００９２】
　ＣＳＩ－ＲＳ構成は、以下、すなわち（ｉ）ＣＳＩ－ＲＳ再使用パターンのうちの１つ
若しくは複数、ここで、ＣＳＩ－ＲＳ再使用パターンは、ある時間ウィンドウ（例えば、
サブフレームもしくはＴＴＩ）内のＣＳＩ－ＲＳポートの時間／周波数ロケーションであ
り得る、（ｉｉ）ＣＳＩ－ＲＳの送信電力、（ｉｉｉ）非ゼロ電力もしくはゼロ電力、並
びに／または（ｉｖ）ＣＳＩ－ＲＳ再使用パターンのうちの１つもしくは複数のデューテ
ィサイクルおよび／もしくはタイミングオフセットのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００９３】
　パネルに関連付けられたＣＳＩ－ＲＳ構成は、クラスＡ　ＣＳＩ－ＲＳ（例えば、プリ
コーディングされないＣＳＩ－ＲＳ）またはクラスＢ　ＣＳＩ－ＲＳ（例えば、ビームフ
ォーミングされたＣＳＩ－ＲＳ）として定義され得る。クラスＡ　ＣＳＩ－ＲＳまたはク
ラスＢ　ＣＳＩ－ＲＳは、パネル内の２Ｄアンテナアレイに関連付けられ得る。
【００９４】
　パネルは、セル（またはセクタ）として構成、決定、定義または使用され得る。例えば
、各パネルは、物理セルＩＤまたは仮想セルＩＤに関連付けられ得る。関連付けられたセ
ルＩＤは、関連付けられた基準信号（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ）をスクランブルするために
使用され得る。
【００９５】
　基準信号構成
　例示的な実施形態では、アンテナポートは、基準信号として定義または構成され得、基
準信号構成は、以下、すなわち、（ｉ）時間／周波数リソース要素パターン（もしくは再
使用パターン）、（ｉｉ）変調されたシンボルシーケンスに変調され得るビットシーケン
ス、（ｉｉｉ）基準信号電力（もしくは相対基準信号電力）、（ｉｖ）周期性（例えば、
周期的もしくは非周期的）、および／または（ｖ）複数のアンテナポートがコード領域に
おいて多重化される場合の拡散コードインデックスのうちの１つまたは複数を含み得る。
【００９６】
　アンテナ構成におけるアンテナ要素は、１つまたは複数のアンテナポートに仮想化され
得、ＷＴＲＵは、１つまたは複数のアンテナポートのチャネル特性を測定、受信、または
推定し得る。これらの測定は、ＱＣＬパラメータとして本明細書で説明されるパラメータ
を含み得る。アンテナポートの数は、アンテナ要素の数に等しいかまたはそれよりも小さ
くなり得る。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、２つのタイプのＣＳＩフィードバックが使用され得、第１の
タイプのＣＳＩフィードバックがアンテナポートのセットに関連付けられ得、第２のタイ
プのＣＳＩフィードバックがアンテナポートの１つまたは複数のセットに関連付けられ得
る。以下、「アンテナポートのセット」という句は、「ＣＳＩ－ＲＳ」および「ＣＳＩ－
ＲＳ構成」という句と交換可能であり得る。第１のタイプのＣＳＩフィードバックは、Ｃ
ＳＩ－ＲＳ（またはＣＳＩ－ＲＳ構成）に関連付けられ得る。第１のタイプのＣＳＩフィ
ードバックは、限定はされないが、単一のＣＳＩ－ＲＳに基づいて計算、決定または推定
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され得る、プリコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ：precoding matrix indicator）
、ランクインジケータ（ＲＩ）、および／またはチャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）を
含み得る。第２のタイプのＣＳＩフィードバックは、複数のＣＳＩ－ＲＳ（またはＣＳＩ
－ＲＳ構成）に関連付けられ得る。第２のタイプのＣＳＩフィードバックは、限定はされ
ないが、複数のＣＳＩ－ＲＳに基づいて計算、決定または推定され得る、ＣＳＩ－ＲＳイ
ンデックス（ＣＲＩ）、ＰＭＩ、ＲＩ、および／またはＣＳＩを含み得る。
【００９８】
　例示的な実施形態では、ＣＳＩ－ＲＳは各パネルのために構成され得る。例えば、ＣＳ
Ｉ－ＲＳのうちの１つまたは複数が、１つまたは複数のパネルを伴う送信ポイント（ＴＲ
Ｐ）のために構成され得、ＣＳＩ－ＲＳはＴＲＰにおけるパネルに関連付けられ得る。Ｃ
ＳＩ－ＲＳ構成の数は、ＴＲＰにおけるパネルの数と同じであり得る。パネルとＣＳＩ－
ＲＳ構成とは、交換可能に使用され得る。アンテナポートの数は、ＴＲＰに関連付けられ
得る全てのＣＳＩ－ＲＳ構成について同じであり得る。Ｍｇ×Ｎｇ個のパネルがＴＲＰに
おいて使用される場合、Ｍｇ×Ｎｇ個のＣＳＩ－ＲＳ構成が、図４に示されているように
使用され得る。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵはＮａ個のＣＳＩ－ＲＳ構成で構成され、Ｎａ個の
ＣＳＩ－ＲＳ構成は以下のうちの少なくとも１つに基づき得る。
【０１００】
　関連付けられたパネルロケーションが示され得る。例えば、ＣＳＩ－ＲＳに関連付けら
れたパネルの２次元位置が示され得る。
【０１０１】
　Ｍｇ＝２およびＮｇ＝２の場合、４つのＣＳＩ－ＲＳ構成（すなわち、Ｎａ＝４、Ｎａ
＝Ｍｇ×Ｎｇ）が使用され得、関連付けられたパネル位置は（Ｉｖ，Ｉｈ）として示され
得、Ｉｖは垂直次元における位置と呼ばれることがあり、Ｉｈは水平次元における位置と
呼ばれることがある。従って、パネル位置は、Ｍｇ＝２およびＮｇ＝２の場合、（０，０
）、（０，１）、（１，０）、および（１，１）のうちの１つであり得る。
【０１０２】
　ＷＴＲＵは、第２のタイプのＣＳＩフィードバック（例えば、複数のＣＳＩ－ＲＳに関
連付けられたＣＳＩフィードバック）を報告し得る。例えば、プリコーディング行列イン
デックス（ＰＭＩ：precoding matrix index）が、それの関連付けられた位置をもつＣＳ
Ｉ－ＲＳ構成のセットに基づいて決定され得る。
【０１０３】
　コードブック構造（またはコードブック）が、関連付けられたパネル位置に基づいて決
定され得る。例えば、Ｍｇ＝１およびＮｇ＝４の場合、第１のコードブックが使用され得
、Ｍｇ＝２およびＮｇ＝２の場合、第２のコードブックが使用され得る。従って、ＰＭＩ
報告のためのコードブックが、Ｎａ構成ではなく、ＭｇおよびＮｇ構成に基づいて決定さ
れ得る。
【０１０４】
　アンテナポートの数は、Ｎａ個のＣＳＩ－ＲＳ構成について同じであり得る。例えば、
Ｎｐアンテナポートが、Ｎａ個のＣＳＩ－ＲＳ構成のために使用され得る。
【０１０５】
　ＷＴＲＵは、ＷｎおよびＷｐに関係し得る１つまたは複数のＣＳＩを報告し得、１つま
たは複数のＣＳＩは、Ｎａ個のＣＳＩ－ＲＳ構成に基づいて決定、推定、または計算され
得る。
【０１０６】
　一実施形態では、プリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳが、異なるパネルのアンテナ
から送信され得、ここで、異なるパネル上のアンテナは、共通ＣＳＩ－ＲＳに仮想化され
得る。
【０１０７】
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　別の実施形態では、プリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳは、例えば、パネルが、コ
ロケートされるという条件を満たさないことがある、例えば、ここで、パネル間の距離が
しきい値を上回るとき、１つのパネルのアンテナから送信され得る。別個のパネルからの
プリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳは、時間領域および／または周波数領域および／
またはコード領域において多重化され得る。ＷＴＲＵは、プリコーディングされないＣＳ
Ｉ－ＲＳを測定し、対応するＣＳＩをフィードバックし得る。
【０１０８】
　別の実施形態では、ＣＳＩ－ＲＳは、ＴＲＰにおける１つまたは複数のパネルのために
使用され得る。例えば、Ｍｇ×Ｎｇ×Ｎｐ個のアンテナポートを伴うＣＳＩ－ＲＳが、１
つまたは複数のパネルを伴うＴＲＰのために使用され得る。以下、すなわち、（ｉ）アン
テナポートのサブセットがパネルに関連付けられ得る、並びに／または（ｉｉ）ＷＴＲＵ
が、アンテナポートのサブセットと、パネル（および／もしくはパネル位置）との間の関
連付けの指示を提供され得る、のうちの１つまたは複数が適用され得る。
【０１０９】
　例示的な実施形態では、１つまたは複数の擬似コロケーション（ＱＣＬ）タイプが、１
つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳ構成のために定義、決定、構成または使用され得、ＱＣＬは
、ＣＳＩ－ＲＳ構成（またはＣＳＩ－ＲＳ）のうちの２つまたはそれ以上が、遅延拡散、
ドップラー拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびビームインデッ
クス（または空間Ｒｘパラメータ）のうちの少なくとも１つを含み得るＱＣＬパラメータ
（受信信号特性）に関して擬似コロケートされる（またはそうであると仮定される）かど
うかを示し得る。ＱＣＬタイプは、完全ＱＣＬパラメータまたは部分ＱＣＬパラメータが
ＱＣＬされる（QCL-ed）のかＱＣＬされない（non-QCL-ed）のかを示すために使用され得
、「ＱＣＬされる」という句は、ＱＣＬパラメータのいくつかについて同じ受信信号特性
を有するＣＳＩ－ＲＳを指すために使用され得、ＱＣＬされないは、ＱＣＬパラメータに
関して異なる受信信号特性を有すると考えられるＣＳＩ－ＲＳを指すために使用され得る
。従って、共有ＱＣＬタイプを有すると分類されたＲＳ構成のセットは、それぞれのＲＳ
構成からのどんな基準信号が、ＷＴＲＵによって所与のデータ送信を処理するために必要
とされるＱＣＬパラメータの完全セットを取得するために測定され得るかをＷＴＲＵに示
すために使用され得る。より詳細には、ＱＣＬタイプに指定されたＲＳ構成のセットは、
ＷＴＲＵが、チャネル特性（ＱＣＬパラメータ）を決定するとき、ＲＳ構成の全セットか
らの指定された特性（所与のＱＣＬタイプのために指定されたもの）を測定することを可
能にする。ＷＴＲＵは、次いで、ＱＣＬパラメータの関連するサブセットのためのより信
頼できる測定を取得することが可能である。
【０１１０】
　一実施形態における第１のＱＣＬタイプ（例えば、タイプ１）は、擬似コロケートＣＳ
Ｉ－ＲＳ構成のうちの１つまたは複数が、ＱＣＬパラメータのあらかじめ決定されたセッ
トに関して同じである受信信号特性（または状態）を有すると仮定されるまたは見なされ
得ることを示し得る。あらかじめ決定されたセットは、遅延拡散、ドップラー拡散、周波
数シフト、平均受信電力、および受信タイミングの一部または全部を含み得る。例えば、
タイプ１擬似コロケートＣＳＩ－ＲＳ構成のうちの１つまたは複数は、遅延拡散、ドップ
ラー拡散、周波数シフト、平均受信電力、および受信タイミングに関して同じ（または同
様の）信号特性を有し得る。そのような実施形態では、より高いレベルの（ＲＲＣ）ＱＣ
Ｌタイプメッセージが、所与のＱＣＬタイプにおいて一緒にグループ化されたＲＳ構成を
リストするために、ＷＴＲＵに提供され得る。
【０１１１】
　第２のＱＣＬタイプ（例えば、タイプ２）は、擬似コロケートＣＳＩ－ＲＳ構成のうち
の１つまたは複数からの受信信号特性のサブセットが同じであることを示し得る。サブセ
ット中の信号特性は、あらかじめ決定され得るか、またはシステムによって別々にシグナ
リングされ得る。例えば、タイプ２擬似コロケートＣＳＩ－ＲＳ構成のうちの１つまたは
複数からの受信信号特性は、遅延拡散、ドップラー拡散、および受信電力に関して同じ（
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または同様の）信号特性を有し得るが、周波数シフトおよび受信タイミングは異なると仮
定され得る。従って、一実施形態では、第１のＲＳ構成に対応する特定の受信リソースを
割り振られたＷＴＲＵは、任意の他のＲＳ構成が、（例えば、ＲＳＳによってシグナリン
グされた）ＱＣＬタイプメッセージ／指示中の第１のＲＳ構成とグループ化されたかどう
かを決定し得、ＷＴＲＵは、次いで、応答して、ＱＣＬタイプ（タイプ１、タイプ２など
）に従って、どのＱＣＬパラメータが、明確に割り当てられた受信リソース以外のＲＳ構
成から測定され得るかを決定し得る。ＲＳ構成のセットをそれらの共通ＱＣＬパラメータ
に従ってグループ化するＱＣＬタイプ情報を処理することによって、ＷＴＲＵは、それの
割り当てられたデータＲＳ構成以外のＲＳ構成からの基準信号に対して信号特性測定を行
うことが可能であり、それらの測定は、それの割り当てられたＲＳ構成上の受信信号を処
理するとき、ＷＴＲＵにとって依然として有益であることになる。
【０１１２】
　第３のＱＣＬタイプ（例えば、タイプ３）は、１つまたは複数のタイプ３擬似コロケー
トＣＳＩ－ＲＳ構成からの受信信号特性が異なることを示し得る。従って、一実施形態で
は、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵへのデータ送信のために使用されるＲＳ構成が、それの信号特
性測定を増補するために使用され得る補足ＲＳ構成を有しないと決定し得る。
【０１１３】
　ＷＴＲＵは、１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳ構成（例えば、ＲＳ構成の１つまたは複数
のセット）のためのＱＣＬタイプの指示を提供され得、ＱＣＬタイプは、どのＱＣＬパラ
メータが１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳ構成のためにＱＣＬされる（またはＱＣＬされな
い）かを示し得る。第１のＱＣＬタイプは、ＣＳＩ－ＲＳ構成の間でどのＱＣＬパラメー
タがＱＣＬされるかを示すために使用され得、第２のＱＣＬタイプは、ＣＳＩ－ＲＳ構成
の間でどのＱＣＬパラメータがＱＣＬされないかを示すために使用され得る。別のＱＣＬ
タイプは、どのＱＣＬパラメータがＱＣＬされないかを示すために使用され得、ＱＣＬパ
ラメータの残りは、ＱＣＬされると見なされ得る。
【０１１４】
　ＣＳＩ－ＲＳ構成は、複数のレイヤ送信、複数のコードブロック送信と交換可能に使用
され得、レイヤは、マルチレイヤＭＩＭＯ送信の空間レイヤであり得、コードブロックは
、トランスポートブロックに関連付けられたコード化されたビットシーケンスであり得る
。ＱＣＬタイプは、送信される１つまたは複数のレイヤのために示され得、各レイヤのた
めの関連付けられたＣＳＩ－ＲＳ構成が、（例えば、ＤＣＩ中で）示され得る。ＱＣＬタ
イプは、送信される１つまたは複数のコードブロックのために示され得、各コードブロッ
クのための関連付けられたＣＳＩ－ＲＳ構成が、（例えば、ＤＣＩ中で）示され得る。
【０１１５】
　「ＣＳＩ－ＲＳ」の名称は、本開示の範囲から逸脱することなく、「基準信号」、「測
定基準信号」、「復調基準信号」、および「セル固有基準信号」という用語と交換可能に
使用され得る。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、ビーム測定基準信号がアンテナのグループから送信され得、
ここで、基準信号送信は、時間的に多重化され、異なる方向にビームフォーミングされ得
る。ＷＴＲＵは、全ての基準信号を測定し得、好ましい方向、および／または好ましい方
向の信号を作成するために使用されたビームフォーミング行列、および／またはこの行列
へのインデックスを示すフィードバックを提供し得る。複数のパネルが採用されるとき、
異なるパネルから送信されたビーム測定基準信号は、時間的に多重化され得る。パネルの
２つのグループからのビーム測定基準信号５０４および５０６が送信され、これらの送信
が時間的に多重化される例が、図５に示されている。グループは１つまたは複数のパネル
を含み得る。図５の実施形態では、送信ユニット５０２は、ＯＦＤＭシンボルまたはＤＦ
Ｔ－ｓ－ＯＦＤＭシンボルなどの波形シンボルであり得るか、または波形シンボルのグル
ープであり得る。各送信ユニット５０２では、ビームが生成され、生成されたビームは、
模様を付けられて示されている。別の実施形態では、複数のパネルからのビームが同じ送
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信ユニット中に同時に送信され得、これらのビームは送信ユニットの倍数単位で繰り返さ
れ得、送信ユニット中の各ビームは係数を用いてスケーリングされ得る。これらの係数は
、それらが直交カバーを形成するように選定され得る。例えば、第１のパネルからのある
ビームは、２つのＯＦＤＭシンボル上で送信され、［１　１］を乗算され得る（ここで、
ｎ番目の係数は、ｎ番目のＯＦＤＭシンボル上のビームを乗算する）が、第２のパネルか
らの別のビームは、同じ２つのＯＦＤＭシンボル上で送信され、［１　－１］を乗算され
得る。
【０１１７】
　マルチコンポーネントプリコーダを用いた送信方式。
【０１１８】
　１つまたは複数の多重アンテナ送信方式が、複合プリコーダ（Ｗｃ）、拡張行列（Ｗｎ

