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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるユーザ端末機（ＵＥ）がフィードバック情報を送信する方法
であって、
　高度に関するチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の第１の集合及び方位に関
するＣＳＩ－ＲＳの第２の集合を受信するステップと、
　前記高度に関するＣＳＩ－ＲＳの第１の集合の受信電力と前記方位に関するＣＳＩ－Ｒ
Ｓの第２の集合に基づいて推定されたチャンネル行列とを使用してチャンネル品質指示子
（ＣＱＩ）を計算するステップと、
　前記計算されたＣＱＩを含むフィードバック情報を基地局に送信するステップと、を含
むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　無線通信システムにおける基地局（ＢＳ）がフィードバック情報を受信する方法であっ
て、
　電力の測定のための高度に関するチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の第１
の集合及びチャンネル行列の推定のための方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２の集合を構成
するステップと、
　前記高度に関するＣＳＩ－ＲＳの第１の集合及び前記方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２
の集合を送信するステップと、
　チャンネル品質指示子（ＣＱＩ）を含むフィードバック情報をユーザ端末機（ＵＥ）か
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ら受信するステップと、を含み、
　前記高度に関するＣＳＩ－ＲＳの第１の集合及び前記方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２
の集合は、前記ＣＳＩ－ＲＳを計算するために使用され、前記ＣＱＩは、前記高度に関す
るＣＳＩ－ＲＳの第１の集合の受信電力と前記方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に
基づくチャンネル行列とを使用して計算されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記ＣＱＩは、
【数１】

によって計算され、
　ここで、
【数２】

は、前記ＣＳＩ－ＲＳの第１の集合での受信電力であり、
【数３】

は、前記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に基づくチャンネル行列であることを特徴とする請求
項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に基づいて選択されるプリコーディング行列指示子（Ｐ
ＭＩ）は、方位チャンネルと関連されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＣＳＩ－ＲＳの第１の集合を含むＮ個のＣＳＩ－ＲＳは、高度ドメインで前記Ｎ個
の角度に対してステアされたビームで送信され、前記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合を含むＭ
個のＣＳＩ－ＲＳは、方位ドメインで同一の角度でステアされたビームで送信されること
を特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　無線通信システムにおけるフィードバック情報を送信するユーザ端末機（ＵＥ）装置で
あって、
　送受信器と、
　高度に関するチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の第１の集合及び方位に関
するＣＳＩ－ＲＳの第２の集合を受信し、前記高度に関するＣＳＩ－ＲＳの第１の集合の
受信電力と前記方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に基づいて推定されたチャンネル
行列とを使用してチャンネル品質指示子（ＣＱＩ）を計算し、前記計算されたＣＱＩを含
むフィードバック情報を基地局に送信することを制御するように構成された制御器と、を
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含むことを特徴とするＵＥ装置。
【請求項７】
　無線通信システムにおけるフィードバック情報を受信する基地局（ＢＳ）装置であって
、
　送受信器と、
　電力の測定のための高度に関するチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の第１
の集合及びチャンネル行列の推定のための方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２の集合を構成
し、前記高度に関するＣＳＩ－ＲＳの第１の集合及び前記方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第
２の集合を送信し、チャンネル品質指示子（ＣＱＩ）を含むフィードバック情報をユーザ
端末機（ＵＥ）から受信することを制御するように構成された制御器と、を含み、
　前記高度に関するＣＳＩ－ＲＳの第１の集合及び前記方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２
の集合は、前記ＣＳＩ－ＲＳを計算するために使用され、前記ＣＱＩは、前記高度に関す
るＣＳＩ－ＲＳの第１の集合の受信電力と前記方位に関するＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に
基づくチャンネル行列とを使用して計算されることを特徴とするＢＳ装置。
【請求項８】
　前記ＣＱＩは、
【数４】

