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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末が参照信号を受信する方法であって、
　セル－特定参照信号（ＣＲＳ）以外の第１のチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）の構成を示す第1の構成情報を受信するステップと、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に基づいて、前記第１のＣＳＩ－ＲＳを受信するス
テップと、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳに基づいて、チャネル測定を行うステップと、
を有し、
　前記ＣＲＳによりサポートされるアンテナの最大数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳにより
サポートされるアンテナの最大数より少なく、前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用され
るアンテナの個数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に含まれ、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用される前記アンテナの個数を含む前記第１のＣＳ
Ｉ－ＲＳの前記構成は前記端末に特定される、参照信号受信方法。
【請求項２】
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳは、１以上のアンテナを含むアンテナグループと関連する、請
求項１に記載の参照信号受信方法。
【請求項３】
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳは、前記アンテナグループに割当てられたパイロットパターン
を用いて受信される、請求項２に記載の参照信号受信方法。
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【請求項４】
　第２のＣＳＩ－ＲＳの構成を示す第２の構成情報を受信するステップを更に有し、該第
２の構成情報はチャネル干渉に関連する、請求項１または３に記載の参照信号受信方法。
【請求項５】
　基地局が参照信号を送信する方法であって、
　セル－特定参照信号（ＣＲＳ）以外の第１のチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ
）の構成を示す第1の構成情報を送信するステップと、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に基づいて、前記第１のＣＳＩ－ＲＳを端末に送信
するステップと、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳに基づくチャネル測定に従い、フィードバック情報を受信する
ステップと、
を有し、
　前記ＣＲＳによりサポートされるアンテナの最大数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳにより
サポートされるアンテナの最大数より少なく、前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用され
るアンテナの個数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に含まれ、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用される前記アンテナの個数を含む前記第１のＣＳ
Ｉ－ＲＳの前記構成は前記端末に特定される、参照信号送信方法。
【請求項６】
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳは、１以上のアンテナを含むアンテナグループと関連する、請
求項５に記載の参照信号送信方法。
【請求項７】
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳは、前記アンテナグループに割当てられたパイロットパターン
を用いて送信される、請求項６に記載の参照信号送信方法。
【請求項８】
　第２のＣＳＩ－ＲＳの構成を示す第２の構成情報を送信するステップを更に有し、該第
２の構成情報はチャネル干渉に関連する、請求項５または７に記載の参照信号送信方法。
【請求項９】
　第１のチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の構成を示す第1の構成情報を受信
する受信モジュールと、
　前記受信モジュールを制御するプロセッサと、
を有し、
　前記プロセッサは、前記第１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に基づいて、前記第１のＣＳＩ
－ＲＳを受信するために前記受信モジュールを制御するよう構成され、及び前記第１のＣ
ＳＩ－ＲＳに基づいて、チャネル測定を行うよう構成され、
　ＣＲＳによりサポートされるアンテナの最大数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳによりサポ
ートされるアンテナの最大数より少なく、前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用されるア
ンテナの個数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に含まれ、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用される前記アンテナの個数を含む前記第１のＣＳ
Ｉ－ＲＳの前記構成は端末に特定される、端末。
【請求項１０】
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳは、１以上のアンテナを含むアンテナグループと関連する、請
求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、前記アンテナグループに割当てられたパイロットパターンに基づい
て、前記第１のＣＳＩ－ＲＳを受信するため前記受信モジュールを制御するよう構成され
る、請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記受信モジュールは、第２のＣＳＩ－ＲＳの構成を示す第２の構成情報を更に受信し
、該第２の構成情報はチャネル干渉に関連する、請求項９または１１に記載の端末。
【請求項１３】
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　送信モジュールと、
　前記送信モジュールを制御するプロセッサと、
を有し、
　前記プロセッサは、第１のチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の構成を示す第
１の構成情報を送信するために前記送信モジュールを制御するよう構成され、及び前記第
１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に基づいて、前記第１のＣＳＩ－ＲＳを端末に送信するため
に前記送信モジュールを制御するよう構成され、
　ＣＲＳによりサポートされるアンテナの最大数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳによりサポ
ートされるアンテナの最大数より少なく、前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用されるア
ンテナの個数は、前記第１のＣＳＩ－ＲＳの前記構成に含まれ、
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳに対して使用される前記アンテナの個数を含む前記第１のＣＳ
Ｉ－ＲＳの前記構成は前記端末に特定される、基地局。
【請求項１４】
　前記第１のＣＳＩ－ＲＳは、１以上のアンテナを含むアンテナグループと関連する、請
求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記アンテナグループに割当てられたパイロットパターンに基づい
て、前記第１のＣＳＩ－ＲＳを送信するために前記送信モジュールを制御するよう構成さ
れる、請求項１４に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、第２のＣＳＩ－ＲＳの構成を示す第２の構成情報を送信するために
前記送信モジュールを更に制御するよう構成され、該第２の構成情報はチャネル干渉に関
連する、請求項１３または１５に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、具体的には、分散アンテナシステムにおける信号
送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報産業の発達によって多様な種類の大容量のデータを高速で伝送できる技術が要求さ
れており、そのために、既存のセル内に多数の分散アンテナを置いて、陰影地域の解消及
びカバレッジ（ｃｏｖｅｒａｇｅ）の拡張のためのＤＡＳ方式が研究されている。
【０００３】
　分散アンテナシステム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ：Ｄ
ＡＳ）は、単一の基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）と有線または専用回線で接続され
た多数の分散アンテナを活用したシステムであって、単一の基地局は、基地局がサービス
するセルの内部に所定距離以上離れて位置する複数個のアンテナを管理する。複数個のア
ンテナがセル内で所定距離以上離れて分散して位置するという点で、複数個の基地局アン
テナがセル中央に集中している中央集中型アンテナシステム（ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　
ａｎｔｅｎｎａ　ｓｙｓｔｅｍ：ＣＡＳ）と区別される。ＣＡＳは、一般に、ＷＣＤＭＡ
（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