）、およびパネル固有プリコーダ（Ｗｐ）のために使用される関数（またはプリコーディ
ング構造）に基づいて定義、構成、使用、または決定され得る。
【０１１９】
　（半）開ループ送信方式
　例示的な実施形態では、複合プリコーダＷｃは、
【０１２０】
【数７】

【０１２１】
として定義、決定、または使用され得、
【０１２２】

【数８】

【０１２３】
はクロネッカー積であり得、ＷｎはＮａ×１ベクトルであり得、Ｗｐは、パネル（例えば
、ＣＳＩ－ＲＳ）に関連付けられ得るＮｐ×Ｒプリコーディングベクトル／行列であり得
る。
【０１２４】
　Ｗｎは、ランダム共位相ベクトル／行列として使用、定義または構成され得る。例えば
、１つまたは複数の共位相ベクトル／行列が使用、構成またはあらかじめ決定され得、共
位相ベクトル／行列のうちの１つが、１つまたは複数のリソースパラメータに基づいて、
Ｗｎのために決定され得る。
【０１２５】
　例では、複合プリコーダＷｃは、
【０１２６】

【数９】

【０１２７】
として設定され得、Ｗｎ（ｋ）およびＷｐ（ｉ）は、インデックスｋおよびｉに基づいて
決定され得るコンポーネントプリコーダであり得る。以下のうちの１つまたは複数が適用
され得る。
【０１２８】
　Ｗｎ（ｋ）はインデックスｋの関数として決定され得る。ｋは、サブキャリア、サブキ
ャリアのセット、ＰＲＢ、ＰＲＢペア、サブバンド、ＯＦＤＭシンボル、およびサブフレ
ームのうちの少なくとも１つを含み得るリソースインデックスであり得る。ベクトル／行
列のあらかじめ定義されたセットまたは構成されたセットが、Ｗｎのために使用され得、
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Ｗｎのためのベクトル／行列のセットは、コードブックと呼ばれることがある。コードブ
ックは、Ｎｃ個のベクトル／行列を有し得る。ベクトル／行列は、コードブック中のコー
ドワードと交換可能に使用され得る。ｋおよびＮｃに基づくモジュロ演算が、コードワー
ドを決定するために使用され得る。コードブック中の１つまたは複数のコードワードのう
ちのコードワードが、コードワード循環またはプリコーダ循環と呼ばれることがあるリソ
ースインデックスｋに基づいて、循環的に選択され得る。インデックスｋに基づいてコー
ドブック中のコードワードを決定するために、ランダムシーケンスが使用され得る。コー
ドブック中の１つまたは複数のコードワードのうちのコードワードが、ランダムシーケン
スに基づいてランダムに選択され得、これは、ランダムプリコーディングと呼ばれること
がある。
【０１２９】
　インデックスｋは、上位レイヤシグナリングを介してシグナリング、決定、または構成
され得るインデックスであり得る。ＷＴＲＵはＷｎ（ｋ）で半静的に構成され得る。Ｗｎ

（ｋ）はＷＴＲＵ固有アンテナ仮想化行列であり得る。ＷＴＲＵは、決定または構成され
たＷｎ（ｋ）に基づいて、１つまたは複数のＣＱＩを測定、推定、および／または報告し
得る。
【０１３０】
　Ｗｎ（ｋ）は、ｋの関数として決定され得る位相シフトベクトル／行列であり得る
【０１３１】
【数１０】

【０１３２】
　位相シフトベクトル／行列は、送信された基準信号に基づいて受信機、例えば、ＷＴＲ
Ｕによって決定され、送信機、例えば、ｅＮＢにフィードバックされ得る。各ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ構成がパネルのグループ上のアンテナから送信されたＣＳＩ－ＲＳを使用し得る、Ｎａ
個のＣＳＩ－ＲＳが構成され得、ここで、グループは１つまたは複数のパネルからなり得
る。パネルの異なるグループから送信されたＣＳＩ－ＲＳは、時間領域および／または周
波数領域において多重化され得、それらはまた、時間的および／または周波数的に直交カ
バーコードを適用することによって多重化され得る。位相シフト行列は、パネルの異なる
グループからのＣＳＩ－ＲＳを測定することによって、受信機によって決定され得る。位
相シフト行列は、あらかじめ決定されたまたは構成された行列のセット、例えば、コード
ブックから選定され得る。ＷＴＲＵは、ＣＳＩ－ＲＳのセットのための位相シフト行列を
決定し得、ここで、セットは、ｅＮＢまたは別のコントローラによって構成され、動的に
シグナリングされ得る。決定された位相シフト行列は、コントローラにフィードバックさ
れ得る。別の実施形態では、コントローラは、位相シフト行列が必要とされるかどうかを
ＷＴＲＵにシグナリングし得る。位相シフトがそれに適用されることになるＣＳＩ－ＲＳ
の（１つまたは複数の）セットが、コントローラによって構成され得る。
【０１３３】
　いくつかの実施形態では、Ｗｐ（ｉ）はインデックスｉの関数として決定され得る。イ
ンデックスｉは、サブキャリア、サブキャリアのセット、ＰＲＢ、ＰＲＢペア、サブバン
ド、ＯＦＤＭシンボル、およびサブフレームのうちの少なくとも１つを含み得るリソース
インデックスであり得る。コードブックがＷｐのために使用され得、インデックスｉは、
インデックスｉに関連付けられたリソースのためのコードブック中のコードワードを決定
し得る。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、Ｗｐ（ｉ）は、１つまたは複数のコンポーネントプリコーダ
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によって構築、決定、生成、または使用され得る。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、
【０１３６】
【数１１】

【０１３７】
　が使用され得、
【０１３８】
【数１２】

【０１３９】
　は、パネル（またはＣＳＩ－ＲＳ）における垂直アンテナポートのためのコンポーネン
トプリコーダであり得、
【０１４０】

【数１３】

【０１４１】
　は、パネル（またはＣＳＩ－ＲＳ）における水平アンテナポートのためのコンポーネン
トプリコーダであり得る。複合プリコーダは、
【０１４２】

【数１４】

【０１４３】
　に基づいて生成または決定され得る。インデックスｋおよびインデックスｉはリソース
インデックスであり得、それらは異なるリソースグラニュラリティ（またはリソースタイ
プ）を有し得る。例えば、リソースインデックスｋはサブフレーム番号（または無線フレ
ーム番号）であり得、リソースインデックスｉはＰＲＢ（またはＰＲＢペア）番号であり
得る。インデックスｋは示され得るが、インデックスｉは、使用されるリソースに基づい
て決定され得るか、またはその逆も同様である。例えば、インデックスｋは、ｅＮＢによ
ってシグナリングされるか、示されるか、または構成され得、インデックスｉは、ＷＴＲ
ＵがＣＳＩをそれのために報告し得るリソースインデックスであり得る。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、
【０１４５】

【数１５】

【０１４６】
が使用され得、
【０１４７】

【数１６】

【０１４８】
　は、長期および広帯域様式で決定され得るプリコーダであり得、
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【０１４９】
【数１７】

【０１５０】
　は、短期およびサブバンド様式で決定され得るプリコーダであり得る。複合プリコーダ
は、
【０１５１】

【数１８】

【０１５２】
　に基づいて生成または決定され得る。インデックスｋは示され得るが、インデックスｉ

１およびｉ２は、使用されるリソースに基づいて決定され得るか、またはその逆も同様で
ある。インデックスｉ１とインデックスｉ２とは、異なるリソースタイプに関連付けられ
得る。例えば、ｉ１はサブフレーム番号（または無線フレーム番号）であり得、ｉ２はＰ
ＲＢ（またはＰＲＢペア）番号であり得る。いくつかの実施形態では、インデックスｉ１

はＷＴＲＵによって報告され得、ｉ２はリソースに基づいて決定され得る。例えば、ＷＴ
ＲＵは、最初にｉ１を決定し、決定されたｉ１と、時間／周波数リソースのための関連付
けられたリソースインデックスｉ２とに基づいて、特定の時間／周波数リソースのための
ＣＱＩのうちの１つまたは複数を計算／推定し得る。ＷＴＲＵは、ｉ１と、ＣＱＩのうち
の対応する１つまたは複数とを報告し得る。
【０１５３】
　いくつかの実施形態では、複合プリコーダＷｃは、Ｗｃ（ｋ，ｉ）＝Ｗｎ（ｋ）Ｗｐ（
ｉ）として定義され得、Ｗｎ（ｋ）はＮｔ×Ｎｐ行列であり得、Ｗｐ（ｉ）はＮｐ×Ｒベ
クトル／行列であり得る。Ｎｔは、アンテナポートの数が全てのパネルについて同じであ
る場合、Ｍｇ×Ｎｇ×Ｎｐに等しくなり得る、アンテナポートの総数と呼ばれ得る。
【０１５４】
　いくつかのそのような実施形態では、Ｗｎ（ｋ）は、ＷＴＲＵ固有様式で構成、決定、
または示され得るアンテナ仮想化行列であり得る。あるいは、Ｗｎ（ｋ）は、上位レイヤ
シグナリング（例えば、ブロードキャスティングチャネル）を介して構成または示され得
るセル固有アンテナ仮想化行列であり得る。
【０１５５】
　他のそのような実施形態では、Ｗｎ（ｋ）は、固定行列であり、ＷＴＲＵおよびｅＮＢ
に知られていることがある。この場合、複合プリコーダは、Ｗｃ（ｉ）＝ＷｎＷｐ（ｉ）
に基づいて生成され得る
　またさらなるそのような実施形態では、Ｗｎ（ｋ）は、リソースインデックスｋの関数
として決定され得る行列であり得る。
【０１５６】
　代替的実施形態では、複合プリコーダＷｃは、スパース行列
【０１５７】
【数１９】

【０１５８】
　として定義、決定、または使用され得、
【０１５９】
【数２０】
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　、ＷｎおよびＷｐは、クロネッカー積、Ｎａ×１パネル選択スパースベクトルおよびＮ
ｐ×Ｒアンテナ選択スパース行列である。ＷｎおよびＷｐは、あらゆる選択されたパネル
から要素の同様のサブセットを選択するように構成され得る。
【０１６１】
　図６は、パネルごとに４つのアンテナ要素が存在する、８つのパネル６０２をもつ例示
的なアンテナシステム６００を示す。ランク２送信と、また、各パネルからの同様の要素
の使用とを仮定すると、選択行列は以下のように設定され得る。
【０１６２】
【数２１】

【０１６３】
　別の実施形態では、選択されたパネルからの要素の類似しないサブセットの選択を可能
にし、また、要素ごとに異なる共位相の選択を許容するために、複合プリコーダＷｃは、
【０１６４】

【数２２】

【０１６５】
　として構築され得、
【０１６６】

【数２３】

【０１６７】
　、ＷｎｊおよびＷｐｊは、クロネッカー積、Ｎａ×１パネル選択スパースベクトルおよ
びＮｐ×Ｒアンテナ選択スパース行列である。ＷｎｊおよびＷｐｊは、要素ごとに任意の
共位相重みの可能性をもつパネルごとの要素の任意のサブセットを選択するように構成さ
れ得る。
【０１６８】
　例えば、異なるパネルの類似しない要素を用いたランク２送信の場合、図７中の選択さ
れたパネル７０２および７０４のための選択行列は、以下のように設定され得る。
【０１６９】
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【数２４】

【０１７０】
　パネル選択行列（Ｗｎ，Ｗｎｊ）およびアンテナ要素選択行列（Ｗｐ，Ｗｐｊ）は、セ
ル構成の一部、ＷＴＲＵ固有として定義されるか、またはＷＴＲＵのグループのために定
義され得る。
【０１７１】
　ＷＴＲＵ固有構成の場合、選択行列は、ＷＴＲＵモビリティ、経路損失、到来角および
送信のモードに基づいて決定され得る。
【０１７２】
　グループベース構成の場合、選択行列は、ＷＴＲＵ固有と同様の考慮事項に基づいて割
り当てられ得るが、それは、ＭＵ－ＭＩＭＯ動作のための考慮事項にも基づき得る。例え
ば、ＭＵ－ＭＩＭＯ動作を対象とするＷＴＲＵペアが、セル間干渉を低減するために、異
なる選択グループに割り当てられ得る。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、パネル選択行列（Ｗｎ，Ｗｎｊ）およびアンテナ要素選択行
列（Ｗｐ，Ｗｐｊ）が、動的に構成され得る。
【０１７４】
　選択行列は、シンボル、サブフレームまたはフレームベースで更新され得るが、それら
は、必ずしも更新の同じレートを有するとは限らない。例示的な実施形態では、パネル選
択行列は、アンテナ選択行列よりも遅いレートで更新され得る。
【０１７５】
　１つのソリューションでは、動的選択は選択行列の置換に基づき得る。パネル選択行列
ＷｎおよびＷｎｊは、パネルの動的選択を許容するために置換され得る。同様に、アンテ
ナ要素選択行列ＷｐおよびＷｐｊも、パネル選択行列とともに、または独立して置換され
得る。一実施形態では、置換プロセスは、非ゼロ行を別のオールゼロまたは非ゼロ行と交
換する演算子ｐ（Ｗ）によって実現される。例えば、Ｗの１つの潜在的置換は、
【０１７６】

【数２５】

【０１７７】
　である。置換は、セル固有、ＷＴＲＵ固有であるか、またはＷＴＲＵのグループのため
に定義されるか、またはランダムに実施され得る。ＷＴＲＵ固有構成の場合、置換は、Ｗ
ＴＲＵモビリティ、経路損失、到来角および送信のモードに基づいて決定され得る。グル
ープベース置換の場合、置換プロセスは、ＷＴＲＵ固有と同様の考慮事項に基づいて割り
当てられ得るが、それは、ＭＵ－ＭＩＭＯ動作のための考慮事項にも基づき得る。例えば
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、ＭＵ－ＭＩＭＯ動作を対象とするＷＴＲＵペアが、セル間干渉を低減するために、異な
る選択グループに割り当てられ得る。
【０１７８】
　複合プリコーダはＷｃ（ｋ，ｉ）によって表され得、ｋおよびｉは、それぞれインデッ
クスｋおよびｉ上の、パネル選択行列（Ｗｎ，Ｗｎｊ）およびアンテナ要素選択行列（Ｗ