によって計算され、
　ここで、
【数５】

は、前記ＣＳＩ－ＲＳの第１の集合での受信電力であり、
【数６】

は、前記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に基づくチャンネル行列であることを特徴とする請求
項６又は７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に基づいて選択されるプリコーディング行列指示子（Ｐ
ＭＩ）は、方位チャンネルと関連されたことを特徴とする請求項６又は７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＣＳＩ－ＲＳの第１の集合を含むＮ個のＣＳＩ－ＲＳは、高度ドメインで前記Ｎ個
の角度に対してステアされたビームで送信され、前記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合を含むＭ
個のＣＳＩ－ＲＳは、方位ドメインで同一の角度でステアされたビームで送信されること
を特徴とする請求項６又は７に記載の装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、チャンネル状態情報に関し、特にアドバンスト（advanced）無線通信システム
におけるチャンネル状態情報のフィードバック設計（feedback design）及び対応するダ
ウンリンク構成設計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次のような文書及び標準の説明は、
　１）３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１１ ｖ１１．２．０
　２）３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１２ ｖ１１．２．０
　３）３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ｖ１１．２．０
　４）３ＧＰＰ ＴＳ３６．３３１ ｖ１１．２．０
　５）Ｒ１－１２５４０２、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１１ ＣＲ及び
　６）Ｒ１－１２５４０４、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ＣＲに全体的に明示されたよう
に本開示に含まれる。
【０００３】
　チャンネル品質指示子（Channel quality indicator：ＣＱＩ）は、ＴＳ３６．２１３ 
ｖ１１．２．０のセクション７．２．３に定義されている。差動ＣＱＩ（differentialＣ
ＱＩ）は、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ｖ１１．２．０のセクション７．２で説明されて
いる。チャンネル状態情報（channel state information：ＣＳＩ）プロセスは、３ＧＰ
Ｐ ＴＳ３６．３３１ ｖ１１．２．０で説明されている。物理アップリンク制御チャンネ
ル（physical uplink control channel：ＰＵＣＣＨ）モード１－１は、３ＧＰＰ ＴＳ３
６．２１３ ｖ１１．２．０のセクション７．２．２で説明されている。ＰＵＣＣＨモー
ド２－１も３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ｖ１１．２．０のセクション７．２．２で説明さ
れている。
【０００４】
　３ＧＰＰ ＬＴＥ－アドバンスト（ＬＴＥ－Advanced）スタンダードで、広いビームパ
ターンがＣＳＩ－ＲＳ送信のために使用されている。アンテナポートの上記ビーム（仮想
化）パターンは、ユーザ端末機（user equipment：ＵＥ）にトランスペアレント（transp
arent）である。上記ＵＥは、上記送受信のための仮想パターンが分からないか又は分か
る必要がない。各ＣＳＩ基準信号（reference signal：ＲＳ）ポートからＵＥへのチャン
ネル係数は、多重経路の複合応答に対応し、普通、周波数選択的である。上記ＵＥは、Ｃ
ＳＩ－ＲＳに基づいてチャンネル係数を推定し、上記推定されたチャンネルを使用して向
上したノードＢ（enhanced Node B：ｅＮＢ）（例えば、基地局（base station：ＢＳ）
）構成によってプリコーディング行列指示子（precoding matrix indicator：ＰＭＩ）、
ランク指示子（rank indicator：ＲＩ）及びＣＱＩ（８個以下のＣＳＩ－ＲＳポートに対
して）、又はＰＭＩ、ＲＩ、プリコーディングタイプ指示子（precoding type indicator
：ＰＴＩ）及びＣＱＩ（８個のＣＳＩ－ＲＳポートに対して）を含む多様なパラメータを
計算する。
【０００５】
　全てのＣＳＩ－ＲＳポートが広いビームを有している場合、上記ＣＳＩ－ＲＳポートか
ら受信される信号の平均電力は、類似の次数に存在する。上記類似の電力レベルは、３Ｇ
ＰＰ ＴＳ３６．２１１及び３６．２１３でレガシー（legacy）ＬＴＥコードブックでの
定モジュラス（constant-modulus）プリコーディング行列／ベクトルに部分的に動機を付
与したことがある。ベクトル／行列が定モジュラスである場合、各ベクトル／行列の全て
のエレメントは、同一の大きさを有する。
　したがって、アドバンスト無線通信システムにおける改善された通信技術及びスタンダ
ードに対する必要性が存在する。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本開示の実施形態は、アドバンスト無線通信システムにおけるチャンネル状態情報フィ
ードバック設計のための方法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　望ましい実施形態において、フィードバックを提供する方法は、チャンネル状態情報基
準信号（channel state information reference signals：ＣＳＩ－ＲＳ）の第１の集合
及びＣＳＩ－ＲＳの第２の集合を受信するステップと、上記ＣＳＩ－ＲＳの第１の集合の
受信電力と上記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に基づいて推定されたチャンネル行列とを使用
してチャンネル品質指示子（channel quality indicator：ＣＱＩ）を計算するステップ
と、上記計算されたＣＱＩに基づいてフィードバックを送信するステップと、を含む。
【０００８】
　別の望ましい実施形態において、無線通信システムにおけるフィードバックを提供する
ように構成されるＵＥ中の装置が提供される。上記装置は、チャンネル状態情報基準信号
（channel state information reference signal：ＣＳＩ－ＲＳ）の第１の集合及びＣＳ
Ｉ－ＲＳの第２の集合を受信するように構成される受信器と、上記ＣＳＩ－ＲＳの第１の
集合の受信電力と上記ＣＳＩ－ＲＳの第２の集合に基づいて推定されたチャンネル行列と
を使用してチャンネル品質指示子（channel quality indicator：ＣＱＩ）を計算するよ
うに構成される制御器と、上記計算されたＣＱＩに基づいてフィードバックを送信するよ
うに構成された送信器と、を含む。
【０００９】
　さらに別の望ましい実施形態において、無線通信システムにおけるフィードバックを受
信するように構成される基地局（base station：ＢＳ）中の装置が提供される。上記装置
は、チャンネル状態情報基準信号（channel state information reference signal：ＣＳ
Ｉ－ＲＳ）の第１の集合及びＣＳＩ－ＲＳの第２の集合の生成及び送信を制御するように
構成される制御器と、上記ＣＳＩ－ＲＳの第１の集合の受信電力と上記ＣＳＩ－ＲＳの第
２の集合に基づいて推定されたチャンネル行列とを使用して計算されたチャンネル品質指
示子（channel quality indicator：ＣＱＩ）に基づいてフィードバックを受信するよう
に構成される受信器と、を含む。
【００１０】
　さらに別の望ましい実施形態において、無線通信システムにおけるＵＥがフィードバッ
クを提供する方法が提供される。上記方法は、複数のチャンネル状態情報基準信号（chan
nel state information reference signal：ＣＳＩ－ＲＳ）ポートで受信される信号を測
定するステップと、上記ＣＳＩ－ＲＳポートの複数の組合せを選択するステップと、上記
選択されたＣＳＩ－ＲＳポートの組合せの各々に複数のプリコーディング行列を適用する
ステップと、上記ＣＳＩ－ＲＳポートの選択された組合せの各々に対するプリコーディン
グ行列のアプリケーション各々に対するチャンネル品質指示子（channel quality indica
tor：ＣＱＩ）値を計算するステップと、選択されたポート個数（selected port number
：ＳＰＮ）、選択されたポートインデックス（selected port index：ＳＰＩ）、上記複
数のプリコーディング行列のうち一つに対応するプリコーディング行列指示子（precodin
g matrix indicator：ＰＭＩ）、及び上記計算されたＣＱＩ値のうち最高のＣＱＩを算出
するランク指示子（rank indicator：ＲＩ）を選択するステップであって、上記ＳＰＮは
、選択されたＣＳＩ－ＲＳポートの個数であり、上記ＲＩと同一であり、上記ＳＰＩは、
上記選択されたＣＳＩ－ＲＳポートのインデックスを含む、ステップと、上記ＳＰＩ、上
記最高のＣＱＩ値、上記ＰＭＩ、及び上記ＳＰＮ又はＲＩのうち少なくとも一つを指示す
るフィードバックを送信するステップとを含む。
【００１１】
　さらに別の望ましい実施形態において、無線通信システムにおけるフィードバックを提
供するように構成されるＵＥ中の装置が提供される。上記装置は、複数のチャンネル状態
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情報基準信号（channel state information reference signal：ＣＳＩ－ＲＳ）ポートで
受信される信号を測定し、上記ＣＳＩ－ＲＳポートの複数の組合せを選択し、上記選択さ
れたＣＳＩ－ＲＳポートの組合せの各々に複数のプリコーディング行列を適用し、上記Ｃ
ＳＩ－ＲＳポート選択の選択された組合せの各々に対するプリコーディング行列のアプリ
ケーション各々に対するチャンネル品質指示子（channel quality indicator：ＣＱＩ）
値を計算し、選択されたポート個数（selected port number：ＳＰＮ）、選択されたポー
トインデックス（selected port index：ＳＰＩ）、上記複数のプリコーディング行列の
うち一つに対応するプリコーディング行列指示子（precoding matrix indicator：ＰＭＩ
）、及び上記計算されたＣＱＩ値のうち最高のＣＱＩを算出するランク指示子（rank ind
icator：ＲＩ）を選択するように構成される制御器であって、上記ＳＰＮは、選択された
ＣＳＩ－ＲＳポートの個数であり、上記ＲＩと同一であり、上記ＳＰＩは、上記選択され
たＣＳＩ－ＲＳポートのインデックスを含む、制御器と、上記ＳＰＩ、上記最高のＣＱＩ
値、上記ＰＭＩ、及び上記ＳＰＮ又はＲＩのうち少なくとも一つを指示するフィードバッ
クを送信するように構成される送信器と、を含む。
【００１２】
　本発明を詳細に説明するのに先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単
語及び語句の定義を開示することが望ましい。“含む（include）”及び“備える（compr
ise）”という語句だけではなく、その派生語（derivatives thereof）も、限定ではなく
、包含を意味する。“又は（or）”という用語は、“及び／又は（and/or）”の意味を包
含する。“関連した（associated with）”及び“それと関連した（associated therewit
h）”という語句だけではなく、その派生語句も、“含む（include）”、“含まれる（be
 included within）”、“相互に連結する（interconnect with）”、“包含する（conta
in）”、“包含される（be contained within）”、“連結する（connect to or with）
”、“結合する（couple to or with）”、“疎通する（be communicable with）”、“
協力する（cooperate with）”、“相互配置する（interleave）”、“並置する（juxtap
ose）”、“近接する（be proximate to）”、“接する（be bound to or with）”、“
有する（have）”、及び“特性を有する（have a property of）”などを意味することが
できる。制御部は、少なくとも１つの動作を制御する装置、システム、又はその部分を意
味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの２
つ以上の組合せで実現することができる。特定の制御部に関連する機能は、集中している
か、又は近距離又は遠距離に分散されることもあることに留意すべきである。特定の単語
及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定されるもので、当業
者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がそのように
定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるものである
ことが自明である。
【００１３】
　本発明のより完全な理解及びそれに従う利点は、添付された図面とともに考慮すれば、
後述する詳細な説明を参照してより容易に理解できる。また、図面中、同一の参照符号は
、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本開示の例示的な実施形態によるメッセージを送信する望ましい無線システムを
示す図である。
【図２】本開示の例示的な実施形態による直交周波数分割多重アクセス送信経路のハイレ
ベルダイアグラムを示す図である。
【図３】本開示の例示的な実施形態による直交周波数分割多重アクセス受信経路のハイレ
ベルダイアグラムを示す図である。
【図４】本開示の多様な実施形態を具現するために使用され得る無線通信システムにおけ
るノードのブロックダイアグラムを示す図である。
【図５】本開示の多様な実施形態によるフルディメンション多重入力多重出力（full-dim
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ension multi-input multi-output：ＦＤ－ＭＩＭＯ）を具備する送信ポイント（例えば
、ＢＳ、ｅＮＢ）又は高度ビームフォーミング（elevation beamforming）が可能なシス
テムを示す図である。
【図６】本開示の一実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ送信に対する設計を示す図である。
【図７】本開示の望ましい実施形態によるＢＳにより送信される二つのタイプのＣＳＩ－
ＲＳ、例えば、高度ＣＳＩ－ＲＳ（Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳ）及び方位ＣＳＩ－ＲＳ（Ａ－ＣＳ
Ｉ－ＲＳ）の空間カバレッジの例を示す図である。
【図８】本開示の望ましい実施形態による基地局により送信されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳ及び
セル特定基準信号（ＣＲＳ）の空間カバレッジの例を示す図である。
【図９Ａ】本開示の一部実施形態によるＰＵＣＣＨモード１－１での周期的ＣＳＩ送信の
例を示す図である。
【図９Ｂ】本開示の一部実施形態によるＰＵＣＣＨモード１－１での周期的ＣＳＩ送信の
例を示す図である。
【図９Ｃ】本開示の一部実施形態によるＰＵＣＣＨモード１－１での周期的ＣＳＩ送信の
例を示す図である。
【図１０】本開示の一部実施形態によるＰＵＣＣＨモード２－１での周期的ＣＳＩ送信の
例を示す図である。
【図１１】本開示の一部実施形態によるＰＵＣＣＨモード２－１での周期的ＣＳＩ送信の
別の例を示す図である。
【図１２】本開示の望ましい実施形態による狭いビームＣＳＩ－ＲＳ送信を示す図である
。
【図１３】本開示の例示的な実施形態による狭いビーム幅のＣＳＩ－ＲＳポートで受信さ
れる信号電力を示す図である。
【図１４】本開示の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の例を示す図である。
【図１５】本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示す図
である。
【図１６】本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示す図
である。
【図１７】本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示す図
である。
【図１８】本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示す図
である。
【図１９】本開示の望ましい実施形態によるＰＵＳＣＨに対するアップリンク制御情報（
uplink control information：ＵＣＩ）マッピングを示す図である。
【図２０】本開示の多様な実施形態による広域フィードバックモードでＳＰＮ／ＳＰＩフ
ィードバックを示す図である。
【図２１】本開示の多様な実施形態によるＵＥ選択サブ帯域フィードバックモードでＳＰ
Ｎ／ＳＰＩフィードバックを示す図である。
【図２２】本開示の多様な実施形態による上位階層構成フィードバックモードでＳＰＮ／
ＳＰＩフィードバックを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に説明する図１乃至図２２及び本明細書において本発明の原理を説明するために使
用される様々な実施形態は、例示に過ぎず、本発明の範囲を限定するものであると解釈さ
れてはならない。当業者であれば、本発明の原理が適切に配置されたシステム又はデバイ
スで実現することができるものであることが理解するはずである。
【００１６】
　下記の図１乃至図３は、無線通信システムで実現され、ＯＦＤＭ又はＯＦＤＭＡ技術を
使用する多様な実施形態を説明する。図１乃至図３の説明は、異なる実施形態が実現され
得る方式に対する物理的な又は構造的な制限を暗示する意図を有しない。本開示の異なる
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実施形態は、適合するように配列されたいずれの通信システムでも具現され得る。
【００１７】
　図１は、本発明の実施形態に従うメッセージを送信する好ましい無線システム１００を
示す図である。開示された実施形態において、無線システム１００は、基地局（ＢＳ）１
０１と、基地局（ＢＳ）１０２と、基地局（ＢＳ）１０３と、他の類似した基地局又はリ
レーステーション（図示せず）のような送信ポイント（例えば、次世代基地局（Evolved 
Node B：ｅＮＢ）、ノードＢ）とを含む。基地局１０１は、基地局１０２及び基地局１０
３と通信している。基地局１０１は、インターネット１３０又は類似したＩＰ基盤（IP-b
ased）システム（図示せず）とも通信している。
【００１８】
　基地局１０２は、インターネット１３０に対する無線広帯域接続（基地局１０１を介し
た）を基地局１０２のカバレッジエリア１２０内で第１の複数のＵＥ（例えば、移動電話
機、移動局、加入者局）に提供する。第１の複数のＵＥは、スモール・ビジネス（small 
business：ＳＢ）に位置し得るＵＥ１１１、エンタープライズ（enterprise：Ｅ）に位置
し得るＵＥ１１２、ＷｉＦｉホットスポット（ＨＳ）に位置し得るＵＥ１１３、第１のレ
ジデンス（residence：Ｒ）に位置し得るＵＥ１１４、第２のレジデンス（Ｒ）に位置し
得るＵＥ１１５、セル電話機、無線ラップトップ、及び無線ＰＤＡなどのような移動デバ
イス（mobile device：Ｍ）であり得るＵＥ１１６を含む。
【００１９】
　基地局１０３は、インターネット１３０に対する無線広帯域接続（基地局１０１を介し
た）を基地局１０３のカバレッジエリア１２５内で第２の複数のＵＥに提供する。第２の
複数のＵＥは、ＵＥ１１５及びＵＥ１１６を含む。好ましい実施形態において、基地局１
０１－１０３は、ＯＦＤＭ技術又はＯＦＤＭＡ技術を使用して、相互に、及びＵＥ１１１
－１１６と通信することができる。
【００２０】
　図１には、６個のＵＥのみが図示されているが、無線システム１００は、追加のＵＥに
対する無線広帯域接続を提供することができる。ＵＥ１１５及びＵＥ１１６がカバレッジ
エリア１２０及びカバレッジエリア１２５のすべてのエッジに位置することに留意された
い。ＵＥ１１５及びＵＥ１１６の各々は、基地局１０２及び基地局１０３の両方と通信し
、当該技術分野における当業者に知られているように、ハンドオフモードで動作され得る
。
【００２１】
　ＵＥ１１１－１１６は、ネットワーク１３０を介して、音声、データ、ビデオ、ビデオ
会議、及び／又は他の広帯域サービスに接続することができる。好ましい実施形態におい
て、ＵＥ１１１－１１６の中の１つ又はそれ以上は、ＷｉＦｉ　ＷＬＡＮのアクセスポイ
ント（access point：ＡＰ）と関連することができる。ＵＥ１１６は、無線可能なラップ
トップコンピュータ（laptop computer）、個人用データ端末機（personal data assista
nt）、ノートブック、携帯用デバイス、又は他の無線可能なデバイスを含む複数の移動デ
バイスの中の１つであり得る。ＵＥ１１４及びＵＥ１１５は、例えば、無線可能な個人用
コンピュータ（ＰＣ）、ラップトップコンピュータ、ゲートウェイ（gateway）、又は他
のデバイスであり得る。
【００２２】
　図２は、送信経路回路２００のハイレベル図である。例えば、送信経路回路２００は、
直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）通信に対して使用され得る。図３は、受信経
路回路３００のハイレベルダイアグラムである。例えば、受信経路回路３００は、直交周
波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）通信に対して使用され得る。図２及び図３において
、ダウンリンク通信に対して、送信経路回路２００は、基地局（ＢＳ）１０２又は中継局
で実行され得、受信経路回路３００は、ＵＥ（例えば、図１のＵＥ１１６）で実行され得
る。別の例において、アップリンク通信に対して、受信経路回路３００は、基地局（例え
ば、図１の基地局１０２）又は中継局で実行され得、送信経路回路２００は、ＵＥ（例え
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ば、図１のＵＥ１１６）で実行され得る。
【００２３】
　送信経路回路２００は、チャンネルコーディング及び変調ブロック２０５、直列－並列
（serial-to-parallel：Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２１０、サイズＮの逆高速フーリエ変換
（Inverse Fast Fourier Transform：ＩＦＦＴ）ブロック２１５、並列－直列（parallel
-to-serial：Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２２０、プレフィックス追加ブロック２２５、及び
アップコンバータ（ＵＣ）２３０を含む。受信経路回路３００は、ダウンコンバータ（Ｄ
Ｃ）２５５、サイクリックプレフィックス除去ブロック２６０、直列－並列（Ｓ－ｔｏ－
Ｐ）ブロック２６５、サイズＮの高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ブロック２７０、並列－直
列（Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２７５、及びチャンネルデコーディング及び復調ブロック２
８０を含む。
【００２４】
　図２及び図３に含まれているコンポーネントの中の少なくとも一部は、ソフトウェア（
software）で具現されることができ、これとは異なり、他のコンポーネントは、構成可能
ハードウェア（hardware）又はソフトウェアと構成可能なハードウェアとの組み合せによ
り具現されることができる。特に、本開示文書で説明されるＦＦＴブロック及びＩＦＦＴ
ブロックは、構成可能ソフトウェアアルゴリズムとして具現されることができ、ここで、
サイズＮの値は、この具現に従って修正されることができる。
【００２５】
　また、本開示は高速フーリエ変換及び逆高速フーリエ変換を具現する一実施形態に関す
るものであるが、これは、例示だけのためのであり、本開示の範囲を限定するものと解釈
されてはいけない。本開示の別の実施形態において、高速フーリエ変換関数及び逆高速フ
ーリエ変換関数は、それぞれ離散フーリエ変換（ＤＦＴ）関数及び逆離散フーリエ変換（
Inverse Discrete Fourier Transform：ＩＤＦＴ）関数に容易に置き換えられることがで
きることが理解されるのであろう。ＤＦＴ関数及びＩＤＦＴ関数に対して、Ｎ変数の値は
、任意の整数（すなわち、１、２、３、４など）であり得、他方、ＦＦＴ関数及びＩＦＦ
Ｔ関数に対して、Ｎ変数の値は、２の冪（すなわち、１、２、４、８、１６など）である
任意の整数であり得る。
【００２６】
　送信経路回路２００において、チャンネルコーディング及び変調ブロック２０５は、情
報ビットの集合を受信し、コーディング（例えば、ターボコーディング）を入力ビットに
適用し変調することにより（例えば、直交位相シフトキーイング（Quadrature Phase Shi
ft Keying：ＱＰＳＫ）又は直交振幅変調（Quadrature Amplitude Modulation：ＱＡＭ）
）周波数－ドメイン（frequency-domain）変調シンボルのシーケンスを生成する。
【００２７】
　直列－並列ブロック２１０は、直列変調されたシンボルを並列データに変換することに
より（すなわち、逆多重化（de-multiplex）することにより）Ｎ個の並列シンボルストリ
ームを生成する。ここで、Ｎは、ＢＳ１０２及びＵＥ１１６で使用されるＩＦＦＴ／ＦＦ
Ｔサイズである。その後に、サイズＮのＩＦＦＴブロック２１５は、Ｎ個の並列シンボル
ストリームに対してＩＦＦＴ演算を実行することにより、時間－ドメイン（time-domain
）出力信号を生成する。並列－直列ブロック２２０は、サイズＮのＩＦＦＴブロック２１
５からの並列時間－ドメイン出力シンボルを変換することにより（すなわち、多重化する
ことにより）直列時間ドメイン信号を生成する。その後に、サイクリックプレフィックス
付加ブロック２２５は、サイクリックプレフィックスを時間－ドメイン信号に挿入する。
最後に、アップコンバータ２３０は、サイクリックプレフィックス付加ブロック２２５の
出力を無線チャンネルを介した送信のためにＲＦ周波数に変調する（すなわち、アップコ
ンバートする）。また、この信号は、ＲＦ周波数への変換の前に基底帯域でフィルタリン
グされ得る。
　この送信されたＲＦ信号は、無線チャンネルを通過した後にＵＥ１１６に到着し、ＢＳ
１０２での動作に対する逆動作が実行される。
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【００２８】
　ダウンコンバータ２５５は、受信された信号を基底帯域周波数にダウンコンバートし、
サイクリックプレフィックス除去ブロック２６０は、サイクリックプレフィックスを除去
することにより直列時間－ドメイン基底帯域信号を生成する。直列－並列ブロック２６５
は、時間－ドメイン基底帯域信号を並列時間ドメイン信号に変換する。その後に、サイズ
ＮのＦＦＴブロック２７０は、ＦＦＴアルゴリズムを実行することによりＮ個の並列周波
数－ドメイン信号を生成する。並列－直列ブロック２７５は、並列周波数－ドメイン信号
を変調されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャンネルデコーディング及び復
調ブロック２８０は、変調されたシンボルを復調した後にデコーディングすることにより
元来の入力データストリームを復旧する。
【００２９】
　基地局１０１－１０３の各々は、ＵＥ１１１－１１６に対するダウンリンクでの送信と
類似した送信経路を具現でき、ＵＥ１１１－１１６からのアップリンクでの受信と類似し
た受信経路を具現できる。同様に、ＵＥ１１１－１１６の各々は、基地局１０１－１０３
に対するアップリンクでの送信のためのアーキテクチャに対応して送信経路を具現でき、
基地局１０１－１０３からのダウンリンクでの受信のためのアーキテクチャに対応して受
信経路を具現できる。
【００３０】
　図４は、本発明の様々な実施形態を具現するために使用される無線通信システムにおけ
るノード４００のブロックダイアグラムを示す図である。
　このような例示的な例において、ノード４００は、例えば、図１の無線システム１００
のような無線通信システムにおける通信ポイントでのデバイスである。一部の実施形態に
おいて、ノード４００は、基地局（例えば、進化したノードＢ（ｅＮＢ）、遠隔無線ヘッ
ド（remote-radio head）、リレーステーション）、又はＵＥ（例えば、移動端末機、加
入者端末機など）であり得る。一実施形態において、ノード４００は、図１のＵＥ１１６
の一実施形態の一例である。別の実施形態において、ノード４００は、図１の基地局１０
２の一実施形態の一例である。ノード４００は、送信（transmit：ＴＸ）アンテナ４０５
、送信（transmit：ＴＸ）処理回路４１０、受信（receive：ＲＸ）アンテナ４１５、受
信（receive：ＲＸ）処理回路４２０、及び制御器４２５を含む。
【００３１】
　ＴＸ処理回路４１０（例えば、送信器）は、出力基底帯域データからアナログ又はデジ
タル信号を受信する。ＴＸ処理回路４１０は、上記出力基底帯域データをエンコーディン
グ、マルチプレキシング、及び／又はデジタル化してＴＸアンテナ４０５を介して送信さ
れる処理されたＲＦ信号で生成する。例えば、ＴＸ処理回路４１０は、図２の送信処理回
路２００と類似の送信経路を具現できる。ＴＸ処理回路４１０は、またＴＸアンテナ４０
５に含まれている異なるアンテナ及びＴＸアンテナ４０５に含まれているアンテナの異な
るポートに対する階層マッピングを介して空間マルチプレキシングを遂行することができ
る。
【００３２】
　ＲＸ処理回路４２０（例えば、受信器）は、基地局、リレーステーション、遠隔無線ヘ
ッド（remote radio head）、ＵＥ、などのような一つ又はそれ以上の送信ポイントによ
り送信される入力ＲＦ信号又は信号をＲＸアンテナ４１５から受信する。ＲＸ処理回路４
２０は、上記受信された信号を処理して上記送信ポイントにより送信された情報を識別す
る。例えば、ＲＸ処理回路４２０は、上記（複数の）入力ＲＦ信号をダウンコンバートし
、上記受信された信号をチャンネル推定、復調、ストリーム分離、フィルタリング、デコ
ーディング、及び／又はデジタル化して中間周波数（intermediate frequency：ＩＦ）又
は基底帯域信号で生成することができる。例えば、ＲＸ処理回路４２０は、図３での受信
処理回路３００と類似の受信経路を具現できる。
【００３３】
　制御器４２５は、ノード４００の全般的な動作を制御する。上記のような動作で、制御