、ＨＳＰＡ（ｈｉｇｈ　ｓｐｅｅｄ　ｐａｃｋｅｔ　ａｃｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（ｌｏｎｇ
　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）／ＬＴＥ－Ａ（ｌｏｎｇｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ－ａｄｖａｎｃｅｄ）、８０２．１６のようなセルラ通信システムであって、セル基盤
の構造において一つの基地局に多重アンテナを設置して、ＯＬ－ＭＩＭＯ（ｏｐｅｎ　ｌ
ｏｏｐ－ｍｕｌｔｉ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ　ｏｕｔｐｕｔ）、ＣＬ－ＳＵ－ＭＩＭＯ
（ｃｌｏｓｅ　ｌｏｏｐ－ｓｉｎｇｌｅ　ｕｓｅｒ－ｍｕｌｔｉ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔ
ｉ　ｏｕｔｐｕｔ）、ＣＬ－ＭＵ－ＭＩＭＯ（ｃｌｏｓｅ　ｌｏｏｐ－ｍｕｌｔｉ　ｕｓ
ｅｒ－ｍｕｌｔｉ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ　ｏｕｔｐｕｔ）、Ｍｕｌｔｉ－ＢＳ－ＭＩ
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ＭＯ（ｍｕｌｔｉ－ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ－ｍｕｌｔｉ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ　
ｏｕｔｐｕｔ）などのような多様な多重アンテナ技法を使用するシステムである。
【０００４】
　ＤＡＳは、分散アンテナのそれぞれのユニットが該当のアンテナの領域を独自に管轄す
るのではなく、セル中央の基地局で、セル内に位置した全ての分散アンテナ領域を管轄す
るという点で、フェムトセル（Ｆｅｍｔｏ　ｃｅｌｌ）と区別される。また、分散アンテ
ナユニットが有線または専用回線で接続されているという点で、基地局と中継局（Ｒｅｍ
ｏｔｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＲＳ）との間が無線で接続された多重ホップ方式のリレーシス
テム（ｒｅｌａｙ　ｓｙｓｔｅｍ）またはａｄ－ｈｏｃネットワークとも区別される。ま
た、基地局の命令によって、分散アンテナのそれぞれがアンテナに隣接したそれぞれの端
末に互いに異なる信号を伝送できるという点で、単に信号を増幅して伝送するリピーター
（ｒｅｐｅａｔｅｒ）構造とも区別される。
【０００５】
　このようなＤＡＳは、分散アンテナが同時に互いに異なるデータストリームを送受信し
て、単一または多重の移動端末（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）を支援できるという点
で、一種の多重入出力（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕ
ｔ：ＭＩＭＯ）システムと見なすことができる。ＭＩＭＯシステムの観点で、ＤＡＳは、
セル内に多様な位置に分散したアンテナにより、ＣＡＳに比べて各アンテナ別に伝送領域
が縮小され、送信電力を減少させる効果を得ることができる。また、アンテナと端末との
間の伝送距離の短縮を通じて経路損失を減少させ、データの高速伝送が可能なようにする
ことで、セルラシステムの伝送容量及び電力効率を高めることができ、セル内のユーザの
位置に関係なく、ＣＡＳに比べて相対的に均一な品質の通信性能を満足させることができ
る。また、基地局と多数の分散アンテナとが有線または専用回線で接続されているので、
信号の損失が少なく、アンテナ間の相関度及び干渉が減少して、高い信号対干渉雑音比（
ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ：
ＳＩＮＲ）を有することができる。
【０００６】
　このように、ＤＡＳは、次世代移動通信システムにおいて基地局の増設コスト及びバッ
クホールネットワークの維持コストを低減すると共に、サービスカバレッジの拡大とチャ
ネル容量及びＳＩＮＲの向上のために、既存のＣＡＳと並行したり、またはＣＡＳに取っ
て代わってセルラ通信の新しい基盤になることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　現在、ＩＭＴ－２０００またはＩＭＴ－ａｄｖａｎｃｅｄ　ｓｙｓｔｅｍに代表される
３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ及びＩＥＥＥ　８０２．１６システムのようなＣＡＳ基盤
の通信標準でＤＡＳを混用する場合、既存の通信規格で使用するセル－特定参照信号（Ｃ
ｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ：ＣＲＳ）、チャネル状
態情報参照信号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ：ＣＳＩ－ＲＳ）、ミッドアンブル（ｍｉｄａｍｂｌｅ）を介して
ＤＡＳを運用することは困難である。
【０００８】
　例えば、ＤＡＳを支援するシステムの一つのセル内に２４個のダウンリンク伝送アンテ
ナが分散している場合、現在の通信規格上、最大使用可能な４Ｔｘまたは８Ｔｘ　ＣＲＳ
、ＣＳＩ－ＲＳ、ミッドアンブルなどでは、端末で２４個のアンテナ別チャネルを区分し
てチャネルを推定することができない。
【０００９】
　また、既存のＣＡＳのみを支援する端末の場合、ＣＡＳ及びＤＡＳを区分できないとい
う問題も発生する。
【００１０】
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　したがって、本発明は、ＤＡＳにおいて複数個のアンテナを一定の個数のアンテナグル
ープにグルーピングして、パイロットパターンの個数を制限する方法を提案する。
【００１１】
　また、本発明は、ＤＡＳ支援システム、または、ＣＡＳ及びＤＡＳを混用するシステム
において、端末がチャネル状態測定を効率的に行うことができるように適したミッドアン
ブルを構成する方法を提案する。
【００１２】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、以上言及した技術的課題に制限されず、言及
していない他の技術的課題は、下の記載から本発明の属する技術の分野における通常の知
識を有する者に明確に理解されるだろう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上述した課題を解決するための本発明の一様態の一実施例に係る分散アンテナシステム
（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）において端末が信
号を受信する方法は、前記ＤＡＳに属した基地局から、前記端末または前記端末を含む端
末グループに対応するローカルミッドアンブル（ｌｏｃａｌ　ｍｉｄａｍｂｌｅ）の構成
情報を受信するステップと、前記基地局から、前記ローカルミッドアンブルを受信するス
テップとを含み、前記ローカルミッドアンブルは、前記基地局の複数のアンテナのうち、
前記端末または前記端末グループに関連する一つ以上の有効伝送アンテナに対応するミッ
ドアンブルであってもよい。
【００１４】
　本発明の一実施例に係る端末の信号受信方法は、前記ローカルミッドアンブルに関する
構成情報に基づいて、前記有効伝送アンテナに対応するローカルミッドアンブルを確認し
、チャネル推定を行うステップをさらに含むことができる。
【００１５】
　本発明の一実施例に係る端末の信号受信方法は、前記有効伝送アンテナに対するチャネ
ル推定によるフィードバック情報を前記基地局に伝送するステップをさらに含むことがで
きる。
【００１６】
　本発明の一実施例に係る端末の信号受信方法は、前記基地局から、前記基地局に含まれ
た複数のアンテナのそれぞれに対応するグローバルミッドアンブル（ｇｌｏｂａｌ　ｍｉ
ｄａｍｂｌｅ）の構成情報を受信するステップと、前記基地局から、前記グローバルミッ
ドアンブルを受信するステップとをさらに含むことができる。
【００１７】
　このとき、本発明の一実施例に係る端末の信号受信方法は、前記グローバルミッドアン
ブルを用いて前記基地局の複数のアンテナのそれぞれに対するチャネル推定を行うステッ
プをさらに含むことができる。さらに、前記チャネル推定の結果に基づいて、前記端末ま
たは前記端末グループに関連する一つ以上の有効伝送アンテナに関する情報を生成するス
テップと、前記有効伝送アンテナに関する情報を前記基地局に伝送するステップをさらに
含むことができる。
【００１８】
　上述した課題を解決するための本発明の一様態の他の実施例に係る分散アンテナシステ
ム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）において端末が
信号を受信する方法は、前記ＤＡＳに属した基地局から、前記基地局の一つ以上のローカ
ルアンテナグループ（ｌｏｃａｌ　ａｎｔｅｎｎａ　ｇｒｏｕｐ）に前記基地局の複数の
アンテナがマッピングされるグループマッピング情報を受信するステップと、前記ローカ
ルアンテナグループに含まれたアンテナのそれぞれに対応するミッドアンブルを受信する
ステップとを含むことができる。
【００１９】
　このとき、前記ローカルアンテナグループのそれぞれにおいて同じインデックスを有す
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るアンテナ（ｎ番目のアンテナ）に対するグローバルミッドアンブルは、同一であっても
よい。
【００２０】
　上述した課題を解決するための本発明の一様態の他の実施例に係る分散アンテナシステ
ム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）において基地局
が信号を伝送する方法は、端末別または端末グループ別に関連する一つ以上の有効伝送ア
ンテナに対応するローカルミッドアンブル（ｌｏｃａｌ　ｍｉｄａｍｂｌｅ）を構成する
ステップと、前記端末または前記端末グループのそれぞれに対応する前記ローカルミッド
アンブルを伝送するステップとを含むことができる。
【００２１】
　本発明の一実施例に係る基地局の信号伝送方法は、前記基地局の複数のアンテナのそれ