ｐ，Ｗｐｊ）の依存性を示す。
【０１７９】
　いくつかの実施形態では、（Ｗｎ（ｋ），Ｗｎｊ（ｋ））はインデックスｋの関数とし
て決定され得る。インデックスｋは、サブキャリア、サブキャリアのセット、ＰＲＢ、Ｐ
ＲＢペア、サブバンド、ＯＦＤＭシンボル、およびサブフレームのうちの少なくとも１つ
を含み得るリソースインデックスであり得る。ベクトル／行列のあらかじめ定義されたセ
ットまたは構成されたセットが、（Ｗｎ，Ｗｎｊ）のために使用され得、ベクトル／行列
のセットは、コードブックと呼ばれることがある。コードブックは、Ｎｃ個のベクトル／
行列を有し得る。ベクトル／行列は、コードブック中のコードワードと交換可能に使用さ
れ得る。ｋおよびＮｃに基づくモジュロ演算が、コードワードを決定するために使用され
得る。コードブック中の１つまたは複数のコードワードの中からのコードワードが、コー
ドワード循環またはプリコーダ循環と呼ばれることがあるリソースインデックスｋに基づ
いて、循環的に選択され得る。インデックスｋに基づいてコードブック中のコードワード
を決定するために、ランダムシーケンスが使用され得る。コードブック中の１つまたは複
数のコードワードの中からのコードワードが、ランダムシーケンスに基づいてランダムに
選択され得、これは、ランダムプリコーディングと呼ばれることがある。
【０１８０】
　いくつかの実施形態では、（Ｗｐ（ｉ），Ｗｐｊ（ｉ））はインデックスｉの関数とし
て決定され得る。インデックスｉは、サブキャリア、サブキャリアのセット、ＰＲＢ、Ｐ
ＲＢペア、サブバンド、ＯＦＤＭシンボル、およびサブフレームのうちの少なくとも１つ
を含み得るリソースインデックスであり得る。ベクトル／行列のあらかじめ定義されたセ
ットまたは構成されたセットが、（Ｗｐ，Ｗｐｊ）のために使用され得、ベクトル／行列
のセットは、コードブックと呼ばれることがある。コードブックは、Ｎｃ個のベクトル／
行列を有し得る。ベクトル／行列は、コードブック中のコードワードと交換可能に使用さ
れ得る。ｉおよびＮｃに基づくモジュロ演算が、コードワードを決定するために使用され
得る。コードブック中の１つまたは複数のコードワードのうちのコードワードが、コード
ワード循環またはプリコーダ循環と呼ばれることがあるリソースインデックスｋに基づい
て、循環的に選択され得る。インデックスｉに基づいてコードブック中のコードワードを
決定するために、ランダムシーケンスが使用され得る。コードブック中の１つまたは複数
のコードワードのうちのコードワードが、ランダムシーケンスに基づいてランダムに選択
され得、これは、ランダムプリコーディングと呼ばれることがある。
【０１８１】
　いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを通して（Ｗｎ（ｉ）
，Ｗｎｊ（ｉ））および（Ｗｐ（ｉ），Ｗｐｊ（ｉ））の更新に関係するレートおよびタ
イミングを決定し得、レートおよびタイミングは、上位レイヤシグナリングを介して構成
され得る。
【０１８２】
　いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングを通して、（ｉ，ｋ）
インデックスを決定し得、または（ｉ，ｋ）インデックスは、上位レイヤシグナリングを
介して構成され得る。
【０１８３】
　いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、決定または構成された（ｉ，ｋ）インデックス
に基づいて、１つまたは複数のＣＱＩを測定、推定、および／または報告し得る。
【０１８４】
　閉ループＭＩＭＯ方式
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　複合プリコーダＷｃは、Ｗｃ＝ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）など、ＷｎおよびＷｐの関数として定
義され得、複合プリコーダＷｃは、ＣＳＩフィードバック、ダウンリンクデータ受信の復
調、ダウンリンクデータ送信のためのリンク適応のうちの少なくとも１つを使用し得る。
【０１８５】
　いくつかの実施形態では、ｆ（，）は、決定、構成、またはあらかじめ定義され得る関
数であり得る。例えば、ｆ（，）は、限定はされないが、
【０１８６】
【数２６】

【０１８７】
　として表されるクロネッカー積、・として表される内積、アダマール積○のうちの少な
くとも１つであり得る。関数は、送信方式、動作モード、およびアンテナポートの数のう
ちの少なくとも１つに基づいて決定または使用され得る。第１の関数は周期的ＣＳＩ報告
モードのために使用され得、第２の関数は非周期的ＣＳＩ報告モードのために使用され得
る。第１の関数は開ループ送信方式のために使用され得、第２の関数は閉ループ送信方式
のために使用され得る。関数は、システムのための周波数帯域ｆｃに基づいて決定または
使用され得る。例えば、第１の関数が第１の周波数帯域（例えば、ｆｃ＜６ＧＨｚ）のた
めに使用され得、第２の関数が第２の周波数帯域（例えば、ｆｃ＞６ＧＨｚ）のために使
用され得る。
【０１８８】
　いくつかの実施形態では、Ｗｃ＝ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、以下のうちの少なくとも１つと
して使用、構成、または決定され得る。一実施形態では、
【０１８９】

【数２７】

【０１９０】
　であり、Ｗｐは、
【０１９１】

【数２８】

【０１９２】
　を用いてさらに特徴づけられ得る。従って、それは、
【０１９３】

【数２９】

【０１９４】
　として表され得る。いくつかの実施形態では、
【０１９５】
【数３０】

【０１９６】
または
【０１９７】
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【数３１】

【０１９８】
　である。いくつかの実施形態では、Ｘ１はＮ１×Ｌ１行列であり、Ｌ１個の列ベクトル
は、長さＮ１のＯ１オーバーサンプリングされたＤＦＴベクトル：
【０１９９】

【数３２】

【０２００】
　である。いくつかの実施形態では、Ｘ２はＮ２×Ｌ２行列であり、Ｌ２個の列ベクトル
は、長さＮ２のＯ２オーバーサンプリングされたＤＦＴベクトル：
【０２０１】

【数３３】

【０２０２】
　である。いくつかの実施形態では、Ｎ１およびＮ２は、第１の次元および第２の次元（
例えば、垂直次元および水平次元）における極ごとのアンテナポートの数である。いくつ
かの実施形態では、
【０２０３】

【数３４】

【０２０４】
　であり、ここで、ｓ１およびｓ２は列選択ベクトルであり得、αは、複素数に基づく共
位相要素であり得、例えば、
【０２０５】
【数３５】

【０２０６】
および
【０２０７】
【数３６】

【０２０８】
　、ここで、ｓ１およびｓ２は、
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【０２０９】
【数３７】

【０２１０】
　中の列ベクトルの線形結合であり得る。
【０２１１】
　いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、複合プリコーダのために使用される全てのパネ
ルに関連付けられ得る単一Ｗｐを報告し得る。例えば、各パネルは、ＣＳＩ－ＲＳ構成に
関連付けられ得、Ｍｇ×Ｎｇ個のＣＳＩ－ＲＳ構成が、複合プリコーダのために使用され
るか、またはそれに関連付けられ得る。ＷＴＲＵは、複合プリコーダに関連付けられた全
てのパネル（または全てのＣＳＩ－ＲＳ構成）のために共通に使用され得る単一Ｗｐを決
定し得る。いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、代表ＣＳＩ－ＲＳ構成（例えば、第１
のパネルに関連付けられた第１のＣＳＩ－ＲＳ構成）を使用し、代表ＣＳＩ－ＲＳ構成に
基づいてＷｐを決定し得、例えば、ｇＮＢは、関連付けられたＣＳＩ－ＲＳ構成のうちの
代表ＣＳＩ－ＲＳ構成を示し得るか、またはＷＴＲＵは、代表ＣＳＩ－ＲＳ構成を自律的
に決定し得る。いくつかの実施形態では、ＷＴＲＵは、複合プリコーダのＣＱＩを最大に
するＷｐを決定し得る。例えば、ＷＴＲＵは、全てのＷｐ候補内のＷｐを網羅的に探索し
、複合プリコーダＷｃのＣＱＩを最大にするＷｐを決定し得る。
【０２１２】
　いくつかの実施形態では、
【０２１３】

【数３８】

【０２１４】
　の各コンポーネントプリコーダのための周波数帯域幅（またはグラニュラリティ）は、
以下のうちの少なくとも１つに基づいて決定され得る。一実施形態では、第１の周波数グ
ラニュラリティが、
【０２１５】

【数３９】

【０２１６】
　のために使用され得、第２の周波数グラニュラリティが、
【０２１７】

【数４０】

【０２１８】
　のために使用され得、第３の周波数グラニュラリティがＷｎのために使用され得る。一
実施形態では、第１の周波数グラニュラリティは、第３の周波数グラニュラリティに等し
いかまたはそれよりも大きくなり得る。一実施形態では、第２の周波数グラニュラリティ
は、第３の周波数グラニュラリティに等しいかまたはそれよりも小さくなり得る。
【０２１９】
　一実施形態では、パネルはＣＳＩ－ＲＳ構成に関連付けられ得る。一実施形態では、パ
ネルはＣＳＩ－ＲＳ構成におけるアンテナポートのサブセットに関連付けられ得る。例え
ば、ＣＳＩ－ＲＳ構成は複合プリコーダのために使用され得、アンテナポートのサブセッ
トはパネル固有プリコーダに関連付けられ得る。
【０２２０】
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　いくつかの実施形態では、コンポーネントプリコーダＷｎは、１つまたは複数のサブコ
ンポーネントプリコーダの関数として生成、決定、使用、または構成され得る。例えば、
【０２２１】
【数４１】

【０２２２】
　が使用され得、
【０２２３】

【数４２】

【０２２４】
　は第１のサブコンポーネントプリコーダであり、
【０２２５】

【数４３】

【０２２６】
　は第２のサブコンポーネントプリコーダである。第１のサブコンポーネントプリコーダ
【０２２７】

【数４４】

【０２２８】
　は、パネルのための共位相ベクトルのサブセットを決定し得、第２のサブコンポーネン
トプリコーダ
【０２２９】

【数４５】

【０２３０】
　は、
【０２３１】
【数４６】

【０２３２】
　によって決定された共位相ベクトルのサブセット内の共位相ベクトルを決定し得る。コ
ンポーネントプリコーダＷｎは、
【０２３３】
【数４７】

【０２３４】
　として定義または表され得る。以下のうちの１つまたは複数が適用され得る。（ｉ）
【０２３５】
【数４８】
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　は、オーバーサンプリングされたＤＦＴ行列、グラスマニアン（grassmanian）ベース
コードブック、コードブックのサブセットであり得、（ｉｉ）
【０２３７】
【数４９】

【０２３８】
　は列選択ベクトルであり得、（ｉｉｉ）
【０２３９】
【数５０】

【０２４０】
　は長期および広帯域ベースプリコーダであり得、（ｉｖ）
【０２４１】

【数５１】

【０２４２】
　は短期およびサブバンドベースプリコーダであり得、（ｖ）例では、
【０２４３】

【数５２】

【０２４４】
　であり、Ｗｌ，ｌ＝１．．．、Ｌが、Ｎａ×１共位相ベクトルであり得、
【０２４５】

【数５３】

【０２４６】
　はＮａ×Ｌ行列であり得、
【０２４７】
【数５４】

【０２４８】
　は、
【０２４９】
【数５５】

【０２５０】
　など、列選択ベクトルであり得る。第１のサブコンポーネントプリコーダ
【０２５１】
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【数５６】

【０２５２】
　は垂直領域中のパネルに関連付けられ得、第２のサブコンポーネントプリコーダ
【０２５３】
【数５７】

【０２５４】
　は水平領域中のパネルに関連付けられ得る。コンポーネントプリコーダＷｎは、
【０２５５】
【数５８】

【０２５６】
　として表され得る。
【０２５７】
　例示的な実施形態では、コンポーネントプリコーダＷｐは、１つまたは複数のサブコン
ポーネントプリコーダの関数として生成、決定、使用、または構成され得る。例えば、
【０２５８】

【数５９】

【０２５９】
　が使用され得、
【０２６０】
【数６０】

【０２６１】
　は第１のサブコンポーネントプリコーダであり、
【０２６２】
【数６１】

【０２６３】
　は第２のサブコンポーネントプリコーダである。コンポーネントプリコーダは、
【０２６４】
【数６２】

【０２６５】
　または
【０２６６】

【数６３】

【０２６７】
　として定義または表され得る。
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【０２６８】
【数６４】

【０２６９】
　のために決定、定義、生成された１つまたは複数のプリコーディング構造は、
【０２７０】

【数６５】

【０２７１】
　のために使用され得るか、またはその逆も同様である。
【０２７２】
【数６６】

【０２７３】
　のために決定、定義、または生成された１つまたは複数のプリコーディング構造は、
【０２７４】
【数６７】

【０２７５】
　のために使用され得るか、またはその逆も同様である。
【０２７６】
　いくつかの実施形態では、複合プリコーダＷｃは、
【０２７７】
【数６８】

【０２７８】
　として定義または表され得、ｆ１（，）、ｆ２（，）、およびｆ３（，）は、同じ関数
または異なる関数であり得る。
【０２７９】
【数６９】

【０２８０】
　の例では、複合プリコーダは、
【０２８１】
【数７０】

【０２８２】
　として定義され得る。
【０２８３】
【数７１】

【０２８４】
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　の別の例では、複合プリコーダは、
【０２８５】
【数７２】

【０２８６】
　として設定され得る。Ｗｃは、１つまたは複数のインデックスに基づいて決定され得る
。例えば、Ｗｃは、ｋ１、ｋ２、ｉ１、およびｉ２のうちの１つまたは複数の関数として
決定され得る。
【０２８７】

【数７３】

【０２８８】
　ＷＴＲＵは、ｋ１、ｋ２、ｉ１、ｉ２インデックスのうちの１つまたは複数を報告し得
る。報告サイクル（またはフィードバック周期性）は、インデックスごとに独立して決定
され得る。ｋ１、ｋ２のための報告サイクルは、ｉ１、ｉ２のそれに等しいかまたはそれ
よりも長くなり得る。ＷＴＲＵは、ｋ１、ｋ２、ｉ１、ｉ２インデックスのうちの１つま
たは複数を報告するように要求され得る。ＷＴＲＵは、１つまたは複数のインデックスで
構成または示され得る。例えば、ｋ１、ｋ２は、構成されるかまたはＷＴＲＵに示され得
、ＷＴＲＵは、構成または示されたインデックスｋ１、ｋ２に基づいてｉ１、ｉ２を決定
し得る。
【０２８９】
　例示的な実施形態では、Ｗｎは、パネル選択ベクトル／行列として使用、決定、または
構成され得る。例えば、Ｍｇ×Ｎｇ個のパネルが構成または使用されるとき、１つまたは
複数のパネル（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ構成）が、Ｗｎを用いて選択、決定、または示され
得る。表２は、Ｍｇ＝２およびＮｇ＝２が、
【０２９０】

【数７４】

【０２９１】
　とともに使用されるときにＷｎのために使用され得るパネル選択コードブックの例を示
し、「１」要素は選択されたパネルを示し得る。
【０２９２】
　パネル選択コードブックは、以下のうちの少なくとも１つを含み得る。（ｉ）Ｍｇ×Ｎ
ｇ個のパネル内のパネルを選択または決定し得る１つまたは複数のパネル選択ベクトル／
行列。（ｉｉ）Ｍｇ×Ｎｇ個のパネル内のパネルのサブセットを選択し得る１つまたは複
数のパネル選択ベクトル／行列。１つまたは複数のパネルグループがあらかじめ定義また
は構成され得、パネルグループが、パネル選択ベクトル／行列に基づいて選択または決定
され得る。（ｉｉｉ）全てのＭｇ×Ｎｇ個のパネルを使用し得る１つのベクトル／行列（
例えば、表２中のインデックス１３）。
【０２９３】
　パネルの数は、以下のうちの少なくとも１つに基づいて選択、使用または決定される。
（ｉ）ＣＳＩフィードバックに関連付けられたレイヤの数（例えば、ＲＩ）。例えば、レ
イヤの数があらかじめ定義されたしきい値よりも小さい（例えば、ＲＩ＜３）場合、単一
のパネルが使用、決定、または選択され得、レイヤの数があらかじめ定義されたしきい値
に等しいかまたはそれよりも高い（例えば、ＲＩ≧３）場合、複数のパネルが使用、決定
、または選択され得る。（ｉｉ）ＭＣＳレベル。例えば、より低いＭＣＳレベルが使用さ
れる場合、より良い信号カバレージのために全てのパネルが使用され得、より高いＭＣＳ
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レベルのためにパネルのサブセットが使用され得る。（ｉｉｉ）動作モード。例えば、第
１の動作モード（例えば、ＳＵ－ＭＩＭＯ）のＷＴＲＵが、ＣＳＩフィードバックのため
の全てのパネルを使用または決定し得、第２の動作モード（例えば、ＭＵ－ＭＩＭＯ）の
ＷＴＲＵが、ＣＳＩフィードバックのためのパネルのサブセットを使用または決定し得る
。（ｉｖ）トラフィックタイプ。例えば、第１のトラフィックタイプ（例えば、ＵＲＬＬ
Ｃ）のために全てのパネルが使用され得、第２のトラフィックタイプ（例えば、ｅＭＢＢ
）のためにパネルのサブセットが使用され得る。
【０２９４】
【表２】

【０２９５】
　別の例示的な実施形態では、複合プリコーダは、個々のパネル固有プリコーダＷｐ，ｌ

のうちの１つまたは複数を用いて定義、構成、構築、または生成され得、ｌは、パネルイ
ンデックス（またはＣＳＩ－ＲＳ構成インデックス）であり、ｌ＝１、．．．、Ｎａであ
り得る。例えば、複合プリコーダは、Ｗｃ＝［Ｗｐ，１｜Ｗｐ，２｜・・・｜Ｗｐ，Ｎａ

］として定義され得、「｜」は、１つまたは複数のパネル固有プリコーダＷｐ，ｌを「積
層する」ことを表すために使用され得る。
【０２９６】
【数７５】

【０２９７】
　一実施形態では、パネル固有プリコーダの「積層」は、以下のように表され得る。実施
形態では、Ｗｃ＝ｄｉａｇ［Ｃｐ，１　Ｃｐ，２・・・Ｃｐ，Ｎａ］・Ｗｎであり、Ｃｐ

，ｌは、パネルにわたる共位相をもたないパネルｌに関連付けられたプリコーディングベ
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クトルであり得、ｄｉａｇ［］は、パネル固有プリコーダのブロック対角化であり得、Ｗ

