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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルのトポロジの全体にわたってパイロットの協調的再利用を使用する前記トポロジを
有するワイヤレス通信ネットワークにおいてトレーニングするための方法であり、それぞ
れのセルが基地局を含み、前記それぞれの基地局によって実行される当該方法であって、
　１組のパイロットコードから、前記トポロジ内の前記それぞれのセルに、使用するため
のコードのサブセットを割り当て、前記サブセット内のパイロットを前記それぞれのセル
内のユーザ端末に割り当てるステップであって、該ユーザ端末に係るセルとは異なるセル
であり該ユーザ端末に係るセルに割り当てられたサブセット内のパイロットが再利用され
るセルである隣接セルの基地局に対する、該ユーザ端末の、相対的な位置及び受信信号レ
ベルの少なくともいずれか一方に基づいて、該ユーザ端末に割り当てるパイロットを決定
し、決定したパイロットを該ユーザ端末に割り当てる、当該ステップと、
　割り当てられたパイロットを送信するユーザ端末から、該ユーザ端末に割り当てられた
パイロットに対応する波形を受信するステップと、
　基地局アンテナと前記基地局が送信している宛先のユーザ端末との間のチャネルのチャ
ネル推定情報を取得するステップであって、前記チャネル推定情報が前記受信した波形に
基づく、当該ステップと、
　前記チャネル推定情報に基づいて、前記ユーザ端末に送信される情報をプリコードする
ために使用されるプリコーダを作成し、該プリコーダによってプリコードした情報を前記
ユーザ端末に送信するステップと、
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　を含む、当該方法。
【請求項２】
　トポロジ内のセルに配置された複数の基地局と、
　複数のユーザ端末と、
　　１組のパイロットコードから、コードのサブセットを前記トポロジ内のそれぞれのセ
ルに割り当てること、及び
　　前記サブセット内のパイロットを前記それぞれのセル内のユーザ端末に割り当てるこ
とであって、該ユーザ端末に係るセルとは異なるセルであり該ユーザ端末に係るセルに割
り当てられたサブセット内のパイロットが再利用されるセルである隣接セルの基地局に対
する、該ユーザ端末の、相対的な位置及び受信信号レベルの少なくともいずれか一方に基
づいて、該ユーザ端末に割り当てるパイロットを決定し、決定したパイロットを該ユーザ
端末に割り当てること、
　を含め、前記トポロジ内の基地局の全体にわたってパイロットの協調的再利用を制御す
るための基地局コントローラと、
　を備えるワイヤレス通信システムであって、
　それぞれの基地局が、
　前記それぞれの基地局が信号を送信する宛先のユーザ端末から、該ユーザ端末に割り当
てられたパイロットに対応する波形を受信し、
　前記それぞれの基地局の基地局アンテナと前記基地局が送信している宛先のユーザ端末
との間のチャネルの、前記受信した波形に基づくチャネル推定情報を取得し、
　前記チャネル推定情報に基づいて、前記ユーザ端末に送信される情報をプリコードする
ために使用されるプリコーダを作成し、該プリコーダによってプリコードした情報を前記
ユーザ端末に送信する、
　ように動作可能とされた、当該ワイヤレス通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0002]本発明は、ダウンリンク（ＤＬ）マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）送信
の状況における相反性に基づいたトレーニングを可能にするために、マルチサイトワイヤ
レス配備の全体にわたってユーザ端末（ＵＴ）によって使用されるパイロットシーケンス
の分野に関し、より詳細には、本発明は、セルに依存する基準に基づいて、パイロットの
サブセットをセル内のユーザ端末に割り当てることを含め、トポロジ内の基地局の全体に
わたってパイロットシーケンスの割当てを調整することによる、パイロット再利用に関す
る。
【０００２】
　［優先権］
　[0001]本特許出願は、２０１０年４月８日に出願された、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａ
ｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｊｏｉｎｔ　Ｄｅｓｉｇｎ　ａｎｄ　Ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｉｌｏｔ－Ｒｅｕｓｅ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｉｎ　Ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔ
ｙ－Ｂａｓｅｄ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅｓ　ｆｏｒ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｍｕ
ｌｔｉ－Ｕｓｅｒ　ＭＩＭＯ」と題する、対応する特許仮出願第６１／３２２，１０９号
の優先権を主張し、この特許仮出願を参照により組み込む。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ダウンリンク（ＤＬ）送信方法は、送信基地局（ＢＳ）でのチャネルについての
知識に依存し、又は、より正確には、ＢＳアンテナとこのＢＳが情報を送信している宛先
のＵＴとの間のチャネルについての推定の有用性に依存する。次いで、このチャネル状態
情報は、それぞれのＵＴが各自の対象の信号を復号することができるように、送信前にそ
れぞれのＵＴに向けた情報を「プリコード」するために使用される。
【０００４】
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　[0004]必要なチャネル状態情報は、ワイヤレス媒体を介してパイロット（すなわち、既
知のシグネチャ波形）を送信し、受信した波形に基づいてこれらのチャネルを推定するこ
とによって取得される。次いで、これらの推定値は、マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩ
ＭＯ）プリコーダ（すなわち、送信方法）を生成するため及びデータをＵＴに送信するた
めに使用される。チャネルは時間（及び周波数）とともに変化するので、トレーニングの
プロセスは、ネットワークの全体にわたって周期的に繰り返される。「パイロットオンパ
イロット（ｐｉｌｏｔ－ｏｎ－ｐｉｌｏｔ）」方式と呼ばれるものでは、パイロット送信
サイクルは、全てのＢＳにわたって時間的にそろえられるが、パイロットオンデータ（ｐ
ｉｌｏｔ－ｏｎ－ｄａｔａ）方式では、所与のＢＳのパイロット送信サイクルは、他のＢ
