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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスにおいて、前記モバイルデバイスの複数の受信機チェーンの各々につ
いて観測された干渉レベルを検出することと、
　前記複数の受信機チェーンについて前記観測された干渉レベルの不平衡を検出したこと
に応答して、前記不平衡を示すために適応されるサウンディング基準信号、ＳＲＳ、をプ
リコーディングすることと、
　前記プリコーディングされたＳＲＳを送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記ＳＲＳを前記プリコーディングすることがダウンリンク動作をターゲットにする、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プリコーディングが、前記複数の受信機チェーンのうちの１つまたは複数の不平衡
受信機チェーンのための送信電力を補償するための指示をさらに含み、ここにおいて、前
記指示が前記検出された不平衡に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記プリコーディングされたＳＲＳが、第１の仮想アンテナポートを使用して処理され
、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳが、第２の仮想アンテナポートを使用して
処理され、ここにおいて、前記第１の仮想アンテナポートと前記第２の仮想アンテナポー
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トとが別個である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記プリコーディングされたＳＲＳと、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳと
が、同じ仮想アンテナポートを使用して処理されるとき、前記プリコーディングが物理ア
ップリンク共有チャネルにも適用される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイルデバイスにおいて、最大電力のしきい値レベル内の送信電力を検出するこ
とと、
　前記検出することに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記プリコーディングを
無効にすることと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　干渉が推定される各基準信号について、ダウンリンク動作をターゲットにする追加のＳ
ＲＳをプリコーディングすることと、
　前記追加のプリコーディングされたＳＲＳを送信することと
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　モバイルデバイスにおいて、前記モバイルデバイスの複数の受信機チェーンの各々につ
いて観測された干渉レベルを検出するための手段と、
　前記複数の受信機チェーンについて前記観測された干渉レベルの不平衡を検出したこと
に応答して実行可能な、前記不平衡を示すために適応されるサウンディング基準信号、Ｓ
ＲＳ、をプリコーディングするための手段と、
　前記プリコーディングされたＳＲＳを送信するための手段と
を備える、装置。
【請求項９】
　前記ＳＲＳをプリコーディングするための前記手段がダウンリンク動作をターゲットに
する、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記プリコーディングが、前記複数の受信機チェーンのうちの１つまたは複数の不平衡
受信機チェーンのための送信電力を補償するための指示をさらに含み、ここにおいて、前
記指示が前記検出された不平衡に基づく、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記プリコーディングされたＳＲＳが、第１の仮想アンテナポートを使用して処理され
、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳが、第２の仮想アンテナポートを使用して
処理され、ここにおいて、前記第１の仮想アンテナポートと前記第２の仮想アンテナポー
トとが別個である、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記プリコーディングされたＳＲＳと、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳと
が、同じ仮想アンテナポートを使用して処理されるとき、前記プリコーディングが物理ア
ップリンク共有チャネルにも適用される、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記モバイルデバイスにおいて、最大電力のしきい値レベル内の送信電力を検出するた
めの手段と、
　検出するための前記手段に応答して実行可能な、前記モバイルデバイスにおいて前記プ
リコーディングを無効にするための手段と
をさらに含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　干渉が推定される各基準信号について、ダウンリンク動作をターゲットにする追加のＳ
ＲＳをプリコーディングするための手段と、
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　前記追加のプリコーディングされたＳＲＳを送信するための手段と
をさらに含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムであって、請求項１から７に記載の方法のうちのいずれかにし
たがって方法を実行するための命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１２年１
０月２４日に出願された「ENHANCED SRS TRANSMISSION FOR MIMO OPERATION IN LTE-A」
と題する米国仮特許出願第６１／７１８，１１９号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ロング
タームエボリューションアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ：Long Term Evolution Advanced）に
おける多入力多出力（ＭＩＭＯ：multiple input, multiple output）動作のための拡張
サウンディング基準信号（ＳＲＳ：sounding reference signal）送信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。通常
、多元接続ネットワークである、そのようなネットワークは、利用可能なネットワークリ
ソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。そのようなネ
ットワークの一例はユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：Univer
sal Terrestrial Radio Access Network）である。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）によってサポート
される第３世代（３Ｇ）モバイルフォン技術である、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：Universal Mobile Telecommunications System）の一
部として定義された無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワーク
フォーマットの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤ
ＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートすることができるいくつかの基地局またはノードＢを含み得る。ＵＥは、ダウン
リンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リ
ンク）は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）は
ＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、および／
またはＵＥからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上で
は、基地局からの送信は、ネイバー基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数
（ＲＦ）送信機からの送信による干渉に遭遇することがある。アップリンク上では、ＵＥ
からの送信は、ネイバー基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの干渉、また
は他のワイヤレスＲＦ送信機からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウンリン
クとアップリンクの両方で性能を劣化させることがある。
【０００６】
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　[0006]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、干渉お
よび輻輳ネットワークの可能性は、より多くのＵＥが長距離ワイヤレス通信ネットワーク
にアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開される
ようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を
満たすためだけでなく、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを進化および向上させる
ためにもＵＭＴＳ技術を進化させる研究および開発が続けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]本開示の一態様では、モバイルデバイスにおいて、モバイルデバイスの複数の受
信機チェーンの各々について観測された干渉レベルを検出することと、複数の受信機チェ
ーンについて観測された干渉レベルの不平衡（imbalance）を検出したことに応答して、
不平衡を示すためにサウンディング基準信号（ＳＲＳ）をプリコーディングすることと、
プリコーディングされたＳＲＳを送信することとを含む、ワイヤレス通信の方法。
【０００８】
　[0008]本開示の追加の態様では、基地局によって、１つまたは複数のＵＥのためのプリ
コーディングされたＳＲＳベクトルを判断することと、ここにおいて、判断されたプリコ
ーディングされたＳＲＳベクトルが、プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごと
に判断すること、周波数分割複信（ＦＤＤ）システムまたは時分割複信（ＴＤＤ）システ
ムのいずれか一方または両方に対してプリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にす
ること、あるいは非周期ＳＲＳのみに対してプリコーディングされたＳＲＳベクトルを有
効にすることのいずれかを含み、基地局から１つまたは複数のＵＥのうちの少なくとも１
つに判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルを送信することとを含む、ワイヤ
レス通信の方法。
【０００９】
　[0009]本開示の追加の態様では、モバイルデバイスにおいて、ＳＲＳ送信の密度を判断
することと、モバイルデバイスによって、判断された密度に少なくとも部分的に基づいて
ＳＲＳを送信することとを含む、ワイヤレス通信の方法。
【００１０】
　[0010]本開示の追加の態様では、基地局において、ＵＥのためのＳＲＳ送信の密度を判
断することと、ＵＥにＳＲＳ送信の密度を示すことと、基地局において、ＵＥからＳＲＳ
送信を受信することとを含む、ワイヤレス通信の方法。
【００１１】
　[0011]本開示の追加の態様では、モバイルデバイスにおいて、モバイルデバイスの複数
の受信機チェーンの各々について観測された干渉レベルを検出するための手段と、複数の
受信機チェーンについて観測された干渉レベルの不平衡を検出したことに応答して実行可
能な、不平衡を示すためにＳＲＳをプリコーディングするための手段と、プリコーディン
グされたＳＲＳを送信するための手段とを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置
。
【００１２】
　[0012]本開示の追加の態様では、基地局によって、１つまたは複数のＵＥのためのプリ
コーディングされたＳＲＳベクトルを判断するための手段と、ここにおいて、判断された
プリコーディングされたＳＲＳベクトルが、プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵ
Ｅごとに判断するための手段、ＦＤＤシステムまたはＴＤＤシステムのいずれか一方また
は両方に対してプリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にするための手段、あるい
は非周期ＳＲＳのみに対してプリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にするための
手段のいずれかを含み、基地局から１つまたは複数のＵＥのうちの少なくとも１つに判断
されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルを送信するための手段とを含む、ワイヤレ
ス通信のために構成された装置。
【００１３】
　[0013]本開示の追加の態様では、モバイルデバイスにおいて、ＳＲＳ送信の密度を判断
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するための手段と、モバイルデバイスによって、判断された密度に少なくとも部分的に基
づいてＳＲＳを送信するための手段とを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置。
【００１４】
　[0014]本開示の追加の態様では、基地局において、ＵＥのためのＳＲＳ送信の密度を判
断するための手段と、ＵＥにＳＲＳ送信の密度を示すための手段と、基地局において、Ｕ
ＥからＳＲＳ送信を受信するための手段とを含む、ワイヤレス通信のために構成された装
置。
【００１５】
　[0015]本開示の追加の態様では、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可
読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータ
プログラム製品。プログラムコードは、モバイルデバイスにおいて、モバイルデバイスの
複数の受信機チェーンの各々について観測された干渉レベルを検出することを少なくとも
１つのコンピュータに行わせるためのコードと、複数の受信機チェーンについて観測され
た干渉レベルの不平衡を検出したことに応答して実行可能な、不平衡を示すためにＳＲＳ
をプリコーディングすることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと
、プリコーディングされたＳＲＳを送信するためのコードとを含む。
【００１６】
　[0016]本開示の追加の態様では、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可
読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータ
プログラム製品。プログラムコードは、基地局によって、１つまたは複数のＵＥのための
プリコーディングされたＳＲＳベクトルを判断することを少なくとも１つのコンピュータ
に行わせるためのコードを含み、ここにおいて、判断されたプリコーディングされたＳＲ
Ｓベクトルは、プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごとに判断することを少な
くとも１つのコンピュータに行わせるためのコード、ＦＤＤシステムまたはＴＤＤシステ
ムのいずれか一方または両方に対してプリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にす
ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコード、あるいは非周期ＳＲＳ
のみに対してプリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にすることを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるためのコードのいずれかを含む。プログラムコードはまた、基
地局から１つまたは複数のＵＥのうちの少なくとも１つに判断されたプリコーディングさ
れたＳＲＳベクトルを送信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコ
ードを含む。
【００１７】
　[0017]本開示の追加の態様では、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可
読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータ
プログラム製品。プログラムコードは、モバイルデバイスにおいて、ＳＲＳ送信の密度を
判断することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、モバイルデバ
イスによって、判断された密度に少なくとも部分的に基づいてＳＲＳを送信することを少
なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードとを含む。
【００１８】
　[0018]本開示の追加の態様では、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可
読媒体を有する、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータ
プログラム製品。プログラムコードは、基地局において、ＵＥのためのＳＲＳ送信の密度
を判断することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、ＵＥにＳＲ
Ｓ送信の密度を示すことを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのコードと、基