(11) JP 6411367 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

器４２５は、既知の原理によって、ＲＸ処理回路４２０及びＴＸ処理回路４１０によるチ
ャンネル信号の受信及びチャンネル信号の送信を制御する。
【００３４】
　図４に示されたノード４００の実施形態は、例示だけのためのであり、別の実施形態が
、本発明の範囲から逸脱することなく使用されることができる。
　例えば、上記ＴＸ及びＲＸアンテナアレイに含まれているアンテナは、オーバーラップ
され得るか、一つ又はそれ以上のアンテナスイッチングメカニズム（switching mechanis
m）を介して送信及び受信のために使用される同一のアンテナアレイであり得る。
【００３５】
　図５は、本開示の多様な実施形態によるフルディメンション多重入力多重出力（full-d
imension multi-input multi-output：ＦＤ－ＭＩＭＯ）を具備する送信ポイント５００
（例えば、ＢＳ、ｅＮＢ）又は高度ビームフォーミング（elevation beamforming）が可
能なシステムを示している。上記基地局のアンテナパネル（antenna panel）５０５は、
ＮＶ・ＮＨ個のアンテナエレメント５１０を含み、ここで、ＮＨ個のアンテナエレメント
は、実質的な水平ラインに位置され、ＮＨ個のアンテナエレメントを含むＮＶ個の実質的
な水平ラインは、同一のパネル上で並んで位置される。上記実質的な水平ライン及び上記
実質的な垂直ラインの例は、アンテナエレメントの行５１５及びアンテナエレメントの列
５２０である。上記実質的な水平ラインに位置されている二つの直近のアンテナエレメン
トは、ｄＨほど空間的に離れており、実質的な垂直ラインに位置されている２個の最も近
いアンテナエレメントは、ｄＶほど空間的に離れている。
【００３６】
　上記ＦＤ－ＭＩＭＯ又は高度ビームフォーミングをサポートする新たな送信モードを送
信モード（ＴＭ）Ｘと定義する。ＴＭ Ｘの主要な機能は、最大８個の階層（又は最大８
個のＵＥ）をマルチプレキシングする新たな多重－ユーザＭＩＭＯ（multi-user MIMO：
ＭＵ－ＭＩＭＯ）送信方式を許可することを含み得る。
【００３７】
　本開示の実施形態は、マクロセルに含まれているＵＥのうち、概略的に８０％が屋内に
存在し、これに対してＵＥの概略的に２０％程度だけが屋外に存在するということを認識
している。都市環境で、屋内ＵＥは異なる層に位置し得、垂直方向での頻繁な移動は遂行
されない。上記垂直移動は、例えば、上記ＵＥのユーザがエレベーターに搭乗するか又は
階段を上がる場合のようにまれに発生される。したがって、特定高度で測定されるＣＳＩ
は、長い時間の周期の間に固定的であり得る。したがって、本開示の実施形態は、ＦＤ－
ＭＩＭＯ及び高度ビームフォーミングに対するＣＳＩフィードバックを設計する時、この
ような側面を考慮することが効果的であることを認識している。
【００３８】
　セルの高度又は垂直ドメインカバレッジは、主に上記アンテナエレメントのビーム幅に
より制限される。例えば、最近の３ＧＰＰチャンネルモデリングで、上記垂直アンテナハ
ーフ電力ビーム幅（vertical antenna half-power beamwidth）は、６５度である。スタ
ンダードアンテナ仮想化プリコーディングが１０個のアンテナエレメントを含むアンテナ
エレメントの最初の列に対して適用される場合、上記垂直ビーム幅は、概略的に１０度と
なる。概略的に説明すれば、異なるステアリング（steering）角度を使用する８個の垂直
ビームが存在する場合、全体的な垂直角度空間は、上記８個の垂直ビームによりカバーさ
れ得る。上記８個の垂直ビームが８個のＣＳＩ－ＲＳポートで送信される場合、ＵＥは、
上記垂直ビームの電力を簡略に測定して良好した精密度を有する、上記垂直ＣＳＩを識別
することができる。
【００３９】
　これに対して、上記方位又は水平ドメインでは、１０度の同一な狭いビーム幅に分割さ
れた全体１２０度セクター（例えば、１２０度のセクターをカバーするように設計された
アンテナアレイを有するＢＳに対して）をカバーするために、より多くの個数のビーム（
例えば、現在のスタンダードに基づく１２個の水平ビーム）が必要となる。また、水平ド
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り多くの個数の高い送信ランク（例えば、ランク２又はそれ以上）を有することに助けを
与えることができる。このような観察をもって、本開示の実施形態は、狭いビームＣＳＩ
－ＲＳが大きなＣＳＩ－ＲＳ送信オーバーヘッドを要求するために、水平ドメインに対し
て上記狭いビームＣＳＩ－ＲＳを有することが望ましくないことがある。したがって、上
記狭いビームＣＳＩ－ＲＳが高いランクのＣＳＩ推定に適合しないことがあるということ
を認識している。したがって、本開示の実施形態は、上記垂直及び水平チャンネルのレバ
レッジ（leverage）に対してＣＳＩ－ＲＳを効率的に設計することを認識している。
【００４０】
　図６は、本開示の一実施形態によるＣＳＩ－ＲＳ送信に対する設計を示している。この
例示的な実施形態で、上記基地局は、ＦＤ－ＭＩＭＯシステム又は高度ビームフォーミン
グシステムのＣＳＩ推定のために、二つのＣＳＩ－ＲＳ構成又は二つのタイプの構成され
たＣＳＩ－ＲＳ（例えば、Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＡ－ＣＳＩ－ＲＳ、ここで“Ｅ”及び“
Ａ”の各々は、高度及び方位を示す）を使用してサービングＵＥを構成する。この例で、
上記Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＡ－ＣＳＩ－ＲＳは、準共存（quasi-co-located）する。
【００４１】
　図７は、ＢＳ７００により送信される二つのタイプのＣＳＩ－ＲＳの空間カバレッジの
例を示している。例えば、送信されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳの個数（ＮＥ）は、８であり得、
送信されるＡ－ＣＳＩ－ＲＳの個数（ＮＡ）も８であり得る。この例は、ＮＶ・ＮＨ個の
アンテナエレメントを含むアンテナパネルを有する基地局を使用してサポートされること
ができ、ここで、ＮＶ＝ＮＨ＝８である。この例は、例示だけのためのであり、本開示の
原理から逸脱することなく、いずれの個数のＥ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＡ－ＣＳＩ－ＲＳも送
信されることができる。
【００４２】
　図６に示されているように、上記Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳは、上記水平又は方位ドメインで広
い角度をカバーし、上記広い角度は、上記基地局が上記３６０度セルを３個のセクターに
分割するシナリオで、上記セクター化角度、一例で１２０度と同一であり得る。上記垂直
又は高度ドメインで、上記各Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳの空間カバレッジは、狭い角度内に存在す
る。例えば、上記全体１８０度高度角のサブ集合は、ＮＥ個のパーテーション（partitio
n）に分割され、上記ＮＥ個のＥ－ＣＳＩ－ＲＳ各々は、パーテーションをカバーし、上
記８個のパーテーションのサイズは、相互同一であるか又は相異である。別の例で、上記
ＮＥ個のＥ－ＣＳＩ－ＲＳは、８個の対応する（そして潜在的にオーバーラップされる）
ビームパターンによって送信され、ここで、上記ＮＥ個のビームは、上記全体１８０度高
度なサブ集合をカバーし、上記８個のビームのビーム幅は、同一であるか又は相異である
。
【００４３】
　図７に示されているように、上記狭いＥ－ＣＳＩ－ＲＳビームは、高層建物で異なる層
をカバーすることができる。上記異なるＥ－ＣＳＩ－ＲＳビームは、垂直的に位置される
アンテナエレメントに対して異なるビームフォーミング（又はアンテナ仮想化プリコーデ
ィング）ウェイトを適用することによって形成されることができる。例えば、上記基地局
は、上記（ＮＥ＝８）個のＥ－ＣＳＩ－ＲＳビームを送信するためにアンテナエレメント
の最初の列を選択し、上記ＮＥ個のＥ－ＣＳＩ－ＲＳビームを構成するためにＮＶｘ１サ
イズのＮＥ個の異なるビームフォーミングウェイトベクトル、
【数１】