ぞれに対応するグローバルミッドアンブル（ｇｌｏｂａｌ　ｍｉｄａｍｂｌｅ）を構成し
て放送するステップをさらに含むことができる。
【００２２】
　本発明の一実施例に係る基地局の信号伝送方法は、前記端末または前記端末グループか
ら、前記グローバルミッドアンブルに基づいて、チャネル推定の結果によって生成された
前記有効伝送アンテナに関する情報を含むフィードバック情報を受信するステップをさら
に含むことができる。
【００２３】
　このとき、本発明の一実施例に係る基地局の信号伝送方法は、前記フィードバック情報
を参考して、前記端末または前記端末グループに関連する前記一つ以上の有効伝送アンテ
ナを選択するステップをさらに含むことができる。また、前記端末別または前記端末グル
ープ別に対応した前記ローカルミッドアンブルに関する構成情報を伝送するステップをさ
らに含むことができる。
【００２４】
　前記端末または前記端末グループから、前記ローカルミッドアンブルに基づいて、前記
有効伝送アンテナのそれぞれに対するチャネル推定の結果によるフィードバック情報を受
信するステップをさらに含むことができる。
【００２５】
　上述した課題を解決するための本発明の一様態の他の実施例に係る分散アンテナシステ
ム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）において基地局
が信号を伝送する方法は、前記複数のアンテナを一つ以上のローカルアンテナグループ（
ｌｏｃａｌ　ａｎｔｅｎｎａ　ｇｒｏｕｐ）に割り当てるステップと、前記ローカルアン
テナグループに含まれた多数のアンテナのそれぞれに対応するグローバルミッドアンブル
を放送するステップとをさらに含み、各ローカルアンテナグループを基準として同じイン
デックスを有するアンテナ（ｎ番目のアンテナ）に対するグローバルミッドアンブルは、
同一であってもよい。
【００２６】
　本発明の一実施例に係る基地局の信号伝送方法は、前記複数のアンテナが前記一つ以上
のローカルアンテナグループにマッピングされたことに関連するグループマッピング情報
を伝送するステップをさらに含むことができる。
【００２７】
　上述した課題を解決するための本発明の他の様態の一実施例に係る分散アンテナシステ
ム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）の端末は、信号
を受信するための受信モジュールと、前記受信モジュールを通じて前記ＤＡＳに属した基
地局から受信した前記端末または前記端末を含む端末グループに対応するローカルミッド
アンブル（ｌｏｃａｌ　ｍｉｄａｍｂｌｅ）に基づいてチャネル推定を行うプロセッサと
、を含み、前記ローカルミッドアンブルは、前記基地局の複数のアンテナのうち、前記端
末または前記端末グループに関連する一つ以上の有効伝送アンテナに対応するミッドアン
ブルであってもよい。
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【００２８】
　上述した課題を解決するための本発明の他の様態の他の実施例に係る分散アンテナシス
テム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＡＳ）の基地局は、
信号を伝送するための送信モジュールと、複数のアンテナのそれぞれに対応するグローバ
ルミッドアンブル（ｇｌｏｂａｌ　ｍｉｄａｍｂｌｅ）、または、前記ＤＡＳに属した端
末別または端末グループ別に連関する一つ以上の有効伝送アンテナに対応するローカルミ
ッドアンブル（ｌｏｃａｌ　ｍｉｄａｍｂｌｅ）を構成するプロセッサと、を含み、前記
送信モジュールを通じて前記グローバルミッドアンブルを前記基地局のサービス支援領域
内に放送（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）し、前記ローカルミッドアンブルを前記ＤＡＳに属した
端末または端末グループに伝送することができる。
【００２９】
　上述した本発明の実施例において、アンテナまたはアンテナグループは、ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａでアンテナポートとして混用されることができる。
【００３０】
　上記の各実施形態は、本発明の好適な実施例の一部に過ぎず、本願発明の技術的特徴が
反映された様々な実施例が、当該技術の分野における通常の知識を有する者により、以下
に詳述する本発明の詳細な説明に基づいて導出され、理解されるであろう。
【発明の効果】
【００３１】
　上述した本発明の実施例によれば、ＤＡＳを支援するシステムで使用するパイロットを
、既存のシステムで使用するパイロットと区分されるように構成して、ＤＡＳ端末でチャ
ネル推定を行うように支援することができる。
【００３２】
　本発明の付加的な長所、目的及び特徴は、以下の説明を通じて、または当業者が以下の
説明に基づいて本発明を実施することによって容易に分かる。また、本発明は、当業者が
以下の説明に基づいて本発明を実施することによって予測しない長所を有することもでき
る。
　本発明に関する理解を助けるために詳細な説明の一部として含まれる添付図面は、本発
明に対する実施例を提供し、詳細な説明と共に本発明の技術的思想を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明が適用されるＤＡＳ構造の一例を示す図である。
【図２】本発明が適用されるＤＡＳ構造の他の例を示す図である。
【図３】本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて基地局と端末間の信号伝送過程の一例を
示す図である。
【図４】本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて基地局と端末間の信号伝送過程の他の例
を示す図である。
【図５】本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて基地局が放送するパイロット信号が含ま
れたフレーム構造の一例を示す図である。
【図６】本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて基地局と端末間の信号伝送過程のさらに
他の例を示す図である。
【図７】本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて基地局が放送するパイロット信号が含ま
れた無線リソース構造の一例を示す図である。
【図８】本発明の実施例が行われうる基地局及び端末を説明するためのブロック構成図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明に係る好適な実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。添付の図
面と共に以下に開示される詳細な説明は、本発明の例示的な実施形態を説明するためのも
ので、本発明が実施されうる唯一の実施形態を示すためのものではない。以下の詳細な説
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明は、本発明の完全な理解を提供するために具体的な細部事項を含む。しかし、当業者は
、本発明がこのような具体的な細部事項なしにも実施可能であることが分る。例えば、以
下の本発明に関連する詳細な説明は、便宜上、ＩＥＥＥ　８０２．１６システムを用いて
説明されるが、これは例示であって、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）システムを含んだ様々な無線通信システムにも適用
可能である。
【００３５】
　場合によって、本発明の概念が曖昧になることを避けるために、公知の構造及び装置は
省略されたり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示されても
よい。また、本明細書全体において同一の構成要素については同一の図面符号を使用して
説明する。
【００３６】
　なお、以下の説明において、端末は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ＭＳ（
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）など、移動又は固定型のユーザ端の機器を総称するもの
と仮定する。また、基地局は、Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ、Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏ
ｎ、Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｅｒｖｅｒ（ＰＳ）など、端末と通信するネットワーク端
の任意のノードを総称するものと仮定する。
【００３７】
　図１は、本発明が適用されるＤＡＳ構造の一例を示す図である。
【００３８】
　図１に示す基地局は、ＣＡＳによってセル中央に位置する複数個のアンテナを含み、説
明の簡明さのために、ＤＡＳアンテナに対してのみ示した。セル内に位置する単一基地局
と有線で接続された多数のアンテナが、セル内の多様な位置に分散しているＤＡＳは、ア
ンテナの数及び位置によって多様に具現可能である。例えば、多数のアンテナがセル内で
一定の間隔で分布したり、または特定場所に２つ以上のアンテナが密集して位置してもよ
い。ＤＡＳでは、分散アンテナがセル内にどのような形態で位置されても、各アンテナの
カバレッジ（ｃｏｖｅｒａｇｅ）がオーバーラップする場合に、ランク（ｒａｎｋ）２以
上の信号伝送が可能になる。ランクは、一つ以上のアンテナを通じて同時に伝送できるデ
ータストリームの数を示す。
【００３９】
　図１を参照すると、一つのセル領域をサービスする一つの基地局が総８個のアンテナと
有線で接続されており、各アンテナは、セル内で所定距離以上をもって一定の間隔または
多様な間隔で位置することができる。ＤＡＳでは、基地局に接続されたアンテナをいずれ
も使用する必要はなく、各アンテナの信号伝送の範囲、隣接アンテナとのカバレッジがオ
ーバーラップする程度と干渉効果、及びアンテナと移動端末との間の距離などに基づいて
適正数のアンテナを用いることができる。
【００４０】
　例えば、図１に示すように、セル内に３個の端末（ＵＥ １乃至ＵＥ ３）が位置し、Ｕ
Ｅ １がアンテナ１，２，７，８の信号伝送範囲内に位置する場合、ＵＥ １は、基地局ア