地局において、ＵＥからＳＲＳ送信を受信することを少なくとも１つのコンピュータに行
わせるためのコードとを含む。
【００１９】
　[0019]本開示の追加の態様では、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサに結合さ
れたメモリとを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置。プロセッサは、モバイル
デバイスにおいて、モバイルデバイスの複数の受信機チェーンの各々について観測された
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干渉レベルを検出することと、複数の受信機チェーンについて観測された干渉レベルの不
平衡を検出したことに応答して、不平衡を示すためにＳＲＳをプリコーディングすること
と、プリコーディングされたＳＲＳを送信することとを行うように構成される。
【００２０】
　[0020]本開示の追加の態様では、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサに結合さ
れたメモリとを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置。プロセッサは、基地局に
よって、１つまたは複数のＵＥのためのプリコーディングされたＳＲＳベクトルを判断す
るように構成され、ここにおいて、判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルは
、プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごとに判断すること、ＦＤＤシステムま
たはＴＤＤシステムの一方または両方に対してプリコーディングされたＳＲＳベクトルを
有効にすること、あるいは非周期ＳＲＳのみに対してプリコーディングされたＳＲＳベク
トルを有効にすることのいずれかを行うためのプロセッサの構成を含む。プロセッサは、
基地局から１つまたは複数のＵＥのうちの少なくとも１つに判断されたプリコーディング
されたＳＲＳベクトルを送信するようにさらに構成される。
【００２１】
　[0021]本開示の追加の態様では、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサに結合さ
れたメモリとを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置。プロセッサは、モバイル
デバイスにおいて、ＳＲＳ送信の密度を判断することと、モバイルデバイスによって、判
断された密度に少なくとも部分的に基づいてＳＲＳを送信することとを行うように構成さ
れる。
【００２２】
　[0022]本開示の追加の態様では、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサに結合さ
れたメモリとを含む、ワイヤレス通信のために構成された装置。プロセッサは、基地局に
おいて、ＵＥのためのＳＲＳ送信の密度を判断することと、ＵＥにＳＲＳ送信の密度を示
すことと、基地局において、ＵＥからＳＲＳ送信を受信することとを行うように構成され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】[0023]モバイル通信システムの一例を概念的に示すブロック図。
【図２】[0024]モバイル通信システムにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を概念的
に示すブロック図。
【図３】[0025]アップリンクＬＴＥ／－Ａ通信における例示的なフレーム構造を概念的に
示すブロック図。
【図４】[0026]本開示の一態様に従って構成された基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計を概
念的に示すブロック図。
【図５】[0027]本開示の一態様に従って構成されたワイヤレス通信ネットワークの一部分
を示すブロック図。
【図６】[0028]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能
ブロック図。
【図７】[0029]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能
ブロック図。
【図８】[0030]本開示の一態様に従って構成されたＵＥを示すブロック図。
【図９】[0031]本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢを示すブロック図。
【図１０】[0032]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１１】[0033]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　[0034]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明
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するものであり、本開示の範囲を限定するものではない。そうではなく、発明を実施する
ための形態は、本発明の主題の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。これらの
具体的な詳細は、あらゆる場合において必要とされるとは限らないことと、いくつかの事
例では、よく知られている構造および構成要素は、提示を明快にするためにブロック図の
形式で示されることとが当業者には明らかであろう。
【００２５】
　[0035]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使
用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用
される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Univer
sal Terrestrial Radio Access）、米国電気通信工業会（ＴＩＡ：Telecommunications I
ndustry Association）のＣＤＭＡ２０００（登録商標）などの無線技術を実装し得る。
ＵＴＲＡ技術は、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形
態を含む。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）技術は、米国電子工業会（ＥＩＡ：Electronic
s Industry Alliance）およびＴＩＡからのＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８
５６規格を含む。ＴＤＭＡネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ
（登録商標）：Global System for Mobile Communications）などの無線技術を実装し得
る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ウル
トラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１
１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、Ｉ
ＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ技
術およびＥ－ＵＴＲＡ技術はユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（Ｕ
ＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥ
アドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのより新しいリリース
である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第
３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と呼ばれる団体からの文書に記載さ
れている。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と呼ばれる団
体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワ
ークおよび無線アクセス技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス
技術のために使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下では、
ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａ（代替として一緒に「ＬＴＥ／－Ａ」と呼ばれる）に関して説明
し、以下の説明の大部分ではそのようなＬＴＥ／－Ａ用語を使用する。
【００２６】
　[0036]図１に、ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る、通信のためのワイヤレスネットワ
ーク１００を示す。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）１１０と他のネットワークエンティティとを含む。ｅＮＢは、ＵＥと通信する固定局
であり得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各ｅＮＢは
また、バックホール接続１３４および１３６を介して干渉協調または他のそのようなネッ
トワーク管理プロシージャのために互いと通信し得る。各ｅＮＢ１１０は、特定の地理的
エリアに通信カバレージを与え得る。３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、この用語が
使用されるコンテキストに応じて、ｅＮＢのこの特定の地理的カバレージエリアおよび／
またはこのカバレージエリアをサービスするｅＮＢサブシステムを指すことがある。
【００２７】
　[0037]ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプの
セルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア（
たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入
しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概して、比較的小さい
地理的エリアをカバーすることになり、ネットワークプロバイダのサービスに加入してい
るＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、概して、比較的小
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さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて
、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：closed
 subscriber group）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアク
セスを可能にし得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある。
ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮＢと呼ばれることがある。また、フェムトセルのため
のｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれることがある。図１に示された例
では、ｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂおよび１１０ｃは、それぞれマクロセル１０２ａ、１０
２ｂおよび１０２ｃのためのマクロｅＮＢである。ｅＮＢ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘ
のためのピコｅＮＢである。また、ｅＮＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムト
セル１０２ｙおよび１０２ｚのためのフェムトｅＮＢである。ｅＮＢは、１つまたは複数
の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポートし得る。
【００２８】
　[0038]ワイヤレスネットワーク１００はまた中継局を含む。中継局は、上流局（たとえ
ば、ｅＮＢ、ＵＥなど）からデータおよび／または他の情報の送信を受信し、そのデータ
および／または他の情報の送信を下流局（たとえば、別のＵＥ、別のｅＮＢなど）に送る
局である。中継局はまた、他のＵＥに対する送信を中継するＵＥであり得る。図１に示さ
れた例では、中継局１１０ｒはｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｒと通信し得、ここで、
中継局１１０ｒは、それらの２つのネットワーク要素（ｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０
ｒ）間の通信を可能にするために、それらの間のリレーとして働く。中継局は、リレーｅ
ＮＢ、リレーなどと呼ばれることもある。
【００２９】
　[0039]ワイヤレスネットワーク１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。
同期動作の場合、ｅＮＢは同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送信
は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミン
グを有し得、異なるｅＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。
【００３０】
　[0040]ＵＥ１２０はワイヤレスネットワーク１００全体にわたって分散され、各ＵＥは
固定またはモバイルであり得る。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ば
れることもある。ＵＥは、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム
、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップト
ップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであ
り得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーなどと通信するこ
とが可能であり得る。図１において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび／または
アップリンク上での、ＵＥと、そのＵＥをサービスするように指定されたｅＮＢであるサ
ービングｅＮＢとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、ＵＥとｅＮＢとの間の
干渉する送信を示す。
【００３１】
　[0041]ＬＴＥ／－Ａは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用し
、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。Ｏ
ＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる
複数（Ｋ個）の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。
概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送ら
れる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数（Ｋ）はシス
テム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、１．４、３、５、１０、１５、または２０メ
ガヘルツ（ＭＨｚ）の対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ７２、１８０、３００、
６００、９００、および１２００に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンド
に区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーし得、１．４、３、５
、１０、１５、または２０ＭＨｚの対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１つ、２つ
、４つ、８つ、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００３２】
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　[0042]図２に、ＬＴＥ／－Ａにおいて使用されるダウンリンクフレーム構造を示す。ダ
ウンリンクの送信タイムラインは無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは
、所定の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有し得、０～９のインデックスを
もつ１０個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは２つのスロットを含み得る
。したがって、各無線フレームは、０～１９のインデックスをもつ２０個のスロットを含
み得る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、（図２に示されているように）
ノーマルサイクリックプレフィックスの場合は７つのシンボル期間、または拡張サイクリ
ックプレフィックスの場合は６つのシンボル期間を含み得る。各サブフレーム中の２Ｌ個
のシンボル期間は０～２Ｌ－１のインデックスを割り当てられ得る。利用可能な時間周波
数リソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロット
中でＮ個のサブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし得る。
【００３３】
　[0043]ＬＴＥ／－Ａでは、ｅＮＢは、ｅＮＢ中の各セルについて１次同期信号（ＰＳＳ