ｎは、パネルにわたるＮａ×１共位相ベクトルであり得る。従って、パネルにわたる共位
相の後、各パネル固有プリコーダはＷｐ，ｌとして表され得る。パネルにわたる共位相は
、Ｗｐ，ｌとして報告されるか、またはパネル固有プリコーダＣｐ，ｌを用いてＷｎとし
て別々に報告され得る。いくつかの実施形態では、Ｗｐ，ｌとＣｐ，ｌとは交換可能に使
用され得、従って、Ｗｃ＝ｄｉａｇ［Ｗｐ，１　Ｗｐ，２・・・Ｗｐ，Ｎａ］・Ｗｎであ
る。いくつかの実施形態では、Ｃｐ，ｌは、それの関連付けられたＣＳＩ－ＲＳ構成に基
づいて決定され得、Ｎａ　ＣＳＩ－ＲＳ構成は、複合コードブックのためのＣＳＩ報告の
ために使用され得る。
【０２９８】
　いくつかの実施形態では、Ｗｐ，ｌ、Ｃｐ，ｌ、およびＷｐは、コンポーネントプリコ
ーダをもつ同じプリコーディング構造を有し得る（例えば、
【０２９９】
【数７６】

【０３００】
　および
【０３０１】
【数７７】

【０３０２】
　）。実施形態では、
【０３０３】
【数７８】

【０３０４】
　は、全てのパネルについて共通であり得る（例えば、パネル共通
【０３０５】
【数７９】

【０３０６】
　）。従って、ＷＴＲＵは、全てのパネル（または全てのＣＳＩ－ＲＳ構成）について単
一の
【０３０７】

【数８０】

【０３０８】
　を報告し得、ＷＴＲＵは、各パネル（例えば、パネルｌまたはＣＳＩ－ＲＳ構成ｌ）に
ついて
【０３０９】

【数８１】

【０３１０】
　を報告し得る。この場合、コードブック構造は、
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【０３１１】
【数８２】

【０３１２】
　として表され得、Ｗｎは、全てのパネルについて共通であり得る。実施形態では、
【０３１３】

【数８３】

【０３１４】
　は、パネル固有であり得る（例えば、パネル固有
【０３１５】
【数８４】

【０３１６】
　）。従って、ＷＴＲＵは、各パネル（例えば、パネルｌまたはＣＳＩ－ＲＳ構成ｌ）に
ついて
【０３１７】
【数８５】

【０３１８】
　および
【０３１９】
【数８６】

【０３２０】
　を報告し得る。この場合、コードブック構造は、
【０３２１】
【数８７】

【０３２２】
　として表され得、Ｗｎは、全てのパネルについて共通であり得る。いくつかの事例では
、Ｗｎは、
【０３２３】

【数８８】

【０３２４】
　をもつ同じ周波数グラニュラリティを用いて報告され得る。いくつかの事例では、Ｗｎ

は、
【０３２５】

【数８９】

【０３２６】
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　をもつ同じ周波数グラニュラリティを用いて報告され得る。いくつかの事例では、Ｗｎ

の周波数グラニュラリティは、非周期的または半永続的ＣＳＩ報告をトリガするために使
用され得る関連付けられたＤＬ制御情報中の指示、パネルの数（または複合プリコーダに
関連付けられたＣＳＩ－ＲＳ構成の数）、使用される周波数帯域（例えば、中心周波数）
、および使用されるＣＳＩ報告設定のうちの少なくとも１つに基づいて決定され得る。
【０３２７】
　いくつかの実施形態では、パネル共通
【０３２８】
【数９０】

【０３２９】
　またはパネル固有
【０３３０】

【数９１】

【０３３１】
　の使用は、以下のうちの少なくとも１つに基づいて決定され得る。実施形態では、パネ
ルにわたるアンテナ較正ステータス（例えば、タイミングおよび周波数オフセット）、ア
ンテナ較正ステータスは、ＱＣＬとして示され得る。あらかじめ定義されたＱＣＬパラメ
ータがパネルにわたって（またはＣＳＩ－ＲＳ構成にわたって）ＱＣＬされる場合、パネ
ル共通
【０３３２】
【数９２】

【０３３３】
　が使用され得、他の場合、パネル固有
【０３３４】

【数９３】

【０３３５】
　が使用され得る。実施形態では、ＣＳＩ報告がトリガされるときの動的指示（例えば、
ＤＣＩまたはＭＡＣ－ＣＥ）。例えば、非周期的ＣＳＩ報告または半永続的ＣＳＩ報告が
トリガされたとき、トリガリング情報は、どのタイプの
【０３３６】

【数９４】

【０３３７】
　が使用されるかを含み得る。実施形態では、上位レイヤシグナリングは、どのタイプの
【０３３８】

【数９５】

【０３３９】
　が使用されるかを示すために使用され得る。
【０３４０】
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　一実施形態では、ＷＴＲＵは、１つまたは複数のパネル固有プリコーダＷｐ，ｌを報告
し得る。ＷＴＲＵは、１つまたは複数のパネル（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ構成）に関連付け
られたパネル固有プリコーダのセットを報告し得るが、ＷＴＲＵは、Ｗｃに基づいてＣＱ
ＩおよびＲＩを報告し得る。ＷＴＲＵは、変更され得るパネル固有プリコーダのサブセッ
トを報告し得る。ＷＴＲＵは、１つまたは複数のパネル固有プリコーダを、それの関連付
けられたパネルインデックス（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ構成インデックス）とともに報告し
得る。
【０３４１】
　一実施形態では、ＷＴＲＵは、少なくともＱＣＬタイプまたはステータスに基づいて、
第１の複合プリコーダ構造Ｗｃ＝［Ｗｐ，１｜Ｗｐ，２｜・・・｜Ｗｐ，Ｎａ］または第
２の複合プリコーダ構造
【０３４２】
【数９６】

【０３４３】
　を決定し得る。例えば、全てのＣＳＩ－ＲＳ構成がＱＣＬパラメータのあらかじめ定義
されたセットのためにＱＣＬされる場合、第２の複合プリコーダ構造が使用され得、他の
場合、第１の複合プリコーダ構造が使用され得る。いくつかの事例では、ＱＣＬパラメー
タのあらかじめ定義されたセットは、あらかじめ定義されたＱＣＬタイプまたはＱＣＬパ
ラメータのサブセットであり得る。いくつかの事例では、第１の複合プリコーダは、各パ
ネルについてのＷｐの個々の報告を使用し得、第２の複合プリコーダは、全てのパネルに
ついてのＷｐの共通報告を使用し得る。
【０３４４】
　一実施形態では、ＷＴＲＵは、第１の複合プリコーダ構造Ｗｃ＝ｄｉａｇ［Ｃｐ，１　
Ｃｐ，２・・・Ｃｐ，Ｎａ］・Ｗｎを使用し得る。
【０３４５】
　いくつかの場合において、例えば、各パネルが個々の局部発振器を有し、局部発振器が
完全に同期されない場合、アンテナパネル間の相対位相がドリフトし得ることが起こり得
る。この場合、アンテナポートに仮想化された物理アンテナが同じパネルに属することが
望ましいことがある。
【０３４６】
　例示的な実施形態では、ＷＴＲＵは、パネル（例えば、ＣＳＩ－ＲＳ構成）間の相対位
相ドリフト情報を報告し得る。１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳが、異なるパネルから送信
され得、これらのＣＳＩ－ＲＳは、１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳ構成間の相対位相ドリ
フトを報告するためにＷＴＲＵによって測定され得る。
【０３４７】
　ＷＴＲＵは、各ＣＳＩ－ＲＳに関連付けられた位相ドリフトを決定し得る。ＷＴＲＵは
、各ＣＳＩ－ＲＳに関連付けられた位相ドリフトの絶対値、または相対位相ドリフト値の
いずれかをフィードバックし得る。
【０３４８】
　別の実施形態では、位相値の代わりに、ＷＴＲＵは、アンテナパネルの周波数オフセッ
トをフィードバックし得る。
【０３４９】
　アップリンクサウンディング基準信号送信。
【０３５０】
　ソリューションでは、ＷＴＲＵは、１つまたは複数のパネルを通して１つまたは複数の
サウンディング基準信号（ＳＲＳ）を送信し得る。以下のうちの１つまたは複数が適用さ
れ得る。
【０３５１】
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　ＳＲＳポートの１つまたは複数のセットがＳＲＳ送信のために使用され得、ＳＲＳポー
トの各セットがパネルに関連付けられ得る。例えば、ＳＲＳポートの第１のセット（例え
ば、ＳＲＳポート＃０～＃３）が第１のパネルに関連付けられ得、ＳＲＳポートの第２の
セット（例えば、ＳＲＳポート＃４～７）が第２のパネルに関連付けられ得、異なるセッ
ト中のＳＲＳポートは相互排他的であり得る。
【０３５２】
　１つまたは複数のＳＲＳグループ番号（またはインデックス）が、関連付けられたパネ
ル情報を示すために使用され得る。例えば、決定された時間／周波数ロケーションにおけ
るＳＲＳ送信が、ＳＲＳグループに関連付けられ得る。ＷＴＲＵは、関連付けられたＳＲ
Ｓグループのために決定されるか、構成されるか、示されるか、または使用され得る時間
／周波数リソースにおいて、あるＳＲＳグループに関連付けられたＳＲＳを送信し得る。
ＷＴＲＵは、関連付けられたＳＲＳグループインデックスをもつＳＲＳを送信し得、ＳＲ
Ｓグループインデックスは、ＳＲＳ再使用パターン（例えば、時間／周波数ロケーション
）、ＳＲＳのためのスクランブリングシーケンス、およびアップリンク制御チャネルを介
した明示的指示によって示され得る。
【０３５３】
　１つまたは複数の擬似コロケーション（ＱＣＬ）指示が使用され得る。例えば、ＷＴＲ
Ｕは、パネルにわたるＳＲＳポートのための擬似コロケーション（ＱＣＬ）情報を示すか
または報告し得る。例えば、共通局部発振器がＷＴＲＵ送信機における全てのパネルのた
めに使用される場合、ＷＴＲＵは、全てのＳＲＳポートが擬似コロケートされることを示
し得（例えば、ＱＣＬ＝「ＴＲＵＥ」）、個々の局部発振器がＷＴＲＵ送信機における各
パネルのために使用される場合、ＷＴＲＵは、ＳＲＳポートが擬似コロケートされないこ
とを示し得る（例えば、ＱＣＬ＝「ＦＡＬＳＥ」）。ＱＣＬ＝「ＦＡＬＳＥ」である場合
、ＳＲＳグループ中のＳＲＳポートは、擬似コロケートされるとして見なされるかまたは
仮定され得、異なるＳＲＳグループにわたるＳＲＳポートは、擬似コロケートされないと
して見なされるかまたは仮定され得る。ＷＴＲＵは、アップリンク送信のための関連付け
られたＳＲＳグループインデックス（例えば、データおよび／または制御）を示し得る。
例えば、ＷＴＲＵは、データ送信を伴う擬似コロケートされ得る関連付けられたＳＲＳグ
ループインデックスを用いてアップリンクデータ送信（例えば、ＰＵＳＣＨ）を送信し得
る。ＳＲＳグループインデックスとＱＣＬインデックスとは、交換可能に使用され得る。
ＳＲＳグループインデックスは、関連付けられたアップリンク制御情報中で示され得る。
ＷＴＲＵは、あらかじめ決定された、構成された、または示されたパネルを介してアップ
リンク制御情報を送信し得る。
【０３５４】
　ＷＴＲＵは、アップリンク送信のためにｅＮＢから送信され得るパネル（またはＳＲＳ
グループ）間の位相オフセットの指示を提供され得る。位相オフセットは、上位レイヤシ
グナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）を介してシグナリングされ得る。
【０３５５】
　例示的な実施形態では、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵによって計算、決定、もしくは使用され
たプリコーディングベクトル／行列を用いて、または中央コントローラ（例えば、ｅＮＢ
）によって構成されるか、示されるか、もしくは決定されたプリコーディング行列を用い
てプリコーディングされ得る、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）を送信し得る。
【０３５６】
　プリコーディングベクトル／行列は、デジタルビームフォーミングのために使用される
プリコーディング行列、および／またはアナログビームフォーミングのために使用される
プリコーディング行列などを含む、サブ行列（またはサブコンポーネント行列）の乗算か
ら構成され得る。
【０３５７】
　ＳＲＳ送信のためにＷＴＲＵによって決定されたプリコーディングベクトル／行列は、
ｅＮＢに示され得る。指示は、アップリンク制御信号を介して送信され得る。
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【０３５８】
　別の実施形態では、１つまたは複数のＳＲＳがＷＴＲＵによって送信され得る。ＳＲＳ
を送信するために使用されるアンテナは、１つのパネルまたは２つ以上のパネルに属し得
る。例では、ただ１つのパネル上のアンテナがＳＲＳポート（またはＳＲＳポートのセッ
ト）に仮想化され得るが、別のソリューションでは、異なるパネル上のアンテナがＳＲＳ
ポート（またはＳＲＳポートのセット）に仮想化され得る。
【０３５９】
　ＷＴＲＵは、ダウンリンクにおいて送信された信号を使用して、アップリンク送信のた
めのプリコーディング行列を計算または決定し得る。ＳＲＳをプリコーディングするため
に使用される行列は、ダウンリンク信号、例えば、ダウンリンク基準信号に基づいてＷＴ
ＲＵによって完全に決定され得るか、または、それは、ＷＴＲＵによって部分的に決定さ
れ、ｅＮＢによって部分的に決定され得る。
【０３６０】
　ＳＲＳはプリコーディングされないことがあり、１つのＳＲＳが、単一のパネル上のア
ンテナから送信され得る。
【０３６１】
　ＳＲＳはプリコーディングされないことがあり、１つのＳＲＳが、パネルのグループ上
のアンテナから送信され得、ここで、グループは、２つ以上のパネルからなり得る。
【０３６２】
　パネルの異なるグループからの送信を共位相にするために使用され得る位相ベクトル／
行列が、ｅＮＢによって決定され、ｅＮＢからＷＴＲＵに送信され得る。
【０３６３】
　ＳＲＳはプリコーディングされ得、ここで、プリコーディング行列が、アナログビーム
フォーミングに基づき、広いビームを作成し得、ここで、１つのビームが、単一のパネル
上のアンテナから送信され得る。
【０３６４】
　ＳＲＳはプリコーディングされ得、ここで、プリコーディング行列が、アナログビーム
フォーミングに基づき、広いビームを作成し得、１つのビームが、パネルのグループ上の
アンテナから送信され得、グループは、２つ以上のパネルからなり得る。
【０３６５】
　ＳＲＳはプリコーディングされ得、ここで、プリコーディング行列が、アナログビーム
フォーミングとデジタルビームフォーミングとの組合せに基づき得、１つのビームが、単
一のパネル上のアンテナから送信され得る。
【０３６６】
　ＳＲＳはプリコーディングされ得、ここで、プリコーディング行列が、アナログビーム
フォーミングとデジタルビームフォーミングとの組合せに基づき得、１つのビームが、パ
ネルのグループ上のアンテナから送信され得、ここで、グループは、２つ以上のパネルか
らなり得る
　いくつかの実施形態では、チャネル相反性も、ダウンリンクデータの受信のために使用
されるビームフォーミング行列に基づいて、ＵＬデータ送信のためのビームフォーミング
行列を決定するために使用され得る。
【０３６７】
　一例では、アップリンク方向に送信されるべきデータが、ダウンリンク送信を受信する
ために受信機において使用されるビームフォーミング行列を用いてプリコーディングされ
得る。受信機のために適用される同じアンテナ－アンテナポート仮想化（antenna to ant
enna port virtualization）が、送信機のために使用され得る。例えば、複数のパネルご
とに１つのビームが受信ビームとして使用される場合、同じパネルから送信された同じビ
ームが、アップリンク送信のために使用され得る。パネルの異なるグループごとに複数の
ビームが受信ビームとして使用される場合、パネルの同じグループから送信された同じビ
ームが、アップリンク送信のために使用され得る。
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【０３６８】
　別の例では、（受信ビームフォーミングを使用して）受信し、（送信ビームフォーミン
グを使用して）送信するためにＷＴＲＵにおいて生成されるビームの幅は、送信および受
信ハードウェアの差異により異なり得る。例えば、送信ビームは受信ビームよりも広くな
り得る。この場合、アップリンクデータおよび／またはＳＲＳ送信のために使用されるビ
ームは、データ受信のために使用されるダウンリンクビームに基づいて導出され得る。例
えば、ＵＬビームは、ＤＬビームと同じ方向にあるがより広いビーム幅をもつビームであ
り得る。
【０３６９】
　ＳＵ／ＭＵ－ＭＩＭＯ方式
　例示的な実施形態では、ｅＮＢは、複数のビームを形成するために、プリコーディング
されたＣＳＩ－ＲＳ信号を構成し得、ＷＴＲＵはＣＳＩを報告する。
【０３７０】
　いくつかのそのような実施形態では、ビームは、１つのパネルから送信され得る。ＷＴ
ＲＵは、最良のチャネルを有するビームのためのビームインデックスをｅＮＢに報告し得
る。報告すべき最良のチャネルの数は、ｅＮＢによって決定され、構成としてＷＴＲＵに
送られ得、それは１つまたは２つまたはそれ以上であり得る。チャネル品質に関するメト
リックは、チャネルの容量またはチャネルのランクであり得る。この情報は、ＷＴＲＵの
ためのパネルを選択するためにｅＮＢによって使用され得る。
【０３７１】
　他のそのような実施形態では、ビームは２つ以上のパネルから送信され得る。ＷＴＲＵ
の挙動およびｅＮＢの挙動は、前の場合におけるそれと同じであり得る。これは、ｅＮＢ
からＷＴＲＵへの送信のためのより高いビームフォーミング能力を提供し得、これは、超
信頼性通信をサポートする際に有益であり得る。ＷＴＲＵは、ｅＮＢにビームインデック
スを報告し得、ｅＮＢは、パネル選択を決定する際に全てのＷＴＲＵからのそのような情
報を使用し得る。
【０３７２】
　さらなる実施形態は、上記の２つの方式の混合を採用する。全てのビームのうち、少な
くとも１つのビームが１つのパネルから送信され、少なくとも別のビームが複数のパネル
から送信される。
【０３７３】
　上記実施形態では、パネルは、複数のビームを送信するために、場合によっては他のパ
ネルとともに使用され得る。
【０３７４】
　ビームインデックスＩが、いくつかのパラメータ、すなわち、Ｉ＝ｇ（ｐ，ｉ，ｋ，Ｍ
）に関連付けられ得、ここで、ｐは、例えば、表２中のパネル選択ベクトル／行列Ｗｎに
よって示されたＣＳＩ－ＲＳ信号の送信のために使用されるパネルを示し、ｉはサブバン
ドを示し得、ｋはリソース要素を示し得、Ｍは、プリコーディング行列のインデックスで
あり得る。
【０３７５】
　あるいは、ｅＮＢは、プリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳ信号を送信し得る。１つ
または複数のパネルが送信のために使用され得る。この場合、各ＷＴＲＵは、チャネルを
測定および推定し、チャネルの優勢固有方向（eigendirection）を見つけ、その情報をｅ
ＮＢに報告する。固有方向は、ＤＦＴベースコードブックまたはグラスマニアンベースコ
ードブックを使用することによって量子化され得、優勢固有方向のコードワードがｅＮＢ
にフィードバックされ得る。ＣＳＩ－ＲＳ信号が１つのパネルまたはパネルの集合から送
信され得るので、表２中のパネル選択ベクトル／行列Ｗｎなどのインデックスが、これを
示すために使用され得る。この情報もｅＮＢにフィードバックされる。ｅＮＢは、ＷＴＲ
Ｕからの報告された固有方向に従うビーム、例えば、ＷＴＲＵのチャネルの最も強い固有
方向に一致するビームを形成し得る。
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【０３７６】
　ｅＮＢは、ＷＴＲＵが、ＰＭＩ、ＲＩ、またはＣＱＩを含み得る、そのＣＳＩを報告す
るパネルを制限し得る。これは、ＣＳＩフィードバックオーバーヘッドを著しく低減し得
る。制限は、以下の手法のうちの１つに従って適用され得る。ＷＴＲＵごとに、制限が個
々にＷＴＲＵに適用される。各パネルまたはパネルの集合は、表２において定義されてい
るパネル選択ベクトル／行列Ｗｎに対応し得るインデックスを有し得る。ＷＴＲＵがその
ＣＳＩを報告するパネルは、独立であり得る。例えば、ｅＮＢは、パネル３について報告
するようにＷＴＲＵ１に依頼し、パネル１およびパネル２について報告するようにＷＴＲ
Ｕ２に依頼し得る。グループごとに、制限がＷＴＲＵのグループに適用される。ｅＮＢは
、特定のパネルまたはパネルの集合のＣＳＩを報告するようにＷＴＲＵのグループに依頼
し得る。グループ化は、ＷＴＲＵのロケーション／方向情報に基づき得る。例えば、ｅＮ
Ｂに対して同様の方向にあるＷＴＲＵは、同じグループに割り当てられ得る。
【０３７７】
　ＣＳＩ制限は、ｅＮＢによって構成され、制御チャネル上でＷＴＲＵに送られ得る。Ｗ
ＴＲＵベースＣＳＩ報告制限の場合、ｅＮＢはＷＴＲＵごとに制限を送る。グループベー
スＣＳＩ報告制限の場合、ｅＮＢは、時間周波数リソースの共通セット上でＣＳＩ報告制
限を受信するようにグループ中の全てのＷＴＲＵを構成し、例えば、グループ中の全ての
ＷＴＲＵに制限をマルチキャストし得、これは、制御目的で使用されるリソースの量を著
しく低減することができる。
【０３７８】
　制限は、高レベルスケジューリングの必要、すなわち、どのパネルが特定のＷＴＲＵま
たはＷＴＲＵのサブセットへの送信のために潜在的に使用されることになるかに基づき得
る。
【０３７９】
　ｅＮＢは、ＷＴＲＵの間の相互干渉が最小限に抑えられるように、ＷＴＲＵからのＣＳ
Ｉフィードバックに基づいてプリコーディング行列を決定し得る。例えば、ＷＴＲＵ１の
ための最も強い固有方向がｖ１、ｖ２であり、ＷＴＲＵ２のための最も強い固有方向がｕ