ンテナ１，２，７，８のうち一つ以上から信号を受けることができる。反面、ＵＥ １の
立場でアンテナ３，４，５，６は、アンテナから端末までの間隔が大きいため、経路損失
が発生する可能性が高く、電力消費も増加し、アンテナ３，４，５，６から伝送される信
号は無視する程度に小さい値であり得る。
【００４１】
　他の例として、ＵＥ ２は、アンテナ６，７の信号伝送範囲がオーバーラップする部分
に位置して、アンテナ６，７を除いては、他のアンテナを通じて伝送される信号は無視す
る程度に非常に小さいか又は弱く、ＵＥ ３は、アンテナ３の隣接距離内に位置して、ア
ンテナ３を通じて伝送される信号を独占的に受信することができる。
【００４２】
　図１に示すように、ＤＡＳでは、セル内で多数のアンテナの位置が遠く離れた場合、Ｍ
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ＩＭＯシステムのように動作する。基地局は、アンテナ１，２，７，８のうち一つ以上で
構成されたアンテナグループ１を通じてＵＥ １と、アンテナ６，７のうち一つ以上で構
成されたアンテナグループ２はＵＥ ２と、アンテナ３はＵＥ ３と同時に通信することが
できる。このとき、アンテナ４，５はそれぞれＵＥ ３とＵＥ ２のために送信したり、ま
たは消えた状態で運営されてもよい。
【００４３】
　すなわち、ＤＡＳシステムは、単一ユーザ／多数ユーザと通信する時、端末別に送信す
るデータストリームの数が多様に存在することができ、基地局がサービスするセル内に位
置する移動端末機のそれぞれに割り当てられるアンテナまたはアンテナグループも多様に
存在することができる。セル内に位置する移動端末機の位置場所によって、該当の端末機
と通信を行うアンテナまたはアンテナグループは特定されることができるが、セル内での
移動端末機の移動によって適応的に変動可能である。
【００４４】
　図２は、本発明が適用されるＤＡＳ構造の他の例を示す図で、具体的には、従来のセル
基盤の多重アンテナを使用する中央集中型アンテナシステムにＤＡＳを適用する場合のシ
ステム構造の一例を示す。
【００４５】
　図２を参照すると、基地局がサービスを提供するセル領域内には、基地局と隣接するセ
ル領域のセンター部分に、セルの半径に比べてアンテナの間隔が非常に小さくて経路損失
などの効果が似ている複数個の中央集中型アンテナ（Ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ　Ａｎｔｅ
ｎｎａ：ＣＡ）が位置することができる。また、前記セルの全般的な領域内には、ＣＡよ
りもアンテナの間隔が広くて経路損失などの効果がアンテナ別に異なる複数個の分散アン
テナ（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ：ＤＡ）が所定距離以上の間隔で離れて
位置することができる。
【００４６】
　ＤＡは、基地局から一つの有線で接続された一つ以上のアンテナで構成され、ＤＡＳ用
アンテナノード（ｎｏｄｅ）またはアンテナノードと同じ意味として使用可能である。す
なわち、アンテナノードは、一つ以上のアンテナを含むもので、各アンテナノードを構成
する一つ以上のアンテナも有線で接続されている。一つ以上のＤＡは、一つのＤＡグルー
プを形成し、ＤＡゾーン（ｚｏｎｅ）を形成する。
【００４７】
　ＤＡグループとは、一つ以上のＤＡを含むもので、端末の位置または受信状態などによ
って変動的に構成されたり、またはＭＩＭＯで使用する最大アンテナの個数で固定的に構
成されてもよい。ＩＥＥＥ　８０２．１６ｍに従う場合、最大アンテナの個数は、８Ｔｘ
になる。ＤＡゾーンとは、ＤＡグループを形成するアンテナが信号を伝送したり受信する
ことができる範囲と定義され、図２に示すセル領域はｎ個のＤＡゾーンを含む。ＤＡゾー
ンに属した端末は、ＤＡゾーンを構成するＤＡのうち一つ以上と通信を行うことができ、
基地局は、ＤＡゾーンに属した端末に信号を伝送する時、ＤＡ及びＣＡを同時に用いて送
信レートを高めることができる。
【００４８】
　図２は、既存の多重アンテナを使用するＣＡＳ構造において、基地局と端末がＤＡＳを
利用できるように、ＤＡＳを含むＣＡＳを示したもので、ＣＡとＤＡの位置は、説明の簡
明さのために区分可能なように示したが、これに限定されず、具現形態によって多様に位
置させることができる。
【００４９】
　このように、ＤＡＳでは、ＳＵ／ＭＵ　ＭＩＭＯ通信時に、端末当たりデータストリー
ムの数が多様に存在することができ、端末別に特定アンテナまたはアンテナグループを割
り当てることができ、該当の端末に割り当てられる特定アンテナまたはアンテナグループ
はリアルタイムに変更されることができる。
【００５０】
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　本明細書において、ＤＡＳの伝送アンテナは、上述した一つ以上の分散アンテナまたは
アンテナグループを指してもよく、または上述した一つ以上のＤＡまたはＤＡグループと
混用されてもよい。
【００５１】
　また、ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡシステムでＤＡＳを支援する場合、図１及び図２で詳述した
アンテナ／アンテナグループまたはＤＡ／ＤＡグループは、一つ以上のアンテナポート（
ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔ）を称するものとして用いられてもよい。以下、本発明の実施
例で、アンテナまたはパイロットパターンはアンテナポートに代替可能である。
【００５２】
　本発明は、ＤＡＳの特性上、複数個のアンテナを含む基地局で端末または端末グループ
別に有効伝送アンテナを選択する方法に関する。具体的には、本発明は、ＤＡＳシステム
でＤＡＳを支援する端末に対してのみサービスを提供する場合と、ＣＡＳ及びＤＡＳうち
少なくとも一つを支援する端末に対してサービスを提供する場合とに区分してシステムを
運用することができる。
【００５３】
　１．第１実施例（ＤＡＳ支援端末に対するサービス支援）
【００５４】
　本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいてＤＡＳを支援する端末に対してのみサービスを
提供する場合、端末の立場では、ＣＡＳ及びＤＡＳを区分する必要はない。
【００５５】
　したがって、本発明の一実施例に係るＤＡＳ基地局は、既存のＣＡＳ基盤の通信規格で
使用するアンテナ別パイロットパターンを同一に適用することができる。例えば、最大４
Ｔｘまたは８Ｔｘまで支援する現在のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ、ＩＥＥＥ　８０２．１６シス
テムのＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、ミッドアンブルなどのパイロットパターンを同一に使用す
ることができる。
【００５６】
　ただし、ＤＡＳの特性上、基地局のアンテナの個数は９個以上であってもよいので、各
アンテナ別パイロットパターンを独立に構成する場合、パイロット信号に割り当てられる
リソースが増加し、パイロットオーバーヘッドが増加する。
【００５７】
　図３は、本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて、基地局と端末間の信号伝送過程の一
例を示す図であり、図３に示された端末は、ＤＡＳを支援する端末または端末グループを
指してもよい。
【００５８】
　図３を参照すると、基地局は、複数のアンテナを一定の個数のローカルアンテナグルー
プ（ｌｏｃａｌ　ａｎｔｅｎｎａ　ｇｒｏｕｐ）にグルーピングする動作を行う（Ｓ３０
１）。各ローカルアンテナグループは、既存の通信規格を適用できるように最大４Ｔｘま
たは８Ｔｘのアンテナを含むように構成できる。すなわち、基地局は、一つのグループに
属したアンテナに対して独立したパイロットパターンを割り当てることができる。
【００５９】
　ローカルアンテナグルーピングを行った基地局は、セル内に進入した端末に対して、ア
ンテナの各ローカルアンテナグループへのマッピング規則などに関する情報を放送する（
Ｓ３０２）。
【００６０】
　その後、基地局は、ＣＲＳ、ＣＳＩ―ＲＳ、ミッドアンブルのようなダウンリンク信号
を端末に伝送する（Ｓ３０３）。このとき、基地局は、ローカルアンテナグループ単位で
パイロットパターンセットを割り当て、パイロットパターンセットは、一つのアンテナグ
ループに属した多数のアンテナは独立したパイロットパターンを用いるように構成され得
る。例えば、２４個のダウンリンク伝送アンテナを備えたＤＡＳ基地局で、一つのローカ
ルアンテナグループを８個のアンテナで構成して、総３個のアンテナグループを形成し、
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各アンテナグループを通じて８Ｔｘミッドアンブルを伝送するように構成できる。
【００６１】
　基地局からダウンリンク信号を受信した端末は、割り当てられたパイロットパターンに
よって各アンテナ別チャネル測定を行う（Ｓ３０４）。このステップで、端末は、各アン
テナを通じて伝送される信号の受信強度などに基づいて、該当の端末が探知できる基地局
アンテナに関する情報及びチャネル品質情報（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）などを生成できる。
【００６２】
　その後、端末は、生成されたフィードバック情報を基地局に伝送する（Ｓ３０５）。
【００６３】
　本発明の一実施例によって複数の基地局アンテナをローカルアンテナグループにグルー
ピングし、グループ単位でパイロットパターンセットを割り当てる場合、グループ単位で
パイロットパターンセットを再使用（ｒｅｕｓｅ）できるので、各アンテナ別に独立した
パイロットパターンを割り当てる場合よりもパイロットオーバーヘッドを減少させること
ができる。
【００６４】
　このとき、グループ間に同じパイロットパターンを使用するアンテナが存在することに
よって、各ローカルアンテナグループ間の干渉の影響を減らすために、周波数分割多重化
（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：ＦＤＭ）、時間
分割方式（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：ＴＤＭ）、コード