：primary synchronization signal）と２次同期信号（ＳＳＳ：secondary synchronizat
ion signal）とを送り得る。１次同期信号および２次同期信号は、図２に示されているよ
うに、それぞれ、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレ
ーム０および５の各々中のシンボル期間６および５中で送られ得る。同期信号は、セル検
出および捕捉のためにＵＥによって使用され得る。ｅＮＢは、サブフレーム０のスロット
１中のシンボル期間０～３中で物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：Physical Bro
adcast Channel）を送り得る。ＰＢＣＨはあるシステム情報を搬送し得る。
【００３４】
　[0044]ｅＮＢは、図２に示されているように、各サブフレームの最初のシンボル期間中
で物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Forma
t Indicator Channel）を送り得る。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルのために使用される
いくつか（Ｍ個）のシンボル期間を搬送し得、ここで、Ｍは、１、２または３に等しくな
り得、サブフレームごとに変化し得る。Ｍはまた、たとえば、リソースブロックが１０個
未満である、小さいシステム帯域幅では４に等しくなり得る。図２に示された例では、Ｍ
＝３である。ｅＮＢは、各サブフレームの最初のＭ個のシンボル期間中で物理ＨＡＲＱイ
ンジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HARQ Indicator Channel）と物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）とを送り得る。
図２に示された例でも、ＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨは最初の３つのシンボル期間中に含
まれている。ＰＨＩＣＨは、ハイブリッド自動再送信（ＨＡＲＱ：hybrid automatic ret
ransmission）をサポートするための情報を搬送し得る。ＰＤＣＣＨは、ＵＥのためのリ
ソース割振りに関する情報と、ダウンリンクチャネルのための制御情報とを搬送し得る。
ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間中で物理ダウンリンク共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared Channel）を送り得る。ＰＤＳＣＨは、ダウンリン
ク上でのデータ送信がスケジュールされたＵＥのためのデータを搬送し得る。
【００３５】
　[0045]各サブフレームの制御セクション中で、すなわち、各サブフレームの第１のシン
ボル期間中でＰＨＩＣＨとＰＤＣＣＨとを送ることに加えて、ＬＴＥ－Ａはまた、各サブ
フレームのデータ部分中でもこれらの制御指向チャネルを送信し得る。図２に示されてい
るように、データ領域を利用するこれらの新しい制御設計、たとえば、リレー物理ダウン
リンク制御チャネル（Ｒ－ＰＤＣＣＨ：Relay-Physical Downlink Control Channel）お
よびリレー物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（Ｒ－ＰＨＩＣＨ：Relay-Physical HARQ 
Indicator Channel）は、各サブフレームの後のシンボル期間中に含まれる。Ｒ－ＰＤＣ
ＣＨは、最初に半二重リレー動作のコンテキストにおいて開発された、データ領域を利用
する新しいタイプの制御チャネルである。１つのサブフレーム中の最初のいくつかの制御
シンボルを占有するレガシーＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨとは異なり、Ｒ－ＰＤＣＣＨお
よびＲ－ＰＨＩＣＨは、最初にデータ領域として指定されたリソース要素（ＲＥ）にマッ
ピングされる。新しい制御チャネルは、周波数分割多重（ＦＤＭ）、時分割多重（ＴＤＭ
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）、またはＦＤＭとＴＤＭとの組合せの形態であり得る。
【００３６】
　[0046]ｅＮＢは、ｅＮＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８ＭＨｚにお
いてＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送り得る。ｅＮＢは、これらのチャネルが送られる
各シンボル期間中のシステム帯域幅全体にわたってＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り
得る。ｅＮＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグループにＰＤＣＣＨ
を送り得る。ｅＮＢは、システム帯域幅の特定の部分において特定のＵＥにＰＤＳＣＨを
送り得る。ｅＮＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方式でＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ
、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り得、特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＣＣＨ
を送り得、また特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＳＣＨを送り得る。
【００３７】
　[0047]各シンボル期間においていくつかのリソース要素が利用可能であり得る。各リソ
ース要素は、１つのシンボル期間中の１つのサブキャリアをカバーし得、実数値または複
素数値であり得る１つの変調シンボルを送るために使用され得る。各シンボル期間中で基
準信号のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ（ＲＥＧ：resource
 element group）中に配置され得る。各ＲＥＧは、１つのシンボル期間中に４つのリソー
ス要素を含み得る。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０において、周波数上でほぼ等しく離
間され得る、４つのＲＥＧを占有し得る。ＰＨＩＣＨは、１つまたは複数の構成可能なシ
ンボル期間において、周波数全体にわたって拡散され得る、３つのＲＥＧを占有し得る。
たとえば、ＰＨＩＣＨのための３つのＲＥＧは、すべてシンボル期間０に属し得るか、ま
たはシンボル期間０、１および２に拡散され得る。ＰＤＣＣＨは、最初のＭ個のシンボル
期間において、利用可能なＲＥＧから選択され得る、９、１８、３２または６４個のＲＥ
Ｇを占有し得る。ＲＥＧのいくつかの組合せのみがＰＤＣＣＨに対して可能にされ得る。
【００３８】
　[0048]ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨのために使用される特定のＲＥＧを知り
得る。ＵＥは、ＰＤＣＣＨのためのＲＥＧの様々な組合せを探索し得る。探索する組合せ
の数は、一般に、ＰＤＣＣＨに対して可能にされた組合せの数よりも少ない。ｅＮＢは、
ＵＥが探索することになる組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを送り得る。
【００３９】
　[0049]ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレージ内にあり得る。そのＵＥをサービスするため
に、これらのｅＮＢのうちの１つが選択され得る。サービングｅＮＢは、受信電力、経路
損失、信号対雑音比（ＳＮＲ）など、様々な基準に基づいて選択され得る。
【００４０】
　[0050]図３は、アップリンクロングタームエボリューション（ＬＴＥ／－Ａ）通信にお
ける例示的なフレーム構造３００を示すブロック図である。アップリンクのために利用可
能なリソースブロック（ＲＢ：resource block）は、データセクションと制御セクション
とに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形成され
得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を
送信するためにＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含ま
れないすべてのリソースブロックを含み得る。図３の設計は、単一のＵＥがデータセクシ
ョン中の連続サブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にし得る、連続サブキャ
リアを含むデータセクションを生じる。
【００４１】
　[0051]ＵＥは、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブロ
ックを割り当てられ得る。ＵＥはまた、ｅノードＢにデータを送信するために、データセ
クション中のリソースブロックを割り当てられ得る。ＵＥは、制御セクション中の割り当
てられたリソースブロック３１０ａおよび３１０ｂ上の物理アップリンク制御チャネル（
ＰＵＣＣＨ：Physical Uplink Control Channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、
データセクション中の割り当てられたリソースブロック３２０ａおよび３２０ｂ上の物理
アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical Uplink Shared Channel）中でデータ
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のみまたはデータと制御情報の両方を送信し得る。アップリンク送信は、サブフレームの
両方のスロットにわたり得、図３に示されているように周波数上でホッピングし得る。
【００４２】
　[0052]再び図１を参照すると、ワイヤレスネットワーク１００は、システムの単位面積
当たりのスペクトル効率を改善するために、ｅＮＢ１１０の多様なセット（すなわち、マ
クロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、およびリレー）を使用する。ワイヤレスネッ
トワーク１００は、それのスペクトルカバレージのためにそのような異なるｅＮＢを使用
するので、それは異種ネットワークと呼ばれることもある。マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは
、通常、ワイヤレスネットワーク１００のプロバイダによって慎重に計画され、配置され
る。マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、概して、高電力レベル（たとえば、５Ｗ～４０Ｗ）で
送信する。概して、かなり低い電力レベル（たとえば、１００ｍＷ～２Ｗ）で送信する、
ピコｅＮＢ１１０ｘおよび中継局１１０ｒは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃによって与えら
れたカバレージエリア中のカバレージホールを除去し、ホットスポットにおける容量を改
善するために比較的無計画に展開され得る。とはいえ、一般にワイヤレスネットワーク１
００とは無関係に展開されるフェムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚは、それらの（１人または複数
の）管理者によって許可された場合、ワイヤレスネットワーク１００への潜在的なアクセ
スポイントとして、または少なくとも、リソース協調および干渉管理の協調を実行するた
めにワイヤレスネットワーク１００の他のｅＮＢ１１０と通信し得る、アクティブでアウ
ェアなｅＮＢとしてのいずれかで、ワイヤレスネットワーク１００のカバレージエリアに
組み込まれ得る。フェムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚはまた、一般に、マクロｅＮＢ１１０ａ～
ｃよりもかなり低い電力レベル（たとえば、１００ｍＷ～２Ｗ）で送信する。
【００４３】
　[0053]ワイヤレスネットワーク１００など、異種ネットワークの動作中、各ＵＥは、通
常、より良い信号品質をもつｅＮＢ１１０によってサービスされ、他のｅＮＢ１１０から
受信した不要な信号は干渉として扱われる。そのような動作主体は、著しく準最適な性能
をもたらすことがあるが、ｅＮＢ１１０の間のインテリジェントリソース協調と、より良
いサーバ選択ストラテジーと、効率的な干渉管理のためのより高度の技法とを使用するこ
とによって、ワイヤレスネットワーク１００においてネットワーク性能の利得が実現され
る。
【００４４】
　[0054]ピコｅＮＢ１１０ｘなどのピコｅＮＢは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなどのマク
ロｅＮＢと比較したとき、かなり低い送信電力によって特徴づけられる。ピコｅＮＢはま
た、通常、ワイヤレスネットワーク１００などのネットワークの周りにアドホックに配置
される。この無計画展開のために、ワイヤレスネットワーク１００など、ピコｅＮＢ配置
をもつワイヤレスネットワークは、カバレージエリアまたはセルのエッジ上のＵＥ（「セ
ルエッジ」ＵＥ）への制御チャネル送信のためのより困難なＲＦ環境に寄与し得る、低信
号対干渉状態をもつ大きいエリアを有することが予想され得る。さらに、マクロｅＮＢ１
１０ａ～ｃの送信電力レベルとピコｅＮＢ１１０ｘの送信電力レベルとの間の潜在的に大
きい格差（たとえば、約２０ｄＢ）は、混合展開において、ピコｅＮＢ１１０ｘのダウン
リンクカバレージエリアがマクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのそれよりもはるかに小さいことを
暗示する。
【００４５】
　[0055]しかしながら、アップリンクの場合、アップリンク信号の信号強度は、ＵＥによ
って支配され、したがって、どのタイプのｅＮＢ１１０によって受信されたときでも同様
である。ｅＮＢ１１０のためのアップリンクカバレージエリアがほぼ同じまたは同様であ
れば、チャネル利得に基づいてアップリンクハンドオフ境界が判断されることになる。こ
れは、ダウンリンクハンドオーバ境界とアップリンクハンドオーバ境界との間の不一致を
もたらし得る。追加のネットワーク適応がなければ、不一致により、ワイヤレスネットワ
ーク１００におけるサーバ選択またはｅＮＢへのＵＥの関連付けは、ダウンリンクハンド
オーバ境界とアップリンクハンドオーバ境界とがより厳密に一致するマクロｅＮＢ専用同
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種ネットワークにおけるよりも困難になるであろう。
【００４６】
　[0056]サーバ選択が主にダウンリンク受信信号強度に基づく場合、ワイヤレスネットワ
ーク１００などの異種ネットワークの混合ｅＮＢ展開の有用性は大幅に減少されよう。こ
れは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのより高いダウンリンク受信信号強度が、利用可能なす
べてのＵＥを引きつけ、ピコｅＮＢ１１０ｘはそれのはるかに弱いダウンリンク送信電力
のためにどのＵＥをもサービスしないことがあるので、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなど、
より高電力のマクロｅＮＢのより大きいカバレージエリアが、ピコｅＮＢ１１０ｘなどの
ピコｅＮＢを用いてセルカバレージを分割することの利点を限定するためである。さらに
、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、それらのＵＥを効率的にサービスするのに十分なリソー
スを有しない可能性がある。したがって、ワイヤレスネットワーク１００は、ピコｅＮＢ
１１０ｘのカバレージエリアを拡張することによってマクロｅＮＢ１１０ａ～ｃとピコｅ
ＮＢ１１０ｘとの間で負荷をアクティブに分散させようと試みる。この概念はセル範囲拡
張（ＣＲＥ：cell range extension）と呼ばれる。
【００４７】
　[0057]ワイヤレスネットワーク１００は、サーバ選択を判断する方法を変更することに
よってＣＲＥを達成する。サーバ選択がダウンリンク受信信号強度に基づく代わりに、選
択はダウンリンク信号の品質に一層基づく。１つのそのような品質ベースの判断では、サ
ーバ選択は、ＵＥに最小の経路損失を与えるｅＮＢを判断することに基づき得る。さらに
、ワイヤレスネットワーク１００は、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃとピコｅＮＢ１１０ｘと
の間にリソースの固定の区分を与える。しかしながら、このアクティブな負荷分散を伴う
場合でも、ピコｅＮＢ１１０ｘなどのピコｅＮＢによってサービスされるＵＥに対するマ
クロｅＮＢ１１０ａ～ｃからのダウンリンク干渉は緩和されるべきである。これは、ＵＥ
における干渉消去、ｅＮＢ１１０間のリソース協調などを含む様々な方法によって達成さ
れ得る。
【００４８】
　[0058]ワイヤレスネットワーク１００など、セル範囲拡張を用いる異種ネットワークで
は、ＵＥが、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなどのより高電力のｅＮＢから送信されたより強
いダウンリンク信号の存在下でピコｅＮＢ１１０ｘなどのより低電力のｅＮＢからサービ
スを取得するために、ピコｅＮＢ１１０ｘは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのうちの支配的
干渉マクロｅＮＢとの制御チャネルおよびデータチャネル干渉協調に関与する。干渉を管
理するために、干渉協調のための多くの異なる技法が採用され得る。たとえば、同一チャ
ネル展開中のセルからの干渉を低減するために、セル間干渉協調（ＩＣＩＣ：inter-cell
 interference coordination）が使用され得る。１つのＩＣＩＣ機構は適応リソース区分
である。適応リソース区分は、いくつかのｅＮＢにサブフレームを割り当てる。第１のｅ
ＮＢに割り当てられたサブフレーム中ではネイバーｅＮＢが送信しない。したがって、第
１のｅＮＢによってサービスされるＵＥによって受ける干渉が低減される。サブフレーム
割当ては、アップリンクとダウンリンクの両方のチャネル上で実行され得る。
【００４９】
