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(57)【要約】
【課題】本発明の各実施例は、効率的なデータ通信を行
うための干渉測定方法を開示する。
【解決手段】本発明の一実施例として、隣接セルの干渉
を測定するための方法は、パイロット信号が割り当てら
れた一つ以上の第１の資源要素を第１の資源ブロックに
含まれた所定のシンボル領域に割り当て、所定のシンボ
ル領域のうち第１のシンボル領域に隣接セルの干渉量を
測定するための一つ以上の第２の資源要素を割り当て、
一つ以上の第２の資源要素を用いて隣接セルの干渉を測
定することを含むことができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一つ以上の隣接セルの干渉を測定する方法であって、前記方法は、基地局により実行さ
れ、前記方法は、
　サブフレームにおいて、前記一つ以上の隣接セルの干渉を測定するために用いられる一
つ以上の干渉測定資源要素（ＩＭ　ＲＥ）を割り当てることと、
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥを含む前記サブフレームを送信することと
　を含み、
　前記一つ以上の隣接セルの干渉は、前記一つ以上のＩＭ　ＲＥを用いて測定され、
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥの割り当て位置は、前記一つ以上の隣接セルの基準信号が割
り当てられる資源要素の割り当て位置に対応し、
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥは、制御チャネル領域以外の前記サブフレームのデータチャ
ネル領域のみに割り当てられ、
　前記制御チャネル領域は、前記サブフレームの第１のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルから３
個のＯＦＤＭシンボルに及んで構成されている、方法。
【請求項２】
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥは、データを有しない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥの割り当て位置は、サブフレームインデックスに従って変更
される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥは、サブフレームインデックスに従って特定のサブフレーム
においてのみ割り当てられる、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥの数は、アンテナの数に従って変更される、請求項２に記載
の方法。
【請求項６】
　一つ以上の隣接セルの干渉測定をサポートする基地局であって、前記基地局は、
　サブフレームにおいて、前記一つ以上の隣接セルの干渉を測定するために用いられる一
つ以上の干渉測定資源要素（ＩＭ　ＲＥ）を割り当てることと、
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥを含む前記サブフレームを送信することと
　を実行するように構成され、
　前記一つ以上の隣接セルの干渉は、前記一つ以上のＩＭ　ＲＥを用いて測定され、
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥの割り当て位置は、前記一つ以上の隣接セルの基準信号が割
り当てられる資源要素の割り当て位置に対応し、
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥは、制御チャネル領域以外の前記サブフレームのデータチャ
ネル領域のみに割り当てられ、
　前記制御チャネル領域は、前記サブフレームの第１のＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルから３
個のＯＦＤＭシンボルに及んで構成されている、基地局。
【請求項７】
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥは、データを有しない、請求項６に記載の基地局。
【請求項８】
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥの割り当て位置は、サブフレームインデックスに従って変更
される、請求項７に記載の基地局。
【請求項９】
　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥは、サブフレームインデックスに従って特定のサブフレーム
においてのみ割り当てられる、請求項７に記載の基地局。
【請求項１０】
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　前記一つ以上のＩＭ　ＲＥの数は、アンテナの数に従って変更される、請求項７に記載
の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の各実施例は、無線接続システムで効率的なデータ通信を行うための干渉測定方
法を開示する。
【背景技術】
【０００２】
　以下、多重セル移動通信システムについて簡略に説明する。
【０００３】
　図１は、セルラ基盤の移動通信システムの基本概念を示す図である。
【０００４】
　図１を参照すれば、それぞれの基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）は、自身に
割り当てられた特定セル領域を制御することができる。各基地局は、一定地域内の移動局
（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）に特定移動通信サービスを提供することができ
る。全ての基地局は、同一の移動通信サービス又は互いに異なる移動通信サービスを提供
することができる。
【０００５】