分割方式（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ：ＣＤＭ）などのマ
ルチプレクシング技法を適用できる。
【００６５】
　例えば、ＦＤＭ方式を用いて、基地局で使用する周波数の全帯域を、生成されたローカ
ルアンテナグループの数（Ｎ）によってＮ個の周波数サブ帯域に分割し、第１ローカルア
ンテナグループは、第１周波数サブ帯域を使用し、第２ローカルアンテナグループは、第
２周波数サブ帯域を使用するように割り当てることができる。したがって、同じパイロッ
トパターンを使用する各ローカルアンテナグループのｎ番目のアンテナは、同じパイロッ
トパターンを用いるとしても、パイロット信号間の干渉の影響を緩和することができる。
【００６６】
　他の例として、ＴＤＭ方式を用いてミッドアンブルを伝送する場合、第１サブフレーム
で伝送されるミッドアンブルは、第１ローカルアンテナグループに割り当て、第２サブフ
レームで伝送されるミッドアンブルは、第２ローカルアンテナグループに割り当てる方式
で構成できる。
【００６７】
　このように、本発明の一実施例に係るローカルアンテナグループは、それぞれ互いに異
なるアンテナを含むだけでなく、同じアンテナを重複して含むことができる。
【００６８】
　２．第２実施例（レガシー端末及びＤＡＳ支援端末に対するサービス支援）
【００６９】
　本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいてＣＡＳ基盤の既存の端末及びＤＡＳを支援する
端末両方にサービスを支援する場合、端末の立場ではＣＡＳ及びＤＡＳを区分する必要が
ある。
【００７０】
　したがって、本発明の他の実施例では、既存のＣＡＳを支援する端末に対するパイロッ
ト信号と、ＤＡＳを支援する端末に対するパイロット信号とを区分して構成する方法を提
案する。
【００７１】
　パイロット信号には、セル－特定参照信号（Ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ：ＣＲＳ）、チャネル状態情報参照信号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔ
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ａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ：ＣＳＩ－ＲＳ）
、ミッドアンブル（ｍｉｄａｍｂｌｅ）などが含まれる。そのうちミッドアンブルは、チ
ャネル推定性能を向上させるためにデータシンボルの間に挿入される同期パターンであっ
て、通信過程において、各アンテナ別にシンボルを伝送する時にチャネル推定機能を補強
するのに用いられる。ミッドアンブルは、ダウンリンクサブフレームを通じて伝送される
データシンボルに周期的または非周期的に挿入されることができる。
【００７２】
　本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて、既存のＣＡＳ支援端末に対するパイロット信
号と別途に、ＤＡＳ支援端末に対するパイロット信号をさらに構成することができ、ＤＡ
Ｓ支援端末に対するパイロット信号は、グローバルミッドアンブル（ｇｌｏｂａｌ　ｍｉ
ｄａｍｂｌｅ）またはグローバルチャネル状態情報－参照信号（ｇｌｏｂａｌ　ＣＳＩ－
ＲＳ）と称することができる。以下、本発明の実施例では、ＤＡＳ支援端末に対するパイ
ロット信号として、グローバルミッドアンブルを例に挙げて説明する。
【００７３】
　以下では、説明の便宜のために、現在の３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ及びＩＥＥＥ　
８０２．１６システムのＣＡＳ基盤のシステムをレガシー（ｌｅｇａｃｙ）システムと称
し、ＣＡＳを支援する端末をレガシー端末と称する。
【００７４】
　図４は、本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて、基地局と端末間の信号伝送過程の他
の例を示す図で、図４に示された端末は、ＤＡＳを支援する端末または端末グループを一
例とする。
【００７５】
　図４を参照すると、基地局は、ＤＡＳセル内に進入した全ての端末または端末グループ
に対してグローバルミッドアンブルに関する構成情報を含む放送情報を放送する（Ｓ４０
１）。前記放送情報は、該当のセルがＤＡＳを支援するＤＡＳセルという情報、及びＤＡ
Ｓシステムに関する設定情報などをさらに含むことができる。
【００７６】
　基地局は、セル内の全ての端末または端末グループにグローバルミッドアンブルを放送
する（Ｓ４０２）。グローバルミッドアンブルは、ＤＡＳ基地局アンテナ別に割り当てら
れ、互いに異なるリソースを通じて伝送されることによって、これを受信した端末の立場
では、グローバルミッドアンブルの伝送順序またはシンボル上での位置などを通じて各ア
ンテナを区別し、アンテナインデックス情報を導出することができる。
【００７７】
　端末または端末グループは、受信したグローバルミッドアンブルを用いてチャネル推定
を行うだけでなく、受信強度などを基準として基地局の全体アンテナのうち該当の端末ま
たは端末グループで探索できる一つ以上の有効アンテナに関する情報を生成することがで
きる（Ｓ４０３）。
【００７８】
　そして、有効アンテナに関する情報を含むフィードバック情報を基地局に伝送する（Ｓ
４０４）。有効アンテナに関する情報は、各アンテナ別受信強度、各アンテナ別受信強度
を基準として一定の基準によって該当の端末または端末グループに好まれるアンテナに関
する情報を含むことができる。
【００７９】
　フィードバック情報を受信した基地局は、フィードバック情報に基づいて、端末から伝
送されたアップリンク信号測定による結果を参照して、該当の端末または端末グループと
の通信に使用する有効アンテナまたはアンテナグループを決定することができる（Ｓ４０
５）。
【００８０】
　そして、決定された有効アンテナまたはアンテナグループに関する情報を含むＤＡＳ制
御情報を、端末または端末グループに伝送することができる（Ｓ４０６）。このとき、有
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効アンテナまたはアンテナグループに関する情報は、アンテナの個数及び／又はインデッ
クス情報を含むことができる。ここで、アンテナの個数は、物理アンテナ（ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　ａｎｔｅｎｎａ）または論理アンテナ（ｌｏｇｉｃａｌ　ａｎｔｅｎｎａ）または
アンテナポート（ａｎｔｅｎｎａ　ｐｏｒｔ）に対する個数として混用されることができ
る。
【００８１】
　その後、有効アンテナに関する情報を獲得した端末または端末グループは、閉ループ多
重入力多重出力（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｌｏｏｐ　ＭＩＭＯ：ＣＬ－ＭＩＭＯ）動作を行うため
に、所定の周期によって伝送されるグローバルミッドアンブルを通じて該当の端末または
端末グループに有効なアンテナのチャネル情報を獲得することができる。
【００８２】
　例えば、ＤＡＳ基地局が２４個の分散アンテナを含む場合、各アンテナを支援するグロ
ーバルミッドアンブルを２４個のタイプに構成するとき、第１端末に対する有効アンテナ
がＡｎｔ２，Ａｎｔ３であれば、各アンテナのパイロットパターンに該当するグローバル
ミッドアンブルを用いて有効アンテナのチャネル情報を獲得することができる。
【００８３】
　上述した本発明の一実施例に係るグローバルミッドアンブルは、基地局の全てのアンテ
ナに対して構成され、グローバルミッドアンブルを受信した端末または端末グループでは
、各アンテナ別チャネル推定を行い、それによって、各端末または端末グループに対する
有効アンテナに対するチャネル情報を獲得することができる。
【００８４】
　一方、図４の実施例において、基地局は、セル内に位置するレガシー端末がチャネル情
報獲得時に利用できるミッドアンブル、ＣＳＩ－ＲＳなどのようなパイロット信号をＣＡ
Ｓアンテナ別に構成して、上述したグローバルミッドアンブルと同時に又は別途の伝送周
期によって放送することができる。
【００８５】
　図５は、本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて基地局が放送するパイロット信号が含
まれたフレーム構造の一例を示すもので、システムは、中央に位置したアンテナノードに
４個のアンテナ（ＣＡ：Ｃｅｎｔｒａｌ　Ａｎｔｅｎｎａ）と、一定間隔以上離れた４個
の分散アンテナ（ＤＡ：Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ）とからなり、総８個
の送信アンテナを有するＤＡＳを例に挙げて説明する。この場合、レガシー端末は、該当
のシステムを４個のアンテナからなるＣＡＳとして認識し、ＤＡＳ端末は、該当のシステ
ムを総８個のアンテナからなるＤＡＳとして認識することができる。
【００８６】
　基地局は、レガシー端末及びＤＡＳ端末を支援するためにミッドアンブルを構成しなが
ら、既存のミッドアンブル及びグローバルミッドアンブルを各アンテナ別に構成すること
ができる。
【００８７】
　図５で、Ｍ ｘは、レガシー端末のために伝送するｘ番目のアンテナに対するミッドア
ンブルを示し、ＧＭ ｘは、ＤＡＳ端末のために伝送するｘ番目のアンテナに対するグロ
ーバルミッドアンブルを示す。Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４の位置では、４個のＣＡでそれぞ
れミッドアンブルが伝送され、ＧＭ１，ＧＭ２，ＧＭ３，ＧＭ４では、４個のＤＡでそれ
ぞれミッドアンブルが伝送される。
【００８８】
　レガシー端末は、システムを４個の送信アンテナを有するシステムとして認識し、Ｍ１
，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４の位置でパイロット信号を受信することができる。反面、ＤＡＳ端末
は、Ｍ ｘの位置だけでなくＧＭ ｘの位置でもパイロットをリーディング（ｒｅａｄｉｎ
ｇ）できるので、総８個のパイロット信号を受信することができる。
【００８９】
　各アンテナに対するミッドアンブルＭ及びグローバルミッドアンブルＧＭは、所定の周