　[0059]たとえば、サブフレームは、保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）、禁止サブフ
レーム（Ｎサブフレーム）、および共通サブフレーム（Ｃサブフレーム）という３つのク
ラスのサブフレーム間で割り振られ得る。保護サブフレームは、第１のｅＮＢによって排
他的に使用するために第１のｅＮＢに割り当てられる。保護サブフレームは、隣接ｅＮＢ
からの干渉がないことに基づいて「クリーン」サブフレームと呼ばれることもある。禁止
サブフレームはネイバーｅＮＢに割り当てられたサブフレームであり、第１のｅＮＢは、
禁止サブフレーム中でデータを送信することを禁止される。たとえば、第１のｅＮＢの禁
止サブフレームは、第２の干渉ｅＮＢの保護サブフレームに対応し得る。したがって、第
１のｅＮＢは、第１のｅＮＢの保護サブフレーム中でデータを送信する唯一のｅＮＢであ
る。共通サブフレームは、複数のｅＮＢによってデータ送信のために使用され得る。共通
サブフレームは、他のｅＮＢからの干渉の可能性があるため「非クリーン」サブフレーム
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と呼ばれることもある。
【００５０】
　[0060]期間ごとに少なくとも１つの保護サブフレームが静的に割り当てられる。場合に
よっては、ただ１つの保護サブフレームが静的に割り当てられる。たとえば、期間が８ミ
リ秒である場合、８ミリ秒ごとに１つの保護サブフレームがｅＮＢに静的に割り当てられ
得る。他のサブフレームは動的に割り振られ得る。
【００５１】
　[0061]適応リソース区分情報（ＡＲＰＩ：adaptive resource partitioning informati
on）は、非静的に割り当てられたサブフレームが動的に割り振られることを可能にする。
保護、禁止、または共通の任意のサブフレームが動的に割り振られ得る（それぞれ、ＡＵ
、ＡＮ、ＡＣサブフレーム）。動的割当ては、たとえば、１００ミリ秒ごとにまたはそれ
以下などで、急速に変化し得る。
【００５２】
　[0062]異種ネットワークは、異なる電力クラスのｅＮＢを有し得る。たとえば、３つの
電力クラスが、電力クラスの高いものから順に、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、およびフェ
ムトｅＮＢとして定義され得る。マクロｅＮＢとピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとが同一チ
ャネル展開中にあるとき、マクロｅＮＢ（アグレッサｅＮＢ）の電力スペクトル密度（Ｐ
ＳＤ：power spectral density）は、ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢ（ビクティムｅＮ
Ｂ）のＰＳＤよりも大きくなり、ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢとの大量の干渉を生じ
得る。ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢとの干渉を低減するかまたは最小限に抑えるため
に、保護サブフレームが使用され得る。すなわち、アグレッサｅＮＢ上の禁止サブフレー
ムに対応するように、ビクティムｅＮＢに対して保護サブフレームがスケジュールされ得
る。
【００５３】
　[0063]図４に、図１中の基地局／ｅＮＢのうちの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０
および図１中のＵＥのうちの１つであり得るＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。制限
付き関連付けシナリオの場合、ｅＮＢ１１０は図１中のマクロｅＮＢ１１０ｃであり得、
ＵＥ１２０はＵＥ１２０ｙであり得る。ｅＮＢ１１０はまた、何らかの他のタイプの基地
局であり得る。ｅＮＢ１１０はアンテナ４３４ａ～４３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０はア
ンテナ４５２ａ～４５２ｒを装備し得る。
【００５４】
　[0064]ｅＮＢ１１０において、送信プロセッサ４２０は、データソース４１２からデー
タを受信し、コントローラ／プロセッサ４４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、
ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。データ
は、ＰＤＳＣＨなどのためのものであり得る。送信プロセッサ４２０は、データと制御情
報とを処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシンボ
ルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセッサ４２０はまた、たとえば、ＰＳＳ、Ｓ
ＳＳ、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力
多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ４３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボ
ル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実
行し得、出力シンボルストリームを変調器（ＭＯＤ）４３２ａ～４３２ｔに与え得る。各
変調器４３２は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）それぞれの出力シンボルストリー
ムを処理して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器４３２はさらに、出力サ
ンプルストリームを処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびア
ップコンバート）して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器４３２ａ～４３２ｔから
のダウンリンク信号は、それぞれアンテナ４３４ａ～４３４ｔを介して送信され得る。
【００５５】
　[0065]ＵＥ１２０において、アンテナ４５２ａ～４５２ｒは、ｅＮＢ１１０からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ～４５４ｒに
与え得る。各復調器４５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増
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幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを取得し得る。各復調器
４５４はさらに、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルを処理して、受信シ
ンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器４５６は、すべての復調器４５４ａ～４５４ｒから
受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、
検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ４５８は、検出シンボルを処理（たとえば、復
調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデータをデータシンク
４６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４８０に与え得る。
【００５６】
　[0066]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ４６４は、データソ
ース４６２から（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データを受信し、処理し得、コントロ
ーラ／プロセッサ４８０から（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を受信し、処理
し得る。送信プロセッサ４６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送
信プロセッサ４６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４６
６によってプリコーディングされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）変調
器４５４ａ～４５４ｒによって処理され、ｅＮＢ１１０に送信され得る。ｅＮＢ１１０に
おいて、ＵＥ１２０からのアップリンク信号は、アンテナ４３４によって受信され、復調
器４３２によって処理され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器４３６によって検出され、
さらに受信プロセッサ４３８によって処理されて、ＵＥ１２０によって送られた復号され
たデータおよび制御情報が取得され得る。プロセッサ４３８は、復号されたデータをデー
タシンク４３９に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４４０に与え得
る。
【００５７】
　[0067]コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、それぞれｅＮＢ１１０におけ
る動作およびＵＥ１２０における動作を指示し得る。ｅＮＢ１１０におけるコントローラ
／プロセッサ４４０および／または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明
する技法のための様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。ＵＥ１２
０におけるコントローラ／プロセッサ４８０および／または他のプロセッサとモジュール
はまた、図６～図７に示す機能ブロック、および／または本明細書で説明する技法のため
の他のプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。メモリ４４２および４８２
は、それぞれｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記
憶し得る。スケジューラ４４４は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上でのデ
ータ送信のためにＵＥをスケジュールし得る。
【００５８】
　[0068]サウンディング基準信号（ＳＲＳ）は、アップリンクリンク適応、（特にＴＤＤ
システムの場合）チャネル相反性の下でのダウンリンクスケジューリング、多地点協調（
ＣｏＭＰ：coordinated multi-point）動作などを含む、様々な機能のために使用される
。ＳＲＳは、アップリンク電力制御、サブバンドスケジューリングおよびタイミングトラ
ッキング、ならびに適応アップリンクアンテナ切替えのために使用され得る。ダウンリン
ク側では、ダウンリンクスケジューリングに加えて、ＳＲＳはビームフォーミングにおい
ても使用され得る。ＳＲＳは、概して、所与のセル中のすべてのＵＥに共通の物理セル識
別子（ＩＤ）に関連付けられる。
【００５９】
　[0069]概して、セル固有構成およびＵＥ固有構成という２つのタイプのＳＲＳ構成があ
る。セル固有構成では、セルは、あらゆるアップリンクサブフレーム中でのＳＲＳ送信ま
での様々なレートにおいて１つまたは複数のＵＥからのＳＲＳ送信を可能にし得る。一般
に、セル固有ＳＲＳ帯域幅は、ＰＵＣＣＨ領域を除くアップリンクシステム帯域幅の大部
分をカバーすることになる。ＵＥ固有構成では、セル固有ＳＲＳ送信インスタンス内のＳ
ＲＳ送信インスタンスは、４ＲＢ程度に小さい帯域幅上で送信する。ＵＥ固有構成は、サ
イクリックシフト、（ＳＲＳが送信されることになる各リソースブロック内の特定のキャ
リアを識別する）コム（comb）（０または１）、周波数開始位置、ホッピングパターン、
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送信のための（１つまたは複数の）アンテナポートの数など、セル固有ＳＲＳ送信内でＵ
Ｅ固有ＳＲＳを送信するための様々な技法を使用し得る。セル固有ＳＲＳ帯域幅の全体ま
たは一部分を循環的にサウンディングすることを可能にするために、ＳＲＳホッピングが
有効にされ得る。
【００６０】
　[0070]ＳＲＳの送信は周期と非周期の両方であり得る。周期ＳＲＳと非周期ＳＲＳの両
方が、セル固有ＳＲＳサブフレームのサブセットであるＵＥ固有周期ＳＲＳサブフレーム
中でＵＥによって送信される。周期ＳＲＳは、周期的にＵＥによって送信されるべき情報
のあるセットを与える。構成されると、ＵＥは、構成解除されるか、またはＲＲＣ信号な
どの何らかの信号によって変更されるまで、そのようなＳＲＳを送信し続けることになる
。非周期ＳＲＳは、より動的な様式でトリガされ得、基地局分析のために有用である追加
情報を含み得る。非周期ＳＲＳは、現在、ＰＤＣＣＨによってＵＥにおいてトリガされる
。ＰＤＣＣＨは、フォーマット０（１ビット）および４（２ビット）においてＵＬ許可の
ためにＰＤＣＣＨ中の非周期ＳＲＳをトリガし、フォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃにおいて
ＤＬ許可のためにＰＤＣＣＨ中の非周期ＳＲＳをトリガし得る。合計で、ＳＲＳパラメー
タの５つのセットがＲＲＣによって構成され得る。ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォ
ーマット０に対応する１つのセット、フォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃの各々のための１つ
のセット、および（それが２ビットＡ－ＳＲＳトリガリングフィールドを含んでいるので
）ＤＣＩフォーマット４のための３つのセット。周期ＳＲＳとは異なり、非周期ＳＲＳは
、トリガに応答して１回のみ発生する。したがって、ＵＥが反復非周期ＳＲＳトリガを受
信しない限り、非周期ＳＲＳは繰り返さないことになる。
【００６１】
　[0071]ＳＲＳは、ダウンリンクトラフィック方向とアップリンクトラフィック方向の両
方において多地点協調（ＣｏＭＰ）動作のために有益である。図５は、本開示の一態様に
従って構成されたワイヤレス通信ネットワーク５０の一部分を示すブロック図である。ワ
イヤレス通信ネットワーク５０の図示された部分は、マクロｅＮＢ５０３および５１２な
らびにフェムトアクセスポイント５０７および５０９の通信レンジ内にある、ＵＥ５００
を含む。ＣｏＭＰ能力で構成された場合、ワイヤレス通信ネットワーク５０は、マクロｅ
ＮＢ５０３および５１２ならびにフェムトアクセスポイント５０７および５０９からの信
号の協調を使用して、ＵＥ５００にデータの通信を与え得る。たとえば、マクロｅＮＢ５
０３がＵＥ５００への配信のためにアドレス指定されたデータを受信すると考える。マク
ロｅＮＢ５０３は、ＵＥ５００へのデータの送信を協調させるために、マクロｅＮＢ５１
２ならびにフェムトアクセスポイント５０７および５０９と通信する。マクロｅＮＢ５０
３および５１２ならびにフェムトアクセスポイント５０７および５０９は、バックホール
通信リンク１３４および１３６（図１）などのバックホールネットワークを介して互いと
通信する。マクロｅＮＢ５０３および５１２ならびにフェムトアクセスポイント５０７お
よび５０９は、次いで、協調スケジューリングまたは協調ビームフォーミングのいずれか
を使用して、ＵＥ５００へのデータの送信を協調させ得る。ダウンリンク動作の場合、Ｓ
ＲＳは、ＣｏＭＰセット管理、チャネル相反性ベースのＤＬスケジューリングなどに利益
を与え得る。アップリンク側では、アップリンクＣｏＭＰは、マクロｅＮＢ５０３および
５１２ならびにフェムトアクセスポイント５０７および５０９など、複数の地理的に分離
されたポイントにおいてＵＥ５００からの送信信号の受信を可能にする。干渉を制御する
ために、マクロｅＮＢ５０３および５１２ならびにフェムトアクセスポイント５０７およ
び５０９の間でスケジューリング決定が協調させられ得る。そのようなアップリンク動作
の場合、ＳＲＳは、レート予測、電力制御、アップリンクＣｏＭＰセット管理などに利益
を与え得る。ＣｏＭＰ実装形態では、ＵＥ５００は、マクロｅＮＢ５０３および５１２な
らびにフェムトアクセスポイント５０７および５０９の各々にＳＲＳを送信していること
がある。
【００６２】
　[0072]現在、ＳＲＳ電力はＰＵＳＣＨ電力に関連付けられる。単一の累積ループｆ（ｉ
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）がＰＵＳＣＨとＳＲＳとによって共有される。しかしながら、ＳＲＳ動作のためにＵＥ
においてＲＲＣシグナリングなどを通して電力オフセットが構成され得る。非周期ＳＲＳ
と周期ＳＲＳとのための異なる電力オフセットなど、異なる機能のための異なるオフセッ
トがあり得る。ＣｏＭＰシステムが実装されるとき、ダウンリンクＣｏＭＰ動作とアップ
リンクＣｏＭＰ動作とについての異なる必要に対処するために電力制御が拡張されること
が可能になるように、ＳＲＳ動作を拡張することが可能である。たとえば、ＤＬのために
１つおよびＵＬのために１つの、２つの異なる電力オフセットなど、開ループ電力動作が
定義され得るか、または、ＤＬのために１つおよびＵＬのために１つの、２つの累積ルー
プｆ（ｉ）機能など、閉ループ電力動作が定義され得るか、またはそのような開ループ動
作と閉ループ動作の組合せが定義され得る。ＵＥ固有セルＩＤもＳＲＳのために構成され
得る。
【００６３】
　[0073]ＣｏＭＰシステムに加えて、初期のＬＴＥ規格以来、多入力多出力（ＭＩＭＯ）
動作がサポートされている。図５を参照すると、ＭＩＭＯ動作は、通信性能を改善するた
めに、送信機と受信機の両方において複数のアンテナの使用を可能にする。たとえば、図
示のように、マクロｅＮＢ５０３は３つのアンテナ５０４～５０６を含み、マクロｅＮＢ
５１２は３つのアンテナ５１３～５１５を含み、フェムトアクセスポイント５０９は２つ
のアンテナ５１０～５１１を含み、フェムトアクセスポイント５０７は単一のアンテナ５
０８のみを含み、ＵＥ５００は２つのアンテナ５０１～５０２を含む。ＭＩＭＯ動作は、
追加の帯域幅または増加した送信電力なしに、データスループットおよびリンク範囲の有
意な増加を提供する。概して、ＭＩＭＯ動作は、スペクトル効率を改善するアレイ利得を
達成するために、または、リンク信頼性を改善する、フェージングの影響を低減するダイ
バーシティ利得を達成するために、アンテナにわたって同じ総送信電力を拡散することに
よって、この目的を達成する。例示的な動作では、マクロｅＮＢ５０３は、すべての３つ