　多重セル基盤の移動通信システムは、特定地域の全ての基地局で同一の周波数領域を使
用するように設計されるので、隣接セルから様々な電波干渉を受けるおそれがある。した
がって、隣接セルから発生する干渉の影響を考慮しない場合、システムの性能に大きな影
響を与えることになる。
【０００６】
　例えば、図１を参照すれば、特定移動局（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）は、
ＢＳ１及びＢＳ２のセル間に位置することができる。ＢＳ１及びＢＳ２が同一の周波数領
域を使用するので、位置上、二つの基地局から伝送される信号の大きさは、移動局に類似
した影響を及ぼすようになる。したがって、通信システムの構成時、セル境界での他の基
地局からの干渉影響を考慮しない場合、移動局が基地局にフィードバックするチャンネル
状態情報（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は不正
確に測定され、システムの収率を最適化できないという問題が発生する。
【０００７】
　無線接続システムでの他の信号による干渉、予期しない雑音などは、様々な問題を引き
起こすようになる。ここで、雑音とは、自然に発生した意図しない信号を意味し、干渉と
は、人工的に作られた意図しない信号を意味する。
【０００８】
　意図しない雑音には、背景雑音、人工雑音、相互変調又は受信機で発生する雑音などの
多様な形態がある。意図しない雑音の発生には様々な原因がある。代表的に、自然に発生
する雑音源としては、大気のかく乱、背景雑音又は受信機自体で発生する熱雑音などがあ
る。無線接続システムでの意図しない雑音を減少させることができれば、直接的にシステ
ムの性能を改善することができる。
【０００９】
　人工的な雑音源としては干渉雑音がある。干渉雑音は、同一の帯域で他の通信システム
又は電気システムの信号によって発生する。すなわち、同一の周波数帯域で故意に又は自
然に他の通信システム又は電気システムから干渉を受けるようになる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　効率的な通信環境を提供するためには、雑音及び干渉を減少させるための様々な方案を
模索することが望ましい。本発明は、このような問題を解決するためになされたもので、
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その目的は、効率的な通信方法を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、隣接セルからの干渉の大きさを考慮してＣＱＩを正確に測定する
ことによって、システムを最適化できる方法を提供することにある。
【００１２】
　本発明の更に他の目的は、隣接セルからの干渉の大きさを正確に測定するために、隣接
セルのパイロットシンボル（又は参照信号）が位置する資源領域にヌル（Ｎｕｌｌ）信号
を伝送することによって、正確な干渉を測定する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記のような技術的課題を解決するために、本発明の各実施例は、無線接続システムで
効率的なデータ通信を行うための干渉測定方法を開示する。
【００１４】
　本発明の一実施例として、隣接セルの干渉を測定するための方法は、パイロット信号が
割り当てられた一つ以上の第１の資源要素を第１の資源ブロックに含まれた所定のシンボ
ル領域に割り当て、所定のシンボル領域のうち第１のシンボル領域に隣接セルの干渉量を
測定するための一つ以上の第２の資源要素を割り当て、一つ以上の第２の資源要素を用い
て隣接セルの干渉を測定することを含むことができる。
【００１５】
　前記一つ以上の第２の資源要素は、前記隣接セルの干渉の大きさを測定するためにデー
タを伝送しないことが望ましい。このとき、一つ以上の第２の資源要素は、パイロット信
号が割り当てられた一つ以上の第１の資源要素及び制御チャンネルが割り当てられた資源
要素には割り当てられないことが望ましい。
【００１６】
　このとき、一つ以上の第２の資源要素は、第１の資源要素が割り当てられた所定のシン
ボル領域ごとに割り当てられる。また、パイロット信号が割り当てられた第１の資源要素
の個数と第２の資源要素の個数は、同一又は異なっている。すなわち、第１の資源要素の
個数は、第２の資源要素の個数より多いか少ない。
【００１７】
　また、本発明の一実施例は、パイロット信号が割り当てられた一つ以上の第１の資源要
素を第２の資源ブロックに含まれた所定のシンボル領域に割り当てることをさらに含むこ
とができる。このとき、第２の資源ブロックには第２の資源要素を割り当てないことが望
ましい。
【００１８】
　また、本発明の一実施例は、一つ以上の第１の資源要素を第２の資源ブロックに含まれ
た所定のシンボル領域に割り当て、所定のシンボル領域のうち第１のシンボル領域に隣接
セルの干渉量を測定するための一つ以上の第２の資源要素を割り当てることをさらに含む
ことができる。このとき、第１の資源ブロックでは第１のアンテナを用いて隣接セルの干
渉を測定し、第２の資源ブロックでは第２のアンテナを用いて隣接セルの干渉を測定する
ことができる。
【００１９】
　また、第１のアンテナを用いて測定した隣接セルの干渉量を基盤にして第２のアンテナ
の干渉量を予測し、第２の資源ブロックで隣接セルの干渉量を測定することができる。
【００２０】
　このとき、第１の資源ブロックでは第１のアンテナ及び第２のアンテナを用いて隣接セ
ルの干渉を測定し、第２の資源ブロックでは第３のアンテナ及び第４のアンテナを用いて
隣接セルの干渉を測定することができる。
【００２１】
　また、本発明の他の実施例として、隣接セルの干渉を測定するのは、セル境界に位置し
た各移動局のみで行われる。
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【００２２】
　また、本発明の更に他の実施例として、第２の資源要素の割り当て可否は、サブフレー