Ｓからのデータ送信と重なり合う。単一のトレーニングセッションに割り当てられる断片
的時間（ｆｒａｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｉｍｅ）（又は時間－周波数スロット）は、パイロ
ットトレーニングのためにそれぞれのＢＳに割り当てられるチャネル使用の数に影響する
。この「パイロットトレーニング」信号空間の次元数は、それぞれのトレーニングフェー
ズ中に信号で送ることができる可能な直交（又は、線形独立）パイロットの数に制約を与
える。全ネットワークにわたって取得する必要があるＢＳ－ＵＴチャネルの数が、それぞ
れのトレーニングサイクルにおいてトレーニングのために割り当てられたチャネル使用を
大きく上回る場合、又は同じことであるが、パイロットトレーニングのために割り当てら
れた信号空間次元の数を大きく上回る場合、パイロットをネットワークの全体にわたって
再利用しなければならない。
【０００５】
　[0005]送信ＢＳでチャネル推定値を取得するためにダウンリンク（ＤＬ）マルチユーザ
ＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）送信で使用される、２つのクラスのトレーニング方法がある
。この２つのクラスは事実上、パイロットを送信する側（ｐａｒｔｉｅｓ）によって区別
される。ＦＤＤベースのトレーニング方式では、ＢＳとそれぞれのＵＴとの間のチャネル
を推定するために、パイロットが最初にＢＳによって送信される。次いで、それぞれのＵ
Ｔは、送信されたパイロットの測定値を収集し、各自のチャネルを推定する。次いで、別
の帯域上の共有チャネルを介して、ＵＴは、そのセル内のＢＳにこれらの推定値を伝達（
フィードバック）する。
【０００６】
　[0006]本明細書においてＴＤＤベースのトレーニング方式と呼ばれる第２のクラスのト
レーニング方式では、それぞれのＵＴからその送信ＢＳへのチャネルについての推定値は
、それぞれのＵＴからパイロットを送信することによって、ＢＳで直接取得される。これ
らの方式は「チャネル相反性」の概念に依存しており、チャネル相反性とは、２つのチャ
ネルの時間インスタンス及び周波数帯域の隔たりが十分に小さい、すなわち、それぞれチ
ャネルコヒーレンス時間内及び帯域幅内にあるとすれば、所与の帯域及び所与の時間イン
スタンスでのＢＳからＵＴへのチャネルは、場合によっては異なる帯域及び場合によって
は異なる時間インスタンスでのＵＴからＢＳへのチャネルと同じである、又はより正確に
は、相関があることを示すものである。これらの方式は、１組のＵＴからアップリンクに
おいてパイロットを送り、ＢＳで測定値を収集し、ＢＳでのこれらの測定値に基づいてＢ
Ｓ－ＵＴチャネルを推定し、次いで、同じ帯域を介してチャネルコヒーレンス時間内にＢ
ＳからＵＴへのマルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）送信を実行することに依存する
。
【０００７】
　[0007]パイロットの空間再利用率が低下すると、それぞれのトレーニングサイクル内で
信号により送られる必要があるパイロットの数が減少する。したがって、これはパイロッ
トオーバヘッドを減少させ、より多くのスロットをデータ送信のために使用することを可
能にする。しかし、これら全てのトレーニング方式においてパイロットを空間的に再利用
する必要性は、チャネル推定品質の犠牲を伴う。（１組の直交パイロットからの）所与の
パイロットを使用することによって、ＢＳとそのセル内のＵＴとの間のチャネルを推定す
ることについて考察する。同じパイロットを使用する、ネットワーク全体におけるＵＴは
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、ＢＳと対象のＵＴとの間の推定値に干渉する又はこの推定値を「劣化」させる。典型的
には、干渉するＵＴが対象のＢＳに近くなるほど、「パイロット劣化」レベルが高くなる
。その結果、パイロット空間再利用率が低下すると、データ送信専用の断片的時間が増加
するが、これはパイロット劣化のレベルも高め、したがって、データ送信サイクルの効率
を低下させる。
【０００８】
　[0008]ＴＤＤベースのトレーニング方式における重要な問題は、隣接セル内でのパイロ
ットの再利用によって引き起こされるパイロット劣化が、その隣接セル内でどのＵＴが同
じパイロットに割り当てられているかに大きく依存するということである。具体的には、
ＴＤＤベースのトレーニング方式によって取得される、ＢＳとそのセル内のＵＴとの間の
チャネルの推定の品質は、以下の量に依存する。
・ＵＴからＢＳへの送信に影響を与える大規模な電力減衰、及び実効パイロット送信電力
。これらは、対象のＢＳでのチャネル推定のために使用される測定信号内の「有用パイロ
ット信号」成分の電力に影響する。
・（隣接セル内の）同じパイロットを再利用するＵＴから対象のＢＳへの送信に影響を与
える大規模な電力減衰、及びこれらのパイロットにおける関連する送信電力。これらは、
対象のＢＳでのチャネル推定のために使用される測定信号内の干渉又はパイロット劣化信
号成分の電力に影響する。
【０００９】
　[0009]任意のそのような大規模な電力減衰量の値は、送信側と受信側との間の距離、シ
ャドウイング、及び他の環境要因を含む、いくつかの要因によって影響される。これらの
量を知ることにより、ＢＳは、推定品質を最大化するように、そのチャネル推定値を形成
する際に測定値を最適に使用することが可能になる。
【００１０】
　[0010]任意の所与のセルが、他のセルパイロット割当てとは独立して、そのパイロット
をセル内のそのＵＴにランダムに割り当てる、基本的な状況設定について考察する。その
ような状況設定では、ＵＴのいずれか１つによって送信されるパイロットは、パイロット
劣化を経験し、その電力は、隣接セル内でこのパイロットを再利用するＵＴの位置（及び
送信電力）に応じて、場合によっては広い範囲にわたる値をとることができる。一般に、
ＢＳは、そのＵＴによって使用されるそれぞれのパイロットが経験する干渉レベルについ
ての知識を所有することができない。その場合、その推定値を形成する際は控えめでなけ
ればならない（すなわち、可能な干渉レベルの中で、可能な最も高いレベル又は非常に高
いレベルを想定しなければならない）。これは、チャネル推定品質の著しい低下をもたら
すことがある。
【００１１】
　[0011]その結果、ダウンリンク（ＤＬ）マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）セル
ラ配備及び他のマルチサイト配備のためのＴＤＤベースのトレーニング方式の性能を改善
する可能性があることは明らかである。
【発明の概要】
【００１２】
　[0012]ワイヤレス通信ネットワークのダウンリンクにおいてトレーニングするためにパ
イロット再利用を用いるための方法及び装置が、本明細書で開示される。一実施形態では