のアンテナ５０４～５０６を介してＵＥに同じデータストリームを送信し得、ＵＥ５００
は、アンテナ５０１および５０２を介してデータストリームを受信する。Ｒｅｌ－８から
Ｒｅｌ－１１までの規格は、１次元のみに展開された、ｅＮＢにおける最高８つの送信ア
ンテナをサポートする。これは、水平方向における空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）または
シングルユーザ（ＳＵ）－ＭＩＭＯを可能にする。ＬＴＥ　Ｒｅｌ１２およびそれ以降で
は、ビームフォーミングを用いたより高次のＭＩＭＯは、さらに９つ以上のアンテナに基
づいた。また、ピークデータレートを向上させるために２次元（２Ｄ）ＭＩＭＯシステム
が提案されている。仰角においてアンテナを含むことは、垂直面においてもビームフォー
ミングを可能にし、たとえば、高層ビルにおいて異なるフロアをサポートする能力を可能
にする。そのようなシステムの例示的な一実装形態では、６４個のアンテナ、すなわち、
８×８アンテナのグリッドをもつ例示的な２Ｄアンテナアレイシステムが２Ｄ平面上に展
開され得る。この構成では、方位角と仰角の両方においてビームフォーミング／ＳＤＭＡ
利得を活用するために水平および垂直ビームフォーミングが使用される。
【００６４】
　[0074]ＬＴＥシステムのＵＥにおいてサポートされる複数のアンテナを用いて、ＬＴＥ
　Ｒｅｌ－８以来、ＳＲＳアンテナ切替えがサポートされている。ＳＲＳアンテナ切替え
は、概して、開ループまたは閉ループのいずれかであり得る、ＰＵＳＣＨのためのアップ
リンク送信ダイバーシティ、およびチャネル相反性に基づく時分割複信（ＴＤＤ）ダウン
リンクＭＩＭＯビームフォーミングという２つの異なる目的にかなう。複数のアンテナ上
で送信するとき、ＵＥは、各アンテナ上で同じ電力を送信すると考えられる。ＳＲＳ送信
電力はＰＵＳＣＨ電力制御（ＰＣ）プロセスに関連付けられる。しかしながら、電力制御
要件は緩く、したがって、ＵＥは、（少なくとも、中～低送信電力の領域において）アン
テナ間のＳＲＳ電力を意図的にオフセットすることによって、ＵＥがＰＵＳＣＨを送信す
るのとは異なる電力においてＳＲＳを送信することが可能である。送信電力をオフセット
するこの能力に関して、システムの観点からそのようなオフセットの利益があるかどうか
という疑問が起こる。
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【００６５】
　[0075]そのような電力オフセットの可能性を分析する際に、ＵＥが、ある長期利得不平
衡をもつ２つのアンテナを有する例について考える。この例では、様々な数の複数のアン
テナが設けられ得るが、ＵＥは２つのアンテナを有すると仮定され、アンテナ実装形態に
応じて、様々なレベルの不平衡が発生し得るが、６ｄＢの長期不平衡が仮定される。また
、アンテナ利得パターンが同等に近いことが仮定される。１つの例示的なストラテジーで
は、ＵＥは、ＳＲＳのために両方のアンテナから同じ電力を送信する。アップリンクチャ
ネルにおける６ｄＢ利得不平衡は、逆ダウンリンクチャネルにおいても存在する６ｄＢ利
得不平衡を正しく反映することになるので、不平衡は悪影響を有しないはずである。しか
しながら、別の例示的なストラテジーでは、ＵＥは、より弱いアンテナ上で６ｄＢ高い電
力を送信することによって利得不平衡を補償する。利得不平衡は、干渉制限領域において
動作するときに、プリコーディングのために考慮されるダウンリンクチャネルに影響を及
ぼさないはずである。利得不平衡は、一般に、信号と干渉の両方に影響を及ぼす。したが
って、受信機は、単純なスケーリングによって干渉を除去することが可能である。したが
って、利得不平衡は、最良のダウンリンクプリコーディングに影響を及ぼさないはずであ
る。
【００６６】
　[0076]干渉状態が、熱的制限および干渉制限として分類され得ることに留意されたい。
熱的制限の場合、最小干渉があり、熱雑音が優勢である。干渉制限の場合、干渉の量が熱
雑音の量を圧倒する。
【００６７】
　[0077]補償と非補償の両方の例示的なストラテジーが、許容できる結果を与える場合、
どちらの例示的なストラテジーを使用すべきかに関する疑問が起こる。ダウンリンク熱的
制限の場合、性能は、一般に、補償が行われないときにより良好である。ダウンリンク干
渉制限の場合、性能は、一般に、補償が行われるときにより良好である。ＵＥは、それが
、熱的制限ロケーションに位置するのか、干渉制限ロケーションに位置するのかを知らな
いことがある。しかしながら、ＵＥは、知る必要がない。重要であり、ＵＥによって取得
可能である違いは、ＵＥが、干渉制限ロケーションに位置するのか、熱的制限ロケーショ
ンに位置するのかではなく、観測された干渉レベルが、ＵＥの複数の受信機チェーンにお
いて同じであるかどうかである。本開示の様々な態様は、ＵＥにおける観測された干渉を
も考慮する好ましいダウンリンクプリコーディングのほうへｅＮＢをバイアスするために
、ＳＲＳ信号を変更することを可能にする。そのような態様では、ＳＲＳは、不平衡を反
映し、異なるアンテナにわたる干渉の変動があるかどうかを示すように変更される。
【００６８】
　[0078]ＳＲＳのそのような変更を実装するための１つの可能なソリューションは、複合
干渉および利得不平衡の共分散（covariance）を使用して記述され得る。たとえば、複合
チャネルおよび利得不平衡はチャネル行列Ｈとして表され、複合干渉および利得不平衡プ
ラス熱雑音の共分散はＮによって表される。そのような表現を使用すると、良好なストラ
テジーは、ＵＥが、ｅＮＢにとって、以下の式によって表されるチャネルを有するように
見える場合であり得る。
【００６９】
　[0079]
【数１】

【００７０】
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　[0080]式（１）のこの関係に基づいて、ＵＥは、ＳＲＳプリコーダを導出するためにＮ
-1/2を使用し得る。このプロセスは、干渉の白色化と利得の補償とを行う。ただし、その
ようなＳＲＳプリコーダを導出するためにＮ-1/2を使用することは、アップリンクＭＩＭ
Ｏ　ＵＥによって使用され得るが、アンテナ選択ＵＥは、一般に、プリコーダとして対角
行列（diagonal matrix）のみを使用し得るので、アンテナ選択対応ＵＥのためには使用
されないことがあることに留意されたい。アンテナ選択対応ＵＥのためのＳＲＳプリコー
ダを導出するためにこのストラテジーを適用するために、共分散Ｎ-1/2を伴う特異値分解
（singular value decomposition）
【数２】

【００７１】
が対角行列Ｄの特異値分解ｓｖｄ（Ｈ’・Ｄ2・Ｈ）に最も類似するような、対角行列Ｄ
が導出されるべきであり、だたし、最も類似するという定義はランクとシステム性能とを
考慮する。特異値分解を使用することは、ＭＩＭＯ対応ＵＥの場合においてＮ-1/2を判断
するためにも使用され得るが、それは、アンテナ間の相互相関を分離することを試みるの
で、共分散Ｎ-1/2を対角化することを考慮するときに有益である。
【００７２】
　[0081]アップリンク方向において動作しているとき、ＳＲＳプリコーディングまたは電
力オフセットは概して電力効率的ではない。ＵＥは、一般に、より弱いアンテナの電力を
ブーストすることになる。したがって、ＳＲＳプリコーディングまたは電力オフセットス
トラテジーを行う前に、ＵＥのための物理電力限界がすでに近いことがある。厳しい電力
制御要件により、ＵＥが最大電力にあるとき、電力オフセットは可能ではない。
【００７３】
　[0082]さらに、いくつか（たとえば、２つまたは４つ）のＭＩＭＯ　ＳＲＳが、同じシ
ングルキャリア（ＳＣ）－周波数分割多重（ＦＤＭ）シンボル中で、ただし、異なるサイ
クリックシフトオフセットおよび／またはコム値を用いて送られ得るので、プリコーディ
ングはシングルキャリア特性をなくすであろう。ＳＲＳ送信を異なるシンボルに移動する
ことは、この非効率性を抑え得るが、ＰＵＳＣＨがＳＲＳと同じプリコーディングを使用
するようにスケジュールされ、アップリンク空間多重化がアクティブにされた場合、ＰＵ
ＳＣＨについて同じ問題が存在するであろう。これらの非効率性問題は、アップリンクア
ンテナ切替え対応ＵＥでは発生しないが、それでも、電力非効率性および電力制御要件は
、そのようなアップリンクアンテナ切替え対応ＵＥを使用して動作される本開示の態様に
おいて考慮されるであろう。したがって、本開示の様々な態様は、低電力設定において行
われるべきＳＲＳプリコーディングまたは電力オフセットを提供すべきである。
【００７４】
　[0083]図６は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図である。ブロック６００において、ＵＥは、それの受信機チェーンの各々に
ついて観測された干渉レベルを検出する。たとえば、図５を参照すると、ＵＥ５００は、
アンテナ５０１および５０２に関連付けられた各受信機チェーンについての観測された干
渉を分析するであろう。図７は、本開示の一態様に従って構成されたＵＥ１２０を示すブ
ロック図である。ブロック６００のさらなる説明として、ＵＥ１２０は、構成要素を制御
することと、ＵＥ１２０の特徴および機能を定義する、ＵＥ１２０のメモリ４８２に記憶
されたソフトウェアとファームウェアとコード論理とを実行することとを行う、コントロ
ーラ／プロセッサ４８０を含む。コントローラ／プロセッサ４８０は、メモリ４８２に記
憶された干渉検出動作７００を実行する。干渉検出動作７００を実行することは、アンテ
ナ７０３に結合された受信機チェーン７０１～７０２を通して観測された干渉を分析する
。これらの構成要素と行為の組合せは、ＵＥにおいて複数の受信機チェーンの各々につい
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て観測された干渉を検出するための手段を与え得る。
【００７５】
　[0084]ブロック６０１において、受信機チェーン間で検出された不平衡があるかどうか
の判断を行う。不平衡が検出されない場合、ＵＥは、ブロック６００において、受信チェ
ーンにおける観測された干渉を検出することを続ける。そうではなく、不平衡が検出され
た場合、ブロック６０２において、不平衡を示すためにＳＲＳをプリコーディングする。
ＳＲＳは、ＵＥ５００のダウンリンク動作をターゲットにするようにプリコーディングさ
れ得る。図５を参照すると、たとえば、ＵＥ５００は、マクロｅＮＢ５１２からのチャネ
ルからの観測された干渉を検出する。ＵＥ５００が、マクロｅＮＢ５１２からの観測され
た干渉の不平衡を見つけた場合、ＵＥ５００は、検出された不平衡を示すＳＲＳをプリコ
ーディングすることになる。図７のＵＥ１２０に関して、コントローラ／プロセッサ４８
０によって実行される干渉検出アプリケーション７００が、受信機チェーン７０１～７０
２において観測された干渉の不平衡があるかどうかを判断する。そのような不平衡が検出
された場合、コントローラ／プロセッサ４８０は、ＳＲＳメッセージを生成し始めるため
にＳＲＳ生成器プロセス７０５を実行し、コントローラ／プロセッサ４８０はまた、メモ
リ４８２に記憶されたプリコーダ７０４を実行する。プリコーダ７０４は、検出された不
平衡を示す、ＳＲＳ生成器プロセス７０５によって生成されたＳＲＳのためのプリコーデ
ィングを選択する。プリコーディングは、ＭＩＭＯ対応ＵＥでは、ＳＲＳプリコーダを導
出するために、複合干渉および利得不平衡プラス熱的雑音推定値の共分散Ｎ-1/2を利用し
得、非ＭＩＭＯであるがアンテナ選択に対応するＵＥは、ＳＲＳデコーダを導出するため
に、Ｎ-1/2共分散に対応する対角行列を使用し得る。これらの構成要素と行為の組合せは
、複数の受信機チェーンについて観測された干渉レベルの不平衡を検出したことに応答し
て、不平衡を示すためにＳＲＳをプリコーディングするための手段を与え得る。
【００７６】
　[0085]ブロック６０３において、ＵＥはＳＲＳを送信する。図５を参照すると、ＵＥ５
００はマクロｅＮＢ５１２にＳＲＳを送信するであろう。図７のＵＥ１２０に関して、コ
ントローラ／プロセッサ４８０は、プリコーダ７０４によって確立されたプリコーディン
グを用いて、ＳＲＳ生成器プロセス７０５によって生成されたＳＲＳ信号をコンパイルす
るように送信プロセッサ４６４を制御する。ＳＲＳ信号は、次いで、コントローラ／プロ
セッサ４８０および送信プロセッサ４６４の制御下で、送信機チェーン７０６～７０７お
よびアンテナ７０３を通して送信される。これらの構成要素と行為の組合せは、プリコー
ディングされたＳＲＳを送信するための手段を与え得る。
【００７７】
　[0086]本開示の代替態様では、ＳＲＳのプリコーディングはまた、１つまたは複数の不
平衡受信機チェーンのための送信電力を補償するための指示を含み得る。たとえば、図７
に関して、コントローラ／プロセッサ４８０はまた、干渉検出アプリケーション７００を
実行するときに、検出された干渉または検出された利得不平衡を使用して不平衡受信機チ
ェーンのうちの１つまたは複数の電力補償が望ましいかどうかを判断する、電力検出アプ
リケーション７０８を実行する。電力検出アプリケーション７０８の実行の結果は、その
ような補償が有用であろうとき、有用な送信電力補償の指示をプリコーディングされたＳ
ＲＳに与える。ＵＥが、プリコーディングされたＳＲＳ中で送信された指示に応答して、
そのような電力補償を受信した場合、電力コントローラ１０９は、コントローラ／プロセ
ッサ４８０の制御下で、受信機チェーン７０１～７０２のうちの１つの送信電力を調整す
るであろう。
【００７８】
　[0087]アップリンクＭＩＭＯ対応ＵＥの場合、概して２つのＳＲＳプロセスがある。第
１のＳＲＳプロセスは、アップリンク動作をターゲットにし、Ｒｅｌ－１０において規定
されているものと同じである。第２のＳＲＳプロセスは、ダウンリンク動作をターゲット
にし、ＳＲＳプリコーダを導出するために、複合干渉および利得不平衡プラス熱的雑音推
定値の共分散Ｎ-1/2を使用する。非ＭＩＭＯであるがアンテナ選択に対応するＵＥの場合
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、ＵＥは、ＳＲＳプリコーダを導出するために、電力オフセットなど、対角行列を適用し
得る。非ＭＩＭＯであるがアンテナ選択に対応するＵＥの場合、ＵＥはまた、アンテナ間
の所望の電力オフセットを適用することなしに、その電力オフセットをシグナリングし得
る。実際に適用される電力オフセットは、ＵＥが最大電力に近づいたとき、制限されるべ
きである。さらに、ＵＥが最大電力に近づいたとき、プリコーディングはオフにされ得る
。
【００７９】
　[0088]利用可能なとき、２つのＳＲＳプロセスは別個の（仮想）アンテナポートを使用
することにさらに留意されたい。ただし、利用可能な別個のＳＲＳポートがない場合、Ｓ
ＲＳプリコーダはＰＵＳＣＨにも適用されるべきである。また、ピーク対平均電力比（Ｐ
ＡＰＲ：peak to average power ratio）増加を緩和するために、第２のＳＲＳプロセス
では、異なるアンテナポートのために別個のシンボルを使用することが有益であり得る。
【００８０】
　[0089]ＣｏＭＰシステムを実装するネットワークにおいて本開示の態様を動作させると
き、各々が、異なるチャネル状態インジケータ（ＣＳＩ：channel state indicator）－
ＲＳプラス干渉管理リソース（ＩＭＲ：interference management resource）組合せにマ
ッピングされる、複数の第２のＳＲＳプロセスがあり得る。この組合せはＵＥにシグナリ
ングされ得る。
【００８１】
　[0090]本開示の追加の態様では、ＳＲＳプリコーディングは、ｅＮＢによってＵＥに明
示的にシグナリングされ得る。プリコーディングされたＳＲＳは、いくつかの異なる方法
で構成され得る。ＵＥごとに、周波数分割複信（ＦＤＤ）システムまたは時分割複信（Ｔ
ＤＤ）システムのいずれか一方または両方に対して有効にされる、または非周期ＳＲＳ送
信のみに対して適用されるなど。周期ＳＲＳ送信に対してプリコーディングされたＳＲＳ
を有効にすることも可能であるが、所与の周期ＳＲＳ送信のための好ましいプリコーディ
ングベクトルを示すことはより困難である。
【００８２】
　[0091]図８は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図である。ブロック８００において、ｅＮＢは、１つまたは複数の被サービス
ＵＥのためのプリコーディングされたＳＲＳベクトルを判断する。ＳＲＳベクトルは、ダ
ウンリンク動作をターゲットにするプリコーディングされ得る。図９は、本開示の一態様
に従って構成されたｅＮＢ１１０を示すブロック図である。ブロック８００の一例では、
ｅＮＢ１１０は、コントローラ／プロセッサ４４０と、コントローラ／プロセッサ４４０
に結合されたメモリ４４２とを含む。コントローラ／プロセッサ４４０は、構成要素を制
御し、ｅＮＢ１１０の特徴および機能を定義するための、メモリ４４２に記憶されたソフ
トウェアとファームウェアと他のコード論理とを実行する。ブロック８００において、コ
ントローラ／プロセッサ４４０は、メモリ４４２に記憶された、プリコーディングされた
ＳＲＳアプリケーション９００を実行する。プリコーディングされたＳＲＳアプリケーシ
ョン９００を実行することは、プリコーディングされたＳＲＳベクトル９０１に記憶され
た可能なベクトルから選択する、プリコーディングされたＳＲＳベクトルを判断する。プ
リコーディングされたＳＲＳベクトルは、ＵＥごとに選択されるか、ＦＤＤシステムまた
はＴＤＤシステムのいずれか一方または両方に対して有効にされるか、あるいは、好まし
くは非周期ＳＲＳ送信に対して適用されることになる。これらの構成要素と行為の組合せ
は、１つまたは複数の被サービスＵＥのためのプリコーディングされたＳＲＳベクトルを
判断するための手段を与え、ここにおいて、判断されたプリコーディングされたＳＲＳベ
クトルは、プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごとに判断すること、ＦＤＤシ
ステムとＴＤＤシステムのいずれか一方または両方に対してプリコーディングされたＳＲ
Ｓベクトルを有効にすることを含む。
【００８３】
　ブロック８０１において、ｅＮＢは、基地局から１つまたは複数の被サービスＵＥのう



(21) JP 6092408 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

ちの少なくとも１つに判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルを送信する。図
９を参照すると、コントローラ／プロセッサ４４０は、送信機９０２およびアンテナ９０
３を使用して、被サービスＵＥに選択されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルを送
信する。これらの構成要素と行為の組合せは、基地局から１つまたは複数の被サービスＵ
Ｅのうちの少なくとも１つに判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルを送信す