(14) JP 5823989 B2 2015.11.25

10

20

30

40

50

期によって伝送され、それぞれの伝送周期は、同一または異なっても良い。
【００９０】
　このように、基地局が、ＤＡＳセル内に位置する分散アンテナの数だけグローバルミッ
ドアンブルを構成する場合、分散アンテナ数の増加によってグローバルミッドアンブルの
オーバーヘッドが増加する。グローバルミッドアンブルのオーバーヘッドを一定の水準に
維持しようとする場合、グローバルミッドアンブルの伝送周期を相対的に長く設定できる
が、パイロット信号の密度（ｄｅｎｓｉｔｙ）が低くなり、チャネル推定の性能が低下す
ることがある。これによって、ＣＬ－ＭＩＭＯ動作などの性能も低下することがある。
【００９１】
　したがって、上述した本発明の第１実施例によって複数の基地局アンテナを一定の個数
のアンテナを含むローカルアンテナグループで構成して、アンテナグループ単位で一定の
個数のパイロットパターンを割り当てることができる。
【００９２】
　すなわち、分散アンテナのそれぞれに対して独立したグローバルミッドアンブルを使用
するのではなく、アンテナグループを基準として各グループに含まれた多数のアンテナの
それぞれに対してグローバルミッドアンブルを構成できる。例えば、分散アンテナが総２
４個である場合、隣接した８個の分散アンテナを含むローカルアンテナグループを３個に
形成し、１グループに８個の独立したグローバルミッドアンブルを使用し、他のグループ
も同様に、８個のグローバルミッドアンブルを重複使用することによって、８個のパイロ
ットパターンのみを使用するグローバルミッドアンブルを構成できる。
【００９３】
　または、本発明の他の実施例では、ＣＬ－ＭＩＭＯ動作などの性能の低下を最小化する
ために、端末または端末グループ別に、ミッドアンブルまたはＣＳＩ－ＲＳをさらに構成
する方法を提案する。
【００９４】
　本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいてＤＡＳ支援端末または端末グループ別に追加さ
れるパイロット信号としてミッドアンブルまたはＣＳＩ－ＲＳを構成することができる。
以下、本発明の実施例では、ＤＡＳを支援する端末または端末グループ別に特定されるミ
ッドアンブルを、「ローカルミッドアンブル（ｌｏｃａｌ　ｍｉｄａｍｂｌｅ）」と称す
る。
【００９５】
　グローバルミッドアンブルは、ＤＡＳセル内に位置する全ての端末に対して伝送する反
面、ローカルミッドアンブルは、特定端末または端末グループ別に区分されるように構成
されるので、ローカルミッドアンブルは、グローバルミッドアンブルに比べて相対的にア
ンテナ別パイロット密度が高い。
【００９６】
　図６は、本発明の一実施例に係るＤＡＳにおいて、基地局と端末間の信号伝送過程のさ
らに他の例を示す図で、図６に示された端末は、ＤＡＳを支援する端末または端末グルー
プを一例とする。
【００９７】
　図６を参照すると、基地局は、ＤＡＳセル内に位置する端末または端末グループ別に有
効アンテナを選択する（Ｓ６０１）。このとき、有効アンテナの選択は、図４で詳述した
本発明の実施例によってグローバルミッドアンブルを通じて端末で有効アンテナ関連情報
を生成してフィードバック伝送すると、フィードバック情報に基づいて決定することがで
きる。または、これとは異なり、各端末から伝送されたアップリンク信号の測定を通じて
基地局で任意的に決定してもよい。
【００９８】
　そして、基地局は、ＤＡＳセル内に位置する端末または端末グループ別に構成されたロ
ーカルミッドアンブルに関する構成情報を、該当の端末または端末グループに伝送する（
Ｓ６０２）。端末または端末グループ別に特定されるローカルミッドアンブルは、該当の