、ｍ＝０、…、ＮＥ－１を適用することができ、ここで、
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は、Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳポートｍに対するビームフォーミングウェイトベクトルである。上
記Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳを受信するＵＥは、上記３Ｄ ＵＥ位置に基づいて上記８個のＥ－Ｃ
ＳＩ－ＲＳが異なる受信信号電力を有するということを識別することができる。例えば、
同一のビルディングで異なる層に位置している二つのＵＥは、異なるＥ－ＣＳＩ－ＲＳが
最も強いということを認識することができる。
【００４４】
　これとは異なり、上記ＮＡ個のＡ－ＣＳＩ－ＲＳの全ては、水平及び方位ドメインの両
方で広い角度をカバーしてセクターで充分のカバレッジを提供する。上記ＮＡ個のＡ－Ｃ
ＳＩ－ＲＳは、各々アンテナエレメントの最初の行の８個のアンテナエレメントから送信
されることができ、一個のＡ－ＣＳＩ－ＲＳは、一個のアンテナエレメントから送信され
ることができる。
【００４５】
　本開示の実施形態は、二つのタイプのＣＳＩ－ＲＳを提供する。図６及び図７が方位／
水平及び高度／垂直ドメインに存在する二つのタイプのＣＳＩ－ＲＳを示しているとして
も、他のいずれのタイプのＣＳＩ－ＲＳでも使用されることができる。例えば、デカルト
座標システム（Cartesian coordinate system）では、ｙ及びｘドメインが使用されるこ
とができ；球面座標（spherical coordinates）では、余緯度（colatitudes）／天頂（ze
nith）／ノーマル（normal）／傾斜度（inclination）及び方位／水平ドメインが使用さ
れることができる。
【００４６】
　図８は、上記基地局により送信されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳ及びセル特定基準信号（cell-s
pecific reference signals：ＣＲＳ）の空間カバレッジの例を示している。この例示的
な実施形態で、上記基地局は、ＦＤ－ＭＩＭＯシステム又は高度ビームフォーミングシス
テムのＣＳＩ推定のために、一個のＥ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳでサービングＵＥを構成
する。この例で、上記Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＣＲＳは準共存する。図示されているように
、ＮＥ＝８個のＥ－ＣＳＩ－ＲＳが送信され、ＮＡ＝４個のＣＲＳが送信される。この例
は、ＮＶ・ＮＨ個のアンテナエレメントを含むアンテナパネルを有する基地局によりサポ
ートされることができる。この例は、例示だけのためのであり、本開示の原理から逸脱す
ることなく、いずれの個数のＥ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＡ－ＣＳＩ－ＲＳも送信されることが
できる
【００４７】
　一実施形態で、上記ＵＥは、上記Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳを使用して上記高度ドメインでのＣ
ＳＩ（CSI in the elevation domain：Ｅ－ＣＳＩ）を導出する。Ｅ－ＣＳＩは、ｎ個の
Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスと上記対応するｎ個のＥ－ＣＳＩ－ＲＳの受信信号電力の
うち少なくとも一つを含み得る。
【００４８】
　一方法で、上記ＵＥは、最も強いＥ－ＣＳＩ－ＲＳに対する受信信号電力と共に、最も
強い（又は最も選好される）Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳポートのインデックスをフィードバックす
るように構成され得る。上記受信信号電力は、ＣＱＩインデックスで量子化され得る。例
えば、上記Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳと関連するＣＳＩフィードバックコンテンツは、＜表１＞に
よって構成され得る。
【００４９】
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【表１】

【００５０】
　別の方法で、上記ＵＥは、ｎ個の最も強いＥ－ＣＳＩ－ＲＳに対する受信信号電力と共
に、ｎ個の最も強いＥ－ＣＳＩ－ＲＳのｎ個のインデックスをフィードバックするように
構成され得る。各受信信号電力は、ＣＱＩインデックスで量子化され得る。例えば、ｎ＝
２である。このような代案は、上記ｅＮＢが他の水平ビームを選択してＭＵ－ＭＩＭＯ送
信でＭＵインターフェースを減少させることに助けを与える。例えば、上記Ｅ－ＣＳＩ－
ＲＳと関連するＣＳＩフィードバックコンテンツは、＜表２＞によって構成され得る。
【００５１】
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【表２】

【００５２】
　Ｅ－ＣＳＩは、長い時間の周期の間に固定的であり得るために、周期的ＣＳＩ報告での
Ｅ－ＣＳＩフィードバックは、ＰＭＩ／ＣＱＩ報告よりもあまり頻繁には存在しない。ま
た、Ｅ－ＣＳＩは、Ａ－ＣＳＩのように周波数－選択的ではないので、Ｅ－ＣＳＩコンテ
ンツは、広域コンテンツとして定義され得る。
【００５３】
　一実施形態で、上記ＵＥは、上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ又はＣＲＳを使用して方位ドメイン
でのＣＳＩ（CSI in azimuth domain：Ａ－ＣＳＩ）を導出する。Ａ－ＣＳＩは、ＣＱＩ
、ＰＭＩ及びＲＩのうち少なくとも一つを含み得る。上記ＰＭＩは、上記ＵＥが最高のＣ
ＱＩインデックス及びＲＩを使用してα％（例えば、α＝０．１）エラー確率の獲得を許
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可するプリコーダコードワード（precoder code word）のインデックス（例えば、
【数３】

）に対応する。ランク１の例で、上記実質的な水平ラインに含まれているアンテナエレメ
ントの個数がＮＡ＝８である場合、

【数４】

は８ｘ１である。例えば、上記ＵＥは、ＣＱＩ、ＰＭＩ及びＲＩを導出するためにＡ－Ｃ
ＳＩ－ＲＳのみを基にすることもできる。
【００５４】
　一実施形態で、上記ＵＥは、上記Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＡ－ＣＳＩ－ＲＳ（又は上記Ｃ
ＲＳ）を使用して上記ＣＳＩを導出する。上記ＵＥは、ＰＭＩ及びＲＩを導出するために
上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ（又は上記ＣＲＳ）のみを基にすることができる。上記ＲＩ及びＰ
ＭＩは、上記ＣＱＩインデックスＩＣＱＩにより指示される変調及びコーディングレート
が使用される場合、上記ＵＥがα％（例えば、α＝０．１）のエラー確率の獲得を許可す
る上記送信ランク、すなわちｒのインデックスとプリコーダコードワードのインデックス
、すなわち

【数５】

に対応する。例えば、上記ＵＥは、上記α％エラー確率を獲得するために、もっとも大き
なＳＩＮＲ（又は処理量）を獲得するＲＩ及びＰＭＩを検出することを試みる。
【００５５】
　上記ＵＥは、上記ＣＱＩを導出するためにＡ－ＣＳＩ－ＲＳ（又は上記ＣＲＳ）及びＥ
－ＣＳＩ－ＲＳの両方を基盤とする。例えば、上記ＵＥは、上記ＰＭＩ及びＲＩだけでな
く、ジョイントＣＱＩ及び選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳポートを報告するように構成され
る。上記ジョイントＣＱＩは、上記選択された（又は報告された）ＰＭＩ及びＲＩを使用
してα％（例えば、α＝０．１）のエラー確率の獲得を許可する最高のＣＱＩインデック
スＩＣＱＩである。上記ジョイントＣＱＩを検出するために、上記ＵＥは、上記選好され
る（又は最も強い）Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳの受信電力の正の平方根を上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳア
ンテナポート（又はＣＲＳアンテナポート）のチャンネル推定値にかけて上記ＣＱＩを導
出する。すなわち、上記ジョイントＣＱＩ（又はＩＭＣＳ）は、

【数６】

の推定されたチャンネル行列を使用して導出され、ここで、
【数７】

は、インデックスｅ（ｅ＝０，１，…，ＮＥ－１）の上記選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳポ
ートでの受信電力であり、ＨＡＺは、上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ（又は上記ＣＲＳ）から推定
されるチャンネル行列である。例えば、上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＥ－ＣＳＩ－ＲＳと関
連するＣＳＩフィードバックコンテンツは、＜表３＞によって構成され得る。
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【表３】

【００５７】
　別の例で、上記ＵＥは、第１のＣＱＩ、ＰＭＩ、上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ（又は上記ＣＲ
Ｓ）から導出されるＲＩ及び選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックス及び上記選好され
るＥ－ＣＳＩ－ＲＳでの受信電力と関連する第２のＣＱＩを報告するように構成される。
上記第２のＣＱＩは、絶対ＣＱＩ（例えば、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ｖ１１．２．０
のセクション７．２．３の表７．２．３－１によって）又は上記第１のＣＱＩに対する差
動ＣＱＩ（例えば、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ｖ１１．２．０のセクション７．２の表
７．２－２によって）であり得る。例えば、上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＥ－ＣＳＩ－ＲＳ
と関連するＣＳＩフィードバックコンテンツは、＜表４＞によって構成され得る。
【００５８】



(18) JP 6411367 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

【表４】

【００５９】
　別の例で、上記ＵＥは、第１のＣＱＩ、ＰＭＩ、上記Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ（又は上記ＣＲ
Ｓ）から導出されるＲＩ、選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスのペア（pair）及び
第２のＣＱＩと上記選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳでの受信電力と関連する第３のＣＱＩを
報告するように構成される。上記第２及び第３のＣＱＩは、絶対ＣＱＩ（例えば、３ＧＰ
Ｐ ＴＳ３６．２１３ ｖ１１．２．０のセクション７．２．３の表７．２．３－１によっ
て）又は上記第１のＣＱＩに対する差動ＣＱＩ（例えば、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ｖ
１１．２．０のセクション７．２の表７．２－２によって）であり得る。
【００６０】
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　一実施形態で、ＣＳＩ－ＲＳ送信及びＣＳＩフィードバックの構成のために、新たなＣ
ＳＩプロセス（すなわち、ＣＳＩプロセス）が定義される。また、上記新たなＣＳＩプロ
セスは、二つのＣＳＩ－ＲＳリソース、すなわち、Ａ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＥ－ＣＳＩ－Ｒ
Ｓと関連する。ＣＳＩプロセスの例示的な構成は、下記で説明され、ＣＱＩ（上記のよう
な実施形態での第１、第２又は第３のＣＱＩのうちいずれに対してでも）を推定する場合
、上記ＵＥは、共通ＣＳＩ－ＩＭ及びＰ－Ｃを仮定する。
【００６１】
【数８】

【００６２】
　このＣＳＩプロセスによるＣＳＩフィードバックに対しては、非周期的ＣＳＩがトリガ
ーされる場合、上記スケジューリングされた物理アップリンク共有チャンネル（physical
 uplink shared channel：ＰＵＳＣＨ）で上記ＣＳＩコンテンツの全てがマルチプレキシ
ングされ得るために、単一非周期的ＣＳＩフィードバック構成が効率的であり得る。
【００６３】
　これとは異なり、周期的ＣＳＩフィードバックに対しては、Ｅ－ＣＳＩ（選好されるＥ
－ＣＳＩ－ＲＳインデックス、上記第２のＣＱＩ及び第３のＣＱＩ）及びＡ－ＣＳＩ（Ｐ
ＭＩ、ＲＩ又は上記第１のＣＱＩ）での上記ＵＥ動作を構成する少なくとも二つの別の方
法が提供される。第１の別の方法で、Ｅ－ＣＳＩ報告及びＡ－ＣＳＩ報告は、二つの周期
的ＣＳＩ構成により別途に構成される。すなわち、二つのｃｑｉ－ＲｅｐｏｒｔＰｅｒｉ
ｏｄｉｃＩｄがＣＳＩプロセス別に構成されることができ、上記二つのｃｑｉ－Ｒｅｐｏ
ｒｔＰｅｒｉｏｄｉｃＩｄのうち一つは、Ｅ－ＣＳＩに対するものであり、他の一つは、
Ａ－ＣＳＩに対するものである。第２の別の方法で、一個の周期的ＣＳＩ構成は、Ｅ－Ｃ
ＳＩ及びＡ－ＣＳＩフィードバックに対する上記ＵＥの動作を構成する。
【００６４】
　別の実施形態で、ＣＳＩ－ＲＳ送信及びＣＳＩフィードバックの構成に対して、新たな
ＣＳＩプロセス（すなわち、ＣＳＩプロセス）が定義される。また、上記新たなＣＳＩプ
ロセスは、ＣＳＩ－ＲＳリソース、すなわち、Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳ及び上記Ｅ－ＣＳＩ－Ｒ
Ｓと準共存するＣＲＳと関連する。ＣＳＩプロセスの例示的な構成は、下記で説明され、
ここで、ＣＱＩ（上記のような実施形態での第１、第２又は第３のＣＱＩのうちいずれに
対してでも）を推定するために、上記ＵＥは、共通ＣＳＩ－ＩＭ及びＰ－Ｃを仮定する。
【００６５】
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【数９】