１およびｕ２である場合。ｅＮＢは、
【０３８０】
【数９７】

【０３８１】
であるようにｕｉおよびｕｊを選定し、ここで、Ｈはトランスポート共役（transport co
njugate）を表し、それに応じてプリコーディング行列を決定し得る。
【０３８２】
　いくつかの事例では、ＳＵ－ＭＩＭＯとＭＵ－ＭＩＭＯとの間で切り替えることが望ま
しいことがあり、適用例からのサービス品質（ＱｏＳ）要件を満たすことにおいて、ＷＴ
ＲＵのためのパネルの数および／またはＴＸＲＵの数を再構成することが望ましいことが
ある。例えば、トラフィックがＵＲＬＬＣタイプのものである場合、他のＷＴＲＵを対象
とする送信からの干渉を最小限に抑えるために、専用時間周波数リソースを関与するＷＴ
ＲＵに割り当てることが妥当であり得、従って、時間周波数がＳＵ－ＭＩＭＯモードで使
用され、また、そのＷＴＲＵのために使用されるべきパネルの数および／またはＴＸＲＵ
の数は増加し得る。別の例では、多くのＷＴＲＵがあり、それらの全てが適度なスループ
ットおよび信頼性を必要とする場合、ある量の時間周波数リソースがそれらに割り振られ
得、送信はＭＵ－ＭＩＭＯモードであり得、また、ＷＴＲＵのために使用されるパネルの
数は１に低減され得る。基準が、切替えがいつ行われるかを決定するために使用され得、
基準は、達成されたＱｏＳ満足とトラフィックフロー／ユーザの優先度とに依存し得、判
定は、上位レイヤからもたらされ得る。以下は、切替えに関する判定の例を示す。
最高優先度をもつトラフィックフローを決定し、フローＩＤをｊとし、フローｊを受信す
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るＷＴＲＵをα（ｊ）とする
（ｄｅｌａｙ＿ｏｆ＿ｆｌｏｗ＿ｊ＞ｄｅｌａｙ＿ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ＿ｊ）または
（ｌａｔｅｎｃｙ＿ｏｆ＿ｆｌｏｗ＿ｊ＞ｌａｔｅｎｃｙ＿ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ＿ｊ
）である場合、
　ＷＴＲＵα（ｊ）によって使用されるリソースに割り当てられるユーザの数を減少させ
、
　ＷＴＲＵα（ｊ）のためのパネルの数を増加させ、
　他の場合に
　ＷＴＲＵα（ｊ）によって使用されるリソースに割り当てられるユーザの数を増加させ
、
　ＷＴＲＵα（ｊ）のためのパネルの数および／またはＴＸＲＵの数を減少させる。
【０３８３】
　切替えに関する構成は、ダウンリンク制御チャネルを通してｅＮＢからＷＴＲＵに送ら
れ得る。
【０３８４】
　ハイブリッドビームフォーミングを用いたマルチコンポーネントプリコーダ。
【０３８５】
　ハイブリッドビームフォーミングでは、アナログビームフォーミングとデジタルビーム
フォーミングの組合せが使用され得る。マルチコンポーネントハイブリッドビームフォー
ミングプリコーディング構造が、大規模アンテナ構成のために使用され得る。この場合、
前に説明された複合デジタルプリコーダが、複合アナログプリコーダと組み合わせられ得
る。
【０３８６】
　例示的な実施形態では、データを変更するプリコーダは、
　　ＷＤＡＴＡ＝ｆａ（Ｗｎａ，ＷＴＷＲＳＷｃ）
　として設定され得、ここで、複合ハイブリッドプリコーダを決定または構築するための
関数が、（ｉ）使用、構成または決定された送信方式、（ｉｉ）使用、構成または決定さ
れたＭＩＭＯ動作モード、（ｉｉｉ）動作周波数帯域、（ｉｖ）大規模アンテナ構成にお
いて構成、使用または決定されたパネルの数など、上記で説明された複合デジタルプリコ
ーダと同じまたは同様のパラメータまたはファクタに基づいて構成、使用、決定、あらか
じめ決定または選択され得る。
【０３８７】
　この実施形態では、複合デジタルプリコーダが、ハイブリッドアナログデジタルプリコ
ーダのコンポーネントになり、複合デジタルプリコーダ関数ｆが、ハイブリッド関数ｆａ

の関数であり得ることに留意されたい。例えば、１つの方法では、ハイブリッド関数は固
定であり、そのうえ、複合デジタルプリコーダは独立した関数に基づいて推定され得る。
【０３８８】
　Ｗｎａは、アナログ領域中のマルチパネルプリコーディングのためのアナログ拡張行列
として設定され得、アナログ拡張行列は、パネル選択ベクトル／行列、パネル共位相ベク
トル／行列、およびパネル選択プリコーダ、パネル共位相プリコーダと交換可能に使用さ
れるが、依然として実施形態に一致する。
【０３８９】
　ＷＴは、ＴＸＲＵとパネル内のアンテナ要素との間のアナログプリコーダとして設定さ
れ得、ＷＲＳは、ＣＳＩ－ＲＳポートとＴＸＲＵとの間のプリコーダとして設定され得る
。プリコーダなしＣＳＩ－ＲＳの場合、ＷＲＳは単位行列に等しく、ビームフォーミング
されたＣＳＩ－ＲＳの場合、ＷＲＳは、選択された（１つまたは複数の）ビームの位置に
おける１をもつゼロベクトルに等しい。Ｗｃは、前に説明されたコンポーネントデジタル
プリコーダである。
【０３９０】
　ハイブリッドビームフォーミングの場合、送信機におけるＣＳＩは、送信機におけるＷ



(47) JP 2019-525617 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

ＤＡＴＡの全ての要素の知識を利用し得る。この知識は、構成設定とフィードバックの混
合によって収集され得、ここで、フィードバックは明示的または暗黙的であり得る。明示
的フィードバックは、以下、すなわち、（ｉ）要素の数値表現、例えば、各ベクトル／行
列の量子化バージョン、（ｉｉ）要素の圧縮表現、例えば、各ベクトル／行列の量子化お
よび圧縮バージョンまたは各ベクトル／行列の時間／周波数差分バージョンのうちの少な
くとも１つを含み得る。暗黙的フィードバックは、以下、すなわち、（ｉ）要素のＣＱＩ
／ＰＭＩ／ＲＩ表現、（ｉｉ）要素の特定の事例に紐付けられたメトリック、例えば、ｅ
ＮＢ／ＴＲＰが特定の事例の性能を識別することを可能にするための各ベクトル行列のＳ
ＮＲまたはＲＳＳＩおよびインデックスのうちの少なくとも１つを含み得る。
【０３９１】
　ハイブリッドビームフォーミングでは、ＷＤＡＴＡは２段階プロシージャによって見つ
けられ得る。プロシージャの第１の段階では、ネットワークは、Ｗｎａ（マルチパネルア
ナログ組合せ方法）およびＷＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳタイプ）を設定し得る。次いで、ＷＴＲ
Ｕは、第１の段階において決定されたパラメータに基づいて、最良のアナログビームフォ
ーマＷＴを見つけ得る。ＷＴＲＵは、基地局またはｅＮＢ／ＴＲＰにＷＴをフィードバッ
クする。これは、単一のインデックス（最良のｅＮＢビーム）または一連のインデックス
（最良のＮ個のビームまたは特定のビームとのリンクの品質）であり得る。プロシージャ
の第２の段階では、ｅＮＢ／ＴＲＰは、ＷＴを固定し、次いで、Ｗｃを推定し、以下でさ
らに説明されるＷｃのコンポーネントをフィードバックすることをＷＴＲＵに要求し得る
。
【０３９２】
　別の実施形態では、データを変更するプリコーダは、
　　ＷＤＡＴＡ＝ｆ（Ｗｎ，ＷＴＷＲＳＷｃ）
として設定され得るこの実施形態は、全てのパネル組合せがコンポーネントデジタルプリ
コーダにおいて起こる各パネルについて、独立したアナログプリコーディングを仮定し得
る。
【０３９３】
　マルチコンポーネントプリコーダを用いたＣＳＩフィードバック
　ＣＳＩ報告タイプおよびプロシージャ
　ハイブリッドビームフォーミングでは、ＷＤＡＴＡは２段階プロシージャによって見つ
けられるか、構築されるか、または生成され得るプロシージャの第１の段階では、ネット
ワークはアナログプリコーダを設定する。ネットワークは、Ｗｎａ（マルチパネルアナロ
グ組合せ方法）およびＷＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳタイプ）を設定し得る。これは、ダウンリン
ク制御チャネル（専用または共有制御チャネル）中でＷＴＲＵに動的にシグナリングされ
得るか、または（例えば、ブロードキャストチャネルによって）システムパラメータ中に
半静的に設定され得る。
【０３９４】
　次いで、ＷＴＲＵは、第１の段階において設定されたパラメータに基づいて、最良のア
ナログビームフォーマＷＴを見つけ得る。ＷＴＲＵは、基地局またはｅＮＢ／ＴＲＰにＷ