(15) JP 5823989 B2 2015.11.25

10

20

30

40

50

端末または端末グループに特定される有効アンテナに対して特定されるミッドアンブルと
見なすことができる。すなわち、ＤＡＳにおいて基地局は各端末または端末グループ別に
有効なダウンリンク伝送アンテナを特定することによって、端末または端末グループ別に
特定されるローカルミッドアンブルを伝送することができる。
【００９９】
　このとき、他の端末または端末グループに対するローカルミッドアンブルによって生じ
うる干渉の影響を緩和するために、ローカルミッドアンブルに関する構成情報は、他の端
末または端末グループに対するローカルミッドアンブル情報もさらに含むことができる。
端末は、ローカルミッドアンブル構成情報に基づいて自分に該当するローカルミッドアン
ブルを読み、他の端末に対応するローカルミッドアンブルは読まないことが可能なので、
様々なタイプのローカルミッドアンブルを同一のリソース領域で伝送することができる。
【０１００】
　例えば、第１端末に対するデータと第２端末に対するデータが、それぞれ異なるアンテ
ナの同一時間及び周波数リソースを用いてオーバーレイ（ｏｖｅｒｌａｙ）形態で構成さ
れる場合、第１端末は、第２端末に対するローカルミッドアンブル構成情報に基づいて、
データの受信時に干渉を除去することができる。
【０１０１】
　また、ローカルミッドアンブルに関する構成情報は、端末または端末グループ別に特定
される有効アンテナに関する情報として、有効アンテナの個数及び／又はインデックス情
報をさらに含むことができる。
【０１０２】
　その後、基地局は、ローカルミッドアンブル構成情報によるローカルミッドアンブルを
各端末または端末グループ別に伝送する（Ｓ６０３）。
【０１０３】
　端末または端末グループは、受信したローカルミッドアンブルに基づいてチャネル推定
を行い（Ｓ６０４）、チャネル測定の結果をフィードバック伝送する（Ｓ６０５）。
【０１０４】
　上述した本発明の実施例によれば、基地局は、ＤＡＳ支援端末に対してはグローバルミ
ッドアンブル及びローカルミッドアンブルを別途に構成することができ、レガシー端末用
パイロット信号は、既存に使用していたＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、ミッドアンブルなどを用
いることができる。
【０１０５】
　図７は、本発明の一実施例に係るＤＡＳで基地局が放送するパイロット信号が含まれた
無線リソース構造の一例を示す。
【０１０６】
　図７の無線リソースは、周波数軸及び時間軸において複数のリソース領域で構成され、
それぞれのブロックは、ミッドアンブルが伝送されるリソース単位を意味する。このよう
なリソース単位としては、サブフレーム、所定個数の副搬送波＊所定個数の伝送シンボル
（例えば、ＯＦＤＭシンボル）を有するリソースユニット（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｕｎｉｔ
）、リソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）、サブバンド、一つの副搬送波
×一つの伝送シンボルと定義されるリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ：
ＲＥ）を含むことができる。
【０１０７】
　図７で、各ミッドアンブルが伝送されるリソース単位を一つのＯＦＤＭシンボルと定義
することができ、一つのサブフレームは８個のＯＦＤＭシンボルを含む。このとき、該当
の無線リソースを使用するシステムは、ＤＡＳ基地局が１２個の分散アンテナを含むと仮
定する。
【０１０８】
　本発明の一実施例に係る基地局は、上述した実施例によって各分散アンテナ別に１２個
のグローバルミッドアンブル（ＧＭ）を構成し、セル領域内に放送することができる。こ
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のとき、分散アンテナ個数の増加によってパイロット信号の密度が減少し、端末でアンテ
ナ別チャネル推定性能が低下しないようにするために、２個のサブフレームを基準に６個
のアンテナに該当するグローバルミッドアンブル（ＧＭ１～６、ＧＭ７～１２）を放送す
ることができる。すなわち、時間ドメイン上で、ＧＭ１～６は最初の２つのサブフレーム
（第１フレーム）を通じて伝送され、次のＧＭ７～１２は後続する２つのサブフレーム（
第２フレーム）を通じて伝送される。
【０１０９】
　また、基地局は、上述した実施例によって各端末または端末グループ別にローカルミッ
ドアンブルを構成し、グローバルミッドアンブルが伝送される周期であるとき伝送するこ
とができる。
【０１１０】
　図７を参照すると、端末１（ＵＥ １）には、有効伝送アンテナが２個割り当てられ、
端末２（ＵＥ ２）、端末３（ＵＥ ３）及び端末５（ＵＥ ５）には、有効伝送アンテナ
が１個割り当てられ、端末４（ＵＥ ４）には、有効伝送アンテナが４個割り当てられる
と仮定する。各端末は、関連する有効伝送アンテナの個数に対応するローカルミッドアン
ブルを任意のリソース領域で受信することができる。例えば、端末１の場合、２個の有効
伝送アンテナに対応する２タイプのローカルミッドアンブルに関する情報を受信した後、
該当の情報に基づいて端末１に対応するローカルミッドアンブルを読むことができる。
【０１１１】
　図７では、各端末に対応するローカルミッドアンブルを互いに異なる周波数／時間リソ
ース領域で伝送するように構成しているが、基地局アンテナの物理的な距離によって互い
に及ぼす信号の強度が微々たる場合、基地局は、それぞれ異なるアンテナの同一リソース
領域で、それぞれ異なる端末あるいは端末グループのためのローカルミッドアンブルを伝
送してもよい。このような方式を用いれば、ローカルミッドアンブルによるオーバーヘッ
ドを減らすことができる。例えば、端末２に対するローカルミッドアンブルが伝送される
ＲＥで、端末３に対するローカルミッドアンブルを共に伝送することができる。
【０１１２】
　このように、上述した実施例によれば、基地局は、セル内に位置するアンテナによって
既存のミッドアンブル及びグローバルミッドアンブルまたはローカルミッドアンブルを構
成することができる。例えば、セル中央に８ＴｘのＣＡが位置し、中央以外の領域に６Ｔ
ｘのＤＡが追加された、ＣＡＳ及びＤＡＳを混用するシステムのセルは、１４Ｔｘ　ＤＡ
Ｓセルとして動作し、基地局は、レガシー端末を支援するためにセル中央に位置した８個
のＣＡＳアンテナに対する既存のパイロット信号を割り当てることができる。そして、Ｄ
ＡＳ支援端末に対しては、セル内に位置する総１４個のアンテナに対するグローバルミッ
ドアンブル又は／及びローカルミッドアンブルを別途に構成することができる。この場合
、レガシー端末及びＤＡＳ支援端末は、それぞれ自分に該当するパイロット信号を通じて
アンテナ別チャネル推定を行うことができる。
【０１１３】
　一方、これとは異なり、本発明の一実施例によってＣＡＳ及びＤＡＳを混用するシステ
ムにおいてパイロットオーバーヘッドの増加を最小化するために、レガシー端末に対する
パイロット信号の一部を、グローバルミッドアンブルまたはローカルミッドアンブルとし
て再使用（ｒｅｕｓｅ）することができる。
【０１１４】
　例えば、前記実施例でＣＡＳ基盤の８Ｔｘ及びＤＡＳ基盤の６Ｔｘを使用して１４Ｔｘ
　ＤＡＳセルとして動作するシステム環境において、本発明の一実施例に係る基地局は、
ＣＡＳアンテナ８個に対してはレガシー端末のための８Ｔｘパイロットを割り当てる。そ
して、残りの６個のＤＡＳアンテナに対してはグローバルミッドアンブルを割り当て、ロ
ーカルミッドアンブルを追加で割り当てることができる。すなわち、１４個のアンテナ全
部に対するグローバルミッドアンブルを構成するのではなく、既存の８個のパイロット信
号を再使用しながら、追加された６個のアンテナに対してのみグローバルミッドアンブル
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を構成することができる。
【０１１５】
　この場合、ＤＡＳ支援端末は、既存のレガシー端末のための８個のパイロットパターン
から、セル中央の８個のアンテナに対するチャネルを推定し、新しく追加された６個のグ
ローバルミッドアンブルパターンから、追加された分散アンテナに対するチャネルを推定
できる。一方、レガシー端末は、該当のセルを８Ｔｘ　ＣＡＳセルとして認識し、既存の
レガシー端末用８Ｔｘパイロットから各アンテナ別チャネルを推定することができる。
【０１１６】
　上述した本発明の実施例が行われうるＤＡＳに属した基地局及び端末について、図８を
参照して説明する。
【０１１７】
　図８は、本発明の実施例が行われうる基地局及び端末を説明するためのブロック構成図
である。
【０１１８】