【００６６】
　図９Ａ乃至図９Ｃは、本開示の一部実施形態によるＰＵＣＣＨモード１－１（広域ＣＱ
Ｉ、単一（広域）ＰＭＩ）での周期的ＣＳＩ送信の例を示している。例えば、図９Ａ乃至
図９Ｃに示されている上記ＰＵＣＣＨモード１－１での周期的ＣＳＩ送信は、上記のよう
な＜表３＞と関連する実施形態によって具現され得る。
【００６７】
　一部のＰＵＣＣＨモードで、上記選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスは、同一の
ＰＵＣＣＨリソースでＲＩが報告されるサブフレームでＲＩとジョイントフィードバック
される。これは、図９Ａ及び図９Ｃにより各々２個又は４個のアンテナポートを使用する
ＰＵＣＣＨモード１－１及び８個のアンテナポートを使用するＰＵＣＣＨモード１－１サ
ブモード２で示されている。この配列の一つの利点は、ＣＱＩ及びＰＭＩ（Ｗ１及びＷ２
を含む）をマルチプレキシングするＰＵＣＣＨ報告は、Ｅ－ＣＳＩ－ＲＳインデックス（
ＩＥ－ＣＳＩ－ＲＳ）の新たなフィールドの導入の結果として修正される必要がないとい
うことである。また、ＲＩとＩＥ－ＣＳＩ－ＲＳをマルチプレキシングすることは、ＲＩ
が上記ＣＱＩ／ＰＭＩに比べてあまり頻繁に報告されないために有用であり、上記選好さ
れるＥ－ＣＳＩ－ＲＳは、ＲＩと類似にゆっくり変更されるコンポーネントとして考慮さ
れ得る。例えば、ＮＥ＝２であり、ＮＡ＝４である場合、上記ＰＵＣＣＨで伝えられる情
報ビットの全体個数は、１個のビット（選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスのため
に）＋２個のビット（ＲＩのために）＝３個のビットである。別の例で、ＮＥ＝８であり
、ＮＡ＝８である場合、上記ＰＵＣＣＨで伝えられる情報ビットの全体個数は、３個のビ
ット（選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスのために）＋３個のビット（ＲＩのため
に）＝６個のビットである。
【００６８】
　図９Ｂは、本開示の一部実施形態による、８個のアンテナポートを使用するＰＵＣＣＨ
モード１－１サブモード１の例を示している。例えば、ＴＭ Ｘに対して、８個のＣＳＩ
－ＲＳポート及びサブモード１が構成される場合、上記ＰＵＣＣＨフィードバックは、（
ＲＩ、Ｗ１）又は（ＣＱＩ、Ｗ２、ＩＥ－ＣＳＩ－ＲＳ）を伝達する。（ＲＩ、Ｗ１）は
、（ＣＱＩ、Ｗ２、ＩＥ－ＣＳＩ－ＲＳ）よりあまり頻繁にフィードバックされない。
【００６９】
　図１０は、本開示の一部実施形態によるＰＵＣＣＨモード２－１（広域ＣＱＩ／ＰＭＩ
、サブ帯域ＣＱＩ）での周期的ＣＳＩ送信の例を示している。例えば、図１０に示されて
いるＰＵＣＣＨモード２－１での上記周期的ＣＳＩ送信は、上記のような＜表３＞と関連
する実施形態によって具現されることができる。この例で、Ｗ１が報告され、上記選好さ
れるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスが同一のＰＵＣＣＨリソースでＷ１と共にジョイント
フィードバックされる。この配列の一つの利点は、他の残りのＰＵＣＣＨ報告が完全であ
り、同一に維持されることができるということである。また、ＩＥ－ＣＳＩ－ＲＳとＷ１
をマルチプレキシングすることは、Ｗ１が上記ＳＢＣＱＩ／ＰＭＩ（Ｗ２）に比べてあま
り頻繁に報告されないために有用であり、上記選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳは、Ｗ１と類
似にゆっくり変更されるコンポーネントとして考慮され得る。
【００７０】
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　図１１は、本開示の一部実施形態による、ＰＵＣＣＨモード２－１（広域ＣＱＩ／ＰＭ
Ｉ、サブ帯域ＣＱＩ）で周期的ＣＳＩ送信の別の例を示している。例えば、図１１に示さ
れているＰＵＣＣＨモード２－１での上記周期的ＣＳＩ送信は、上記のような＜表３＞と
関連する実施形態によって具現されることができる。この例で、ＲＩ／ＰＴＩが報告され
るサブフレームで、上記選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスが同一のＰＵＣＣＨリ
ソースでＲＩ／ＰＴＩと共にジョイントフィードバックされる。
【００７１】
　一実施形態で、非周期的ＰＵＳＣＨフィードバックの場合で、上記選好されるＥ－ＣＳ
Ｉ－ＲＳインデックス（又はインデックス）は、ジョイントコーディングされることがで
き、ＰＵＳＣＨで上記ＲＩマッピング領域でＲＩと共にフィードバックされることができ
る。例えば、単一の選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳインデックスは、ＰＵＳＣＨで他のＣＳ
Ｉコンテンツと共にフィードバックされ、ここで、上記単一の選好されるＥ－ＣＳＩ－Ｒ
Ｓインデックスは、上記選好されるＥ－ＣＳＩ－ＲＳビームが上記サブ帯域の集合又は全
体ダウンリンクシステム帯域幅にかけて使用されるということを仮定して選択される。
【００７２】
　また、本開示がＥ－ＣＳＩ－ＲＳ及びＡ－ＣＳＩ－ＲＳ（又はＣＲＳ）側面で説明され
るとしても、本開示の実施形態は、第１のＣＳＩ－ＲＳ及び第２ＣＳＩ－ＲＳ（又はＣＲ
Ｓ）に対して適用されることができ、ここで、上記第１のＣＳＩ－ＲＳは、特定ドメイン
で狭いビームを有し、第２のＣＳＩ－ＲＳ（又はＣＲＳ）は、広いビームを有する。
【００７３】
　図１２は、本開示の望ましい実施形態による狭いビームＣＳＩ－ＲＳ送信を示している
。本開示の実施形態は、狭いビームＣＳＩ－ＲＳに対するＣＱＩ及びＰＭＩ送信のための
方法を提供する。例えば、本開示の実施形態は、ＣＳＩ－ＲＳ送信に対する狭いビームパ
ターンを使用することを提供する。図示されているように、０乃至Ｐ－１のアンテナポー
トに対する上記ＣＳＩ－ＲＳの各々は、狭いビームパターンを有し、特定方向に向けてス
テア（steer）される。上記Ｐ個のポートの全ては、実際必要に基づいて所望の領域をカ
バーする広いビームパターンを共に形成する。
【００７４】
　上記狭いビームＣＳＩ－ＲＳ送信を使用する場合、ＵＥは、上記ＣＳＩ－ＲＳが指向性
であるために（すなわち、狭いビーム幅を有するために）、一部他のアンテナポートから
の弱い信号を受信する間に、一部ＣＳＩ－ＲＳアンテナポートからは、強い信号を受信す
る。例えば、上記ポートが広いビームパターンを有している場合、ＵＥ２は、図１２に示
されている上記狭いビームパターンでＣＳＩ－ＲＳポート０から受信される上記反射され
た信号に比べてＣＳＩ－ＲＳポート０からより強い信号電力を受信することができる。一
般的に、狭いＣＳＩ－ＲＳビーム幅を使用する場合、ＵＥは、ｈ０，…，ｈＰ－１でいく
つかのドミナント（dominant）コンポーネントのみを検出することができ、これは、ＣＳ
Ｉ－ＲＳポートが広いビーム幅で構成されてｈ０，…，ｈＰ－１が平均的に類似の電力レ
ベルを有する場合とは異なる。図１３に示されている例でのように、上記伝播環境が多く
のスキャター（scatter）を有していない場合、ＣＳＩ－ＲＳアンテナポートのサブ集合
が支配的である。
【００７５】
　図１３は、本開示の例示的な実施形態による狭いビーム幅のＣＳＩ－ＲＳポートで受信
される信号電力を示している。図示されているように、Ｈ－ＰＭＩ及びＶ－ＰＭＩにより
定義されるグリッド（grid）の各々は、狭いビーム幅のＣＳＩ－ＲＳポートに対応する。
より明るい（例えば、白色）ブロックは、強い信号電力に対応し、これに対して、より暗
い（例えば、黒色）ブロックは、弱い信号電力に対応する。結果的に、ＵＥは、いくつの
ドミナントＣＳＩ－ＲＳアンテナポートのみを識別することができる。ＵＥによってみら
れる上記ドミナントＣＳＩ－ＲＳポートは、時間にかけて変更され得る。しかしながら、
上記変更は、上記変更が主にＵＥ移動及びｅＮＢにより使用される上記ＣＳＩ－ＲＳビー
ムパターンを基にするために比較的遅い。
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【００７６】
　本開示で、ＵＥは、Ｐ個のＣＳＩ－ＲＳポートからの
【数１０】

を選択し、上記対応するポートインデックスをフィードバックするように構成されること
ができる。ここで、上記Ｐ個のＣＳＩ－ＲＳポートは、非ゼロ電力（non-zero-power：Ｎ
ＺＰ）ＣＳＩ－ＲＳ構成を使用して上記ＵＥで構成され得る。上記ＵＥが上記Ｐ個のＣＳ
Ｉ－ＲＳポートからの

【数１１】

個のドミナントＣＳＩ－ＲＳポートを選択したと報告する場合、上記対応するＰＭＩ、Ｃ
ＱＩ及びＲＩは、上記ＣＳＩ－ＲＳポートの全体個数が

【数１２】

という仮定下で導出されフィードバックされる。すなわち、上記ｅＮＢは、上記ＵＥが総
【数１３】

個のアンテナポートを使用する上記レガシーＬＴＥ規格によってＰＭＩ、ＣＱＩ及びＲＩ
を導出したと仮定することができる。ＰＴＩは、また特に
【数１４】

である場合、上記ＵＥ報告に含まれることができる。説明の便宜のために、ＰＴＩは、以
下では省略される。ここで使用されるように、選択されるポートの個数は、選択されるポ
ート個数（selected port number：ＳＰＮ）と称され、選択されるポートのインデックス
は、選択されるポートインデックス（selected port indices：ＳＰＩ）と称される。
【００７７】
　上記ＣＳＩ－ＲＳ送信を使用する場合、上記ＵＥフィードバック報告は、ＳＰＮ、ＳＰ
Ｉ、ＲＩ、ＰＭＩ及びＣＱＩの指示を含むことを必要とすることができ、ここでＲＩ／Ｐ
ＭＩ／ＣＱＩは、従来の広いビームＣＳＩ－ＲＳ送信とは異なる方式で導出される。ｅＮ
Ｂの観点から、ＲＩ／ＰＭＩ／ＣＱＩは、ＳＰＮ／ＳＰＩとジョイントするように解析さ
れる必要がある。
【００７８】
　例えば、上記ＵＥが８個のＣＳＩ－ＲＳポートで構成され、上記フィードバック報告が
ＳＰＮ＝２、ＳＰＩ＝｛１６，１９｝、ＲＩ＝１、ＰＭＩ＝２及びＣＱＩ＝１０を明示し
ていると仮定する。上記ｅＮＢは、上記フィードバック報告を次のように解釈する：ＰＤ
ＳＣＨが上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１６，１９｝でプリコーダ２、すなわち上記２－Ｔｘ
コードブックでの
【数１５】

を適用し、そして他のＣＳＩ－ＲＳ ＡＰ｛１５，１７，１８，２０，２１，２２｝及び
ＣＱＩインデックス１０によって選択されたＭＣＳでゼロ電力を適用して送信される場合
、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率を達成すると期待
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される。類似に、上記ｅＮＢが上記ＰＤＳＣＨ送信で上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１５，２
２｝で上記等価プリコーダ
【数１６】

を適用する場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率を
達成すると期待される。
【００７９】
　別の例で、上記ＵＥが８個のＣＳＩ－ＲＳポートで構成され、上記フィードバック報告
がＳＰＮ＝２、ＳＰＩ＝｛１６，１９｝、ＲＩ＝２、ＰＭＩ＝２及びＣＱＩ＝｛１０，８
｝を明示していると仮定する。上記ｅＮＢは、上記フィードバック報告を次のように解釈
する：ＰＤＳＣＨが上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１６，１９｝で２－階層プリコーダ、すな
わち上記２－Ｔｘコードブックで

【数１７】

を適用し、そして他のＣＳＩ－ＲＳ ＡＰ｛１５，１７，１８，２０，２１，２２｝及び
ＣＱＩインデックス１０及び８によって各々選択された２個の階層（２個のコードワード
）に対するＭＣＳでゼロ電力を適用して送信される場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受
信に対して１０％ブロックエラー確率を達成すると期待される。類似に、上記ｅＮＢが上
記ＰＤＳＣＨ送信で上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１５，２２｝で上記等価プリコーダ

【数１８】

を適用できる場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率
を達成すると期待される。
【００８０】
　第３の例で、上記ＵＥが８個のＣＳＩ－ＲＳポートで構成され、上記フィードバック報
告がＳＰＮ＝４、ＳＰＩ＝｛１６，１９，２０，２２｝、ＲＩ＝１、ＰＭＩ＝２及びＣＱ
Ｉ＝１０を明示していると仮定する。上記ｅＮＢは、上記フィードバック報告を次のよう
に解釈する：ＰＤＳＣＨが上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１６，１９，２０，２２｝で上記４
－Ｔｘコードブックでプリコーダ２、すなわち
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【数１９】

を適用し、そして他のＣＳＩ－ＲＳ ＡＰ｛１５，１７，１８，２１｝及びＣＱＩインデ
ックス１０によって選択されたＭＣＳでゼロ電力を適用して送信される場合、上記ＵＥは
、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率を達成すると期待される。等価
的に、上記ｅＮＢが上記ＰＤＳＣＨ送信で上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１５，２２｝で上記
等価プリコーダ
【数２０】

を適用する場合、上記ｅＮＢは、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率
を達成できると期待する。
【００８１】
　第４の例で、上記ＵＥが８個のＣＳＩ－ＲＳポートで構成され、上記フィードバック報
告がＳＰＮ＝４、ＳＰＩ＝｛１６，１９，２０，２２｝、ＲＩ＝２、ＰＭＩ＝２及びＣＱ
Ｉ＝｛１０，８｝を明示していると仮定する。上記ｅＮＢは、上記フィードバック報告を
次のように解釈する：ＰＤＳＣＨが上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１６，１９，２０，２２｝
で上記４－Ｔｘコードブックで上記２－階層プリコーダを適用し、すなわち
【数２１】