るための手段を与える。
【００８４】
　[0092]ＳＲＳのためのプリコーディングベクトルを示すことの様々な代替形態が使用さ
れ得る。たとえば、一態様では、無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）
が、１つのプリコーディングベクトルを選択するように構成される。これは単純なプロセ
スを与えるが、単一のＳＲＳベクトルは本開示の潜在的利益を与えないことがある。図９
を参照すると、メモリ４４２中のプリコーディングされたＳＲＳベクトル９０１は、した
がって、単一のプリコーディングされたＳＲＳベクトルのみを含んでいるであろう。
【００８５】
　[0093]本開示の別の態様では、ＲＲＣは、非周期ＳＲＳセットごとに１つの、複数のプ
リコーディングベクトルを構成し、どのプリコーディングベクトルを使用すべきかを動的
におよび明示的に示し得る。プリコーディングベクトルは、ＳＲＳパラメータの５つのセ
ットの各々中に含まれ得る。それは、特定のＤＣＩフォーマットに関連付けられたＳＲＳ
パラメータの１つのセットである。たとえば、ＤＣＩフォーマット０に関連付けられたセ
ット１では、プリコーディングベクトル１が割り当てられ得、ＤＣＩフォーマット４に関
連付けられたセット２～セット４では、プリコーディングベクトル２～４が割り当てられ
得、ＤＣＩフォーマット１Ａ／２Ｂ／２Ｃに関連付けられたセット５では、プリコーディ
ングベクトル５が割り当てられ得る。図５を参照すると、ＤＣＩフォーマットが検出され
ると、および非周期ＳＲＳがトリガされた場合、マクロｅＮＢ５１２は、ＵＥ５００に送
信されるプリコーディングされたＳＲＳベクトルのために、対応するセットにおいて定義
されているプリコーディングベクトルを使用する。
【００８６】
　[0094]ＵＥのための非周期ＳＲＳはＵＥ固有非周期ＳＲＳサブフレームのセット中で送
信されるので、サブフレーム中の所与のＡ－ＳＲＳ送信について、ＵＥは２つ以上のトリ
ガを受信し得る。ＵＥ５００（図５）が、複数のトリガが受信されるＡ－ＳＲＳサブフレ
ームに対してポリシーを実施することができるように、実施ポリシー（enforcement poli
cy）が適切に設定され得る。たとえば、ＵＥ５００は、２つ以上のトリガが同じプリコー
ディングベクトルをトリガしなければならないとき、同じプリコーディングベクトルを実
施し得る。そうではなく、２つ以上のトリガが別個のプリコーディングベクトルをトリガ
した場合、エラーイベントが記録される。代替的に、実施ポリシーは、プリコーディング
されたＳＲＳ送信のためにＵＥがどのプリコーディングベクトルを使用しているかに関す
る、ｅＮＢとＵＥとの間の不整合を受けて、最新のトリガに関連付けられたプリコーディ
ングベクトルをとり得る。
【００８７】
　[0095]本開示の追加の態様では、ＲＲＣが複数のセットを構成し、どのセットを使用す
べきかを動的に／暗黙的に示し得る。たとえば、使用されているプリコーディングベクト
ルがサブフレームインデックスに関連付けられ得る。ｅＮＢは、どのプリコーディングベ
クトルが使用されるべきかを実際に制御することがしばしば困難であるので、このソリュ
ーションはより限定的である。使用すべきプリコーディングベクトルの暗黙的指示の追加
の例では、ｅＮＢは、アグリゲーションレベル、（１つまたは複数の）復号候補、探索空
間、ＰＤＣＣＨタイプ（レガシーＰＤＣＣＨまたは拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣＣＨ））、
ＥＰＤＣＣＨに関連付けられたリソースセットなどに基づいて、プリコーディングベクト
ルを選択し得る。暗黙的指示のさらなる例では、ｅＮＢは、巡回冗長検査（ＣＲＣ：cycl
ic redundancy check）の（たとえば、アップリンクアンテナ切替えと同様に、異なる無
線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ：radio network temporary identifier）を使用す
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る）異なるスクランブルに基づいて、プリコーディングベクトルを暗黙的に選択し得る。
またさらなる例では、ｅＮＢは、プリコーディングベクトルを示すために、新しい情報フ
ィールドに基づいて、あるいはＤＣＩ中のいくつかの既存の情報フィールドを解釈し直す
か、またはそれにタスクを与え直すことによって、プリコーディングベクトルを選択し得
る。選択された追加の態様では、ＤＣＩは、ダウンリンク許可とアップリンク許可の両方
に与えられ得る。たとえば、（ＲＲＣ構成されるか、または仕様において指定され得る）
４つの可能なプリコーディングベクトルからのいずれかを示すための２ビットフィールド
。ＤＣＩ全体が、プリコーディングベクトルが明示的に示され得る、（関連付けられたＤ
Ｌ－ＳＣＨおよびＵＬ－ＳＣＨなしの）Ａ－ＳＲＳトリガリング、またはスタンドアロン
Ａ－ＳＲＳトリガリングに専用され得る。さらなる一例では、ｅＮＢによるプリコーディ
ングベクトルの選択は、ＰＵＳＣＨのために使用されるプリコーディングに関連付けられ
得る。たとえば、限られた使用のためのランク１プリコーディングを用いた最新のＰＵＳ
ＣＨ。これらの代替態様に加えて、別の態様は、これらの代替形態の様々な組合せを含み
得る。
【００８８】
　[0096]プリコーディングが有効にされる（１つまたは複数の）Ａ－ＳＲＳプロセスは、
ＣｏＭＰのために定義されたプロセスに基づくか、または個別に定義され得る。第１の代
替形態では、２つのＡ－ＳＲＳプロセスがＵＥのため定義され得、ここで、第１のプロセ
スは元のＲｅｌ－１０　Ａ－ＳＲＳプロセスであり、第２のプロセスはＣｏＭＰ動作のた
めの変更Ａ－ＳＲＳプロセスであり、第２のプロセスに関連付けられるべきプリコーディ
ングベクトルが（たとえば、ＲＲＣ構成の一部として）さらに追加される。第２の代替形
態として、３つのＡ－ＳＲＳプロセスがＵＥのために構成され得る。元のＲｅｌ－１０　
Ａ－ＳＲＳプロセスおよびＣｏＭＰに専用のＡ－ＳＲＳプロセスのほかに、新しいＡ－Ｓ
ＲＳプロセスが導入され得、ここにおいて、新しいプロセスに関連付けられるべきプリコ
ーディングベクトルが（たとえば、ＲＲＣ構成の一部として）さらに追加され得る。Ａ－
ＳＲＳがプリコーディングされる、改善されたＤＬ　ＭＩＭＯ動作をターゲットにする新
しいＡ－ＳＲＳプロセス。特定のＡ－ＳＲＳサブフレームにおいて、どのプロセスが使用
されているかは明示的にまたは暗黙的に導出され得る。たとえば、各プロセスは、Ａ－Ｓ
ＲＳサブフレームのセットに関連付けられ、Ａ－ＳＲＳサブフレームのこれらのセットは
重複しないことがある（重複する場合、サブフレーム中での並列Ａ－ＳＲＳ送信が可能に
されないならば、１つのプロセスが送信することを可能にするために何らかの優先度付け
が実行され、他の（１つまたは複数の）プロセスはドロップされる）。
【００８９】
　[0097]適切なＡ－ＳＲＳプリコーディングベクトルを判断するために、ｅＮＢは、元の
マルチポート周期ＳＲＳプロセスおよび／または元のマルチポート非周期ＳＲＳプロセス
に依拠することができる。
【００９０】
　[0098]ＰＵＳＣＨとの相互作用において、同じキャリア上の同じサブフレーム中で、プ
リコーディングされたＡ－ＳＲＳがＰＵＳＣＨと同時に送信される場合（特にランク１　
ＰＵＳＣＨ送信）、Ａ－ＳＲＳのプリコーディングはＰＵＳＣＨのためのプリコーディン
グと整合され得る。代替的に、同じサブフレーム中で送信されるＰＵＳＣＨとＳＲＳとに
同じプリコーディングが示されることを保証することは、ｅＮＢに任されていることがあ
る。同じサブフレーム中のＰＵＳＣＨとＳＲＳとのための異なるプリコーディングベクト
ルは、ｅＮＢが、それが必要であると判断し、そのように示す場合に可能にされる。
【００９１】
　[0099]場合によっては、チャネル相反性ベースのＤＬ　ＭＩＭＯ動作についてのチャネ
ル推定を改善するためにＳＲＳ密度を増加させることが有益であり得る。図１０は、本開
示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。
ブロック１０００において、モバイルデバイスがＳＲＳ送信の密度を判断する。たとえば
、ｅＮＢにおけるアンテナの数が極めて大きい（たとえば、６４）、チャネルおよび／ま
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たは干渉状態が発生し得る。現在のＳＲＳ送信は、非効率的であり得、および／または望
ましい精度を達成しないことがある。したがって、モバイルデバイスが、ダウンリンク送
信において予想された精度よりも低い精度を検出したとき、モバイルデバイスによって別
のチャネルおよび／または干渉状態が判断され得る。図７を参照すると、動作中、コント
ローラ／プロセッサ４８０による、メモリ４８２に記憶されたチャネルおよび／または干
渉検出論理７００の実行は、アンテナ７０３および受信機チェーン７０１～７０２を通し
て受信された信号が、低い精度など、チャネルおよび／または干渉状態を検出するために
分析されるような、および動作環境を作成する。代替的に、サービング基地局からシステ
ム情報信号中で受信された情報が、基地局において動作しているアンテナの数を識別し得
る。チャネルおよび／または干渉検出論理７００の動作環境は、基地局において動作して
いるアンテナの数がある量を超えるときにチャネルおよび／または干渉状態を判断する。
チャネルおよび／または干渉状態が、チャネルおよび／または干渉検出論理７００の実行
環境を通して検出されたとき、コントローラ／プロセッサ４８０は、ＳＲＳ送信の密度を
増加させるためにＳＲＳ生成器７０５を実行する。これらの行為と構成要素の組合せは、
モバイルデバイスにおいて、ＳＲＳ送信の密度を判断するための手段を与え得る。
【００９２】
　[00100]ブロック１００１において、モバイルデバイスは、チャネルおよび／または干
渉状態に応答して、それのＳＲＳ送信の密度を増加させる。たとえば、ＵＥ１２０は、コ
ントローラプロセッサ４８０の制御下で、送信プロセッサ４５４、送信チェーン７０６～
７０７、およびアンテナ７０３を通してＳＲＳ送信を送る。これらの行為と構成要素の組
合せは、モバイルデバイスが、判断された密度に少なくとも部分的に基づいてＳＲＳを送
信するための手段を与え得る。
【００９３】
　[00101]ＳＲＳ密度は、（１）サブフレーム内のＳＲＳ送信の密度を増加させること、
または（２）複数のサブフレーム上でＳＲＳ送信の密度を増加させること（ＳＲＳバンド
リング）のいずれかによって増加され得る。現在、ＳＲＳはサブフレームの最後のシンボ
ルのみである。ＳＲＳ送信は、たとえば、第１のスロットの最後のシンボルまたは第１の
スロットの最初のシンボルを入れて、規格影響を最小限に抑えながら、他のシンボルに拡
張され得る。また、第２のスロットのために現在定義されている短縮ＰＵＣＣＨフォーマ
ットが、第１のスロット中で有効にされ得る。サブフレームにわたってＳＲＳ密度を増加
させるとき、同じロケーションおよび／または同数のアンテナポートなどを使用して、単
一のＳＲＳが複数のサブフレーム上で繰り返され得るか、あるいは単一のＳＲＳが複数の
サブフレーム上で送信され得、ここで、各送信はＳＲＳの一部からなる。一例として、４
ポートＳＲＳは、各々が１つのＳＲＳポートを用いて、４つのサブフレーム中で送信され
得る。バンドルされたＳＲＳ送信のためのサブフレームのセットは連続または非連続であ
り得、それでもセル固有ＳＲＳサブフレームのセットに属することができる。現在、最小
のＵＥ固有ＳＲＳ周期性は２ｍｓである。周期性は、１ｍｓを含むように拡張され得る。
それらの組合せも可能である。ＳＲＳ送信のためのバンドルされたＳＲＳサブフレームの
数は、構成可能であるか、またはあらかじめ決定（たとえば、４サブフレームに固定）さ
れ得る。また、バンドルされたＳＲＳフレームの数は、ＰＵＳＣＨのためのＴＴＩバンド
リング動作にリンクされ得る。
【００９４】
　[00102]図１１は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。モバイルデバイスがそれのＳＲＳ送信の密度を増加させるとき
、サービング基地局は、相反性ベースのダウンリンクＭＩＭＯ動作のためのそれのチャネ
ル推定を改善し得る。ブロック１１００において、サービング基地局は、モバイルデバイ
スのためのＳＲＳ送信の密度を判断する。たとえば、ｅＮＢにおけるアンテナの数が極め
て大きい（たとえば、６４）、チャネルおよび／または干渉状態が発生し得る。現在のＳ
ＲＳ送信は、非効率的であり得、および／または望ましい精度を達成しないことがある。
たとえば、図９を参照すると、ｅＮＢ１１０は、コントローラ／プロセッサ４４０の制御
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下で、現在のＳＲＳ送信が非効率的であることを判断するために、アンテナ９０３の数が
しきい値数を超えることを判断するか、またはメモリ４４２中のチャネル推定論理９０５
を実行する。これらの様々なファクタに基づいて、コントローラ／プロセッサ４４０は、
特定のＵＥによるＳＲＳ送信のための密度を判断する。これらの行為と構成要素の組合せ
は、基地局において、基地局によってサービスされるＵＥのためのＳＲＳ送信の密度を判
断するための手段を与え得る。
【００９５】
　[00103]ブロック１１０１において、基地局はＵＥにＳＲＳの密度を示す。たとえば、
ｅＮＢ１１０は、コントロールまたはコントローラ／プロセッサ４４０下で、送信機９０
２およびアンテナ９０３を介して、ＳＲＳの密度を識別する制御信号をＵＥに送る。これ
らの行為と構成要素の組合せは、ＵＥにＳＲＳの密度を示すための手段を与え得る。
【００９６】
　[00104]ブロック１１０２において、基地局はＵＥからＳＲＳ送信を受信する。たとえ
ば、ｅＮＢ１１０は、アンテナ９０３および受信機９０４を介して信号を受信し、その信
号は、コントローラ／プロセッサ４４０の制御下で、復号され、ＳＲＳ送信であると判断
される。ＳＲＳ送信は、ｅＮＢ１１０がＵＥに示した密度に従って受信されることになる
。これらの行為と構成要素の組合せは、基地局において、ＵＥからＳＲＳ送信を受信する
ための手段を与え得る。
【００９７】
　[00105]ＤＭ－ＲＳ密度増加。同様に、ＵＬにおけるＤＭ－ＲＳ密度も増加され得る。
ＤＭ－ＲＳは、ＰＵＳＣＨ復調またはサウンディング目的のために使用され得る。ＤＭ－
ＲＳがサウンディング目的のために使用されるとき、サウンディングのためのサイクリッ
クシフトは、ＰＵＳＣＨ復調のためのサイクリックシフトとは異なり得る。サウンディン
グのためにＤＭ－ＲＳのためのサブフレーム（ＴＴＩ）バンドリングが有効にされる場合
、ＤＭ－ＲＳ送信のためのサブフレームの数は構成可能または所定であり得る。サブフレ
ームは、必ずしもセル固有ＳＲＳサブフレームであるとは限らないことに留意されたい。
バンドリングサイズは、ＰＵＳＣＨ　ＴＴＩバンドリングのためのサイズにリンクされ得
る。
【００９８】
　[00106]情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
ことを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデー
タ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電
磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによっ
て表され得る。
【００９９】
　[00107]図６および図７の機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子デバイ
ス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、フ
ァームウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備え得る。
【０１００】
　[00108]さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、またはその両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハ
ードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、
ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に
関して説明した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとし
て実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する
。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような
実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。
【０１０１】
　[00109]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
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および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、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）または他のプロ
グラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要
素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せ
を用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、
代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組
合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、
ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのよ
うな構成として実装され得る。
【０１０２】
　[00110]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接
ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで
実施されるか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、Ｒ
ＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録