、この方法は、１組のパイロットコードから、コードのサブセットをトポロジ内のそれぞ
れのセルに割り当てること、及びセルに依存する基準に基づいて、それぞれのコードのサ
ブセット内のコードを前記それぞれのセル内のユーザ端末に割り当てることを含め、トポ
ロジ内の基地局の全体にわたってパイロットコードの割当てを調整し、基地局－ユーザ端
末のペアの全体にわたってコードの割当てを調整するステップと、割り当てられたパイロ
ットを送信するユーザ端末から波形を受信するステップと、基地局アンテナと基地局が送
信している宛先のユーザ端末との間のチャネルのチャネル推定情報を取得するステップで
あり、チャネル推定値が受信した波形に基づく、ステップと、チャネル推定情報に基づい
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てユーザ端末に送信するステップとを含む。本発明は、以下で与えられる詳細な説明から
及び本発明の様々な実施形態の添付の図面からより完全に理解されるであろうが、これら
は、本発明を特定の実施形態に限定するものと解釈されるべきではなく、単に説明及び理
解のためのものと解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】それぞれのセルにおける独立したＵＴ－パイロット割当てを用いた、セル再利用
－２パイロットパターンを示す図である。
【図２】それぞれのセル内での一様なパイロット割当てを用いた、セル再利用－２パイロ
ットパターンを示す図である。
【図３】左／右パイロット反転調整を用いた、セル再利用－２パイロットパターンを示す
図である。
【図４】可変セル再利用－パイロットパターンを示す図である。
【図５】それぞれのセル内での一様なパイロット割当てを用いた、セル再利用－２パイロ
ットパターンを示す図である。
【図６】左／右側パイロット反転調整を用いた、可変セル再利用－パイロットパターンを
示す図である。
【図７】ワイヤレス通信システムの一実施形態のブロック図である。
【図８】ワイヤレス通信ネットワーク内のダウンリンクをトレーニングするためのプロセ
スの一実施形態の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0014]本発明の実施形態は、セルラワイヤレスネットワークのダウンリンクにおけるス
ペクトル効率の高い送信を可能にするために、これらのネットワークにおいて使用するこ
とができるトレーニング機構のいくつかの態様に焦点を当てる。本発明の実施形態は、カ
バレージエリア内のユーザ端末（ＵＴ）に同時に送信する送信（コロケート（ｃｏｌｌｏ
ｃａｔｅｄ）又は非コロケート（ｎｏｎ－ｃｏｌｌｏｃａｔｅｄ））アンテナの組を含む
状況設定に適用可能である。本明細書で開示される方法は、それぞれの送信リソースブロ
ック（ＴＲＢ）内で、アンテナのクラスタからのジョイント送信を制御する基地局（ＢＳ
）コントローラが、送信のためにＵＴのサブセットをスケジュールし、重ね合わされ、一
般にマルチユーザ多入力多出力送信方法と呼ばれるものを使用して同時に送信される複数
の空間ストリームを生成する場合にも適用可能である。
【００１５】
　[0015]より具体的には、本発明の実施形態は、ダウンリンク（ＤＬ）マルチユーザＭＩ
ＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）送信の状況におけるＴＤＤベースのトレーニング方式のためのパ
イロット再利用パターン及びパラメータを設計し、操作するための方法を含む。本発明の
実施形態は、マルチサイトトポロジ全体にわたるパイロットの協調的再利用のための方法
及びそれぞれのセル内のこれらのパイロットを割り当てるための技法を含む。そのような
協調的再利用は、全体的なシステム性能を改善するために実行される。本発明の実施形態
は、それぞれのセルにおけるパイロットを割り当てる際に、ＵＴ特有の情報の使用を活用
する。加えて、本発明の実施形態は、パイロットをＵＴに割り当てる際に、セルに依存す
る基準の使用を活用する。これらのセルに依存する基準は、システム性能を改善するため
に、静的な又は半静的な方法でネットワークの全体にわたって変化させることができる。
【００１６】
　[0016]本発明の実施形態は、ネットワークの全体にわたってパイロット割当て方法及び
パラメータを調整することによって、ネットワークの全体にわたってパイロット劣化のレ
ベルを制御するための方法を含む。
【００１７】
　[0017]以下の説明では、本発明のより完全な説明を提供するために、多くの詳細が説明
される。しかし、これらの特定の詳細なしに本発明を実施することができることは、当業
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者には明らかであろう。他の場合では、よく知られた構造及びデバイスは、本発明を不明
瞭にすることを避けるために、詳細にではなく、ブロック図形式で示される。
【００１８】
　[0018]以下の詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータメモリ内のデータビット上
での操作のアルゴリズム及び記号表現によって提示される。これらのアルゴリズムによる
説明及び表現は、自分の仕事の内容を他の当業者に最も効率的に伝えるためにデータ処理
分野の当業者によって使用される手段である。アルゴリズムは、ここでは、また一般的に
は、所望の結果をもたらす自己矛盾のないステップのシーケンスであると考えられる。ス
テップは、物理量の物理的操作を必要とするステップである。通常、必ずしも必要ではな
いが、これらの量は、記憶、伝送、組合せ、比較、及び他の操作が可能な電気的又は磁気
的な信号の形態をとる。時には、主として共通使用の理由で、これらの信号をビット、値
、要素、シンボル、文字、項、数などと呼ぶことが便利であると分かっている。
【００１９】
　[0019]しかし、これらの用語及び類似の用語の全ては、適切な物理量に関連付けられる
べきであり、これらの量に添付された便利なラベルにすぎないことに留意されたい。別途
具体的に述べられない限り、以下の説明から明らかなように、説明の全体を通して、「処
理する」又は「計算する」又は「算出する」又は「決定する」又は「表示する」などの用
語を利用する説明は、コンピュータシステムのレジスタ及びメモリ内の物理（電子的）量
として表されるデータを操作し、このデータを、コンピュータシステムのメモリ若しくは
レジスタ、又は他のそのような情報記憶デバイス、送信デバイス、若しくは表示デバイス
内の物理量として同様に表される他のデータに変換する、コンピュータシステム又は類似
の電子的コンピューティングデバイスの動作及び処理に言及していることを理解されたい
。
【００２０】
　[0020]本発明は、本明細書の操作を実行するための装置にも関する。この装置は、必要
な目的のために特別に構成することができ、又はコンピュータ内に記憶されたコンピュー
タプログラムによって選択的に起動される若しくは再構成される汎用コンピュータを含む