を適用し、そして他のＣＳＩ－ＲＳ ＡＰ｛１５，１７，１８，２１｝及びＣＱＩインデ
ックス１０及び８によって各々選択された２個の階層に対するＭＣＳでゼロ電力を適用し
て送信される場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率
を達成すると期待される。類似に、上記ｅＮＢが上記ＰＤＳＣＨ送信で上記ＣＳＩ－ＲＳ
ポート｛１５，２２｝で上記等価プリコーダ
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【数２２】

を適用する場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率を
達成すると期待される。
【００８２】
　ＳＰＮ及びＳＰＩの指示を含む上記ＵＥフィードバック報告の利点は、フィードバック
オーバーヘッドにおける減少を含み得るということである。例えば、選択をしない場合、
上記ＵＥは、Ｐ個のポートに対応するＰＭＩをフィードバックする必要があり得、これに
対して、選択をする場合、上記ＵＥは、ｐ個のポートに対応するＰＭＩをフィードバック
する必要のみがあり得、ここで、ｐは、Ｐよりはるかに小さいことがある。ポートインデ
ックスでのフィードバックは、上記のろい変更により他の情報のように頻繁に必要となら
ないことがあり、したがって、多くのオーバーヘッドを招けない。別の例で、本開示は、
ハイ－ディメンションＭＩＭＯに対するコードブック設計を顕著に簡略化させることがで
き、すなわち、ｅＮＢは、多くのアンテナ（Ｐ＞８）を具備し、これは、Ｎ＝２，４，８
に対して設計されている既存のコードブックを再使用することを可能にする。例えば、Ｐ
＝３２であり、ｐ＝４と仮定する。上記３２個のアンテナポートに対するコードブックを
再設計する代りに、本開示は、一部実施形態で、３ＧＰＰ ＬＴＥリリース（Release）－
８ ２－Ｔｘ、４－Ｔｘ及び８－Ｔｘコードブックを再使用することができる。さらに別
の例で、上記ＵＥの複雑度は、ＵＥがｐ個のポートに基づいてフィードバック報告を構成
する必要のみがあるために減少され得る。別の例で、本開示の実施形態は、広いＣＳＩ－
ＲＳビームに比べてより効率的なチャンネル推定をすることができる。直観的に、ＵＥが
上記ドミナントポートを検出する限り、狭いＣＳＩ－ＲＳビームを使用する場合、上記Ｕ
Ｅは、上記チャンネルを概略的に知るようになって、これに対して、広いＣＳＩ－ＲＳポ
ートを使用する場合、上記ＵＥは、上記ドミナントＣＳＩ－ＲＳポートの情報に基づいて
上記ＵＥのチャンネルに対する多くの部分を推論できない。
【００８３】
　本開示は、ＵＥがＳＰＮ／ＳＰＩを決定する少なくとも二つの方法を提供する。一実施
形態で、上記ｅＮＢは、ＳＰＮ又はＳＰＩ又は両方ともをＲＲＣシグナリング又は一例で
下記＜表５＞及び＜表６＞を参照して説明される非周期的ＣＳＩ報告をトリガーするＤＣ
Ｉフォーマットに含まれているフィールドに値を設定することにより構成する。別の実施
形態で、上記ＵＥは、望ましいＳＰＮ及びＳＰＩを別個に又はジョイントするように選択
するか；又は上記ＵＥは、ＳＰＮ／ＳＰＩ／ＣＱＩ／ＲＩ／ＰＭＩをジョイントするよう
に選択する。
【００８４】
　ＳＰＮ及びＳＰＩのジョイント選択に対して、上記ＵＥは、他のアンテナポートからの
受信信号電力に基づいてＳＰＮ及びＳＰＩをジョイントするように決定するか又は上記ｅ
ＮＢは、他のアンテナポートからの受信信号電力のＵＥ報告に基づいてＳＰＮ及びＳＰＩ
をジョイントするように決定する。下記で説明される例示的な実施形態がＵＥ選択観点で
説明されるとしても、下記で説明される実施形態は、またＳＰＮ又はＳＰＩ又は両方とも
のｅＮＢ構成に基づいて実行され得る。
【００８５】
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　図１４は、本開示の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の例を示している。
この望ましい実施形態で、上記ＵＥは、上記信号電力が臨界値を超過するポートを選択す
る。上記臨界値は、上記ＵＥにより決定されるか又はｅＮＢにより構成される。上記選択
されたアンテナポートで条件化される場合、上記ＵＥは、ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを計算す
る。このような接近方式の一例が図１４に示されており、ここで、上記臨界値に基づいて
、ポート０、１、４が選択される。上記アンテナポートの選択された個数が上記コードブ
ックによりサポートされない場合、上記臨界値は、調整され得、したがって、上記ＣＳＩ
－ＲＳポートの選択された個数は、上記コードブックによりサポートされる。例えば、臨
界値は、増加されることができ、したがって、ポート１及びポート４が選択される。
【００８６】
　図１５は、本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示し
ている。この望ましい実施形態で、上記ＵＥは、まず上記ポートの受信電力に基づいて上
記ポートを整列し（降順に）、そしてから上記最初の
【数２３】

アンテナポートを選択して上記
【数２４】

個のポートの合算電力が全てのポートでの全体受信電力の特定百分率、一例で下記＜数式
１＞による百分率を超過するようになる：
【００８７】
【数２５】

【００８８】
　ここで、η∈（０，１）は、ＵＥ具現によって決定され得るか又はｅＮＢによって構成
され得る。そし、
【数２６】

及びＳＰＩは、上記最初の
【数２７】

個のポートのポートインデックスに対応する。このような接近方式の一例は、図１５に示
されており、ここで、η＝５０％であり、ポート１及びポート４が選択される。
【００８９】
　図１６は、本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示し
ている。この望ましい実施形態で、上記ＵＥは、特定方式でＰ個のアンテナポートをグル
ープ化する。上記ＵＥが一個のグループ内の一つ以上のアンテナポートから臨界値より大
きい信号電力を受信する場合、上記ＵＥは、上記グループで最大の電力を有するポートの
みを選択する。上記臨界値は、上記ＵＥにより決定される。上記グループは、上記ＵＥに
より決定されるか又はｅＮＢ構成に基づいて決定される。この例で、固定ＳＰＮが与えら
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て、したがって、より高いランク送信の可能性を増加させる。このような接近方式の一例
が図１６に示されており、図１６では、二つのグループが存在する。グループ１で、二つ
のアンテナポートが上記臨界値を超過するが、上記ＵＥは、より強いポート１のみを選択
する。
【００９０】
　ＳＰＮ、ＳＰＩ、ＰＭＩ、ＲＩ及びＣＱＩに対するジョイント選択に対して、上記ＵＥ
は、他のＣＳＩ（ＣＱＩ、ＲＩ及びＰＭＩ）と共にＳＰＮ／ＳＰＩをジョイントするよう
に決定する。この例で、上記ＵＥは、上記ポート選択の全ての可能な組合せに対してＣＱ
Ｉ及びＰＭＩを計算することができ、上記最も良好したＣＱＩと関連するＰＭＩ／ＳＰＮ
／ＳＰＩを選択することができる。しかしながら、上記ＵＥは、複雑度も減少させるため
に、このような値を計算する別の方法を使用することができる。
【００９１】
　図１７は、本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示し
ている。この望ましい実施形態で、上記ＵＥは、ポート選択の全ての可能な組合せの各々
に条件化されたＣＱＩ及びＰＭＩを計算し、上記最も良好したＣＱＩと関連するＣＱＩ／
ＰＭＩ／ＳＰＮ／ＳＰＩを選択する。このような接近方式の一例が図１７に示されている
。全てのアンテナポートを選択することが最も良好したＣＱＩを算出することであるとい
うことは、真実ではない。これは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａで、上記ｅＮＢが常数電力変調（
constant power modulation）であるためであり、すなわち、現在のコードブックに含ま
れているコードブックが定モジュラスであるからである。すなわち、上記ｅＮＢは、上記
ＵＥに送信される全てのポートに対して電力を同一に割り当てる必要があり得、したがっ
て、上記ＵＥは、より小さな信号電力を受信するポートを選択しないことが望ましいこと
がある。
【００９２】
　図１８は、本開示の別の望ましい実施形態によるＳＰＮ／ＳＰＩの決定の別の例を示し
ている。この望ましい実施形態で、上記ＵＥは、図１４、図１５及び図１６を参照して上
述したような実施形態のうち一つに基づいて一部アンテナポートを事前選択することがで
きる。その次に、上記ＵＥは、受信信号電力が特定臨界値を超過するポートの全ての可能
な組合せの各々に条件化されたＣＱＩ及びＰＭＩを計算する。この臨界値は、上記ＵＥに
より決定される。その次に、上記ＵＥは、最も良好したＣＱＩと関連するＰＭＩ／ＳＰＮ
／ＳＰＩを選択する。この望ましい実施形態で、図１４を参照して説明されたような実施
形態に比べて、図１５を参照して上述したような実施形態の一つの利点は、上記複雑度が
上記より小さな探索空間によって減少されるということである。
【００９３】
　ｅＮＢによる上位階層（例えば、ＲＲＣ）構成に対して、上記ｅＮＢは、上記ＵＥに対
してＳＰＮを構成する。このような構成（例えば、制約）に基づいて、上記ＵＥは、図１
４乃至図１８を参照して上述したような実施形態のうちいずれでも適用してＳＰＩ／ＣＱ
Ｉ／ＰＭＩ／ＲＩを導出することができる。ＳＰＮは、ＲＲＣシグナリングを通してｅＮ
Ｂによりシグナルされるか又は非周期的ＣＳＩ報告をトリガーするＤＣＩフォーマットに
含まれているＣＳＩ要求フィールドに含まれる値により設定される。下記の＜表５＞は、
ＣＳＩ要求表でＵＥ特定探索空間でアップリンクＤＣＩフォーマットを有するＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨに対する例示的なＣＳＩ要求フィールドを提供する。
【００９４】
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【表５】

【００９５】
　この例で、上記ＣＳＩ要求フィールドが‘０１’に設定されている場合、上記ＵＥは、
図１４乃至図１８を参照して上述したような実施形態のうちいずれでも適用してＳＰＮ／
ＳＰＩを決定することができる。上記ＣＳＩ要求フィールドが‘１０’に設定されている
場合、上記ＵＥは、上記構成されたＳＰＮの第１の値、一例でＳＰＮ＝１を使用してＳＰ
Ｉ／ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを決定する。上記ＣＳＩ要求フィールドが‘１１’に設定され
ている場合、上記ＵＥは、上記構成されたＳＰＮの第２の値、一例でＳＰＮ＝２を使用す
る。
【００９６】
　別の望ましい実施形態で、上記ｅＮＢは、ＳＰＮ及びＳＰＩの複数の組合せ（又は集合
）を構成する。その次に、上記ＵＥは、上記構成の各々に基づいてＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩ
を計算し、最も良好したＣＱＩを有する一つを選択する。ＳＰＮは、ＲＲＣシグナリング
を通してｅＮＢによりシグナルされるか又は非周期的ＣＳＩ報告をトリガーするＤＣＩフ
ォーマットに含まれているＣＳＩフィールドに含まれている値に設定される。下記の＜表
６＞は、ＣＳＩ要求表でＵＥ特定探索空間でアップリンクＤＣＩフォーマットを有するＰ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨに対する例示的なＣＳＩ要求フィールドを提供する。
【００９７】
【表６】

【００９８】
　この例で、上記ＣＳＩ要求フィールドが‘０１’に設定されている場合、上記ＵＥは、
図１４乃至図１８を参照して上述したような実施形態のうちいずれか一つでも適用してＳ
ＰＮ／ＳＰＩを決定することができる。上記ＣＳＩ要求フィールドが‘１０’に設定され
ている場合、上記ＵＥは、上記構成されたＳＰＮの最初の値、一例でＳＰＮ＝１、ＳＰＩ
＝０を使用してＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを導出する。上記ＣＳＩ要求フィールドが‘１１’
に設定されている場合、上記ＵＥは、上記構成されたＳＰＮの第２の値、一例でＳＰＮ＝
２、ＳＰＩ＝｛０，２｝を使用する。
【００９９】
　本開示は、ＳＰＮ／ＳＰＩのフィードバックのための多様なメカニズムを提供する。望
ましい一実施形態で、ＵＥは、ＳＰＩビットマップを有するフルフィードバック（full f
eedback）を提供することができる。この例で、上記ＵＥは、ポートインデックスビット
マップ（ｐ０，…，ｐＰ－１）を選択し、ここで、ｐｉ＝１はＣＳＩ＝ＲＳポートｉを意
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味する。この例で、ＳＰＮは、上記ＳＰＩビットマップに含まれている１の個数に対応す
る。
【０１００】
　別の望ましい実施形態で、ＵＥは、ＳＰＮ及びＳＰＩに対する別途のフィードバックフ
ィールドを提供することができる。この例で、ＳＰＮ及びＳＰＩは、別途にフィードバッ
クされ、特定圧縮がＳＰＮで条件化されたＳＰＩをフィードバックするのに適用されるこ
とができる。上位階層構成ＳＰＮの一例で、ＳＰＮをフィードバックする必要がなく、こ
れによってＳＰＮは、フィードバックされない。ＳＰＮ＝ｐで条件化される場合、
【数２８】

個のビットが全体Ｐ個のＣＳＩ－ＲＳポートが送信されるという仮定の下に、ＳＰＩをフ
ィードバックするために必要となり、ここで、

【数２９】

は、Ｐ個の異なるインデックスのうち、ｐ個のインデックスを選択するための組合せの全
体個数であり、Ｐ＞ｐである。例えば、Ｐ＝８である場合、ＳＰＮで条件化されたＳＰＩ
をフィードバックするために必要となるビットは、下記＜表７＞によって提供されること
ができる。
【０１０１】