ムインデックスによって決定される。
【００２３】
　また、本発明の更に他の実施例として、第２の資源要素の割り当て位置は、サブフレー
ムインデックスによって決定される。
【００２４】
　また、本発明の更に他の実施例として、第１のセルに対するパイロット信号が割り当て
られた第１の資源要素の位置には、第２のセル及び第３のセルに対する第２の資源要素の
みが割り当てられ、第２のセルに対するパイロット信号が割り当てられた第１の資源要素
の位置には、第１のセル及び第３のセルの第２の資源要素のみが割り当てられ、第３のセ
ルに対するパイロット信号が割り当てられた第１の資源要素の位置には、第２のセル及び
第３のセルの第２の資源要素のみが割り当てられ、第１のセル、第２のセル及び第３のセ
ルで協力的に隣接セルの干渉を測定することができる。
【００２５】
　また、本発明の更に他の実施例として、第１のセルに対するパイロット信号が割り当て
られた第１の資源要素の位置には、第２のセル及び第３のセルに対するパイロット信号が
割り当てられなく、第２のセルに対するパイロット信号が割り当てられた第１の資源要素
の位置には、第１のセル及び第３のセルに対するパイロット信号が割り当てられなく、第
３のセルに対するパイロット信号が割り当てられた第１の資源要素の位置には、第２のセ
ル及び第３のセルに対するパイロット信号が割り当てられないことがある。これを通して
、第１のセル、第２のセル及び第３のセルで協力的に隣接セルの干渉を測定することがで
きる。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　隣接セルの干渉を測定するための方法において、
　パイロット信号が割り当てられた一つ以上の第１の資源要素を第１の資源ブロックに含
まれた所定のシンボル領域に割り当て、
　上記所定のシンボル領域のうち第１のシンボル領域に上記隣接セルの干渉量を測定する
ための一つ以上の第２の資源要素を割り当て、
　上記一つ以上の第２の資源要素を用いて上記隣接セルの干渉を測定することを含む、干
渉測定方法。
（項目２）
　上記一つ以上の第２の資源要素は、上記隣接セルの干渉の大きさを測定するためにデー
タを伝送しないことを特徴とする、項目１に記載の干渉測定方法。
（項目３）
　上記一つ以上の第２の資源要素は、
　上記パイロット信号が割り当てられた上記一つ以上の第１の資源要素及び制御チャンネ
ルが割り当てられた資源要素には割り当てられないことを特徴とする、項目２に記載の干
渉測定方法。
（項目４）
　上記一つ以上の第２の資源要素は、上記一つ以上の第１の資源要素が割り当てられた上
記所定のシンボル領域ごとに割り当てられることを特徴とする、項目１に記載の干渉測定
方法。
（項目５）
　上記パイロット信号が割り当てられた第１の資源要素の個数と上記第２の資源要素の個
数は同一であることを特徴とする、項目４に記載の干渉測定方法。
（項目６）
　上記パイロット信号が割り当てられた第１の資源要素の個数と上記第２の資源要素の個
数は異なることを特徴とする、項目４に記載の干渉測定方法。



(6) JP 2014-39340 A 2014.2.27

10

20

30

40

50

（項目７）
　上記一つ以上の第１の資源要素を第２の資源ブロックに含まれた所定のシンボル領域に
割り当てることをさらに含み、
　上記第２の資源ブロックには上記一つ以上の第２の資源要素を割り当てないことを特徴
とする、項目１に記載の干渉測定方法。
（項目８）
　上記一つ以上の第１の資源要素を第２の資源ブロックに含まれた所定のシンボル領域に
割り当て、
　上記第２の資源ブロックに含まれた上記所定のシンボル領域のうち第１のシンボル領域
に上記隣接セルの干渉量を測定するための上記一つ以上の第２の資源要素を割り当てるこ
とをさらに含む、項目１に記載の干渉測定方法。
（項目９）
　上記第１の資源ブロックでは第１のアンテナを用いて隣接セルの干渉を測定し、上記第
２の資源ブロックでは第２のアンテナを用いて隣接セルの干渉を測定することを特徴とす
る、項目８に記載の干渉測定方法。
（項目１０）
　上記第１のアンテナを用いて測定した隣接セルの干渉量を基盤にして上記第２のアンテ
ナの干渉量を予測し、上記第２の資源ブロックで上記隣接セルの干渉量を測定することを
特徴とする、項目９に記載の干渉測定方法。
（項目１１）
　上記第１の資源ブロックでは第１のアンテナ及び第２のアンテナを用いて隣接セルの干
渉を測定し、
　上記第２の資源ブロックでは第３のアンテナ及び第４のアンテナを用いて隣接セルの干
渉を測定することを特徴とする、項目８に記載の干渉測定方法。
（項目１２）
　上記隣接セルの干渉を測定するのは、
　セル境界に位置した各移動局のみで行われることを特徴とする、項目１に記載の干渉測
定方法。
（項目１３）
　上記第２の資源要素の割り当て可否は、サブフレームインデックスによって決定される
ことを特徴とする、項目１に記載の干渉測定方法。
（項目１４）
　上記第２の資源要素の割り当て位置は、サブフレームインデックスによって決定される
ことを特徴とする、項目１に記載の干渉測定方法。
（項目１５）
　第１のセルに対するパイロット信号が割り当てられた上記第１の資源要素の位置には第
２のセル及び第３のセルの上記第２の資源要素のみが割り当てられ、
　上記第２のセルに対するパイロット信号が割り当てられた上記第１の資源要素の位置に
は上記第１のセル及び上記第３のセルの上記第２の資源要素のみが割り当てられ、
　上記第３のセルに対するパイロット信号が割り当てられた上記第１の資源要素の位置に
は上記第２のセル及び上記第３のセルの上記第２の資源要素のみが割り当てられ、
　上記第１のセル、第２のセル及び第３のセルで協力的に隣接セルの干渉を測定すること
を特徴とする、項目１に記載の干渉測定方法。
（項目１６）
　第１のセルに対するパイロット信号が割り当てられた上記第１の資源要素の位置には第
２のセル及び第３のセルに対するパイロット信号が割り当てられなく、
　上記第２のセルに対するパイロット信号が割り当てられた上記第１の資源要素の位置に