　端末は、アップリンクでは送信装置として動作し、ダウンリンクでは受信装置として動
作することができる。また、基地局は、アップリンクでは受信装置として動作し、ダウン
リンクでは送信装置として動作することができる。すなわち、端末及び基地局は、情報ま
たはデータの伝送のために送信装置及び受信装置を含むことができる。
【０１１９】
　送信装置及び受信装置は、本発明の実施例を行うためのプロセッサ、モジュール、部分
及び／又は手段などを含むことができる。特に、送信装置及び受信装置は、メッセージを
暗号化するためのモジュール（手段）、暗号化されたメッセージを解析するためのモジュ
ール、メッセージを送受信するためのアンテナなどを含むことができる。
【０１２０】
　図８を参照すると、左側は送信装置の構造で、ＤＡＳに属した基地局を示し、右側は受
信装置の構造で、ＤＡＳ基地局がサービスするセル内に進入した端末を示す。送信装置及
び受信装置はそれぞれ、アンテナ８０１，８０２、受信モジュール８１０，８２０、プロ
セッサ８３０，８４０、送信モジュール８５０，８６０及びメモリ８７０，８８０を含む
ことができる。
【０１２１】
　アンテナ８０１，８０２は、外部から無線信号を受信して受信モジュール８１０，８２
０に伝達する機能を行う受信アンテナ、及び送信モジュール８５０，８６０で生成された
信号を外部に伝送する送信アンテナで構成される。アンテナ８０１，８０２は、多重アン
テナ（ＭＩＭＯ）機能が支援される場合には２個以上を備えることができる。
【０１２２】
　図８に示された送信装置のアンテナ８０１は、基地局の全体アンテナのうち、通信を行
う時のチャネル状態、端末の位置、基地局と端末間の距離などに基づいて選択された一つ
以上のＤＡを示す。選択された一つ以上のＤＡは固定されたものではなく、受信装置の位
置変動などによって変動可能である。
【０１２３】
　受信モジュール８１０，８２０は、外部からアンテナを通じて受信された無線信号に対
する復号（ｄｅｃｏｄｉｎｇ）及び復調（ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）を行い、原本デー
タの形態に復元してプロセッサ８３０，８４０に伝達することができる。受信モジュール
とアンテナは、図８に示されたように分離せずに、無線信号を受信するための受信部とし
て表してもよい。
【０１２４】
　プロセッサ８３０，８４０は、通常、送信装置または受信装置の全般的な動作を制御す
る。特に、上述した本発明の実施例を行うためのコントローラ機能、サービス特性及び伝
播環境によるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）フレーム可変制御
機能、ハンドオーバ（Ｈａｎｄ　ｏｖｅｒ）機能、認証及び暗号化機能などを行うことが
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できる。
【０１２５】
　送信モジュール８５０，８６０は、プロセッサ８３０，８４０からスケジューリングさ
れて外部に伝送されるデータに対して所定の符号化（ｃｏｄｉｎｇ）及び変調（ｍｏｄｕ
ｌａｔｉｏｎ）を行った後、アンテナに伝達することができる。送信モジュールとアンテ
ナは、図８に示されたように分離せずに、無線信号を伝送するための送信部として表すこ
とができる。
【０１２６】
　メモリ８７０，８８０は、プロセッサ８３０，８４０の処理及び制御のためのプログラ
ムが格納されてもよく、入／出力されるデータ（移動端末の場合、基地局から割り当てら
れたアップリンクグラント（ＵＬ　ｇｒａｎｔ））、システム情報、基地局識別子（ｓｔ
ａｔｉｏｎ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ：ＳＴＩＤ）、フロー識別子（ｆｌｏｗ　ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ：ＦＩＤ）、動作時間などの臨時格納のための機能を行うこともできる。
【０１２７】
　また、メモリ８７０，８８０は、フラッシュメモリタイプ（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ
　ｔｙｐｅ）、ハードディスクタイプ（ｈａｒｄｄｉｓｋ　ｔｙｐｅ）、マルチメディア
カードマイクロタイプ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｃａｒｄ　ｍｉｃｒｏ　ｔｙｐｅ）、カ
ードタイプのメモリ（例えば、ＳＤまたはＸＤメモリなど）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌ
ｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）、磁気メモリ、磁気ディスク、光ディスクのうち少なくとも一つのタイプの格
納媒体を含むことができる。
【０１２８】
　送信端のプロセッサ８３０は、基地局に対する全般的な制御動作を行い、上記図３で詳
述した本発明の一実施例に係る基地局のアンテナを多数のローカルアンテナグループで構
成して、グループ単位でパイロットパターンセットを割り当てることができる。また、一
般的なレガシー端末がアンテナ別チャネル推定を行うことができる一般的なミッドアンブ
ルだけでなく、上記図４乃至図７で詳述した本発明の他の実施例に係るＤＡＳ支援端末に
対するグローバルミッドアンブル及びローカルミッドアンブルを構成することができる。
【０１２９】
　また、プロセッサ８３０は、本発明の実施例に係るローカルアンテナグループマッピン
グ情報、グローバルミッドアンブル構成情報及びローカルミッドアンブル構成情報のうち
少なくとも一つを生成して受信端に伝送するように行うことができる。
【０１３０】
　また、送信端のプロセッサ８３０は、ＤＡＳシステムに関する設定情報、各端末との通
信に使用しようとする有効アンテナまたはアンテナグループに関する情報としてアンテナ
の個数及び／又はインデックス情報を含む制御情報を構成することができる。
【０１３１】
　受信装置は、送信装置から伝送される信号及びＤＡＳ制御情報を、受信モジュール８２
０を通じて受信し、前記ＤＡＳシステムに関する多様な設定情報、及び前記送信装置との
通信を行うのに使用されるアンテナまたはアンテナグループに関する情報を獲得すること
ができる。
【０１３２】
　受信装置のプロセッサ８４０は、端末の全般的な制御動作を行い、送信装置から伝送さ
れるダウンリンク信号を測定して、各アンテナ別チャネル推定を行うことができる。また
、各アンテナ別受信強度による受信端に有効な基地局アンテナに関する情報、及びチャネ
ル推定によるフィードバック情報を構成することができる。
【０１３３】
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　一方、基地局は、上述した本発明の実施例を行うためのコントローラ機能、直交周波数
分割多重接続（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）パケットスケジューリング、時分割デュプレッ
クス（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）パケットスケジューリング
及びチャネル多重化機能、サービス特性及び伝播環境によるＭＡＣフレーム可変制御機能
、高速トラフィックリアルタイム制御機能、ハンドオーバ（Ｈａｎｄｏｖｅｒ）機能、認
証及び暗号化機能、データ伝送のためのパケット変復調機能、高速パケットチャネルコー
ディング機能及びリアルタイムモデム制御機能などを、上述したモジュールのうち少なく
とも一つを通じて行ったり、このような機能を行うための別途の手段、モジュールまたは
部分などをさらに含むことができる。
【０１３４】
　以上開示された本発明の好ましい実施例についての詳細な説明は、当業者が本発明を具
現して実施できるように提供された。以上では本発明の好適な実施例を参照して説明した
が、当該技術の分野における熟練した当業者には、本発明の領域から逸脱しない範囲内で
本発明を様々に修正及び変更できるということが理解されるであろう。例えば、当業者は
、上記の実施例に記載された各構成を互いに組み合わせる方式で用いることができる。
【０１３５】
　したがって、本発明は、ここに示されている実施形態に制限されるものではなく、ここ
に開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えるためのものである
。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
　本発明の各実施例は、無線通信システムにおいて、基地局または端末、その他の装備に
使用可能である。

【図１】 【図２】
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