【表７】

【０１０２】
　ＵＥ選択ＳＰＮの例で、２個のビットが｛１，２，４，８｝の値を有するＳＰＮをフィ
ードバックするために使用され得る。ＳＰＩ／ＳＰＮが図１６、＜表５＞又は＜表７＞を
参照して上述したような実施形態に基づいて計算される場合（すなわち、特定アンテナグ
ループ化が適用され、このグループ化がｅＮＢにより構成される場合）、圧縮がＳＰＩフ
ィードバックのためのビットを減少させるために適用され得る。
【０１０３】
　別の望ましい実施形態で、ＵＥは、ＳＰＮ及びＳＰＩに対するジョイントフィールド（
すなわち、選択されたポート個数及びインデックス（selected port number and index：
ＳＰＮＩ）インデックス）を使用することができる。この実施形態は、上記ｅＮＢがＳＰ
Ｎ及びＳＰＩの組合せの集合を構成する場合に使用されることができ、上記組合せの各々
は、固有なインデックスを有する。その次に、上記ＵＥは、上記ＳＰＮ／ＳＰＩの組合せ
を選択し、上記ＳＰＮ／ＳＰＩの組合せと関連する上記インデックスをフィードバックす
る。下記の＜表８＞は、ジョイントＳＰＮ／ＳＰＩフィードバックの一例を示している。
【０１０４】
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【表８】

【０１０５】
　この実施形態は、このポート選択手順からの多くの利得を発生させる又は有することに
対する高い確率を有するＳＰＮ／ＳＰＩの組合せを構成することによって、フィードバッ
クオーバーヘッドを減少させるためにＳＰＮ／ＳＰＩの相関を活用することを許可する。
例えば、この実施形態は、隣接ポート、例えば、（０，１）又は（２，３）を報告する必
要を除去又は減少させることができ、ここで、上記二つのポートのビームパターンは、多
くのオーバーラップを有することができ、したがって、大きな干渉を招くことがある。さ
らに、この実施形態は、ＳＰＮに対する最大の値（すなわち、ｐｍａｘ、この例では２で
ある）が上記ＣＳＩ－ＲＳポートの個数‘Ｐ’より小さいように、すなわちｐｍａｘ＜Ｐ
になるように構成されることができる。実際に、高いランク送信（例えば、ＲＩ＞２）は
、頻繁に存在しなく、これは、多くの別途のポートからの充分の電力を受信するＵＥの小
さな可能性（例えば、ＳＰＮ＞２）を意味する。現実的な伝播条件下で、高い確率で、大
きい電力を有する経路（例えば、クラスター（cluster））の個数は、ＣＳＩ－ＲＳポー
トの個数より小さく、４、８又はそれ以上になるように構成され得る。
【０１０６】
　別の望ましい実施形態で、ＳＰＮは、明示的に（explicitly）フィードバックされなく
、ＲＩはＳＰＮと連結し、例えば、ＳＰＮ＝ＲＩである。例えば、最も現実的なシナリオ
で、４より高いランクを有する送信は一般的ではなく、この場合、ＲＩ及びＳＰＩは、高
く相関されると予測される。ＲＩにより概略的に指示され得る、上記チャンネル行列の効
率的なランク（例えば、十分に大きな固有値（eigenvalue）の個数）は、上記ＵＥが充分
の電力を受信するポートの個数に対応し得る。各ＣＳＩ－ＲＳポートのビーム幅は狭く、
したがって、一個のドミナント経路のみが各ポートから区別され得る（すなわち、各ポー
トは、独自にランク－１送信のみをサポートすることができる）。下記の＜表９＞は、Ｓ
ＰＮと連結するＲＩの例を示している。
【０１０７】
【表９】
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　この望ましい実施形態で、上記ＵＥは、識別プリコーディング行列がＰＤＳＣＨ送信の
間に適用され、同一の電力が全ての選択されたアンテナポートに割り当てられるという仮
定に基づいてＳＰＩ及びＣＱＩを導出する。いずれのｅｘｐｌｉｃｉｔ ＰＭＩもフィー
ドバックされない。ここで、上記ＳＰＩの解析は、上記ＲＩのシグナルされた値（＝ＳＰ
Ｎ）を基盤とする。例えば、図１５を参照して上述したような実施形態と類似に、ＳＰＩ
に対して割り当てられるビットの個数は、非周期的フィードバックの場合には、同時にシ
グナルされているＲＩ値を基盤とするか又は周期的フィードバックの場合には、最後の報
告されたＲＩ値を基盤とする。ＲＩとＳＰＩビットの個数間の例示的な関係が下記の＜表
１０＞に示されている。
【０１０９】
【表１０】

【０１１０】
　例えば、上記ＵＥが８個のＣＳＩ－ＲＳポートで構成され、上記フィードバック報告が
ＲＩ＝２、ＳＰＩ＝｛１６，１９｝、ＰＭＩ＝２及びＣＱＩ＝｛１０，８｝を明示してい
ると仮定する。上記ｅＮＢは、上記フィードバック報告を次のように解釈する：ＰＤＳＣ
Ｈが上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１６，１９｝で２－階層プリコーダを適用し、すなわち上
記２－Ｔｘコードブックで

【数３０】

を適用し、そして他のＣＳＩ－ＲＳ ＡＰ｛１５，１７，１８，２０，２１，２２｝及び
ＣＱＩインデックス１０及び８によって各々選択された２個の階層（２個のコードワード
）に対するＭＣＳでゼロ電力を適用して送信される場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受
信に対して１０％ブロックエラー確率を達成すると期待される。類似に、上記ｅＮＢが上
記ＰＤＳＣＨ送信で上記ＣＳＩ－ＲＳポート｛１５，２２｝で上記等価プリコーダ
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【数３１】

を適用する場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨ受信に対して１０％ブロックエラー確率を
達成すると期待される。
【０１１１】
　これとは異なり、ＲＩ及びＳＰＩは、ジョイントコーディングされ得る。Ｐ＝４に対す
る一例が下記＜表１１＞に示されている。
【０１１２】

【表１１】

【０１１３】
　本開示の多様な実施形態は、ＰＵＳＣＨを使用して非周期的ＣＳＩ報告を提供する。一
実施形態で、上記ｅＮＢは、Ｐ個のＣＳＩ－ＲＳポートで上記ＵＥを構成し、上記ＵＥは
、Ｍ個のアンテナを有する。上記ＵＥは、上記Ｐ個のＣＳＩ－ＲＳポート、ｈ０，…，ｈ

Ｐ－１に対するチャンネルを測定し、ここでｈｉ∈ＣＭは、周波数－選択的であり得る。
【０１１４】
　ＳＰＩのフィードバックに対して、ＰＵＳＣＨを使用する非周期的ＣＳＩ報告において
、ＵＥは、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０４で表７．２．１－１で
与えられ、次に説明される次のようなＣＳＩ報告モードのうち一つを使用して同一のＰＵ
ＳＣＨでＣＱＩ及びＰＭＩ及び対応するＲＩ及びＳＰＩをフィードバックするために上位
階層によって準固定的に構成される。上記ＵＥは、上記全体帯域又はサブ帯域に対してＳ
ＰＩを選択し、広域又はサブ帯域で上記選択されたＳＰＮ及びＳＰＩによってＰＭＩ、Ｒ
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Ｉ及びＣＱＩを導出する。ＳＰＮ／ＳＰＩは、全ての送信モードに対して報告される。上
記報告モードは、複数の（サブ帯域）ＳＰＮ及びＳＰＩ又は単一（広域）ＳＰＮ及びＳＰ
Ｉで構成され得る。
【０１１５】
　ＳＰＮ及びＳＰＩに対する重要性及び対応する現実性要求事項を考慮する場合、本開示
の実施形態は、ＳＰＩが上記構成されたサービングセルに対して（又は上記構成されたＣ
ＳＩプロセスに対して）ＣＱＩ／ＰＭＩとジョイントコーディングされるということを提
供する。上記ジョイントコーディングされるビットは、上記ＰＵＳＣＨのＣＱＩ／ＰＭＩ
領域にマッピングされる。上記チャンネルコーディングブロックに進入する前に、サービ
ングセル（又はＣＳＩプロセス）に対する上記ＳＰＩ情報ビットは、上記対応するＣＱＩ
／ＰＭＩ情報ビットに対して添付又は先行される。追加的に、ＳＰＮは、サービングセル
に対して（又は各ＣＳＩプロセスに対して）ＲＩとジョイントコーディングされる。上記
ジョイントコーディングされたビットは、上記ＰＵＳＣＨのＲＩ領域にマッピングされる
。上記チャンネルコーディングブロックに進入する前に、サービングセル（又はＣＳＩプ
ロセッサー）に対するＳＰＮ情報ビットは、上記対応するＲＩ情報ビットに対して添付又
は先行される。この例示的な実施形態で、上記ＵＣＩは、図１９によって上記ＰＵＳＣＨ
にマッピングされ得る。
【０１１６】
　図１９は、本開示の望ましい実施形態によるＰＵＳＣＨに対するアップリンク制御情報
（uplink control information：ＵＣＩ）マッピングを示している。
　下記＜表１２＞は、ＰＵＳＣＨ ＣＳＩ報告モードに対するＣＱＩ及びＰＭＩフィード
バックタイプを示している。
【０１１７】
【表１２】

【０１１８】
　図２０は、本開示の多様な実施形態による広域フィードバックモードでのＳＰＮ／ＳＰ
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Ｉフィードバックを示している。広域フィードバックに対して、フィードバックモード１
－２で、構成される場合、上記ＳＰＩ及びＳＰＮのフィードバックは、サブ帯域又は広域
であり得る。サブ帯域ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記ＵＥは、上記サブ帯域の各々に対す
るＳＰＩ／ＳＰＮを計算及びフィードバックする。広域ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記Ｕ
Ｅは、上記Ｓサブ帯域に基づいてＳＰＩ／ＳＰＮを計算し、単一ＳＰＩ／ＳＰＮをフィー
ドバックする。
【０１１９】
　図２１は、本開示の多様な実施形態によるＵＥ選択サブ帯域フィードバックモードでの
ＳＰＮ／ＳＰＩフィードバックを示している。フィードバックモード２－０で、構成され
る場合、ＳＰＩ及びＳＰＮのフィードバックは、サブ帯域又は広域であり得る。サブ帯域
ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記ＵＥは、上記ＵＥ選択サブ帯域の各々に対してＳＰＩ／Ｓ
ＰＮを計算及びフィードバックする。広域ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記ＵＥは、上記全
体選択されたサブ帯域に基づいてＳＰＩ／ＳＰＮを計算し、単一ＳＰＩ／ＳＰＮをフィー
ドバックする。この場合、ＳＰＩ／ＳＰＮは、ｅＮＢプリコーディング又はビームフォー
ミングに対して“概略的ＰＭＩ”として使用され得る。
【０１２０】
　フィードバックモード２－２で、構成される場合、上記ＳＰＩ及びＳＰＮのフィードバ
ックは、サブ帯域又は広域であり得る。サブ帯域ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記ＵＥは、
上記ＵＥ選択サブ帯域の各々に対してＳＰＩ／ＳＰＮを計算及びフィードバックする。広
域ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記ＵＥは、上記全体選択されたサブ帯域に基づいてＳＰＩ
／ＳＰＮを計算し、単一ＳＰＩ／ＳＰＮをフィードバックする。この場合、ＳＰＩ／ＳＰ
Ｎは、ｅＮＢプリコーディング又はビームフォーミングに対してＰＭＩとジョイントする
ように使用され得る。
【０１２１】
　図２２は、本開示の多様な実施形態による上位階層構成フィードバックモードでのＳＰ
Ｎ／ＳＰＩフィードバックを示している。フィードバックモード３－０で、構成される場
合、上記ＳＰＩ及びＳＰＮのフィードバックは、サブ帯域又は広域であり得る。サブ帯域
ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記ＵＥは、各上位階層構成サブ帯域に対するＳＰＩ／ＳＰＮ
を計算及びフィードバックする。広域ＳＰＩ／ＳＰＮの場合で、上記ＵＥは、上記全体上
位階層構成されたサブ帯域に基づいてＳＰＩ／ＳＰＮを計算し、単一ＳＰＩ／ＳＰＮをフ
ィードバックする。この場合、ＳＰＩ／ＳＰＮは、ｅＮＢプリコーディング又はビームフ
ォーミングに対して“概略的ＰＭＩ”として使用され得る。
【０１２２】
　フィードバックモード３－１で、構成される場合、上記ＳＰＩ及びＳＰＮのフィードバ
ックは、広域であり得る。上記ＵＥは、上記全体上位階層構成サブ帯域に基づいてＳＰＩ
／ＳＰＮを計算し、単一ＳＰＩ／ＳＰＮをフィードバックする。この場合、ＳＰＩ／ＳＰ
Ｎは、ｅＮＢプリコーディング又はビームフォーミングに対してＰＭＩとジョイントする
ように使用されることができる。
【０１２３】
　ここで説明されるＣＳＩ－ＲＳ送信を使用する場合、本開示は、３ＧＰＰ ＴＳ３６．
２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０４に基づいて次のような内容を提供する。上記ＵＥは、
上記データがＣＳＩ－ＲＳポートのサブ集合のみで送信され、これに対して上記サブ集合
に含まれていないポートは、送信のために使用されないという（ゼロ電力）仮定によりＲ
Ｉ、ＰＭＩ及びＣＱＩを導出する。上記ＵＥが使用するコードブックは、上記サブ集合に
含まれているアンテナポートの個数により決定される。例えば、上記ＵＥが８個のＣＳＩ
－ＲＳポート、｛１５，２２｝で構成され、上記ポート｛１６，１９｝で条件化されるＲ
Ｉ／ＰＭＩ／ＣＱＩを計算する場合、上記ＵＥは、上記ＰＤＳＣＨのみをポート｛１６，
１９｝を通して送信し、上記他のポート｛１５，１７，１８，２０，２１，２２｝の全て
が使用されないと仮定する。上記ＵＥは、２個のアンテナポートに対する上記コードブッ
クを使用することによって、ＲＩ／ＰＭＩ／ＣＱＩを計算する。上記ＣＱＩインデックス
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４０４の表７．２．３－１に与えられているようである。
【０１２４】
　時間及び周波数で制限されない観察区間に基づいて、上記ＵＥは、アップリンクサブフ
レームｎで報告される各ＣＱＩ値に対して、次のような条件を満足させる３ＧＰＰ ＴＳ
３６．２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０４の表７．２．３－１で１と１５との間の最高の
ＣＱＩインデックス又はＣＱＩインデックス１が次のような条件を満足させない場合、Ｃ
ＱＩインデックス０を導出する。上記条件は、次のようである：ポート選択の組合せ（Ｓ
ＰＮ及びＳＰＩ）を使用する単一ＰＤＳＣＨトランスポートブロック（transport block
）、上記ＣＱＩインデックスに対応する変調方式及びトランスポートブロックサイズ及び
上記ＣＳＩ基準リソースと称されるダウンリンク物理リソースブロックのグループを占有
することは、０．１を超過しないトランスポートブロックエラー確率で受信されることが
できる。
【０１２５】
　ＵＥがＳＰＮ／ＳＰＩを報告するように構成される場合、上記ＵＥは、Ｐ個の構成され
たＣＳＩ－ＲＳポートのうち
【数３２】