ことができる。そのようなコンピュータプログラムは、フレキシブルディスク、光ディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、及び磁気光ディスクを含む任意のタイプのディスク、読取り専用メモ
リ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気若
しくは光カード、又は電子的命令を記憶するのに適した任意のタイプの媒体などの、ただ
しこれらに限定されない、それぞれがコンピュータシステムバスに結合される、コンピュ
ータ可読記憶媒体に記憶することができる。
【００２１】
　[0021]本明細書で提示されるアルゴリズム及び表示は、任意の特定のコンピュータ又は
他の装置と本質的に関連していない。様々な汎用システムを本明細書の教示に従ったプロ
グラムとともに使用することができ、又は必要な方法ステップを実行するために、より特
殊化した装置を構成することが便利であると分かる場合がある。様々なこれらのシステム
に必要な構造は、以下の説明から明らかとなろう。加えて、本発明は、任意の特定のプロ
グラミング言語を参照して説明されない。本明細書に記載される本発明の教示を実施する
ために、様々なプログラミング言語を使用することができることを理解されたい。
【００２２】
　[0022]機械可読媒体は、機械（例えば、コンピュータ）によって可読な形式で情報を記
憶する又は送信するための任意の機構を含む。例えば、機械可読媒体は、読取り専用メモ
リ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、磁気ディスク記憶媒体、光
記憶媒体、フラッシュメモリデバイスなどを含む。
【００２３】
　ワイヤレス通信システムの概要
　[0023]本発明の実施形態は、ワイヤレス多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを対象とす
る。ＭＩＭＯシステムは、比較的大きい地理的エリアをカバーするいくつかのセルを含む
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。それぞれのセルは、複数のアンテナを有する基地局及び複数のモバイルを含む。基地局
は、セル内のモバイルにサービス提供する。近隣のセルは、複数のアンテナを有する基地
局を含み、基地局は、そのセル内の複数のモバイルにサービス提供する。
【００２４】
　[0024]本明細書で使用される場合、「モバイル」という用語は、クライアント、移動体
、移動局、移動ユーザ、ユーザ機器（ＵＥ）、加入者、ユーザ、遠隔局、アクセス端末、
受信機などと同義と見なされてもよく、以下では、時として、クライアント、移動体、移
動局、移動ユーザ、ユーザ機器（ＵＥ）、加入者、ユーザ、遠隔局、アクセス端末、受信
機などを指す場合があり、ワイヤレス通信ネットワークにおけるワイヤレスリソースの遠
隔ユーザについて説明する場合がある。また、本明細書で使用される場合、「基地局」と
いう用語は、ノードＢ、トランシーバ基地局（ＢＴＳ）などと同義と見なされてもよく、
以下では、時として、ノードＢ、トランシーバ基地局（ＢＴＳ）などを指す場合があり、
ワイヤレス通信ネットワークにおけるモバイルと通信中であって、モバイルにワイヤレス
リソースを提供しているトランシーバについて説明する場合がある。本明細書で説明され
るように、基地局は、本明細書で説明される方法を実行するための能力に加えて、従来の
よく知られた基地局と完全に機能的に関連付けられていてもよい。
【００２５】
　[0025]例示的な実施形態は、時分割複信（ＴＤＤ）直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）方
式に関して説明され、アップリンク（モバイルから基地局）及びダウンリンク（基地局か
らモバイル）におけるデータ送信は互いに時間シフトされる。しかし、例示的な実施形態
を他のＭＩＭＯシステム並びに他のワイヤレス通信システム及び／又は方式で実施するこ
とができることを理解されたい。例えば、本明細書で説明される方法を周波数分割複信（
ＦＤＤ）又は類似の方式に関連して実施することができる。
【００２６】
　[0026]よく知られているように、従来のＯＦＤＭ方式は、いくつかの周波数ビンを含む
。それぞれの周波数ビンでは、データは他のビンとは独立して送信される。例示的な実施
形態は、単一の周波数ビンにおけるデータ送信に関して説明される。しかし、例示的な実
施形態による方法を、同じ又は実質的に同じ方法で、全ての他のビンにおいて適用するこ
とができることを理解されたい。
【００２７】
　[0027]それぞれの（時間）コヒーレンス間隔の間に、本明細書に記載される方法を独立
して実行することができることに留意されたい。よく知られているように、ＯＦＤＭ通信
方式では、コヒーレンス間隔は、ＢＳアンテナと所与のＵＴアンテナ（両方とも同じＯＦ
ＤＭ周波数スロットにある）との間のチャネル利得が一定のままであると想定される時間
間隔である。ＴＤＤベースのＯＦＤＭ　マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）通信方
式の状況において、任意の所与のコヒーレンス間隔は、アップリンクトレーニング間隔及
びデータ送信間隔の２つのフェーズを含む。
【００２８】
　例示的な実施形態
　[0028]本発明並びにその潜在的な利益が対象とする１組のサンプルの実施形態が、図１
に示すＢＳの１次元線形トポロジの状況において例示されている。所与のＢＳに関連付け
られたセル内には、合計６つのＵＴがある。左から右に、セル内のこれらのＵＴを、全体
を通してそれぞれ、左端ＵＴ、左中間ＵＴ、左中央ＵＴ、右中央ＵＴ、中間中央ＵＴ、及
び右端ＵＴと呼ぶ。間隔Δは任意の２つの連続するＢＳの間と想定され、それぞれのセル
は、そのＢＳの周りでセグメント±Δ／２に拡大する。この例では、それぞれのセル内で
、中央ＵＴ、中間ＵＴ、及び端ＵＴが、そのサービングＢＳから距離±δ、±Δ／４、及
び±（Δ／２－δ）のところにあり、δはΔに比べて非常に小さいとも想定される。した
がって、中央ＵＴは事実上、そのセルの中央にあり、端ＵＴは事実上、そのセルのちょう
ど端にあるが、中間ＵＴはまさにセル端とセルＢＳとの間の中間点にある。いくつかの提
示される方式の利益を例示するために、大規模なＳＮＲ（又は受信信号電力レベル）は経
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路損失に基づく、すなわち、受信電力は、送信機と受信機との間の距離に応じて減衰する
とも想定される。特に、公称受信パイロット電力、すなわち、所与のＵＴによって送信さ
れた単位電力パイロットに関連付けられたＢＳでの平均受信信号電力は、ＢＳとＵＴとの
間の距離ｄのみに依存すると想定される。範囲［０，Δ／２０］におけるｄの値について
は、経路損失は一定であると想定されるが、ｄ＞Δ／２０の値については、経路損失はｄ