Ｔの表現をフィードバックし得る。プリコーダＷＴは、あらかじめ決定されたビームセッ
ト（アナログビームコードブック）、またはあらかじめ決定されたビームセットのファミ
リー（ビームの分解能を変更することを許容するためのアナログビームコードブックファ
ミリー）から導出され得る。プリコーダＷＴは実装形態固有であり得、ＴＲＰ／ｅＮＢは
、それが適合すると思うようなアナログビームを定義する。この場合、ＴＲＰ／ｅＮＢは
、ＷＴＲＵが最良の（１つまたは複数の）ビームを識別することを可能にするために、ビ
ーム発見プロシージャ中にビームの数および／またはビームのインデックスをシグナリン
グし得る。
【０３９５】
　ＷＴＲＵはＷＴに関する情報をフィードバックし得る。１つのソリューションでは、Ｗ
ＴＲＵは、単一ビームに関する情報をフィードバックし得る。フィードバックは、限定は
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されないが、以下、すなわち、（ｉ）ビームインデックス、パネルインデックス、および
／またはビーム到来方向など、ビーム識別情報、（ｉｉ）ビームがその中で測定されるタ
イムスロット、または時間領域測定の場合の第１のエネルギー到着に関する各ビーム測定
の相対遅延など、ビームタイミング情報、（ｉｉｉ）ＳＮＲまたはＲＳＳＩなど、メトリ
ックによって測定されたビームの品質など、ビーム品質情報を含み得る。単一のビームは
、ＷＴＲＵが望むビーム（最良のビーム）であり得る。あるいは、単一のビームは、最も
不良なビーム（ＷＴＲＵがＭＵ－ＭＩＭＯ送信において支援することを最も望まないビー
ム）であり得る。
【０３９６】
　一実施形態では、ＷＴＲＵは、ビームの全てまたはサブセットに関する情報をフィード
バックし得る。フィードバック要素は、単一のビーム中で識別されたフィードバック要素
と同様であり得る。この場合、これは、ｅＮＢ／ＴＲＰが、（ａ）送信のための最も良好
な（１つまたは複数の）ビームを選択すること、または（ｂ）任意の選択されたビームを
用いた最適な送信を可能にすることを許容する。アナログビームフォーミングは、各独立
した偏光について各コンポーネントキャリア／周波数帯域にわたって実施され得る。ある
いは、単一アナログビームフォーマが、複雑さの低減のためにＷＴＲＵ全体のために使用
され得るが、これは、性能の何らかの犠牲があり得る。どちらの場合も、純粋なデジタル
プリコーディングと比較されたときに見られ得る性能損失の一部を回復するために、追加
のデジタルプリコーディングが使用され得る。一般に、ＷＴフィードバックが、アナログ
ビーム発見プロシージャタイミングに基づいて行われ得る。これは、周期的または非周期
的であり得るが、一般に、デジタルプリコーディングフィードバックのために必要とされ
るタイミングよりもはるかに大きい間隔におけるものである。
【０３９７】
　プロシージャの第２の段階では、ｅＮＢ／ＴＲＰは、Ｗｎａ（マルチパネルアナログ組
合せ方法）、ＷＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳタイプ）およびＷＴ（アナログビームフォーマ）を固
定し、次いで、ＷＴＲＵに、Ｗｃを推定し、Ｗｃを識別する要素をフィードバックするこ
とを要求し得る。
【０３９８】
　Ｗｃ（ｋ）がＷｎ（ｋ）とＷｐ（ｋ）の両方の関数であるので、ＷＴＲＵとｅＮＢ／Ｔ
ＲＰの両方は、複合プリコーダを構築する際に使用されるべき関数に関する情報を備える
。ＷＴＲＵは、複合プリコーダの適切な推定を可能にするためにこの情報を使用し、ｅＮ
Ｂは、それが適切なビームまたは共通基準信号を送ることを可能にするためにこの情報を
使用する。関数（または関数のセット）は、静的、半静的、または動的様式でネットワー
クによって決定、構成、またはあらかじめ定義され得る。関数（または関数のセット）は
、静的、半静的、または動的様式でＷＴＲＵによって自律的に決定、構成、またはあらか
じめ定義され得る。ＷＴＲＵ定義モードの場合、ＷＴＲＵは、ＲＡＣＨチャネルまたは任
意の他のアップリンク制御チャネル上の要求によって、専用フィードバックチャネル上で
使用されるべき関数をフィードバックし得る。関数は、あらかじめ定義されたインデック
スによって示され得る。
【０３９９】
　ネットワークは、Ｗｎ（ｋ）を設定し得る（デジタルマルチパネル複合組合せ方法）。
あるいは、各ＷＴＲＵは、自律的に、Ｗｎ（ｋ）の特定の値を定義し、ネットワークに、
その特定の値についての測定情報を送ることを要求し得る。Ｗｎ（ｋ）のためのフィード
バックは、以下のようであり得る。
【０４００】
　１つの方法では、ＷＴＲＵは、測定パケットが受信されると、Ｗｃ（ｋ）のコンポーネ
ントを直ちにフィードバックし得る。ｅＮＢ／ＴＲＰとＷＴＲＵの両方がＷｎ（ｋ）を知
っているので、これをフィードバックする必要はない。従って、ＷＴＲＵは、Ｗｐ（ｋ）
を単一フィードバック要素として識別する表現（例えば、インデックスまたは明示的番号
）をフィードバックし得るか、またはそれのコンポーネントの表現（
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【０４０１】
【数９８】

【０４０２】
　および
【０４０３】

【数９９】

【０４０４】
　）をフィードバックする。
【０４０５】
　１つの方法では、ＷＴＲＵは、Ｗｃ（ｋ）に加えてＷｎ（ｋ）をフィードバックし得る
。これは、異なる時間に情報をフィードバックすることのフレキシビリティをＷＴＲＵに
提供するために行われ得るか、またはｅＮＢは、Ｗｎ（ｋ）の異なる値をもつ複数の測定
フレームを送り得る。この場合、フィードバックは、Ｗｎ（ｋ）と、次いで、Ｗｃ（ｋ）
の全ての要素とをシグナリングし得る。あるいは、フィードバックは、Ｗｃ（ｋ）の各値
について、Ｗｎ（ｋ）をシグナリングし得る。あるいは、フィードバックは、全てのＷｎ

（ｋ）に共通のＷｃ（ｋ）の要素をシグナリングし、次いで、Ｗｎ（ｋ）および、Ｗｎ（
ｋ）の個々の値に固有のＷｃ（ｋ）の対応する要素をフィードバックし得る。単純な例で
は、Ｗｎ（ｋ）は、パネル選択ベクトル／行列におけるパネルをシグナリングし、後続の
フィードバックが単一のパネルのためのものであることを示し得る。これは、明示的パネ
ル選択およびパネル固有ＣＳＩ報告を可能にする。単純な例では、Ｗｎ（ｋ）は、共位相
実装形態における有効な被共位相パネルをシグナリングし、後続のフィードバックが特定
の共位相パネルのためのものであることを示し得る。
【０４０６】
　開ループ送信方式および半開ループ送信方式の場合、Ｗｎ（ｋ）を表すフィードバック
は、ベクトル／行列の予め定義されたセットまたは構成されたセットを表すコードブック
中のコードワードを表すインデックスであり、各インデックスは、特定のリソースインデ
ックスのためのフィードバックを表し得る。あるいは、Ｗｎ（ｋ）を表すフィードバック
は、量子化角度θであり得、それから位相シフトベクトル／行列が構築され得る。位相シ
フトベクトル要素が関係しない場合、位相シフトベクトル中の各要素は、独立してフィー
ドバックされ得ることに留意されたい（例えば、４要素ベクトルにおけるθ０、θ１、θ

２、およびθ３）。
【０４０７】
　閉ループＭＩＭＯ方式の場合、フィードバックは、Ｗｎ（ｋ）がサブコンポーネントの
セットから構築される場合に使用されるべき組合せ関数（combining function）を識別す
ることを伴い得る。これは、ネットワークによってまたはＷＴＲＵによって自律的に決定
、構成、またはあらかじめ定義され得る。フィードバックは、Ｗｎ（ｋ）がサブコンポー
ネントのセットから構築される場合に使用されるべきサブコンポーネントプリコーダ方法
を識別することをさらに伴い得る。これは、ネットワークによってまたはＷＴＲＵによっ
て自律的に決定、構成、またはあらかじめ定義され得る。フィードバックは、必要に応じ
て、
【０４０８】

【数１００】

【０４０９】
　および
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【０４１０】
【数１０１】

【０４１１】
　のサブコンポーネント値をフィードバックすることをさらに伴い得る。いくつかの実施
形態では、フィードバックは、コードブック中のコードワードを表すインデックスであり
得る。いくつかの実施形態では、フィードバックは、列選択ベクトル中の列を識別するイ
ンデックスであり得る。いくつかの実施形態では、フィードバックは、長期および／また
は広帯域ベースプリコーダを識別するコードワードを表すインデックスであり得る。いく
つかの実施形態では、フィードバックは、長期および広帯域ベースプリコーダまたは短期
およびサブバンドベースプリコーダを識別する圧縮された／圧縮されていない量子化デー
タストリームであり得る。いくつかの実施形態では、フィードバックは、長期および広帯
域ベースプリコーダまたは短期およびサブバンドベースプリコーダを識別する時間または
周波数差分データストリームであり得る。いくつかの実施形態では、フィードバックは、
垂直領域および水平領域中のパネルを識別するインデックスであり得る。Ｗｎ（ｋ）のフ
ィードバックは、ｅＮＢ／ＴＲＰによって要求されるかまたはＷＴＲＵによって開始され
得る。それは、周期的または非周期的であり得、マルチコンポーネントフィードバックフ
レームワーク中の他の要素からの異なるタイミングにおいて行われ得る。
【０４１２】
　サブコンポーネントプリコーダレベルにおいて、コンポーネント
【０４１３】

【数１０２】

【０４１４】
　および
【０４１５】

【数１０３】

【０４１６】
　の適切な値をＷＴＲＵが推定することを可能にするために、組合せ関数ｆ１（，）、ｆ

２（，）、およびｆ３（，）を識別する情報を提供することが望ましいことがある。いく
つかの実施形態では、関数（または関数のセット）は、静的、半静的、または動的様式で
ネットワークによってまたはＷＴＲＵによって自律的に決定、構成、またはあらかじめ定
義され得る。いくつかの実施形態では、フィードバック
【０４１７】
【数１０４】

【０４１８】
　および／または
【０４１９】

【数１０５】

【０４２０】
　は、広帯域および長期フィードバックまたはサブバンドおよび短期フィードバックを表
すベクトル／行列コードブックからＰＭＩによって表される暗黙的フィードバックに基づ
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もフィードバックされ得る。いくつかの実施形態では、フィードバックコンポーネント、
タイプおよび関数を識別する情報、例えば、ｆ１（，）、ｆ２（，）、ｆ３（，）、
【０４２１】
【数１０６】

【０４２２】
　、
【０４２３】
【数１０７】

【０４２４】
　、
【０４２５】

【数１０８】

【０４２６】
　、および
【０４２７】

【数１０９】

【０４２８】
　もフィードバックされ得る。ＷＴＲＵは、複合フィードバック（アナログとデジタルの
両方）、例えば、（Ｗｎａ、ＷＲＳおよびＷＴ）を作成する際に使用された仮定をもフィ
ードバックし得る。いくつかの実施形態では、フィードバック
【０４２９】

【数１１０】

【０４３０】
　および／または
【０４３１】

【数１１１】

【０４３２】
　は、非周期的または周期的様式で送信され得る。いくつかの実施形態では、ＭＵ－ＭＩ
ＭＯの場合、
【０４３３】

【数１１２】

【０４３４】
　および／または
【０４３５】
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【数１１３】

【０４３６】
　のための最良のＰＭＩまたは最悪のＰＭＩを識別するフィードバックも可能にされ得る
。いくつかの実施形態では、
【０４３７】

【数１１４】

【０４３８】
　および／または
【０４３９】
【数１１５】

【０４４０】
　は、Ｔｘ／Ｒｘマルチアンテナ方式のどんな仮定もなしに明示的様式でフィードバック
され得る。例は、量子化されたおよび圧縮された／圧縮されていないチャネル係数、チャ
ネル共分散ベクトル／行列、または優勢固有ベクトルを含み得る。いくつかの実施形態で
は、コンポーネントフィードバックは、暗黙的フィードバックと明示的フィードバックの
ハイブリッドであり得る。一例では、長期情報は暗黙的に返送され得、短期情報は長期情
報からの明示的差異として返送され得る。この例は、差異情報が小さいことがあるという
事実により、低いオーバーヘッドとともに高い精度を許容する。
【０４４１】
　フィードバックを伴う例示的な２段階プロシージャが図８に示されており、フィードバ
ックは下線を用いて示されている。
【０４４２】
　ＣＳＩ報告のためのＵＬチャネル
　ＷＴＲＵは、ビームフォーミングのためにｅＮＢまたはＴＲＰを支援するために、（１
つまたは複数の）パネル選択報告の結果をフィードバックし得る。ＷＴＲＵは、基準信号
を介して、測定された信号またはチャネル品質に従って最も良好なＫ個のパネルを選択し
得る。あるいは、ＷＴＲＵは、パネルを選択するためにしきい値を使用し得る。パネルの
信号またはチャネル品質がしきい値を超えたとき、パネルは選択される。パネルが選択さ
れると、ＷＴＲＵは、選択されたパネルの結果並びにＲＩ、ＣＱＩおよびＰＭＩ並びにＣ
ＲＩなど、関連付けられたＣＳＩフィードバックを報告し得る。ｅＮＢまたはＴＲＰがＷ
ＴＲＵによって選択および報告されたパネルを使用し得るので、パネル報告の重要性は高
優先度である。報告されたパネルが正しくない場合、対応するＲＩ、ＰＭＩおよびＣＱＩ
は、それらが、選択されたパネルに基づくので、間違っていることになる。
【０４４３】
　そのような誤りを回避するために、例示的な実施形態では、アップリンク制御チャネル
は、高レベルの保護がパネル報告に与えられるように構成される。パネル選択およびＣＳ
Ｉが同時にフィードバックされるとき、１つのオプションは、そのような制御情報を搬送
するためにＰＵＣＣＨを使用することである。別のオプションは、ＰＵＳＣＨを使用する
か、またはＰＵＳＣＨを使用してアップリンク制御情報をデータと多重化することである
。パネル選択報告は、拡張チャネル推定性能のための基準信号の近くに、またはそれに隣
接して配置され得る。アップリンク制御情報がＰＵＳＣＨを使用してＵＬ－ＳＣＨデータ
と多重化されるとき、コード化されたパネル選択報告は、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫシ
ンボル位置の隣に配置され得る。
【０４４４】
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　図９に示されている実施形態では、ＰＭＩ／ＣＱＩリソース９０２は、ＵＬ－ＳＣＨデ
ータリソースの最初に配置され、１つのサブキャリア上の全てのシンボルに連続的にマッ
ピングされ、その後次のサブキャリアに進む。ＵＬ－ＳＣＨデータは、ＰＭＩ／ＣＱＩデ
ータの周りでレートマッチングされる。ＰＵＳＣＨ９０４上のＵＬ－ＳＣＨデータと同じ
変調次数が、ＰＭＩ／ＣＱＩ９０２のために使用され得る。
【０４４５】
　ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫリソース９０６は、ＵＬ－ＳＣＨ　ＰＵＳＣＨデータ９０
４をパンクチャすることによって、リソース要素の隣に配置される。ＲＳの隣の位置が、
可能な最も良好なチャネル推定から恩恵を受けるために使用される。コード化パネル選択
報告またはパネルインジケータ（ＰＩ）９０８は、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫシンボル
位置９０６の隣に配置される。これは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫが所与のサブフレーム中に実際
に存在するかどうかにかかわらないことがある。ＲＩ９１０は、ＰＩシンボル位置９０８
の隣に配置され得る。ＰＩおよびＲＩ並びにＰＭＩ／ＣＱＩのコーディングは、別個であ
り得る。ＵＬ－ＳＣＨデータは、ＰＩおよびＲＩ　ＲＥの周りでレートマッチングされ得
る。これは、ＰＭＩ／ＣＱＩの場合と同様である。
【０４４６】
　別の例が図１０に示されている。図１０の実施形態では、ＲＳの隣の位置が、可能な最
も良好なチャネル推定から恩恵を受けるために使用される。コード化パネル選択報告また
はパネルインジケータ（ＰＩ）は、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫと同様に、ＲＳシンボル
位置の隣に配置される。これは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫが所与のサブフレーム中に実際に存在
するかどうかにかかわらないことがある。ＲＩは、ＰＩ／ＡＣＫ／ＮＡＣＫシンボル位置
の隣に配置され得る。同様に、ＰＩおよびＲＩ並びにＰＭＩ／ＣＱＩのコーディングは、
別個であり得る。ＵＬ－ＳＣＨデータは、ＰＩ／ＲＩおよびＰＭＩ／ＣＱＩ　ＲＥの周り
でレートマッチングされ得る。
【０４４７】
　さらなる実施形態では、パネルインジケータも暗黙的に示され得る。これの一例では、
各パネルは、使用中のパネルを識別するために使用され得る一意のＰＵＳＣＨ　ＲＳ構成
を使用し得る。これの例が図１０および図１１に示されている。他のタイプのＲＳ定義が
、この暗黙的指示のために使用され得る。例えば、ＰＵＳＣＨ　ＲＳに加えて使用され得
、また、パネルを示し得る、パネル固有ＤＭＲＳ仕様があり得る。
【０４４８】
　図１２は、データを受信するために測定基準信号（ＲＳ）を使用する方法１２００のフ
ローチャートである。方法１２００はＷＴＲＵにおいて実施され得る。
【０４４９】
　１２０２において、複数の基準信号（ＲＳ）リソースの構成が受信される。
【０４５０】
　１２０４において、ＲＳリソースのサブセットのための擬似コロケーション（ＱＣＬ）
タイプを識別する情報が受信され、ここで、ＲＳリソースのサブセットは、第１のＲＳリ
ソースと第２のＲＳリソースとを含む。
【０４５１】
　１２０６において、ダウンリンク（ＤＬ）データ送信の復調のために第１のＲＳリソー
スを使用するようにとの指示が受信される。
【０４５２】
　１２０８において、ＲＳリソースのサブセットからの基準信号を測定することによって
、識別されたＱＣＬタイプに関連付けられたＱＣＬパラメータの第１のセットが測定され
る。
【０４５３】
　１２１０において、第１のＲＳリソースからの基準信号を測定することによって、ＱＣ
Ｌパラメータの第１のセット中にないＱＣＬパラメータの第２のセットが測定される。
【０４５４】
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　１２１２において、ＱＣＬパラメータの第１のセットとＱＣＬパラメータの第２のセッ
トとを使用してＤＬデータが復調される。
【０４５５】
　実施形態では、少なくとも１つのＱＣＬタイプがＲＳリソースの完全ＱＣＬを示し、第
２のＱＣＬタイプがＲＳリソースの部分ＱＣＬを示し、ＲＳリソースの部分ＱＣＬに対応
するＱＣＬパラメータが、ＲＳリソースの完全ＱＣＬに対応するＱＣＬパラメータのサブ
セットである。
【０４５６】
　実施形態では、ＲＳリソースの完全ＱＣＬに対応するＱＣＬパラメータは、遅延拡散、
ドップラー拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびビームインデッ
クスのうちの１つまたは複数を含む。
【０４５７】
　実施形態では、ＱＣＬパラメータの第１のセットまたは第２のセットは、空集合、完全
ＱＣＬのためのＱＣＬパラメータのサブセット、および完全ＱＣＬのためのパラメータの
全てのうちの少なくとも１つである。
【０４５８】
　図１３は、ＷＴＲＵからのフィードバックに基づいて、送信機および／またはアンテナ
システムを構成する方法１３００のフローチャートである。方法１３００は送信機におい
て実施され得る。
【０４５９】
　１３０２において、本明細書の１つまたは複数の例において説明されるように、基準信
号が、アンテナシステムの複数のポートから送信される。送信することは、アンテナのグ
ループからビーム測定基準信号を送信することを含み得る。基準信号送信は、時間的に多
重化され、異なる方向にビームフォーミングされ得る。
【０４６０】
　１３０４において、本明細書の１つまたは複数の例において説明されるように、基準信
号に関するフィードバックが、ＷＴＲＵから受信される。ＷＴＲＵは、例えば、基準信号
を測定し、好ましい方向に関する情報をフィードバックするように構成され得る。
【０４６１】
　１３０６において、送信機および／またはアンテナシステムは、フィードバックに基づ
いて構成される。構成することは、本明細書の１つまたは複数の例において説明されるよ
うに、プリコーダを構築および／または構成することを含み得る。
【０４６２】
　特徴および要素が特定の組合せで上記で説明されたが、各特徴または要素は、単独で、
または他の特徴および要素との任意の組合せで使用され得ることを、当業者は諒解されよ
う。さらに、本明細書で説明される方法は、コンピュータまたはプロセッサによる実行の
ためにコンピュータ可読媒体に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、ま
たはファームウェアにおいて実装され得る。コンピュータ可読記憶媒体の例は、限定はさ
れないが、ＲＯＭ、ＲＡＭ、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵
ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、並びに、ＣＤ
－ＲＯＭディスク、およびＤＶＤなどの光媒体を含む。ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、
ＲＮＣ、または任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数トランシー
バを実装するために、ソフトウェアに関連するプロセッサが使用され得る。
【０４６３】
　追加の例が以下で提供される。
【０４６４】
　例１は、関数ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）を使用して複合プリコーダ（Ｗｃ）を構築するステップ
を含む方法であり、ここで、（Ｗｎ）は拡張行列であり、（Ｗｐ）はパネル固有プリコー
ダである。
【０４６５】