商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、また
は当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒
体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができ
るように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得
る。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に常
駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素とし
て常駐し得る。
【０１０３】
　[00111]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュー
タ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任
意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用また
は専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定で
はなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気
ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手
段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用
もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができ
る。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウ
ェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはデジタル加入者線
（ＤＳＬ）を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他のリモートソースから送信
される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはは、媒体の定
義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパ
クトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（
disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク
（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）
は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に
再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１０４】
　[00112]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用す
ることができるようにするために提供したものである。本開示への様々な修正は当業者に
は容易に明らかとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸
脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明し
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た例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に
合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　モバイルデバイスにおいて、前記モバイルデバイスの複数の受信機チェーンの各々につ
いて観測された干渉レベルを検出することと、
　前記複数の受信機チェーンについて前記観測された干渉レベルの不平衡を検出したこと
に応答して、前記不平衡を示すためにサウンディング基準信号（ＳＲＳ）をプリコーディ
ングすることと、
　前記プリコーディングされたＳＲＳを送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ２］
　前記ＳＲＳを前記プリコーディングすることがダウンリンク動作をターゲットにする、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記プリコーディングが、前記複数の受信機チェーンのうちの１つまたは複数の不平衡
受信機チェーンのための送信電力を補償するための指示をさらに含み、ここにおいて、前
記指示が前記検出された不平衡に基づく、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記プリコーディングされたＳＲＳが、第１の仮想アンテナポートを使用して処理され
、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳが、第２の仮想アンテナポートを使用して
処理され、ここにおいて、前記第１の仮想アンテナポートと前記第２の仮想アンテナポー
トとが別個である、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記プリコーディングされたＳＲＳのために前記第１の仮想アンテナポート上の第１の
シンボルを使用することと、
　アップリンク動作をターゲットにする前記ＳＲＳのために前記第２の仮想アンテナポー
ト上の第２のシンボルを使用することと、ここにおいて、前記第１のシンボルと前記第２
のシンボルとが異なる、
をさらに含む、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記プリコーディングされたＳＲＳと、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳと
が、同じ仮想アンテナポートを使用して処理されるとき、前記プリコーディングが物理ア
ップリンク共有チャネルにも適用される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記モバイルデバイスにおいて、最大電力のしきい値レベル内の送信電力を検出するこ
とと、
　前記検出することに応答して、前記モバイルデバイスにおいて前記プリコーディングを
無効にすることと
をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記モバイルデバイスによって、前記指示に応答して、前記１つまたは複数の不平衡受
信機チェーンに適用すべき電力補償を示す制御信号を受信することと、
　前記モバイルデバイスにおいて、前記モバイルデバイスの送信電力を検出することと、
　前記１つまたは複数の不平衡受信機チェーンに前記電力補償の割合を適用することと、
ここにおいて、前記割合は、前記送信電力が前記モバイルデバイスの前記最大送信電力に
どのくらい近いかに基づいて判断される、
をさらに含む、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記プリコーディングが、前記不平衡の共分散行列に少なくとも部分的に基づく、Ｃ１
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に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記モバイルデバイスが、多入力多出力（ＭＩＭＯ）能力なしのアンテナ選択対応モバ
イルデバイスであり、ここにおいて、前記プリコーディングが、前記共分散行列に対応す
る対角行列に少なくとも部分的に基づく、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記モバイルデバイスが、多入力多出力（ＭＩＭＯ）能力なしのアンテナ選択対応モバ
イルデバイスであり、
　前記方法は、
　前記モバイルデバイスによって、前記指示に応答して、前記１つまたは複数の不平衡受
信機チェーンに適用すべき電力補償を示す制御信号を受信することと、
　前記モバイルデバイスによって前記制御信号を無視することと
をさらに含む、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ１２］
　干渉が推定される各基準信号について、ダウンリンク動作をターゲットにする追加のＳ
ＲＳをプリコーディングすることと、
　前記追加のプリコーディングされたＳＲＳを送信することと
をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　基地局から、前記プリコーディングされたＳＲＳに適用すべき前記プリコーディングを
示すプリコーディングされたＳＲＳベクトルを受信すること
をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　単一のサブフレーム中で複数の非周期ＳＲＳトリガを受信することと、ここにおいて、
前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルが前記複数の非周期ＳＲＳトリガとともに受
信される、
　前記複数の非周期ＳＲＳトリガが異なるプリコーディングされたＳＲＳベクトルを示す
ときにエラーを示すことと
をさらに含む、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　単一のサブフレーム中で複数の非周期ＳＲＳトリガを受信することと、ここにおいて、
前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルが前記複数の非周期ＳＲＳトリガとともに受
信される、
　同じサブフレーム中で受信された前記複数の非周期ＳＲＳトリガのうちの最後に関連付
けられた前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを選択することと
をさらに含む、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記送信することが、
　複数のサブフレーム上で前記プリコーディングされたＳＲＳを送信すること
を含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記プリコーディングされたＳＲＳが、前記複数のサブフレームの各々について同じ送
信パラメータを使用して送信される、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記プリコーディングされたＳＲＳの一部分が複数のサブフレームの各々上で送信され
る、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記複数のサブフレームが構成可能および所定のいずれかである、Ｃ１６に記載の方法
。
［Ｃ２０］
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　前記複数のサブフレームが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための送
信時間間隔（ＴＴＩ）バンドリング動作にリンクされた、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記プリコーディングされたＳＲＳが、サウンディングのために使用される復調基準信
号（ＤＭ－ＲＳ）を含む、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２２］
　基地局によって、１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）のためのプリコーディングされ
たサウンディング基準信号（ＳＲＳ）ベクトルを判断することと、ここにおいて、前記判
断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルが、
　　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごとに判断すること、
　　周波数分割複信（ＦＤＤ）システムまたは時分割複信（ＴＤＤ）システムのうちの少
なくとも１つに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にすること、お
よび
　　非周期ＳＲＳのみに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にする
こと
のうちの１つを含み、
　前記基地局から前記１つまたは複数のＵＥのうちの少なくとも１つに前記判断されたプ
リコーディングされたＳＲＳベクトルを送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ２３］
　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルがダウンリンク動作をターゲットにする、
Ｃ２２に記載の方法。
［Ｃ２４］
　前記基地局が単一のプリコーディングされたＳＲＳベクトルを判断する、Ｃ２２に記載
の方法。
［Ｃ２５］
　前記基地局が複数のプリコーディングされたＳＲＳベクトルを動的に判断する、Ｃ２２
に記載の方法。
［Ｃ２６］
　前記複数のプリコーディングされたＳＲＳベクトルの各々が複数の非周期ＳＲＳセット
のうちの１つに割り当てられる、Ｃ２５に記載の方法。
［Ｃ２７］
　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを判断することと、
　前記判断されたＤＣＩフォーマットに対応する前記複数の非周期ＳＲＳセットのうちの
前記１つに割り当てられた前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを前記基地局から
前記モバイルデバイスに送信することと
をさらに含む、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ２８］
　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルが、動作条件に基づいて使用のために暗黙
的に選択される、Ｃ２２に記載の方法。
［Ｃ２９］
　前記動作条件が、
　サブフレームインデックス、
　アグリゲーションレベル、
　復号候補、
　探索空間、および
　チャネルタイプ
のうちの１つを含む、Ｃ２８に記載の方法。
［Ｃ３０］
　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルが、
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　プリコーディングされたＳＲＳベクトル割当て指示、および
　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージ中に含まれる情報
のうちの１つに基づいて使用のために選択される、Ｃ２２に記載の方法。
［Ｃ３１］
　プリコーディングされたＳＲＳベクトルが、前記物理アップリンク共有チャネル（ＰＵ
ＳＣＨ）のために使用されるプリコーディングに従って使用のために選択される、Ｃ２２
に記載の方法。
［Ｃ３２］
　前記判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルが、複数のサブフレーム上での
プリコーディングされたＳＲＳの送信を命令する、Ｃ２２に記載の方法。
［Ｃ３３］
　前記判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルは、前記プリコーディングされ
たＳＲＳが、前記複数のサブフレームの各々について同じ送信パラメータを使用して送信
されるように命令する、Ｃ３２に記載の方法。
［Ｃ３４］
　前記判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルは、前記プリコーディングされ
たＳＲＳの一部分が複数のサブフレームの各々上で送信されるように命令する、Ｃ３２に
記載の方法。
［Ｃ３５］
　前記複数のサブフレームが構成可能および所定のいずれかである、Ｃ３２に記載の方法
。
［Ｃ３６］
　前記複数のサブフレームが、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための送
信時間間隔（ＴＴＩ）バンドリング動作にリンクされた、Ｃ３２に記載の方法。
［Ｃ３７］
　前記プリコーディングされたＳＲＳが、サウンディングのために使用される復調基準信
号（ＤＭ－ＲＳ）を含む、Ｃ３２に記載の方法。
［Ｃ３８］
　モバイルデバイスにおいて、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）送信の密度を判断する
ことと、
　前記モバイルデバイスによって、前記判断された密度に少なくとも部分的に基づいてＳ
ＲＳを送信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ３９］
　前記密度を前記判断することが、
　サービング基地局におけるアンテナの数がしきい値アンテナ値を超えること、および
　所定の時間期間にわたって前記ダウンリンク通信の不正確さを検出すること
のうちの１つを含むチャネル状態または干渉状態に少なくとも部分的に基づく、Ｃ３８に
記載の方法。
［Ｃ４０］
　前記密度を前記判断することが、基地局から受信された構成信号に少なくとも部分的に
基づく、Ｃ３８に記載の方法。
［Ｃ４１］
　ＳＲＳ送信の前記密度が、第１のＳＲＳ送信と同じサブフレーム中に１つまたは複数の
追加のＳＲＳ送信を含む、Ｃ３８に記載の方法。
［Ｃ４２］
　ＳＲＳ送信の前記密度が、バンドルされた数のサブフレームにわたるＳＲＳ送信を含み
、ここにおいて、前記バンドルされた数のサブフレームが２つ以上のサブフレームを含む
、Ｃ３８に記載の方法。
［Ｃ４３］
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　前記バンドルされた数のサブフレームにわたる前記ＳＲＳ送信が、
　前記バンドルされた数のサブフレームにわたって前記ＳＲＳ送信を繰り返すこと、およ
び
　前記バンドルされた数のサブフレームの各々にわたって前記ＳＲＳ送信の一部分を送信
すること
のうちの１つを含む、Ｃ４２に記載の方法。
［Ｃ４４］
　前記バンドルされた数サブフレームが連続および非連続のいずれかである、Ｃ４２に記
載の方法。
［Ｃ４５］
　前記バンドルされた数のサブフレームが所定および構成可能のいずれかである、Ｃ４２
に記載の方法。
［Ｃ４６］
　ＳＲＳ送信の前記密度が、同じサブフレーム中に１つのＳＲＳ送信を含む、Ｃ３８に記
載の方法。
［Ｃ４７］
　ＳＲＳの前記送信が、上位レイヤ構成または制御チャネル中の情報フィールドのうちの