は上記第１のセル及び上記第３のセルに対するパイロット信号が割り当てられなく、
　上記第３のセルに対するパイロット信号が割り当てられた上記第１の資源要素の位置に
は上記第２のセル及び上記第３のセルに対するパイロット信号が割り当てられないことを
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特徴とする、項目１に記載の干渉測定方法。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、次のような効果がある。
【００２７】
　第一に、本発明の各実施例を使用すれば、効率的な通信を行うことができる。
【００２８】
　第二に、隣接セルからの干渉の大きさを正確に測定することによって、システムを最適
化して使用することができる。
【００２９】
　第三に、隣接セルによる干渉を測定するためにヌル信号を使用することによって、より
正確な干渉量を測定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】セルラ基盤の移動通信システムの基本概念を示す図である。
【図２】独立したセル環境でセクタを区分して使用する通信システムの一例を示す図であ
る。
【図３】送信アンテナの個数によるパイロットシンボル構造の一例を示す図である。
【図４】１個の送信アンテナを使用する場合、パイロットシンボルを副搬送波単位で遷移
する方法の一例を示す図である。
【図５】１個の送信アンテナを使用する場合、パイロットシンボルを副搬送波単位で遷移
する方法の他の一例を示す図である。
【図６】本発明の一実施例として、パイロットシンボルを含む全てのＯＦＤＭシンボル領
域にヌルＲＥを割り当てる方法の一例を示す図である。
【図７】本発明の一実施例として、パイロットシンボルが割り当てられた全てのＯＦＤＭ
シンボル領域にヌルＲＥを割り当てる方法の他の一例を示す図である。
【図８】本発明の一実施例として、パイロットシンボルを含むＯＦＤＭシンボル領域のう
ち特定ＯＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥを割り当てる方法の一例を示す図である。
【図９】本発明の他の実施例として、ＲＢインデックスによってヌルＲＥを割り当てる方
法の一例を示す図である。
【図１０】本発明の更に他の実施例として、特定送信アンテナのパイロットシンボルが割
り当てられたＯＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥを使用する方法を示す図である。
【図１１】本発明の更に他の実施例として、多重セル環境でヌルＲＥを協力的に使用する
方法の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本明細書は、無線接続システムで効率的なデータ通信を行うための干渉測定方法を開示
する。
【００３２】
　以下の各実施例は、本発明の各構成要素と特徴を所定形態で結合したものである。各構
成要素又は特徴は、別途の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考慮される。各
構成要素又は特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態で実施可能である。
【００３３】
　また、本発明の一部の構成要素及び／又は特徴を結合し、本発明の他の実施例を構成す
ることもできる。本発明の各実施例で説明する各動作の順序は変更可能である。一つの実
施例の一部の構成や特徴は、他の実施例に含まれたり、他の実施例に対応する構成又は特
徴に取り替えられる。
【００３４】
　本発明の各実施例は、基地局と移動局との間のデータ送受信関係を中心に説明した。こ
こで、基地局は、移動局と直接的に通信を行うネットワークの終端ノードとしての意味を
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有する。本明細書で基地局によって行われると説明した特定動作は、場合によっては基地
局の上位ノードによって行われることもある。
【００３５】
　すなわち、基地局を含む多数のネットワークノードからなるネットワークで移動局との
通信のために行われる多様な動作が、基地局又は基地局以外の他のネットワークノードに
よって行われ得ることは自明である。「基地局」は、固定局、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ
　Ｂ（ｅＮＢ）又はアクセスポイントなどの用語に取り替えられる。また、「移動局（Ｍ
Ｓ）」は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、移動端末、端末又はＭＳＳ（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語に取り替えられる。
【００３６】
　本発明の各実施例は多様な手段を通して具現される。例えば、本発明の各実施例は、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結合などによって具現される。
【００３７】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の各実施例に係る方法は、一つ又はそれ以上の
ＡＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉ
ｒｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、
ＤＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）
、ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（
ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、コン
トローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサなどによって具現される。
【００３８】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の各実施例に係る方法は、以
上説明した機能又は動作を行うモジュール、手順又は関数などの形態で具現される。ソフ
トウェアコードは、メモリユニットに格納され、プロセッサによって駆動される。前記メ
モリユニットは、前記プロセッサの内部又は外部に位置し、既に公知となった多様な手段
によって前記プロセッサとデータを取り交わすことができる。
【００３９】
　以下の説明で使用する特定用語は、本発明の理解を促進するために提供されたものであ
って、このような特定用語の使用は、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で他の形態に
変更可能である。
【００４０】
　図２は、独立したセル環境でセクタを区分して使用する通信システムの一例を示す図で
ある。
【００４１】
　図２のように独立したセル環境で、基地局は、自身のセル領域を区分して使用すること
ができる。すなわち、基地局は、他のセルのユーザからの干渉を減少させるために、自身
のセル領域をセクタ化することができる。一例として、基地局（ＢＳ１）は、自身のセル
を３個のセクタに分割し、セクタアンテナを運用することができる。各セクタ別に割り当
てられたアンテナは、特定角度（望ましくは、１２０°の角度）の方向で受信される信号
のみを受信することができる。
【００４２】
　基地局は、セクタアンテナを用いて特定角度で受信される信号に対してはアンテナ利得
を大きく与え、他の角度で受信される信号に対してはアンテナ利得を小さく与えることが
できる。したがって、第１のセクタに含まれたユーザは、他のセクタ領域に含まれたユー
ザからの干渉を減少させることができる。ただし、セクタ化するとしても、一般的に使用
される技術では隣接セクタによる干渉を全て除去することは難しい。
【００４３】
　図３は、送信アンテナの個数によるパイロットシンボル構造の一例を示す図である。
【００４４】
　パイロットシンボルは、一般的にデータ伝送分野で使用される。パイロットシンボルは
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、送受信端で復調用基準搬送波や各種チャンネルに対するタイミングを得るために使用さ
れる信号である。多様な通信システムで、パイロットシンボルは、参照信号（ＲＳ：Ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）などの多様な用語として使用される。ただし、本発明の
各実施例でのパイロットシンボルは、チャンネルの同期を合わせたり、搬送波の位相を同
期化したり、又は基地局情報の獲得を促進するために、実際にデータを有さずに高い出力
で伝送される全てのシンボル又は信号を意味する。
【００４５】
　図３は、送信アンテナの個数による各送信アンテナのパイロットシンボルの位置を示す
図である。図３において、Ｒｉはｉ番目の送信アンテナのパイロットシンボルを示す。ま
た、図３（ａ）は１個の送信アンテナを使用する場合を示し、図３（ｂ）は２個の送信ア
ンテナを使用する場合を示し、図３（ｃ）は４個の送信アンテナを使用する場合を示す。
【００４６】
　図３を参照すれば、各パイロットシンボルは、一定の周波数間隔及び時間間隔で配置さ
れていることが分かる。図３に示すように、送信アンテナの個数が増加すれば、パイロッ
トシンボルのオーバーヘッドが増加するようになる。
【００４７】
　図３のパイロットシンボルの構造が図２のセクタ１（Ｓｅｃｔｏｒ１）のために使用さ
れる場合、セクタ２及びセクタ３では、セル間のパイロットシンボルが衝突しないように
周波数領域又は時間領域で副搬送波単位又はＯＦＤＭシンボル単位の遷移を通してパイロ
ットシンボルを保護することができる。以下、パイロットシンボルの副搬送波単位又はＯ
ＦＤＭシンボル単位の遷移を通して干渉を除去する方法を説明する。
【００４８】
　図４は、１個の送信アンテナを使用する場合、パイロットシンボルを副搬送波単位で遷
移する方法の一例を示す図である。
【００４９】
　図４を参照すれば、図４（ａ）の送信アンテナ（１　Ｔｘ　ａｎｔｅｎｎａ）の場合、
周波数領域で各パイロットシンボルが６副搬送波間隔で位置していることが分かる。した
がって、周波数領域で副搬送波単位の遷移を行えば、少なくとも５個のセルは他の位置に
パイロットシンボルを配置することができる。すなわち、図４を参照すれば、多数の隣接
セル（Ｃｅｌｌ１～Ｃｅｌｌ６）での周波数遷移を通してパイロットシンボルの衝突を避
けることを確認することができる。
【００５０】
　ただし、セクタ化したり、パイロットシンボルを周波数単位で遷移するとしても、隣接
セルや隣接したセクタからの干渉を完全に除去することは難しい。したがって、隣接セル
又は隣接セクタからの干渉を正確に測定するための方案が必要である。
【００５１】
　図５は、１個の送信アンテナを使用する場合、パイロットシンボルを副搬送波単位で遷
移する方法の他の一例を示す図である。
【００５２】
　図５において、１個の送信アンテナを使用する場合、隣接した３個のセルではそれぞれ
周波数が遷移された特定パイロットシンボルを用いることができる。したがって、隣接し
た３個のセルでは、パイロットシンボル間の衝突が発生しないことがある。ただし、図５
に示すように、周波数遷移を通して隣接セル間に伝送されるパイロットシンボルの衝突を
防止したが、依然として隣接セルによる干渉を除去できないという問題がある。
【００５３】
　本発明の各実施例で使用する一つの資源ブロック（ＲＢ）は、１２個の副搬送波及び１
４個のＯＦＤＭシンボルで構成される。また、本発明の各実施例で使用する資源要素（Ｒ
Ｅ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）は、資源ブロックを構成する基本単位であって