－αとして拡大し、α≧２は経路損失指数を表す（典型的なα値は範囲［３，４］内にあ
る）。
【００２９】
　[0029]例示の目的のために、例は１Ｄネットワーク全体にわたる１組の直交パイロット
の再利用に焦点を当てる。「パイロット劣化」比較は、本明細書で便宜上、パイロット信
号対パイロット劣化干渉比（Ｓ／Ｉpilot）と呼ばれるものに依存する。この簡略化され
た測定法は、同じパイロットを再利用する全てのセルから生じるパイロット劣化のレベル
をとらえることを試みる。この測定法は、以下の量によって与えられる。
S/Ipilot(UT,BS)＝
10log10(ＵＴにより送信されたパイロットのＢＳでの受信電力／同じパイロットを有する
他の全ＵＴにおいて各ＵＴにより送信されたパイロットのＢＳでの受信電力の最大値)dB
【００３０】
　[0030]Ｓ／Ｉpilotメトリックは概算であるが、多くの劣化パイロット送信のうちの１
つ（同じパイロットを使用し、対象のＢＳに最も近いＵＴからのもの）の寄与のみを含む
ので、本明細書に記載されるいくつかのパイロット割当て方法の利益をとらえ、説明する
のに便利なメトリックとして働く。
【００３１】
　[0031]図１におけるシナリオは、合計１２個の直交パイロットが、トレーニングのため
に１Ｄトポロジの全体にわたってＵＴによって使用される、基準状況設定に対応する。こ
の例では、ｉ番目のパイロットはラベルｃｉによって図示される。１２個のパイロットは
、それぞれ６個のパイロットの２つのグループに分割される。グループ｛ｃ１，ｃ２，．
．．，ｃ６｝はそれぞれの奇数でインデックス付けされたＢＳに提供され、グループ｛ｃ

７，ｃ８，．．．，ｃ１２｝は偶数のＢＳに提供される。それぞれのパイロットは２つの
セル毎に再利用されるので、実効パイロットセル再利用は２に等しい。図１の例では、そ
れぞれのＢＳは、全ての他のＢＳとは独立して、そのパイロットを割り当てている。例え
ば、ＢＳ３は、パイロットｃ１をその左端ＵＴに割り当てている。ＢＳ１及びＢＳ５はそ
れぞれ、同じパイロットをその中央右ＵＴ及び左端ＵＴに割り当てている。同様に、ＢＳ

３は、パイロットｃ６をその右端ＵＴに割り当てている。ＢＳ１及びＢＳ５はそれぞれ、
同じパイロットをその左端ＵＴ及び右端ＵＴに割り当てている。
【００３２】
　[0032]図１に図示されたものなどの独立した割当て方式に関連付けられた課題は、ＢＳ
とそのＵＴのうちの１つとの間のチャネル推定におけるパイロット劣化レベルは、ＢＳで
先験的に（ａ　ｐｒｉｏｒｉ）知られていない広い範囲の値をとることができるというこ
とである。この「劣化レベル」の変動は、ＵＴのパイロットが隣接セルにおいて再割当て
される方法によるものである。例えば、セルＢＳ３における左端のユーザ及び右端のユー
ザの位置が対称であっても、これらの位置は異なるＳ／Ｉpilotレベルを経験する。左端
ＵＴの場合、Ｓ／Ｉpilot（セル３における左端ＵＴ、ＢＳ３）＝１０ｌｏｇ１０（３α

）ｄＢがあるが、右端ＵＴの場合、Ｓ／Ｉpilot（セル３における右端ＵＴ、ＢＳ３）＝
１０ｌｏｇ１０（５α）ｄＢがある。α＝３と想定すると、これらのＳ／Ｉpilot値はそ
れぞれ、１４．３ｄＢ及び２１ｄＢとなり、６．７ｄＢの差がある。
【００３３】
　[0033]図１における例が明らかにしているように、パイロットが隣接セルにおいて独立
して再利用され、したがって、結果として生じるパイロット劣化レベルが広い範囲の値に
またがる可能性があるということにより、パイロット推定の品質は、２つの端のユーザで
かなり異なる。ＢＳでのチャネル推定の品質を最適化するためには、ＢＳは干渉レベルを
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正確に知る必要があるので、Ｓ／Ｉpilotにおける結果として生じる大きい変動性は、さ
らなる性能低下を引き起こす。言い換えれば、同じパイロット干渉レベルを有する２つの
状況設定を考慮すると、干渉レベルの先験的な知識が正確であるほど、形成されるチャネ
ル推定の品質が良くなる。
【００３４】
　[0034]上記の例は、ＢＳレベル（すなわち、ＢＳの全体にわたってコードの割当てを調
整する）でだけでなく、ＵＴレベル（ＢＳ－ＵＴのペアの全体にわたってコードの割当て
を調整する）で、配備の全体にわたって協調的な方法でパイロットパターンを使用する潜
在的な利益を示唆している。図２～図６は本発明の実施形態を表す。
【００３５】
　[0035]図２は、図１に図示されたシナリオについてのそのようなパイロットパターン調
整の最も単純な具体例を示す。図２を参照すると、それぞれのＢＳによって使用されるパ
イロットの組は、図１の場合と同じである。ただし、パイロットの組は、それぞれのＢＳ
で同じ方法（左から右）で割り当てられる。与えられた例では、これはそれぞれのセルに
おける全ての端ＵＴに共通のＳ／Ｉpilot、全ての中間ＵＴに共通のＳ／Ｉpilot及び全て
の中央ＵＴに共通のＳ／Ｉpilotを保証する。それぞれのセルにおける中央／端／中間Ｕ
Ｔの位置が変化する「実際」により近い状況設定では、この方法は、ＢＳからの距離に関
して、最も大きい距離（最も小さい大規模なＳＮＲ）から最も小さい距離（最も大きいＳ
ＮＲ）に、左セル側にあるＵＴを並べ、次いで、このＵＴリストの末端に、ＢＳからの増
大する距離（減少するＳＮＲ）に関して並べられた右セル側にあるＵＴを連結し、最後に
、結果として生じたＵＴリストにコードを順次割り当てることを含む。そのような方式は
、全ての端（又は中間、又は中央）ＵＴに別個のＳ／Ｉpilot値をもたらすであろうが、
Ｓ／Ｉpilotレベルの変動は図１の独立した方式の場合よりもはるかに小さい。ＳＮＲ値
の代わりに、又はＳＮＲ値とともに信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）値を使用することがで
きることに留意されたい。
【００３６】
　[0036]図３は、本発明の別の実施形態を示す。それぞれのＢＳによって使用されるパイ
ロットの組は、図１及び図２の場合と同じである。ただし、図２とは異なり、パイロット
が隣接セルにおいて再利用されるとき、パイロットは同じ方法で割り当てられない。例え
ば、図２及び図３の両方においてＵＴに対して同じパイロット割当てを使用するセル３（
ＢＳ３によってサービス提供される）について考察する。これらのパイロットは、セル１
及び５において再利用されるが、セル３とは異なるＵＴに割り当てられる。特に、これら
のセル内の左側のＵＴに割り当てられるパイロットは、これらのセル３内の左側のＵＴに
逆の順序（左側パイロット割当て反転）で割り当てられるものである。同じことが右に再
利用されるパイロットに当てはまる。図３の例における結果として、パイロットは２つの
セル毎に再利用されるが、同じパイロット順序は４つのセル毎にしか再利用されず、任意
の２つの連続する奇数（又は偶数）番号が付けられたセルは、それぞれの左側反転及び右