少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいてトリガされる、Ｃ３８に記載の方法。
［Ｃ４８］
　基地局において、ユーザ機器（ＵＥ）のためのサウンディング基準信号（ＳＲＳ）送信
の密度を判断することと、
　前記ＵＥにＳＲＳ送信の前記密度を示すことと、
　前記基地局において、前記ＵＥから前記ＳＲＳ送信を受信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ４９］
　前記ＳＲＳ送信に基づいて、前記モバイルデバイスへのダウンリンク多入力多出力（Ｍ
ＩＭＯ）動作についてのチャネル推定を判断することと、
　前記判断されたチャネル推定を使用して、前記モバイルデバイスにダウンリンクデータ
を送信することと
をさらに備える、Ｃ４８に記載の方法。
［Ｃ５０］
　前記ＳＲＳ送信が、単一のサブフレーム中で受信された単一のＳＲＳ、および複数のＳ
ＲＳが単一のサブフレーム中で受信されるのうちの１つを含む、Ｃ４８に記載の方法。
［Ｃ５１］
　前記ＳＲＳ送信が、バンドルされた数のサブフレームにわたって受信された複数のＳＲ
Ｓを含み、ここにおいて、前記バンドルされた数のサブフレームが２つ以上のサブフレー
ムを含む、Ｃ４８に記載の方法。
［Ｃ５２］
　前記モバイルデバイスからの同じＳＲＳ送信の繰り返し、および
　前記同じＳＲＳ送信の一部分
のうちの１つを含む、前記複数のＳＲＳが受信される、Ｃ５１に記載の方法。
［Ｃ５３］
　前記バンドルされた数サブフレームが連続および非連続のいずれかである、Ｃ５１に記
載の方法。
［Ｃ５４］
　前記バンドルされた数のサブフレームが所定および構成可能のいずれかである、Ｃ５１
に記載の方法。
［Ｃ５５］
　ＳＲＳ送信の前記密度が、同じサブフレーム中に１つのＳＲＳ送信を含む、Ｃ４８に記
載の方法。



(31) JP 6092408 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

［Ｃ５６］
　受信された前記ＳＲＳ送信が、上位レイヤ構成または制御チャネル中の情報フィールド
のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいてトリガされる、Ｃ４８に記載の方
法。
［Ｃ５７］
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　モバイルデバイスにおいて、前記モバイルデバイスの複数の受信機チェーンの各々につ
いて観測された干渉レベルを検出するための手段と、
　前記複数の受信機チェーンについて前記観測された干渉レベルの不平衡を検出したこと
に応答して実行可能な、前記不平衡を示すためにサウンディング基準信号（ＳＲＳ）をプ
リコーディングするための手段と、
　前記プリコーディングされたＳＲＳを送信するための手段と
を備える、装置。
［Ｃ５８］
　前記ＳＲＳをプリコーディングするための前記手段がダウンリンク動作をターゲットに
する、Ｃ５７に記載の装置。
［Ｃ５９］
　前記プリコーディングが、前記複数の受信機チェーンのうちの１つまたは複数の不平衡
受信機チェーンのための送信電力を補償するための指示をさらに含み、ここにおいて、前
記指示が前記検出された不平衡に基づく、Ｃ５７に記載の装置。
［Ｃ６０］
　前記プリコーディングされたＳＲＳが、第１の仮想アンテナポートを使用して処理され
、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳが、第２の仮想アンテナポートを使用して
処理され、ここにおいて、前記第１の仮想アンテナポートと前記第２の仮想アンテナポー
トとが別個である、Ｃ５７に記載の装置。
［Ｃ６１］
　前記プリコーディングされたＳＲＳと、アップリンク動作をターゲットにするＳＲＳと
が、同じ仮想アンテナポートを使用して処理されるとき、前記プリコーディングが物理ア
ップリンク共有チャネルにも適用される、Ｃ５７に記載の装置。
［Ｃ６２］
　前記モバイルデバイスにおいて、最大電力のしきい値レベル内の送信電力を検出するた
めの手段と、
　検出するための前記手段に応答して実行可能な、前記モバイルデバイスにおいて前記プ
リコーディングを無効にするための手段と
をさらに含む、Ｃ５７に記載の装置。
［Ｃ６３］
　干渉が推定される各基準信号について、ダウンリンク動作をターゲットにする追加のＳ
ＲＳをプリコーディングするための手段と、
　前記追加のプリコーディングされたＳＲＳを送信するための手段と
をさらに含む、Ｃ５７に記載の装置。
［Ｃ６４］
　基地局から、前記プリコーディングされたＳＲＳに適用すべき前記プリコーディングを
示すプリコーディングされたＳＲＳベクトルを受信するための手段
をさらに含む、Ｃ５７に記載の装置。
［Ｃ６５］
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　基地局によって、１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）のためのプリコーディングされ
たサウンディング基準信号（ＳＲＳ）ベクトルを判断するための手段と、ここにおいて、
前記判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルが、
　　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごとに判断するための手段、
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　　周波数分割複信（ＦＤＤ）システムまたは時分割複信（ＴＤＤ）システムのうちの少
なくとも１つに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にするための手
段、および
　　非周期ＳＲＳのみに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にする
ための手段
のうちの１つを含み、
　前記基地局から前記１つまたは複数のＵＥのうちの少なくとも１つに前記判断されたプ
リコーディングされたＳＲＳベクトルを送信するための手段と
を備える、装置。
［Ｃ６６］
　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルがダウンリンク動作をターゲットにする、
Ｃ６５に記載の装置。
［Ｃ６７］
　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルが、
　サブフレームインデックス、
　アグリゲーションレベル、
　復号候補、
　探索空間、および
　チャネルタイプ
のうちの１つに基づいて使用のために暗黙的に選択される、Ｃ６５に記載の装置。
［Ｃ６８］
　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルが、
　プリコーディングされたＳＲＳベクトル割当て指示、および
　ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージ中に含まれる情報
のうちの１つに基づいて使用のために選択される、Ｃ６５に記載の装置。
［Ｃ６９］
　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルが、前記物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）のために使用されるプリコーディングに従って使用のために選択される、Ｃ
６５に記載の装置。
［Ｃ７０］
　前記判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルが、複数のサブフレーム上での
プリコーディングされたＳＲＳの送信を命令する、Ｃ６５に記載の装置。
［Ｃ７１］
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　モバイルデバイスにおいて、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）送信の密度を判断する
ための手段と、
　前記モバイルデバイスによって、前記判断された密度に少なくとも部分的に基づいてＳ
ＲＳを送信するための手段と
を備える、装置。
［Ｃ７２］
　前記密度を判断するための前記手段が、
　サービング基地局におけるアンテナの数がしきい値アンテナ値を超えること、および
　所定の時間期間にわたって前記ダウンリンク通信の不正確さを検出すること
のうちの１つを含むチャネル状態または干渉状態に少なくとも部分的に基づく、Ｃ７１に
記載の装置。
［Ｃ７３］
　前記密度を判断するための前記手段が、基地局から受信された構成信号に少なくとも部
分的に基づく、Ｃ７１に記載の装置。
［Ｃ７４］
　ＳＲＳを送信するための前記手段が、第１のＳＲＳ送信と同じサブフレーム中に１つま
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たは複数の追加のＳＲＳ送信を含む、Ｃ７１に記載の装置。
［Ｃ７５］
　ＳＲＳを送信するための前記手段が、バンドルされた数のサブフレームにわたるＳＲＳ
送信を含み、ここにおいて、前記バンドルされた数のサブフレームが２つ以上のサブフレ
ームを含む、Ｃ７１に記載の装置。
［Ｃ７６］
　ＳＲＳ送信の前記密度が、同じサブフレーム中に１つのＳＲＳ送信を含む、Ｃ７１に記
載の装置。
［Ｃ７７］
　ＳＲＳの前記送信が、上位レイヤ構成または制御チャネル中の情報フィールドのうちの
少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいてトリガされる、Ｃ７１に記載の装置。
［Ｃ７８］
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　基地局において、ユーザ機器（ＵＥ）のためのサウンディング基準信号（ＳＲＳ）送信
の密度を判断するための手段と、
　前記ＵＥにＳＲＳ送信の前記密度を示すための手段と、
　前記基地局において、前記ＵＥから前記ＳＲＳ送信を受信するための手段と
を備える、装置。
［Ｃ７９］
　前記ＳＲＳ送信に基づいて、前記モバイルデバイスへのダウンリンク多入力多出力（Ｍ
ＩＭＯ）動作についてのチャネル推定を判断するための手段と、
　前記判断されたチャネル推定を使用して、前記モバイルデバイスにダウンリンクデータ
を送信するための手段と
をさらに備える、Ｃ７８に記載の装置。
［Ｃ８０］
　前記ＳＲＳ送信が、単一のサブフレーム中で受信された単一のＳＲＳ、および単一のサ
ブフレーム中で受信された複数のＳＲＳのうちの１つを含む、Ｃ７８に記載の装置。
［Ｃ８１］
　前記ＳＲＳ送信が、バンドルされた数のサブフレームにわたって受信された複数のＳＲ
Ｓを含み、ここにおいて、前記バンドルされた数のサブフレームが２つ以上のサブフレー
ムを含む、Ｃ７８に記載の装置。
［Ｃ８２］
　ＳＲＳ送信の前記密度が、同じサブフレーム中に１つのＳＲＳ送信を含む、Ｃ７８に記
載の装置。
［Ｃ８３］
　受信された前記ＳＲＳ送信が、上位レイヤ構成または制御チャネル中の情報フィールド
のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づいてトリガされる、Ｃ７８に記載の装
置。
［Ｃ８４］
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードが、
　　モバイルデバイスにおいて、前記モバイルデバイスの複数の受信機チェーンの各々に
ついて観測された干渉レベルを検出することを少なくとも１つのコンピュータに行わせる
ためのプログラムコードと、
　　前記複数の受信機チェーンについて前記観測された干渉レベルの不平衡を検出したこ
とに応答して実行可能な、前記不平衡を示すためにサウンディング基準信号（ＳＲＳ）を
プリコーディングすることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのプログラム
コードと、
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　　前記プリコーディングされたＳＲＳを送信することを少なくとも１つのコンピュータ
に行わせるためのプログラムコードと
を含む、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ８５］
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードは、
　　基地局によって、１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）のためのプリコーディングさ
れたサウンディング基準信号（ＳＲＳ）ベクトルを判断することを少なくとも１つのコン
ピュータに行わせるためのプログラムコードと、ここにおいて、前記判断されたプリコー
ディングされたＳＲＳベクトルが、
　　　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごとに判断することを少なくと
も１つのコンピュータに行わせるためのプログラムコード、
　　　周波数分割複信（ＦＤＤ）システムまたは時分割複信（ＴＤＤ）システムのうちの
少なくとも１つに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にすることを
少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのプログラムコード、および
　　　非周期ＳＲＳのみに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にす
ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのプログラムコードのうちの１つ
を含み、
　　前記基地局から前記１つまたは複数のＵＥのうちの少なくとも１つに前記判断された
プリコーディングされたＳＲＳベクトルを送信することを少なくとも１つのコンピュータ
に行わせるためのプログラムコードと
を含む、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ８６］
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードは、
　　モバイルデバイスにおいて、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）送信の密度を判断す
ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのプログラムコードと、
　　前記モバイルデバイスによって、前記判断された密度に少なくとも部分的に基づいて
ＳＲＳを送信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるためのプログラムコー
ドと
を含む、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ８７］
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードが、
　　基地局において、前記基地局によってサービスされるユーザ機器（ＵＥ）のためのサ
ウンディング基準信号（ＳＲＳ）送信の密度を判断することを少なくとも１つのコンピュ
ータに行わせるためのプログラムコードと、
　　前記ＵＥにＳＲＳの前記密度を示すことを少なくとも１つのコンピュータに行わせる
ためのプログラムコードと、
　　前記基地局において、前記ＵＥから前記ＳＲＳ送信を受信することを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるためのプログラムコードと
を含む、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ８８］
　少なくとも１つのプロセッサと、
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　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　　モバイルデバイスにおいて、前記モバイルデバイスの複数の受信機チェーンの各々に
ついて観測された干渉レベルを検出することと、
　　前記複数の受信機チェーンについて前記観測された干渉レベルの不平衡を検出したこ
とに応答して、前記不平衡を示すためにサウンディング基準信号（ＳＲＳ）をプリコーデ
ィングすることと、
　　前記プリコーディングされたＳＲＳを送信することと
を行うように構成された、装置。
［Ｃ８９］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備える、ワイヤレス通信のた
めに構成された装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　基地局によって、１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）のためのプリコーディングさ
れたサウンディング基準信号（ＳＲＳ）ベクトルを判断することと、ここにおいて、前記
判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルが、
　　　前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルをＵＥごとに判断すること、
　　　周波数分割複信（ＦＤＤ）システムまたは時分割複信（ＴＤＤ）システムのうちの
少なくとも１つに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にすること、
および
　　　非周期ＳＲＳのみに対して前記プリコーディングされたＳＲＳベクトルを有効にす
ること
のうちの１つを含み、
　　前記基地局から前記１つまたは複数の被サービスＵＥのうちの少なくとも１つに前記
判断されたプリコーディングされたＳＲＳベクトルを送信することと
を行うように構成された、装置。
［Ｃ９０］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　モバイルデバイスにおいて、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）送信の密度を判断す
ることと、
　　前記モバイルデバイスによって、前記判断された密度に少なくとも部分的に基づいて
ＳＲＳを送信することと
を行うように構成された、装置。
［Ｃ９１］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備える、ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　　基地局において、ユーザ機器（ＵＥ）のためのサウンディング基準信号（ＳＲＳ）送
信の密度を判断することと、
　　前記ＵＥにＳＲＳ送信の前記密度を示すことと、
　　前記基地局において、前記ＵＥから前記ＳＲＳ送信を受信することと
を行うように構成された、装置。
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