、１ＯＦＤＭシンボル及び１副搬送波単位で資源ブロック（ＲＢ）に割り当てられる。資
源要素（ＲＥ）には、データ信号、パイロット信号、ヌル信号などが割り当てられる。本
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発明の各実施例において、パイロット信号が割り当てられた資源要素をパイロットシンボ
ルと称することができる。
【００５４】
　チャンネル環境又はユーザの要求事項によって、資源ブロック（ＲＢ）、資源要素（Ｒ
Ｅ）及び制御チャンネルの大きさと割り当て位置は変わり得る。このとき、ＯＦＤＭシン
ボル領域は、所定のＯＦＤＭシンボルでの周波数帯域全体を意味する。すなわち、本発明
の各実施例では、１ＯＦＤＭシンボル×１２副搬送波で一つのＯＦＤＭシンボル領域を示
すことができる。
【００５５】
　本発明の各実施例では、隣接セル（又は隣接セクタ）の干渉量を測定するために、ヌル
資源要素（Ｎｕｌｌ　ＲＥ：Ｎｕｌｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）を使用する
ことができる。ヌルＲＥは、ヌル信号が割り当てられた資源要素（ＲＥ）をいう。ヌル信
号は、隣接セルの干渉量を測定するための信号であって、何らのデータも含まない信号で
ある。一般的に、隣接セルの干渉を測定するためにパイロット信号を用いるが、より正確
に干渉量を測定するためにヌルＲＥを用いることができる。
【００５６】
　ヌルＲＥ構造は様々な方法で構成されるが、基本的に、パイロット信号が割り当てられ
たＲＥにはヌル信号を割り当てることができない。また、制御チャンネルが割り当てられ
る領域にもヌルＲＥを使用しないことが望ましい。以下では、隣接セルからの干渉量を最
少化しながら隣接セルの干渉量を正確に測定するためのパイロットシンボル及びヌルＲＥ
の配置構造について説明する。
【００５７】
　１．一般的なヌルＲＥ構造
【００５８】
　特定セルのパイロットシンボル構造は、全ての資源ブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｂｌｏｃｋ）に対して同一の構造を有することができる。このように、ヌルＲＥの位置
も、全てのＲＢで同一になるように構成することができる。この場合、それぞれ互いに異
なるＲＢに割り当てられた各移動局は、自身が割り当てられていない他のＲＢに対する干
渉大きさを計算するためにヌルＲＥを使用することができる。このように獲得した干渉の
大きさは、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）情報を
フィードバックするのに使用したり、受信信号を検出するのに使用することができる。
【００５９】
　図６は、本発明の一実施例として、パイロットシンボルを含む全てのＯＦＤＭシンボル
領域にヌルＲＥを割り当てる方法の一例を示す図である。
【００６０】
　図６において、「Ｒ０」は第１のアンテナに対するパイロット信号を示し、「Ｒ１」は
第２のアンテナに対するパイロット信号を示し、「Ｎ」はヌルＲＥを示す。このとき、一
つのパイロット信号は一つのＲＥに割り当てられる。また、特定ＲＢで制御チャンネルが
割り当てられた領域には、ヌルＲＥを割り当てないことが望ましい。このとき、制御チャ
ンネルは、３個のＯＦＤＭシンボル領域に割り当てられる。
【００６１】
　図６（ａ）は、送信アンテナが１個である場合のヌルＲＥ構造を示す図である。このと
き、図６（ａ）は、一つのパイロット信号が割り当てられるときごとに二つのヌルＲＥが
使用される場合を示す。図６（ｂ）は、送信アンテナが２個である場合のヌルＲＥ構造を
示す図である。このとき、図６（ｂ）は、一つのパイロット信号が割り当てられるときご
とに二つのヌルＲＥが割り当てられる場合を示す。
【００６２】
　図６の資源ブロック（ＲＢ）は、隣接した３個のセルでヌルＲＥ及びパイロット信号の
割り当て位置を互いに変更して使用することができる。図６で使用されるヌルＲＥは、パ
イロットシンボルが割り当てられた全てのＯＦＤＭシンボル領域に割り当てることができ
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る。また、図６において、ヌルＲＥの個数及び割り当て位置は、チャンネル環境又はユー
ザの要求事項によって異なるように適用することができる。
【００６３】
　図７は、本発明の一実施例として、パイロットシンボルが割り当てられた全てのＯＦＤ
Ｍシンボル領域にヌルＲＥを割り当てる方法の他の一例を示す図である。
【００６４】
　図７は、図６と同一の概念や他の形態でパイロット信号及びヌルＲＥを割り当てる方法
を示す図である。図６及び図７は、パイロット信号が割り当てられた全てのＯＦＤＭシン
ボルごとにヌルＲＥを使用する場合を示す図である。
【００６５】
　図７（ａ）は、送信アンテナが１個である場合、一つのパイロット信号当たりに一つの
ヌルＲＥが割り当てられる場合を示す。このとき、ヌルＲＥは、パイロットシンボルが割
り当てられたＯＦＤＭシンボル領域内の他のＲＥに割り当てられる。図７（ｂ）は、送信
アンテナが２個である場合、一つのパイロットシンボル当たりに一つのヌルＲＥが割り当
てられる場合を示す。図７（ａ）及び図７（ｂ）を参照すれば、隣接した３個のセルで、
ヌルＲＥ及びパイロットシンボルは、互いに位置を異ならせて使用することができる。
【００６６】
　図６及び図７は、制御チャンネルを除いたＯＦＤＭシンボル領域のうちパイロットシン
ボルを含むＯＦＤＭシンボル領域にヌルＲＥを使用する場合を示す。また、一つのＲＢの
観点で、同一の量のヌルＲＥを所定のＯＦＤＭシンボルに割り当てることができ、各送信
アンテナのパイロットシンボル（又は参照信号）と同一の数のヌルＲＥを使用することが
できる。
【００６７】
　図８は、本発明の一実施例として、パイロットシンボルを含むＯＦＤＭシンボル領域の
うち特定ＯＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥを割り当てる方法の一例を示す図である。