側反転であるパイロット割当てを使用する。
【００３７】
　[0037]図３における例は、中央ＵＴのＳ／Ｉpilotレベルを犠牲にして、端ＵＴに対し
て改善されたＳ／Ｉpilotレベルをもたらす（この例では、中間ＵＴのＳ／Ｉpilotレベル
は影響を受けないままである）。実際、経路損失指数についてα＝３の値を想定すると、
図３における構成は端ＵＴのＳ／Ｉpilotを１４．３ｄＢから１８．１ｄｂに（３．８ｄ
Ｂの改善）改善するが、中央ＵＴのＳ／Ｉpilotレベルを４８．１ｄＢから４４．３ｄＢ
に（３．８ｄＢの品質低下）低下する。端のユーザの性能は、セルラアーキテクチャ及び
他のマルチサイトワイヤレスアーキテクチャにおけるシステム設計及び性能を支配する傾
向があるので、これは魅力的な妥協であり得る。
【００３８】
　[0038]図３の例では、それぞれのセルにおける全ての端ＵＴに共通のＳ／Ｉpilot、全
ての中間ＵＴに共通のＳ／Ｉpilot及び全ての中央ＵＴに共通のＳ／Ｉpilotが保証される
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。それぞれのセルにおける中央／端／中間ＵＴの位置が変化する「実際」により近い状況
設定では、この方法は、例えば、全てのＵＴの位置に対して別個のＳ／Ｉpilotレベルを
もたらすであろうが、全体的な端のＳ／Ｉpilotレベルは、中央のユーザのＳ／Ｉpilotレ
ベルを犠牲にして改善される。図２における方式とは異なり、パイロットをＵＴに割り当
てるために、異なるセルにおいて異なる基準が使用されることにも留意されたい。特に、
任意の所与のセルにおけるパイロット割当て基準を、同じパイロットセットを使用する他
の隣接セルにおけるパイロット基準とは別個のものとすることができ、隣接セルにおける
Ｓ／Ｉpilotを最適化するために、静的に（又は適応的に）（再）選択することができる
。
【００３９】
　[0039]図１～図３における全ての例は、１２個のパイロットの使用に依存し、それぞれ
のパイロットは２つのセル毎に再利用される。図４及び図６における例も、１２個のパイ
ロットを使用するが、セル再利用率はパイロットに依存する。図４における例を参照する
と、１２個のパイロットは、便宜上、｛ｘ１，ｘ２，ｙ１，ｙ２，ｙ３，ｙ４，ｚ１，ｚ

２，．．．，ｚ６｝に改称されている。図４では、「ｘ」パイロットは中央ＵＴに使用さ
れ、「ｙ」パイロットは中間ＵＴに使用され、「ｚ」パイロットは端ＵＴに使用される。
全ての中央ＵＴパイロットはそれぞれのセルにおいて使用される（セル再利用１）が、中
間及び端ＵＴパイロットはそれぞれ、２つのセル毎及び３つのセル毎に再利用される。［
便宜上、図５は、パイロットの「ｘ－ｙ－ｚ」の改称を伴った図２における例を改めて示
す。］図４における例は、図２及び図３における例と同じＳ／Ｉpilotレベルを中間ＵＴ
にもたらす。端ＵＴのＳ／Ｉpilotレベルは２１ｄＢ（図２及び図３に関して、それぞれ
６．７ｄＢ及び３．８ｄＢのＳ／Ｉpilot利得をもたらす）であるが、中央ＵＴのＳ／Ｉp

ilotレベルは３９ｄＢ（図２及び図３に関して、それぞれ９ｄＢ及び５．３ｄＢのＳ／Ｉ

pilotレベル低下をもたらす）である。結果として、図４に示す可変再利用パイロット構
成は、中央ＵＴと端ＵＴとの間のより積極的なＳ／Ｉpilotトレードオフを可能にする。
最後に、図４の例では、それぞれのパイロットセット構成は６つのセル毎に再利用される
ことに留意されたい。
【００４０】
　[0040]図６は、可変セル再利用と左側反転割当て方法及び右側反転割当て方法の両方が
組み合わされた一例を示す。１２個のパイロットは、便宜上、｛ｘ１，ｘ２，ｘ３，ｘ４

，ｙ１，ｙ２，．．．，ｙ８｝に改称されている。「ｘ」パイロットは中央ＵＴと中間Ｕ
Ｔの両方に割り当てられるが、「ｙ」パイロットは端ＵＴに割り当てられる。全ての「ｘ
」パイロットは左／右側反転を用いて全てのセルにおいて再利用される（セル再利用１）
が、端ＵＴのパイロットは４番目のセル毎に再利用される。図３及び図４における割当て
に関して、図６における割当ては、よりいっそう積極的なトレードオフの一例を表し、端
ＵＴのＳ／Ｉpilotレベルは、中央ＵＴと中間ＵＴの両方のＳ／Ｉpilotレベルを犠牲にし
てさらに改善される。
【００４１】
　[0041]図２～図６における例によって示唆される多くの直接的な拡張は重要である。ま
ず、可変再利用方法を、任意の方法で左／右側反転あり又はなしで組み合わせることがで
きる。一般に、それぞれのＢＳには、パイロットセットの集合が与えられる（例えば、図
４～図６における「ｘ」、「ｙ」及び「ｚ」セットは、そのような集合に対応することに
なる）。相対的な位置、相対的なＳＮＲなどに応じて、ＵＴはグループに分割され、それ
ぞれのグループにパイロットセットが割り当てられる。次いで、それぞれのセット（例え
ば、「ｘ」セット）内で、ＢＳに対するＵＴの相対的な位置（及び／又は受信信号レベル
）、場合によってはいくつかの干渉された隣接ＢＳに対するＵＴの相対的な位置（及び／
又は受信信号レベル）、及び場合によっては干渉された隣接ＢＳが各自のパイロットの割
当てを実行している基準を再度考慮して、パイロットがＵＴに割り当てられる。
【００４２】
　[0042]本明細書に記載される例は、一様な線形トポロジ及びＵＴ分布について考察して
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いるが、本明細書に記載される技法を、一様な又は非一様なＢＳ分布を有する２Ｄトポロ
ジ、一様で静的な又はランダムに変化するＵＴセル分布に容易に適用することができるこ
とは明らかである。これらの場合、パイロットのいくつかのクラスを再利用するための機
構が使用され、この機構において、それぞれのＢＳコントローラには、それぞれのクラス
におけるサブセットパイロット、並びにいくつかの調整パラメータが与えられる。これは
、他の情報（セル内のＵＴの相対的な位置、隣接ＢＳのサブセットに対する大規模なＳＮ
Ｒ値など）と一緒に使用されて、セル（又はクラスタ）内のそれぞれのＵＴに、ＵＴパイ
ロットが選択されるクラスを割り当てる。次いで、このパイロットクラスに割り当てられ
たその他全てのＵＴとともに、パイロットをクラス内のＵＴに分布することができる。そ
れぞれのＵＴに使用されるパイロットを選択するために使用されるさらなるパラメータは
、ＵＴとＢＳとの間の大規模なＳＮＲ、パイロットが再利用されるセル内のＵＴとＢＳと
の間の距離、パイロットが再利用されるＵＴとＢＳとの間の大規模なＳＮＲ値、トポロジ
内のＵＴの相対的な位置、及びセル内の他のＵＴに関する類似の形態の情報との比較を含
んでもよい。
【００４３】
　[0043]別の実施形態は、パイロットの送信電力レベルもセルに依存する方法で変化する
、単純な拡張を含む。例えば，図３におけるセル１、５、９、．．．でｃ１とラベル付け
されたパイロットの送信電力を低減することにより、セル３、７、１１、．．．でパイロ