(55) JP 2019-525617 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

　例２では、関数ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、送信方式に基づいて決定される。
【０４６６】
　例３では、関数ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、ＭＩＭＯ動作モードに基づいて決定される。
【０４６７】
　例４では、関数ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、動作周波数帯域に基づいて決定される。
【０４６８】
　例５では、関数ｆ（Ｗｎ，Ｗｐ）は、大規模アンテナ構成に基づいて決定される。
【０４６９】
　例６では、パネル固有プリコーダＷｐは、複数のコンポーネントプリコーダを含む。
【０４７０】
　例７では、Ｗｐの第１のコンポーネントプリコーダは、広帯域ビームグループ報告のた
めのコンポーネントプリコーダである。
【０４７１】
　例８では、Ｗｐの第２のコンポーネントプリコーダは、偏光アンテナポートのサブバン
ドビーム選択および共位相のためのコンポーネントプリコーダである。
【０４７２】
　例９は、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）とともに使用するためのアンテナ
パネルを構成するステップを含む方法である。
【０４７３】
　例１０では、ＣＳＩ－ＲＳが、マルチパネルシステムにおける各パネルのために構成さ
れる例９に記載の方法。
【０４７４】
　例１１では、ＣＳＩ－ＲＳ構成は、
　　１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳ再使用パターン、
　　ＣＳＩ－ＲＳ構成の送信電力、
　　ゼロ電力または非ゼロ電力の指示、
　　ＣＳＩ－ＲＳ再使用パターンのうちの１つまたは複数のデューティサイクル、および
　　ＣＳＩ－ＲＳ再使用パターンのうちの１つまたは複数のタイミングオフセット
のうちの少なくとも１つを含む。
【０４７５】
　例１２では、ＣＳＩ－ＲＳ構成は、プリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳまたはビー
ムフォーミングされたＣＳＩ－ＲＳとして定義される。
【０４７６】
　例１３は、
　　ビーム測定基準信号をアンテナのグループから送信するステップであって、ここで、
基準信号送信は、時間的に多重化され、異なる方向にビームフォーミングされ得る、ステ
ップと、
　　基準信号を測定し、好ましい方向に関する情報をフィードバックするようにＷＴＲＵ
を動作させるステップと
を含む方法である。
【０４７７】
　例１４は、異なるパネル上のアンテナが、共通ＣＳＩ－ＲＳに仮想化されるように、異
なるパネルのアンテナからプリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳを送信するステップを
含む方法である。
【０４７８】
　例１５は、パネルがコロケートされるという条件を満たさないとき、１つのパネルのア
ンテナからのプリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳを送信することを含む方法であり、
ここで、別個のパネルからのプリコーディングされないＣＳＩ－ＲＳは、時間領域および
／または周波数領域および／またはコード領域において多重化される。
【０４７９】
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　例１６は、１つまたは複数のＣＳＩ－ＲＳ構成のための１つまたは複数の擬似コロケー
ション（ＱＣＬ）タイプを構成するステップを含む方法であり、ここで、ＱＣＬは、ＣＳ
Ｉ－ＲＳ構成（またはＣＳＩ－ＲＳ）のうちの２つまたはそれ以上が、遅延拡散、ドップ
ラー拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびビームインデックスの
うちの少なくとも１つに関して擬似コロケートされる（またはそうであると仮定される）
かどうかを示す。
【０４８０】
　例１７では、ＱＣＬタイプは、完全ＱＣＬパラメータまたは部分ＱＣＬパラメータがＱ
ＣＬされるのかＱＣＬされないのかを示し、ここで、ＱＣＬパラメータがＱＣＬされる場
合、それは、ＱＣＬパラメータについて同じ受信信号特性を有し、ＱＣＬパラメータがＱ
ＣＬされない場合、ＱＣＬパラメータについて受信信号特性に差異がある。
【０４８１】
　例１８は、複合プリコーダＷｃを
【０４８２】

【数１１６】

【０４８３】
　として構成するステップを含む方法であり、ここで、
【０４８４】
【数１１７】

【０４８５】
　はクロネッカー積であり、ＷｎはＮａ×１ベクトルであり、Ｗｐは、パネルに関連付け
られたＮｐ×Ｒプリコーディングベクトル／行列である。
【０４８６】
　例１９では、各パネルについて、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）は、代表ＣＳＩ
－ＲＳ構成に基づいてＷｐを決定し得る。
【０４８７】
　例２０では、代表ＣＳＩ－ＲＳ構成はｇＮＢによって示される。
【０４８８】
　例２１では、代表ＣＳＩ－ＲＳ構成は、ユーザ機器によって自律的に決定される。
【０４８９】
　例２２では、ユーザ機器は、複合プリコーダのＣＱＩを最大にするためのＷｐを決定す
る。
【０４９０】
　例２３は、複合プリコーダＷｃをＷｃ（ｋ，ｉ）＝Ｗｎ（ｋ）Ｗｐ（ｉ）として構成す
るステップを含む方法であり、ここで、Ｗｎ（ｋ）はＮｔ×Ｎｐ行列であり、Ｗｐ（ｉ）
はＮｐ×Ｒベクトル／行列である。
【０４９１】
　例２４は、複合プリコーダＷｃをスパース行列
【０４９２】

【数１１８】

【０４９３】
　として構成するステップを含む方法であり、
【０４９４】



(57) JP 2019-525617 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

【数１１９】

【０４９５】
、ＷｎおよびＷｐは、クロネッカー積、Ｎａ×１パネル選択スパースベクトルおよびＮｐ
×Ｒアンテナ選択スパース行列である。
【０４９６】
　例２５は、複合プリコーダＷｃを
【０４９７】

【数１２０】

【０４９８】
　として構成するステップを含む方法であり、ここで、
【０４９９】

【数１２１】

【０５００】
、ＷｎｊおよびＷｐｊは、クロネッカー積、Ｎａ×１パネル選択スパースベクトル、およ
びＮｐ×Ｒアンテナ選択スパース行列である。
【０５０１】
　例２６は、複合プリコーダＷｃを
【０５０２】

【数１２２】

【０５０３】
　として構成するステップを含む方法であり、ここで、
【０５０４】
【数１２３】

【０５０５】
　はクロネッカー積である。
【０５０６】
　例２７では、
【０５０７】

【数１２４】

【０５０８】
　または
【０５０９】
【数１２５】
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【０５１０】
　である。
【０５１１】
　例２８では、Ｘ１はＮ１×Ｌ１行列であり、Ｌ１個の列ベクトルは、長さＮ１のＯ１オ
ーバーサンプリングされたＤＦＴベクトル：
【０５１２】
【数１２６】

【０５１３】
　である。
【０５１４】
　例２９では、Ｘ２はＮ２×Ｌ２行列であり、Ｌ２個の列ベクトルは、長さＮ２のＯ２オ
ーバーサンプリングされたＤＦＴベクトル：
【０５１５】

【数１２７】

【０５１６】
　である。
【０５１７】
　例３０では、Ｎ１およびＮ２は、第１の次元および第２の次元における極ごとのアンテ
ナポートの数である。
【０５１８】
　例３１では、
【０５１９】

【数１２８】

【０５２０】
　であり、ｓ１およびｓ２は列選択ベクトルであり、αは、複素数に基づく共位相要素で
ある。
【０５２１】
　例３２では、
【０５２２】

【数１２９】

【０５２３】
　であり、
【０５２４】
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【数１３０】

【０５２５】
　、ｓ１およびｓ２は、
【０５２６】

【数１３１】

【０５２７】
　中の列ベクトルの線形結合である。
【０５２８】
　例３３では、第１の周波数グラニュラリティが、
【０５２９】

【数１３２】

【０５３０】
　のために使用され、第２の周波数グラニュラリティが、
【０５３１】

【数１３３】

【０５３２】
　のために使用され、第３の周波数グラニュラリティがＷｎのために使用される。
【０５３３】
　例３４では、第１の周波数グラニュラリティは、第３の周波数グラニュラリティに等し
いかまたはそれよりも大きい。
【０５３４】
　例３５では、第２の周波数グラニュラリティは、第３の周波数グラニュラリティに等し
いかまたはそれよりも小さい。
【０５３５】
　例３６では、複数のパネルの各々について、パネルｐがＣＳＩ－ＲＳ構成に関連付けら
れる。
【０５３６】
　例３７では、複数のパネルの各々について、パネルｐがＣＳＩ－ＲＳ構成におけるアン
テナポートのサブセットに関連付けられる。
【０５３７】
　例３８は、個々のパネル固有プリコーダＷｐ，ｌのうちの１つまたは複数を使用して複
合プリコーダを構成するステップを含む方法であり、ここで、ｌは、パネルインデックス
（またはＣＳＩ－ＲＳ構成インデックス）であり、ｌ＝１、．．．、Ｎａである。
【０５３８】
　例３９では、複合プリコーダは、Ｗｃ＝［Ｗｐ，１｜Ｗｐ，２｜・・・｜Ｗｐ，Ｎａ］
として構成され、ここで「｜」は、
【０５３９】
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【数１３４】

【０５４０】
　であるような１つまたは複数のパネル固有プリコーダＷｐ，ｌを積層することを表す。
【０５４１】
　例４０では、パネル固有プリコーダの積層は、Ｗｃ＝ｄｉａｇ［Ｃｐ，１　Ｃｐ，２・
・・Ｃｐ，Ｎａ］・Ｗｎとして構成され、ここで、Ｃｐ，ｌは、パネルにわたる共位相を
もたないパネルｌに関連付けられたプリコーディングベクトルであり、ｄｉａｇ［］は、
パネル固有プリコーダのブロック対角化であり、Ｗｎは、パネルにわたるＮａ×１共位相
ベクトルである。
【０５４２】
　例４１では、パネルにわたる共位相の後、各パネル固有プリコーダはＷｐ，ｌとして表
される。
【０５４３】
　例４２では、パネルにわたる共位相はＷｐ，ｌとして報告される。
【０５４４】
　例４３では、パネルにわたる共位相は、パネル固有プリコーダＣｐ，ｌを用いてＷｎと
して別々に報告される。
【０５４５】
　例４４では、Ｗｐ，ｌの各々は、コンポーネントプリコーダ
【０５４６】
【数１３５】

【０５４７】
　および
【０５４８】
【数１３６】

【０５４９】
　をもつ同じプリコーディング構造を有する。
【０５５０】
　例４５では、
【０５５１】

【数１３７】

【０５５２】
　は全てのパネルについて共通である。
【０５５３】
　例４６では、ユーザ機器は、全てのパネルについて単一の
【０５５４】
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【数１３８】

【０５５５】
　を報告し、ユーザ機器は、各パネルについて
【０５５６】
【数１３９】

【０５５７】
　を報告する。
【０５５８】
　例４７では、
【０５５９】

【数１４０】

【０５６０】
　はパネル固有である。
【０５６１】
　例４８では、ユーザ機器は、各パネルについて
【０５６２】

【数１４１】

【０５６３】
　および
【０５６４】

【数１４２】

【０５６５】
　を報告する。
【０５６６】
　例４９では、Ｗｎは、
【０５６７】

【数１４３】

【０５６８】
　をもつ同じ周波数グラニュラリティを用いて報告される。
【０５６９】
　例５０では、Ｗｎは、
【０５７０】

【数１４４】

【０５７１】
　をもつ同じ周波数グラニュラリティを用いて報告される。
【０５７２】
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　例５１では、Ｗｎの周波数グラニュラリティは、
　　非周期的または半永続的ＣＳＩ報告をトリガするために使用される関連付けられたＤ
Ｌ制御情報中の指示、
　　複合プリコーダに関連付けられたパネルの数またはＣＳＩ－ＲＳ構成の数、
　　使用される周波数帯域、および
　　使用されるＣＳＩ報告設定
のうちの少なくとも１つに基づいて決定される。
【０５７３】
　例５２では、パネル共通
【０５７４】
【数１４５】

【０５７５】
　またはパネル固有
【０５７６】

【数１４６】

【０５７７】
　の使用は、
　　パネルにわたるアンテナ較正ステータスであって、アンテナ較正ステータスはＱＣＬ
として示され、従って、あらかじめ定義されたＱＣＬパラメータがパネルにわたって、ま
たはＣＳＩ－ＲＳ構成にわたってＱＣＬされる場合、パネル共通
【０５７８】

【数１４７】

【０５７９】
　が使用され、他の場合、パネル固有
【０５８０】
【数１４８】

【０５８１】
　が使用される、アンテナ較正ステータス、
　　ＣＳＩ報告がトリガされるときの動的指示、および
　　どのタイプの
【０５８２】
【数１４９】

【０５８３】
　が使用されるかを示す上位レイヤシグナリング
　のうちの少なくとも１つに基づいて決定される。
【０５８４】
　例５３では、Ｃｐ，ｌは、それの関連付けられたＣＳＩ－ＲＳ構成に基づいて決定され
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、Ｎａ　ＣＳＩ－ＲＳ構成は、複合コードブックのためのＣＳＩ報告のために使用される
。
【０５８５】
　例５４は、ユーザ機器が、ＱＣＬタイプまたはステータスに基づいて、第１の複合プリ
コーダ構造Ｗｃ＝［Ｗｐ，１｜Ｗｐ，２｜・・・｜Ｗｐ，Ｎａ］および第２の複合プリコ
ーダ構造
【０５８６】
【数１５０】