【００６８】
　無線チャンネルでドップラー効果の影響が小さい場合、時間によるチャンネル環境の変
化は小さいと見られる。すなわち、高速の移動環境でない低速の移動環境であるか、停止
している移動局との無線通信を使用する場合、パイロットシンボルを含む全てのＯＦＤＭ
シンボル領域にヌルＲＥを使用すれば、オーバーヘッドを増加させるようになる。
【００６９】
　したがって、特定ＯＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥを使用すれば、隣接セルによる
干渉大きさを得るとともに、オーバーヘッドを最小化することができる。図８は、一つの
例として、１番目のパイロットシンボルを含むＯＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥを使
用する方法を示している。しかし、ヌルＲＥを使用するＯＦＤＭシンボル領域の個数は、
チャンネル環境又はユーザの要求事項によって異なるように適用することができる。
【００７０】
　図９は、本発明の他の実施例として、ＲＢインデックスによってヌルＲＥを割り当てる
方法の一例を示す図である。
【００７１】
　全ての資源ブロック（ＲＢ）ごとにヌルＲＥを使用すれば、ヌルＲＥのオーバーヘッド
が大きく作用するようになる。したがって、特定ＲＢインデックスのみにヌルＲＥを使用
し、オーバーヘッドは減少させながら適当に干渉の大きさを求めることができる。
【００７２】
　図９を参照すれば、ＲＢインデックスによってヌルＲＥの有無を決定することができる
。例えば、ＲＢインデックスが偶数である場合のみにヌルＲＥを使用することができる。
この場合、全てのＲＢにヌルＲＥを使用する場合に比べて、ヌルＲＥによるオーバーヘッ
ドを半分に減少させることができる。もちろん、チャンネル環境やユーザの要求事項によ
って、ＲＢインデックスが奇数である場合又は特定番号のＲＢのみにＲＥを適用すること
ができる。前記ＲＢインデックスは時間によって変化可能であり、ヌルＲＥを使用するＲ
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Ｂのインデックスは、固定されたパターンを用いて使用したり、基地局が状況によって適
用し、サブフレームごとに移動局に知らせることができる。
【００７３】
　また、図９を参照すれば、送信アンテナによってヌルＲＥを使用することができる。す
なわち、効率的な電力制御のために特定送信アンテナのみでヌルＲＥを使用することがで
きる。例えば、多重アンテナシステムの特定ＲＢインデックスではｎ番目の送信アンテナ
のためのヌルＲＥを使用し、他の特定ＲＢインデックスではｍ番目の送信アンテナのため
のヌルＲＥを使用することができる。
【００７４】
　図９（ａ）は、ｉ番目のＲＢでパイロットシンボルが割り当てられたＯＦＤＭシンボル
領域で第１のアンテナに対するパイロットシンボル（Ｒ０）のみにヌルＲＥが使用される
場合を示す。単一のセルシステムに図９（ａ）を適用する場合、第２のセクタ及び第３の
セクタからの干渉量を測定することができる。
【００７５】
　図９（ｂ）は、ｉ＋１番目のＲＢでパイロットシンボルが割り当てられたＯＦＤＭシン
ボル領域で第２のアンテナに対するパイロットシンボル（Ｒ１）のみにヌルＲＥが使用さ
れる場合を示す。単一のセルシステムに図９（ｂ）を適用する場合、第１のセクタ及び第
３のセクタからの干渉量を測定することができる。
【００７６】
　もちろん、図９（ａ）及び図９（ｂ）は、多重セルシステムに適用可能であり、この場
合、隣接した他のセルからの干渉量を測定することができる。
【００７７】
　図１０は、本発明の更に他の実施例として、特定送信アンテナのパイロットシンボルが
割り当てられたＯＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥを使用する方法を示す図である。
【００７８】
　図１０を参照すれば、各送信アンテナのパイロット信号構造を確認することができる。
このとき、第１のアンテナ及び第２のアンテナのパイロットシンボルと第３及び第４のア
ンテナのパイロットシンボルは、ＯＦＤＭシンボル領域のインデックスによってそれぞれ
異なるように割り当てられる。全ての送信アンテナに対する干渉量を獲得しようとする場
合、パイロットシンボルを含む全てのＯＦＤＭシンボルにヌルＲＥを適用することが望ま
しい。ただし、多数のアンテナを使用し、全てのアンテナにヌルＲＥを使用する場合、デ
ータの送信効率が低下するという問題がある。
【００７９】
　ただし、チャンネル環境によって、一部のアンテナの干渉量を用いて残りの送信アンテ
ナの干渉大きさを予測することができる。例えば、第１及び第２のアンテナのパイロット
シンボルを含むＯＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥを適用して第３及び第４のアンテナ
の干渉量を計算したり、第３及び第４のアンテナのパイロットシンボルを含むＯＦＤＭシ
ンボル領域のみにヌルＲＥを使用して第１及び第２のアンテナの干渉量を計算することが
できる。
【００８０】
　図１０（ａ）は、ｉ番目のＲＢでのパイロットシンボル及びヌルＲＥ構造を示す。図１
０（ａ）は、第１のアンテナに対するパイロットシンボル（Ｒ０）及び第２のアンテナに
対するパイロットシンボル（Ｒ１）が割り当てられたＯＦＤＭシンボル領域のうち特定Ｏ
ＦＤＭシンボル領域のみにヌルＲＥが割り当てられた場合を示す。図１０（ａ）を参照す
れば、第１のアンテナ及び第２のアンテナを用いて隣接セルの干渉量を測定することがで
きる。
【００８１】
　図１０（ｂ）は、ｉ＋１番目のＲＥでのパイロットシンボル及びヌルＲＥ構造を示す。
図１０（ｂ）は、第３のアンテナに対するパイロット及び第４のアンテナに対するパイロ
ットシンボル（Ｒ２、Ｒ３）が割り当てられたＯＦＤＭシンボル領域のうち特定ＯＦＤＭ