ットｃ１を使用する端ＵＴによって体験されるパイロット劣化レベルを低減することがで
きる。
【００４４】
　[0044]別の実施形態では、異なるセルの全体にわたってＢＳコントローラによってパイ
ロットを再利用する方法は、順序においてだけでなく、パイロットの大きさがパイロット
に分けられる形態において異なっていてもよい。偶数のセルが左中間ＵＴ及び中央ＵＴに
ラベルｘ１及びｘ２を有するパイロットを使用せず、パイロットｚ１及びｚ２（パイロッ
トｚ１はｘ１及びｘ２の合計に比例するが、パイロットｚ２はｘ１及びｘ２の差に比例す
る）を使用するように、図６の例を変更することによって、そのような一例を生成するこ
とができる。
【００４５】
　コントローラの一例
　[0045]一実施形態では、パイロットパターン割当ては、単一又は複数のセル内のアンテ
ナからの送信を制御するコントローラによって実行される。一実施形態では、セル内のそ
れぞれのＵＴ（トレーニングのために選択される又は選択されることが考慮される）につ
いて、以下の入力が考慮される。
１．以下のうちの１つ又は複数を含んでもよい、大規模なＵＴ特有の測定値／入力のサブ
セット
・コントローラによって制御される（１つ又は複数の）セル内のそれぞれのＴＸアンテナ
に対するそれぞれのＵＴの相対的な位置、
・コントローラによって制御される（１つ又は複数の）セル内のそれぞれのＴＸアンテナ
に対するそれぞれのＵＴの平均（大規模な）受信電力レベル、
・セクタライズされた配備の場合、ＵＴが常駐するセクタ、及び
・ＵＴのパイロットが再利用される隣接セルにおけるＢＳアンテナが所与のＵＴからパイ
ロット送信を受信する電力レベルの（場合によっては粗な）推定値。
２．任意の所与のパイロットが再利用される隣接セルにおいて使用されるパイロット割当
て方法の「基準」についての情報。この情報を静的にＢＳコントローラに押し付けてもよ
く、又は相対的に長い時間スケールにわたって更新してもよい。これらの基準は、以下の
うちの１つ又は複数を含んでもよい。
・隣接「パイロット劣化」セルにおいて使用されるパイロット割当て基準、
・特定のパイロットでの干渉要件に対する、又はこれらのパイロットを用いるユーザの相
対的な位置に対する潜在的な制約。一例として、２つのセットのパイロット、｛ｃ１及び
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ｃ２｝並びに｛ｃ３及びｃ４｝を、２つの異なる隣接ＢＳに対する大規模なＳＮＲに基づ
いてＵＴに割り当てることができる、すなわち、｛ｃ１及びｃ２｝は、ＢＳ１に対して「
許容できる程度に」低い大規模な受信信号レベルを有する２つのＵＴに割り当てられるが
、｛ｃ３及びｃ４｝は、ＢＳ２に対して「許容できる程度に」低い大規模な受信信号レベ
ルを有する２つのＵＴに割り当てられる。さらに、ＢＳ１に対してより低い（より高い）
大規模な受信信号レベルを有するＵＴは、ｃ１（ｃ２）に割り当てられる。さらに、「許
容できる程度に低い」大規模な受信信号レベルであるものは、リソースブロックからリソ
ースブロックへ体系的に変化して、全てのユーザを適応させること／スケジューリングす
ることを可能にすることができる、および、
・隣接セル内のパイロット劣化ＵＴによって使用されるパイロット電力レベル。
【００４６】
　[0046]上記の情報に基づいて、ＢＳコントローラはパイロット（及び潜在的にパイロッ
ト電力レベル）をそのＵＴに割り当てる。具体的には、ＢＳコントローラは最初に、上記
の項目２からの利用可能な情報に基づいて、それ自体のパイロット割当て基準を設定する
。次いで、基準及び大規模なＵＴ測定値入力に従って、ＢＳは、そのＵＴのセットへのパ
イロットの割当てを決定する。
【００４７】
　[0047]別の実施形態では、別のエンティティが、ＢＳコントローラによって使用される
いくつか又は全てのパイロット割当て基準を選択して、そのパイロットを割り当てる。こ
の実施形態によれば、このエンティティは、パイロットを再利用している隣接セルから情
報及び場合によってはこれらのセル内のＵＴ情報についてのいくつかの集約統計を収集す
ることができる。次いで、エンティティは、これらのセルを制御するＢＳコントローラ（
のサブセット）によって（使用されるパイロットのサブセットにおいて）使用されるパイ
ロット割当て基準を決定し、次いで、これらのパイロット割当て基準を対象のＢＳコント
ローラに押し付けることができる。
【００４８】
　[0048]図７は、ワイヤレス通信システムの一実施形態のブロック図である。図７を参照
すると、通信システムは、トポロジ内のセルに配置された複数の基地局７０１と、複数の
ユーザ端末７０２と、１組の送信アンテナからのジョイント送信を制御し、トポロジの全
体にわたってパイロットの協調的再利用を制御するための基地局コントローラ７０３とを
備える。
【００４９】
　[0049]基地局コントローラ７０３は、トポロジ内の基地局の全体にわたってパイロット
コードの割当てを調整し、基地局－ユーザ端末のペアの全体にわたってコードの割当てを
調整することによって、ジョイント送信を制御する。一実施形態では、これは、１組のパ
イロットコードから、コードのサブセットをトポロジ内のそれぞれのセルに割り当て、セ
ルに依存する基準に基づいて、それぞれのコードのサブセット内のコードを前記それぞれ
のセル内のユーザ端末に割り当てることによって実行される。
【００５０】
　[0050]それぞれの基地局７０１は、前記それぞれの基地局が信号を送信する宛先の１組
のユーザ端末から、その組のユーザ端末に割り当てられたパイロットコードに対応する波
形を受信し、前記それぞれの基地局の基地局アンテナとその組のユーザ端末との間のチャ
ネルの、受信した波形に基づくチャネル推定情報を取得し、チャネル推定情報に基づいて
、その組のユーザ端末に送信するように動作可能である。
【００５１】
　[0051]一実施形態では、全てのモバイルから送信された波形（トレーニングシーケンス
）を受信した後、基地局は、波形を送信するモバイルと基地局でのアンテナとの間のチャ
ネル係数行列を推定する。基地局は、当技術分野でよく知られた方法で、受信信号ベクト
ルに基づくそれぞれの推定されたチャネル行列並びに、信号及び干渉電力の推定値を生成
する。一実施形態では、基地局は、当技術分野でよく知られた方法で標準的な最小平均二
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乗誤差（ＭＭＳＥ）推定器を使用して、推定されたチャネル行列を生成する。次いで、デ
ータ送信間隔の間、基地局は推定されたチャネル係数行列に基づいて、プリコーダ／プリ
コーディング行列を計算する。
【００５２】
　[0052]一実施形態では、パイロットの割当ては、ＵＴのスケジューリングと関連してい
る。より具体的には、隣接セル（又はＢＳの隣接クラスタ、クラスタ内の全てのＢＳが合
同マルチユーザＭＩＭＯ（ＭＵ－ＭＩＭＯ）送信に関与する）におけるジョイント送信が