【０５８７】
　のうちの１つを選択するステップを含む方法である。
【０５８８】
　例５５では、第２の複合プリコーダ構造は、全てのＣＳＩ－ＲＳ構成がＱＣＬパラメー
タのあらかじめ定義されたセットについてＱＣＬされる場合、選択される。
【０５８９】
　例５６では、ＱＣＬパラメータのあらかじめ定義されたセットは、あらかじめ定義され
たＱＣＬタイプまたはＱＣＬパラメータのサブセットを含む。
【０５９０】
　例５７では、第１の複合プリコーダ構造は、全てのＣＳＩ－ＲＳ構成がＱＣＬパラメー
タのあらかじめ定義されたセットについてＱＣＬされるとは限らない場合、選択される。
【０５９１】
　例５８では、ＱＣＬパラメータのあらかじめ定義されたセットは、あらかじめ定義され
たＱＣＬタイプまたはＱＣＬパラメータのサブセットを備える。
【０５９２】
　例５９では、第１の複合プリコーダは、各パネルについてのＷｐの個々の報告を使用し
、第２の複合プリコーダは、全てのパネルについてのＷｐの共通報告を使用する。
【０５９３】
　例６０は、例１～５９のいずれかに記載の方法に従って構成されたプリコーダを使用し
てＲＦ信号を送信するステップを含む方法である。
【０５９４】
　例６１は、
　　複数ポートアンテナシステムのポートのうちの１つまたは複数から第１の信号を送信
するステップであって、各ポートは、アンテナシステムの１つまたは複数の放射要素のそ
れぞれのセットに対応する、ステップと、
　　第１の信号の受信機からフィードバックを受信するステップであって、フィードバッ
クは、ポートのうちの１つまたは複数のチャネル状態情報（ＣＳＩ）に関係する、ステッ
プと、
　　フィードバックに基づいて第２の信号をプリコーディングするステップと、
　　アンテナシステムからプリコーディングされた第２の信号を送信するステップと
　を含む方法である。
【０５９５】
　例６２では、第１の信号は、
　　再使用パターン、
　　送信電力の指示、
　　再使用パターンのデューティサイクルの指示、および
　　再使用パターンのタイミングオフセットの指示
のうちの１つまたは複数を含む。
【０５９６】
　例６３では、プリコーディングするステップは、
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　　ポートセレクタ行列Ｗｎおよびポート固有プリコーダＷｐの関数である複合プリコー
ダＷｃにさらに基づいて、第２の信号をプリコーディングするステップ
　を含む。
【０５９７】
　例６４では、プリコーディングするステップは、複合プリコーダＷｃを動的に構成する
ステップを含む。
【０５９８】
　例６５では、ポート固有プリコーダＷｐは、第１のコンポーネントプリコーダおよび第
２のコンポーネントプリコーダの関数であり、第１のコンポーネントプリコーダは、広帯
域ビームグループ報告のために構成され、第２のコンポーネントプリコーダは、偏光ポー
トのサブバンドビーム選択および共位相のために構成される。
【０５９９】
　例６６では、
　　複合プリコーダＷｃは、
【０６００】
【数１５１】

【０６０１】
　に等しく、
【０６０２】

【数１５２】

【０６０３】
　はクロネッカー積を表し、
【０６０４】

【数１５３】

【０６０５】
　であり、
【０６０６】
【数１５４】

【０６０７】
　は、
【０６０８】
【数１５５】

【０６０９】
　および
【０６１０】
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【数１５６】

【０６１１】
　のうちの１つであり、
　　Ｘ１はＮ１×Ｌ１行列であり、Ｌ１個の列ベクトルは、長さＮ１のＯ１オーバーサン
プリングされたＤＦＴベクトル：
【０６１２】

【数１５７】

【０６１３】
　であり、
　　Ｘ２はＮ２×Ｌ２行列であり、Ｌ２個の列ベクトルは、長さＮ２のＯ２オーバーサン
プリングされたＤＦＴベクトル：
【０６１４】

【数１５８】

【０６１５】
　であり、
　　Ｎ１は、第１の次元における極ごとのアンテナポートの数であり、
　　Ｎ２は、第２の次元における極ごとのアンテナポートの数である。
【０６１６】
　例６７では、
【０６１７】
【数１５９】

【０６１８】
　であり、
　　ｓ１およびｓ２は、それぞれの列選択ベクトルであり、
　　αは、複素数に基づく共位相要素である。
【０６１９】
　例６８では、
【０６２０】
【数１６０】

【０６２１】
　および
【０６２２】
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【数１６１】

【０６２３】
　である。
【０６２４】
　例６９では、
【０６２５】

【数１６２】

【０６２６】
　であり、
　　ｓ１およびｓ２は、
【０６２７】
【数１６３】

【０６２８】
　中の列ベクトルの線形結合であり得る。
【０６２９】
　例７０では、プリコーディングするステップは、
【０６３０】

【数１６４】

【０６３１】
のために第１の周波数グラニュラリティを使用し、
【０６３２】
【数１６５】

【０６３３】
　のために第２の周波数グラニュラリティを使用するステップであって、第１の周波数グ
ラニュラリティと第２の周波数グラニュラリティとは互いに異なる、使用するステップ
をさらに含む。
【０６３４】
　例７１では、
　　ポートセレクタ行列Ｗｎは、第１のサブコンポーネントプリコーダ
【０６３５】
【数１６６】
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【０６３６】
　および第２のサブコンポーネントプリコーダ
【０６３７】
【数１６７】

【０６３８】
の関数であり、
　　第１のサブコンポーネントプリコーダ
【０６３９】

【数１６８】

【０６４０】
　は、サブセット共位相ベクトルを決定するように構成され、
　　第２のサブコンポーネントプリコーダ
【０６４１】

【数１６９】

【０６４２】
　は、第１のサブコンポーネントプリコーダ
【０６４３】

【数１７０】

【０６４４】
　によって決定された共位相ベクトルのサブセット内の共位相ベクトルを決定するように
構成される。
【０６４５】
　例７２では、
【０６４６】

【数１７１】

【０６４７】
　は、オーバーサンプリングされたＤＦＴ行列、グラスマニアンベースコードブック、お
よびコードブックのサブセットを含む。
【０６４８】
　例７３では、
【０６４９】

【数１７２】

【０６５０】
　は列選択ベクトルを含む。
【０６５１】
　例７４では、
【０６５２】



(68) JP 2019-525617 A 2019.9.5

10

20

30

40

50

【数１７３】

【０６５３】
　は長期、広帯域ベースプリコーダとして構成され、
【０６５４】
【数１７４】

【０６５５】
　は短期、サブバンドベースプリコーダとして構成される。
【０６５６】
　例７５では、例６３の関数は、送信方式、送信周波数帯域、ループ動作モード、および
アンテナシステムのポートの数のうちの１つまたは複数に基づく。
【０６５７】
　例７６では、
　　送信するステップは、ポートのグループからビーム測定基準信号を送信すると、時間
的にビーム測定基準信号送信を多重化するステップと、複数の方向でビーム測定基準信号
送信をビームフォーミングするステップとを含み、
　　受信するステップは、方向のうちの好ましい１つを示すフィードバックを受信機から
受信するステップを含む。
【０６５８】
　例７７では、
　　アンテナシステムは、放射要素の複数のパネルを含み、
　　送信するステップは、パネルのうちの第１のパネルの１つまたは複数のポートから第
１の信号を送信するステップを含み、
　　受信するステップは、第１のパネルのＣＳＩに関するフィードバックを受信機から受
信するステップを含み、
　　プリコーディングするステップは、第１のパネルと第２のパネルとの間の距離がしき
い値距離よりも小さい場合、パネルのうちの第２のパネルのＣＳＩに関するフィードバッ
クとして、第１のパネルのＣＳＩに関するフィードバックを利用するステップを含む。
【０６５９】
　例７８では、
　　受信するステップは、第１のパネルの遅延拡散、ドップラー拡散、周波数シフト、平
均受信電力、受信タイミング（到着時間？）、およびビームインデックスのうちの１つま
たは複数に関するフィードバックを受信するステップをさらに含み、
　　利用するステップは、第１のパネルと第２のパネルとの間の距離がしきい値距離より
も小さい場合、第２のパネルに関するフィードバックとして、第１のパネルの遅延拡散、
ドップラー拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびのビームインデ
ックスのうちの１つまたは複数に関するフィードバックを利用するステップを含む。
【０６６０】
　例７９では、送信するステップは、
　　第１のパネルおよび第２のパネルが互いのしきい値距離内にない場合、第１のパネル
および第２のパネルの各々から第１のプリコーディングされない基準信号および第２のプ
リコーディングされない基準信号を送信するステップと、
　　時間領域、周波数領域、およびコード領域のうちの１つまたは複数において、第１の
プリコーディングされない基準信号および第２のプリコーディングされない基準信号を多
重化するステップと
　をさらに含む。
【０６６１】
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　例８０は、アンテナシステムを構成する方法であって、本方法は、無線送信／受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）において、
　　複数の基準信号（ＲＳ）リソースの構成を受信するステップと、
　　ＲＳリソースのサブセットのための擬似コロケーション（ＱＣＬ）タイプを識別する
情報を受信するステップであって、ＲＳリソースのサブセットは、第１のＲＳリソースと
第２のＲＳリソースとを含む、ステップと、
　　ダウンリンク（ＤＬ）データ送信の復調のために第１のＲＳリソースを使用するよう
にとの指示を受信するステップと、
　　ＲＳリソースのサブセットからの基準信号を測定することによって、識別されたＱＣ
Ｌタイプに関連付けられたＱＣＬパラメータの第１のセットを決定するステップと、
　　第１のＲＳリソースからの基準信号を測定することによって、ＱＣＬパラメータの第
１のセット中にないＱＣＬパラメータの第２のセットを決定するステップと、
　　ＱＣＬパラメータの第１のセットとＱＣＬパラメータの第２のセットとを使用してＤ
Ｌデータを復調するステップと
　を含む。
【０６６２】
　例８１は、例１～８０のいずれかに記載の方法を実施するための装置である。
【０６６３】
　例８２は、例１～８０のいずれか一項に記載の方法を実施するための手段を備える装置
である。
【０６６４】
　例８３は、コンピューティングデバイス上で実行されたとき、コンピューティングデバ
イスに、例１乃至８０のいずれか一項に記載の方法を行わせる複数の命令を備える少なく
とも１つの機械可読媒体である。
【０６６５】
　例８４は、例１～８０のいずれか一項に記載の方法を実施するためのコンピュータシス
テムである。
【０６６６】
　例８５は、例１～８０のいずれか一項に記載のチップセットを備えるコンピューティン
グデバイスである。
【０６６７】
　例８６は、プロセッサに、例１～８０のいずれか一項に記載の方法を実施させるための
命令を含むコンピュータプログラムで符号化された非一時的コンピュータ可読媒体である
。
【０６６８】
　例８７は、例１～８０のいずれか一項に記載の方法を実施するように構成されたプロセ
ッサおよびメモリである。
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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月5日(2019.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナシステムを構成する方法であって、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって、複数のチャネル状態情報基準信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）構成を受信することと、
　前記ＷＴＲＵによって、前記複数のＣＳＩ－ＲＳ構成のサブセットのための擬似コロケ
ーション（ＱＣＬ）タイプを識別する情報を受信することであって、前記複数のＣＳＩ－
ＲＳ構成の前記サブセットは、第１のＣＳＩ－ＲＳ構成と少なくとも１つの第２のＣＳＩ
－ＲＳ構成とを含み、前記第１のＣＳＩ－ＲＳ構成は、第１のＣＳＩ－ＲＳに対応し、前
記第２のＣＳＩ－ＲＳ構成は、第２のＣＳＩ－ＲＳに対応する、ことと、
　前記ＷＴＲＵによって、ダウンリンク（ＤＬ）データ送信の復調のために前記第１のＣ
ＳＩ－ＲＳ構成を使用するようにとの指示を受信することと、
　前記ＷＴＲＵにて、少なくとも前記第１のＣＳＩ－ＲＳおよび前記第２のＣＳＩ－ＲＳ
を測定することによって、前記識別されたＱＣＬタイプに関連付けられたＱＣＬパラメー
タの第１のセットを測定することと、
　前記ＷＴＲＵにて、前記第１のＣＳＩ－ＲＳを測定することによって、ＱＣＬパラメー
タの前記第１のセット中にないＱＣＬパラメータの第２のセットを測定することと、
　前記ＷＴＲＵにて、ＱＣＬパラメータの前記第１のセットとＱＣＬパラメータの前記第
２のセットとを使用して前記ＤＬデータを復調することと
　を含む方法。
【請求項２】
　少なくとも１つのＱＣＬタイプは、ＣＳＩ－ＲＳ構成の完全ＱＣＬを示し、
　前記識別されたＱＣＬタイプは、ＣＳＩ－ＲＳ構成の部分ＱＣＬを示し、
　ＣＳＩ－ＲＳ構成の前記部分ＱＣＬに対応する１つまたは複数のＱＣＬパラメータは、
ＣＳＩ－ＲＳ構成の前記完全ＱＣＬに対応する複数のＱＣＬパラメータのサブセットであ
る
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ＣＳＩ－ＲＳ構成の前記完全ＱＣＬに対応する前記複数のＱＣＬパラメータは、遅延拡
散、ドップラー拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびビームイン
デックスのうちの２つまたは複数を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　ＱＣＬパラメータの前記第１のセットまたは前記第２のセットは、ＣＳＩ－ＲＳ構成の
前記完全ＱＣＬのための前記複数のＱＣＬパラメータのサブセットである、請求項２乃至
３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳ構成の前記サブセットは、マルチレイヤ送信のための複数のレ
イヤのうちの所与のレイヤに関連付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記所与のレイヤのための前記関連付けられたサブセットは、ダウンリンク制御情報（
ＤＣＩ）中で示される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記識別されたＱＣＬタイプは、複数のＱＣＬタイプの１つであり、前記複数のＱＣＬ
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タイプのそれぞれは、ＱＣＬパラメータの異なるセットを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　コンピューティングデバイス上で実行されるとき、前記コンピューティングデバイスに
、請求項１乃至３および請求項５乃至９のいずれか一項に記載の方法を行わせる複数の命
令を備える少なくとも１つの機械可読媒体。
【請求項９】
　プロセッサと、
　複数の命令を格納するメモリと
　を備える装置であって、前記複数の命令は、前記プロセッサによって実行されると、前
記プロセッサに、
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって、複数のチャネル状態情報基準信号（Ｃ
ＳＩ－ＲＳ）構成を受信することと、
　前記ＷＴＲＵによって、前記複数のＣＳＩ－ＲＳ構成のサブセットのための擬似コロケ
ーション（ＱＣＬ）タイプを識別する情報を受信することであって、前記複数のＣＳＩ－
ＲＳ構成の前記サブセットは、第１のＣＳＩ－ＲＳ構成と少なくとも１つの第２のＣＳＩ
－ＲＳ構成とを含み、前記第１のＣＳＩ－ＲＳ構成は、第１のＣＳＩ－ＲＳに対応し、前
記第２のＣＳＩ－ＲＳ構成は、第２のＣＳＩ－ＲＳに対応する、ことと、
　前記ＷＴＲＵによって、ダウンリンク（ＤＬ）データ送信の復調のために前記第１のＣ
ＳＩ－ＲＳ構成を使用するようにとの指示を受信することと、
　前記ＷＴＲＵにて、少なくとも前記第１のＣＳＩ－ＲＳおよび前記第２のＣＳＩ－ＲＳ
を測定することによって、前記識別されたＱＣＬタイプに関連付けられたＱＣＬパラメー
タの第１のセットを測定することと、
　前記ＷＴＲＵにて、前記第１のＣＳＩ－ＲＳを測定することによって、ＱＣＬパラメー
タの前記第１のセット中にないＱＣＬパラメータの第２のセットを測定することと、
　前記ＷＴＲＵにて、ＱＣＬパラメータの前記第１のセットとＱＣＬパラメータの前記第
２のセットとを使用して前記ＤＬデータを復調することと
　を行うように構成された装置。
【請求項１０】
　少なくとも１つのＱＣＬタイプは、ＣＳＩ－ＲＳ構成の完全ＱＣＬを示し、
　前記識別されたＱＣＬタイプは、ＣＳＩ－ＲＳ構成の部分ＱＣＬを示し、
　ＣＳＩ－ＲＳ構成の前記部分ＱＣＬに対応する１つまたは複数のＱＣＬパラメータは、
ＣＳＩ－ＲＳ構成の前記完全ＱＣＬに対応する複数のＱＣＬパラメータのサブセットであ
る、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　ＣＳＩ－ＲＳ構成の前記完全ＱＣＬに対応する前記複数のＱＣＬパラメータは、遅延拡
散、ドップラー拡散、周波数シフト、平均受信電力、受信タイミング、およびビームイン
デックスのうちの２つまたは複数を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　ＱＣＬパラメータの前記第１のセットまたは前記第２のセットは、ＣＳＩ－ＲＳ構成の
前記完全ＱＣＬのための前記複数のＱＣＬパラメータのサブセットである、請求項１０乃
至１１のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記複数のＣＳＩ－ＲＳ構成の前記サブセットは、マルチレイヤ送信のための複数のレ
イヤのうちの所与のレイヤに関連付けられる、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記所与のレイヤのための前記関連付けられたサブセットは、ダウンリンク制御情報（
ＤＣＩ）中で示される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記識別されたＱＣＬタイプは、複数のＱＣＬタイプの１つであり、前記複数のＱＣＬ
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タイプのそれぞれは、ＱＣＬパラメータの異なるセットを含む、請求項９に記載の装置。
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