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シンボル領域のみにヌルＲＥが割り当てられた場合を示す。図１０（ｂ）を参照すれば、
第３のアンテナ及び第４のアンテナを用いて隣接セルの干渉量を測定することができる。
【００８２】
　更に他の例として、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）のヌルＲＥ構造が順次使用される。
すなわち、ｉ番目のＲＢでは、第１及び第２のアンテナを用いて隣接セルからの干渉量を
測定し、ｉ＋１番目のＲＢでは、第３及び第４のアンテナを用いて隣接セルからの干渉量
を測定することができる。すなわち、ＲＢインデックスによって異なるアンテナを使用し
、隣接セルからの干渉量を測定することができる。
【００８３】
　更に他の例として、特定送信アンテナのパイロットシンボルが割り当てられたＯＦＤＭ
シンボル領域を順次変えながらヌルＲＥを使用することができる。ＲＢインデックスによ
って、特定ＲＢでは第１及び第２の送信アンテナに対する干渉大きさを求めるためにヌル
ＲＥを使用し、他の特定ＲＢでは第３及び第４の送信アンテナに対する干渉大きさを獲得
するためにヌルＲＥを使用することができる。
【００８４】
　したがって、多数のアンテナを使用する場合、所定のアンテナのみでヌルＲＥを使用す
ることによってデータの伝送効率を高めることができる。
【００８５】
　２．専用ヌルＲＥの使用方法
【００８６】
　上述したヌルＲＥ構造の使用有無は、移動局の位置によって決定される。例えば、基地
局の近くにある移動局は、隣接セルからの干渉の影響が小さいので、ヌルＲＥを使用せず
、セル境界に位置した移動局は、隣接セルからの干渉量が大きいので、ヌルＲＥを使用す
ることができる。
【００８７】
　３．時間によるヌルＲＥ割り当て方法
【００８８】
　時間又はサブフレームインデックスによって、ヌルＲＥの使用有無及びヌルＲＥの位置
が変更可能である。例えば、１０個のサブフレームが一つの無線フレームによって定義さ
れる場合、０番目のサブフレームから９番目のサブフレームが一つの無線フレームに存在
するようになる。この場合、サブフレームインデックス（ｉ）によって、ヌルＲＥの位置
を異なるように使用することができる。また、一つのサブフレームがＮ個のＯＦＤＭシン
ボルで構成されるので、ＯＦＤＭシンボルインデックス（ｎ）によって、ヌルＲＥの位置
を異なるように割り当てることができる。すなわち、特定サブフレームに含まれるＯＦＤ
Ｍシンボルのうち特定ＯＦＤＭシンボルのみにヌルＲＥを使用することができる。
【００８９】
　４．多重セルでの協力的なヌルＲＥ割り当て方法
【００９０】
　ヌルＲＥを用いて隣接セルの干渉大きさを正確に得るためには、一つのヌルＲＥを用い
て一つの隣接セルからの干渉大きさを得られる形態であることが望ましい。したがって、
隣接セルにヌルＲＥが使用される場合、該当のＲＥ位置には隣接セルでデータを伝送しな
い形態で構成することができる。多重セル環境では、各セルが互いに隣接したセルの干渉
大きさを正確に得られるようにヌルＲＥを割り当てることが望ましい。
【００９１】
　図１１は、本発明の更に他の実施例として、多重セル環境でヌルＲＥを協力的に使用す
る方法の一例を示す図である。
【００９２】
　図１１は、送信アンテナが１個である場合を例に挙げて説明したものである。図１１は
、送信アンテナが２個である場合及び４個である場合にも拡張して適用することができる
。図１１を参照すれば、隣接した３個のセルで、ヌルＲＥとパイロットシンボルの割り当
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て位置は互いに変更可能である。例えば、同一のＯＦＤＭシンボル領域内で２個のヌルＲ
Ｅと１個のパイロットシンボルが互いに隣接するように割り当てられる。このとき、各セ
ルでは、パイロットシンボルの位置をヌルＲＥの位置に遷移することができる。すなわち
、図１１は、各セルに対するパイロットシンボルの位置を副搬送波上で遷移してパイロッ
トシンボルを割り当てる過程を示す。
【００９３】
　図１１（ａ）は、第１のセルのパイロットシンボルの割り当て位置を示し、図１１（ｂ
）は、第２のセルのパイロットシンボルの割り当て位置を示し、図１１（ｃ）は、第３の
セルのパイロットシンボルの割り当て位置を示す。
【００９４】
　図１１を参照すれば、第１のセルでパイロット信号が割り当てられた資源要素に第２の
セル及び第３のセルはヌルＲＥを割り当て、第１のセルからの干渉量を効果的に測定する
ことができる。また、第２のセルでパイロット信号が割り当てられた資源要素に第１のセ
ル及び第３のセルはヌルＲＥを割り当て、第２のセルからの干渉量を効果的に測定するこ
とができる。また、第３のセルでパイロット信号が割り当てられた資源要素に第１のセル
及び第２のセルはヌルＲＥを割り当て、第３のセルからの干渉量を測定することができる
。ただし、ヌルＲＥを使用しないＯＦＤＭシンボルでは、第１のセルでパイロットシンボ
ルが使用されたＲＥがあるとしても、ヌルＲＥを適用する必要はない。
【００９５】
　本発明は、その精神及び必須的な特徴を逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化され
得る。したがって、上述した詳細な説明は、全ての面で制限的に解釈してはならず、例示
的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲の合理
的な解釈によって決定しなければならず、本発明の等価的範囲内での全ての変更は本発明
の範囲に含まれる。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係のない各請求項を結合して
実施例を構成したり、出願後の補正によって新しい請求項を含ませることができる。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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