個、例えば、ポート

【数３３】

を選択し、Ｐｉ∈｛１５…１４＋Ｐ｝、ｉ＝０、
【数３４】

である。上記選択された
【数３５】

個のポートで条件化される場合、上記ＵＥは、上記ＣＱＩインデックス、また構成される
場合、ＰＭＩ及びＲＩを導出するための目的のために次のような内容を仮定する：１）最
初の３個のＯＦＤＭシンボルが制御シグナリングによって占有される、２）基本又は補助
同期信号又はＰＢＣＨにより使用されるリソースエレメントが存在しない、３）非－ＭＢ
ＳＦＮサブフレームのＣＰ長さ、４）リダンダンシーバージョン（redundancy version）
０、及び５）ＣＳＩ－ＲＳがチャンネル測定値に対して使用される場合、ＰＤＳＣＨ Ｅ
ＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ ＥＰＲＥの比は、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２
５４０４のセクション７．２．５に与えられているようである。
【０１２６】
　送信モード９ ＣＳＩ報告に対して、ＣＲＳ ＲＥは非－ＭＢＳＦＮサブフレームでのよ
うに存在する；そして、上記ＵＥがＰＭＩ／ＲＩ報告のために構成されている場合、上記
ＵＥ－特定基準信号オーバーヘッドは、最も最近に報告されたランクと一致し；ｖ個の階
層に対するアンテナポート｛７…６＋ｖ｝でのＰＤＳＣＨ信号は、
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【数３６】

のように与えられる、アンテナポート

【数３７】

で送信される対応するシンボルに等価である信号を招くことができ、ここで、
【数３８】

は、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１１ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０２のセクション６．３．３．２
の階層マッピングからのシンボルのベクトルであり、
【数３９】

であり、ここで、
【数４０】

は、最大有用なＣＳＩ－ＲＳポートであり、Ｐは、構成されるＣＳＩ－ＲＳポートの個数
で、ただ１個のＣＳＩ－ＲＳが構成される場合、Ｗ（ｉ）は、１であり、上記ＵＥ－特定
基準信号オーバーヘッドは、１２個のＲＥであり；１個以上のＣＳＩ－ＲＳポートが構成
される場合、Ｗ（ｉ）は、ｘ（ｉ）に適用可能な報告されたＰＭＩに対応するプリコーデ
ィング行列である。上記アンテナポート

【数４１】

で送信される対応するＰＤＳＣＨ信号は、セクション７．２．５で与えられた比と同一の
ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ ＥＰＲＥの比を有する。
【０１２７】
　送信モード１０ ＣＳＩ報告に対して、ＣＳＩプロセスがＰＭＩ／ＲＩ報告無しで構成
される場合：
【数４２】

が１である場合、ＰＤＳＣＨ送信は、単一アンテナポート、ポート７に存在する。上記ア
ンテナポート｛７｝でのチャンネルは、上記関連するＣＳＩ－ＲＳリソースのアンテナポ
ート｛１５｝でのチャンネルから推論される。ＣＲＳ ＲＥは非－ＭＢＳＦＮサブフレー
ムでのように存在する。上記ＵＥ－特定基準信号オーバーヘッドは、ＰＲＢペア（pair）
別に１２個のＲＥである。それとも、
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【数４３】

が２である場合、上記ＰＤＳＣＨ送信方式は、上記アンテナポート｛０，１｝でのチャン
ネルが各々上記関連するＣＳＩリソースのアンテナポートからのチャンネル｛Ｐ０，Ｐ１

｝から推論されるという点を除いて、アンテナポート｛０，１｝で３ＧＰＰ ＴＳ３６．
２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０４のセクション７．１．２に定義されているような送信
ダイバーシティ方式を仮定する。

【数４４】

が４である場合、上記ＰＤＳＣＨ送信方式は、上記アンテナポート｛０，１，２，３｝で
のチャンネルが各々上記関連するＣＳＩ－ＲＳリソースのアンテナポートでのチャンネル
｛Ｐ０，Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３｝から推論されるという点を除いて、アンテナポート｛０，１
，２，３｝で３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０４のセクション７．１
．２に定義されているような送信ダイバーシティ方式を仮定する。上記ＵＥは、ＰＭＩ／
ＲＩ報告無しで構成されるＣＳＩプロセスと関連するＣＳＩ－ＲＳリソースに対して４個
を超過するアンテナポートで構成されると期待されない。上記ＣＲＳ ＲＥのオーバーヘ
ッドは、上記関連するＣＳＩ－ＲＳリソースのアンテナポートの個数と同一の個数のアン
テナポートを仮定している。ＵＥ－特定基準信号オーバーヘッドは０である。
【０１２８】
　送信モード１０ ＣＳＩ報告に対して、ＣＳＩプロセスがＰＭＩ／ＲＩで構成される場
合：ＣＲＳ ＲＥはＭ非－ＭＢＳＦＮサブフレームでのように存在する；上記ＵＥ－特定
基準信号オーバーヘッドは、最も最近に報告されたランクと一致し、ｖ個の階層に対する
アンテナポート｛７…６＋ｖ｝でのＰＤＳＣＨ信号は、

【数４５】

のように与えられる、アンテナポート
【数４６】

で送信される対応するシンボルに等価である信号を招くことができ、ここで、
【数４７】

は、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１１ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０２のセクション６．３．３．２
の階層マッピングからのシンボルのベクトルであり、
【数４８】

であり、ここで、
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は、上記関連するＣＳＩ－ＲＳリソースのアンテナポートの個数であり、Ｐ＝１である場
合、Ｗ（ｉ）は１であり、上記ＵＥ－特定基準信号オーバーヘッドは、１２個のＲＥであ
り；Ｐ＞１である場合、Ｗ（ｉ）は、ｘ（ｉ）に適用可能な報告されたＰＭＩに対応する
プリコーディング行列である。上記アンテナポート

【数５０】

で送信される対応するＰＤＳＣＨ信号は、セクション７．２．５で与えられた比と同一の
ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ ＥＰＲＥの比を有することができる。また、上記ＵＥは、ＣＳ
Ｉ－ＲＳ及びゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳに対して割り当てられたＲＥが存在しなく、ＰＲＳの
ために割り当てられたＲＥが存在しないと仮定し、また上記ＵＥに対して現在構成されて
いる送信モード（上記デフォルトモード（default mode）であり得る）に基づいて３ＧＰ
Ｐ ＴＳ３６．２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０４の表７．２．３－０により与えられるＰ
ＤＳＣＨ送信方式を仮定する。ＣＲＳがチャンネル測定値のために使用される場合、上記
ＰＤＳＣＨ ＥＰＲＥ対セル特定ＲＳ ＥＰＲＥの比は、上記ρＡの期待を使用して３ＧＰ
Ｐ ＴＳ３６．２１３ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０４のセクション５．２に与えられているよ
うであり、上記ρＡは：ｉ）上記ＵＥが４個のセル特定アンテナポートを使用する送信モ
ード２又は４個のセル特定アンテナポートを使用する送信モード３で構成され、上記関連
するＲＩが１と同一である場合、いずれの変調方式に対してでもρＡ＝ＰＡ＋Δｏｆｆｓ

ｅｔ＋１０ｌｏｇ１０（２）［ｄＢ］であり；ｉｉ）又は他の場合には、いずれの変調方
式及びいずれの個数の階層に対してでもρＡ＝ＰＡ＋Δｏｆｆｓｅｔ［ｄＢ］である。上
記シフトΔｏｆｆｓｅｔは、上位階層シグナリングにより構成される上記パラメータ非－
ＰＤＳＣＨ－ＲＳ－ＥＰＲＥ－オフセット（ｎｏｎ－ＰＤＳＣＨ－ＲＳ－ＥＰＲＥ－Ｏｆ
ｆｓｅｔ）によって与えられる。
【０１２９】
　上記のような説明で、上記ＵＥは、上記ＵＥがＴＭ９又はＴＭ１０で構成されるとして
も、ＳＰＮ／ＳＰＩをフィードバックするように構成され得るということが仮定される。
上記レガシー動作との干渉を減少させるために、本開示は、ＵＥがＳＰＩ／ＳＰＮフィー
ドバック（ＦＤ－ＭＩＭＯに対する）と関連する新たなＴＭで構成される場合のみに次の
ような仮定に基づいてＵＥがＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩを計算するということを提供する。上
記選択された

【数５１】

個のポートで条件化される場合、上記ＵＥは、上記ＣＱＩインデックス及び構成される場
合、ＰＭＩ及びＲＩを導出するための目的のために次のような内容を仮定する：ｉ）ＣＲ
Ｓ ＲＥは、非－ＭＢＳＦＮサブフレームでのように存在する；ｉｉ）上記ＵＥ－特定基
準信号オーバーヘッドは、最も最近に報告されたランクと一致し；ｖ個の階層に対するア
ンテナポート｛７…６＋ｖ｝でのＰＤＳＣＨ信号は、
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【数５２】

のように与えられる、アンテナポート

【数５３】

で送信される対応するシンボルに等価である信号を招くことができ、ここで、
【数５４】

は、３ＧＰＰ ＴＳ３６．２１１ ＣＲ、Ｒ１－１２５４０２のセクション６．３．３．２
の階層マッピングからのシンボルのベクトルであり、
【数５５】

であり、ここで、
【数５６】

は、上記関連するＣＳＩ－ＲＳリソースのアンテナポートの個数であり、Ｐ＝１である場
合、Ｗ（ｉ）は１であり、上記ＵＥ－特定基準信号オーバーヘッドは１２個のＲＥであり
；Ｐ＞１である場合、Ｗ（ｉ）は、ｘ（ｉ）に適用可能な報告されたＰＭＩに対応するプ
リコーディング行列である。上記アンテナポート

【数５７】

で送信される対応するＰＤＳＣＨ信号は、セクション７．２．５で与えられた比と同一の
ＥＰＲＥ対ＣＳＩ－ＲＳ ＥＰＲＥの比を有することができる。
【０１３０】
　一方、以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特
許請求の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められる本発明の範囲及び精神を
逸脱することなく、形式や細部の様々な変更が可能であることは、当該技術分野における
通常の知識を持つ者には明らかである。
【符号の説明】
【０１３１】
　１００　無線システム
　１０１，１０２，１０３，７００　基地局（ＢＳ）
　１１１，１１２，１１３，１１４，１１５，１１６　ユーザ端末機（ＵＥ）
　１２０，１２５　カバレッジエリア
　１３０　インターネット
　２００　送信経路回路
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　２０５　チャンネルコーディング及び変調ブロック
　２１０　直列－並列（Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック
　２１５　逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ブロック
　２２０　並列－直列（Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック
　２２５　サイクリックプレフィックス付加ブロック
　２３０　アップコンバータ（ＵＣ）
　３００　受信経路回路
　２５５　ダウンコンバータ（ＤＣ）
　２６０　サイクリックプレフィックス除去ブロック
　２６５　直列－並列（Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック
　２７０　高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ブロック
　２７５　並列－直列（Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック
　２８０　チャンネルデコーディング及び復調ブロック
　４００　ノード
　４０５　送信（ＴＸ）アンテナ
　４１０　送信（ＴＸ）処理回路
　４１５　受信（ＲＸ）アンテナ
　４２０　受信（ＲＸ）処理回路
　４２５　制御器
　５００　送信ポイント
　５０５　アンテナパネル
　５１０　アンテナエレメント
　５１５　アンテナエレメントの行
　５２０　アンテナエレメントの列

【図１】 【図２】
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