スケジュールされたユーザ端末のグループには、協調的な方法でセルの全体にわたってパ
イロットが割り当てられ、その結果、これらの隣接セルにおけるパイロット再割当ては、
優れた性能レベルを取得するように体系的に行われる。例えば、コントローラ７０３は、
大きい組のセルにおける割当てを制御することができ、パイロット割当ての更新された基
準をそのＢＳに周期的に押し付けることができる。例えば、コントローラ７０３は、コン
トローラ７０３が制御するそれぞれのセル（それぞれのＢＳ）によって周期的に提供され
る、ＵＴから隣接ＢＳへの大規模なＳＩＮＲの「集計」統計／分布（これらは、１日の中
で時間とともにゆっくりと変化する）を考慮し、これを使用して、コントローラ７０３が
パイロットを割り当てるためにそれぞれのセルに押し付ける基準を更新することができる
。これは、例えば、閾値タイプの大規模な受信電力レベル基準、すなわち、ある閾値より
も大きい（又は小さい）このＢＳに対して大規模な受信信号強度を有するこのパイロット
ユーザ上で「スケジュールしない」（又は、「のみスケジュールする」）、順序タイプの
基準（例えば、所与のパイロットセットを、所与のＢＳに対して信号レベルが増加する又
は減少する順序で、ＵＴに割り当てる）、又はこれらの組合せに対応することができる。
コントローラ７０３は、セルが利用可能なパイロットの数を変更することさえもできる（
例えば、隣接セルがトラフィックにより非常にビジーになったとき）。したがって、コン
トローラ７０３は、セルに割り当てられたパイロット及びこれらの割り当てられたパイロ
ットを使用するためにユーザ端末を割り当てることができるルールを示す。
【００５３】
　[0053]ここで、これらのセル特有の基準がセルに押し付けられると、それぞれのセル内
の基地局は、その基準をパイロット割当て、パイロット電力レベルの選択に使用し、場合
によってはＵＴスケジューリングにさえも使用する。
【００５４】
　[0054]したがって、このシステムの一実施形態では、コントローラ７０３は、（セル特
有の）基準を決定し、この基準をそれぞれのセルに周期的に押し付ける。これは、それぞ
れのセルについて、１組のスケジューリングクラス（及びこれらのクラスへのリソースブ
ロックのマッピング）、それぞれのクラスにおけるパイロットのグループ、及びそれぞれ
のグループにおけるパイロットをユーザに割り当てるための基準を定義する。次いで、実
際のパイロット割当ては、それぞれのＢＳによって、各自のセル特有の命令に基づいて自
立的に行われる。また、ＢＳは、そのパイロットのうちの１つ又は複数を再利用する隣接
ＢＳによって提供された情報（例えば、隣接ＢＳでのそのＵＴのうちの１つ又は複数の大
規模な受信信号強度）を利用することができる。
【００５５】
　[0055]図８は、セルのトポロジの全体にわたってパイロットの協調的再利用を使用する
当該トポロジを有するワイヤレス通信ネットワーク内のダウンリンクをトレーニングする
ためのプロセスの一実施形態の流れ図であり、それぞれのセルは基地局を含む。このプロ
セスは、ハードウェア（例えば、回路、専用ロジックなど）、ソフトウェア（汎用コンピ
ュータシステム又は専用マシン上で動作するものなど）、又は両方の組合せを備えること
ができる処理ロジックによって実行される。一実施形態では、この処理ロジックは基地局
コントローラの一部である。
【００５６】
　[0056]図８を参照すると、このプロセスは、１組のパイロットコードから、トポロジ内
のそれぞれのセルにおいて使用するためのコードのサブセットを割り当てること、及びセ
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ルに依存する基準に基づいて、それぞれのコードのサブセット内のコードを前記それぞれ
のセル内のユーザ端末に割り当てることを含め、トポロジ内の基地局の全体にわたってパ
イロットコードの割当てを調整し、基地局－ユーザ端末のペアの全体にわたってコードの
割当てを調整する処理ロジックによって開始する（処理ブロック８０１）。一実施形態で
は、ワイヤレスネットワーク内のコントローラは、それぞれのセルにおいて使用すること
ができるコードのサブセットを割り当て、セルにそのコードのサブセットを通知する。一
実施形態では、セル内のＵＴは、どのパイロットが、トレーニングのために、そのチャネ
ル上で、ＵＴへのセルのＢＳシグナリングによって、ＢＳから制御チャネルを介して使用
される送信電力レベルの識別子とともに、パイロット識別子を送信するかについて通知さ
れる。別の実施形態では、送信電力レベルは信号で送られない。
【００５７】
　[0057]一実施形態では、基準は信号対雑音比（ＳＮＲ）に基づく基準である。一実施形
態では、基準は位置に基づく基準である。一実施形態では、コードのサブセットをそれぞ
れのセルに割り当てることは、ユーザ端末特有の情報に基づく。一実施形態では、パイロ
ットコードは、第１のユーザ端末に送信する基地局に対する第１のユーザ端末の信号レベ
ルに基づいて、第１のユーザ端末に割り当てられる。一実施形態では、パイロットコード
は、第１のユーザ端末に送信する基地局に対する第１のユーザ端末の相対的な位置に基づ
いて、第１のユーザ端末に割り当てられる。一実施形態では、パイロットコードは、パイ
ロットコードを送信する第１のユーザ端末によって干渉される１つ又は複数の隣接基地局
に対する第１のユーザ端末の信号レベルに基づいて、第１のユーザ端末に割り当てられる
。一実施形態では、パイロットコードは、パイロットコードを送信する第１のユーザ端末
によって干渉される１つ又は複数の隣接基地局に対する第１のユーザ端末の相対的な位置
に基づいて、第１のユーザ端末に割り当てられる。
【００５８】
　[0058]一実施形態では、１つのパイロットコードは、パイロットコードを送信する第１
のユーザ端末によって干渉される隣接基地局のどれがその１つのパイロットコードの割当
てを実行しているかに基づいて、第１のユーザ端末に割り当てられる。一実施形態では、
セル依存の基準に基づいて、それぞれのコードのサブセット内のコードをそれぞれのセル
内のユーザ端末に割り当てることは、第１のセルに依存する基準に基づいて、第１のコー
ドのサブセット内のコードを第１のセル内の第１の組のユーザ端末に割り当て、第２のセ
ルに依存する基準に基づいて、第２のコードのサブセット内のコードを第２のセル内の第
２の組のユーザ端末に割り当てることを含み、第１及び第２のセルに依存する基準は異な
る。
【００５９】
　[0059]続いて、処理ロジックは、割り当てられたパイロットを送信するユーザ端末から
波形を受信する（処理ブロック８０２）。これは、波形を受信するためにフロントエンド
で受信アンテナを使用する基地局によって実行されてもよい。
【００６０】
　[0060]受信した波形を使用して、処理ロジックは、基地局アンテナと基地局が送信して
いる宛先のユーザ端末との間のチャネルのチャネル推定情報を取得する（処理ブロック８
０３）。これは、当技術分野でよく知られた方法で、基地局における制御ロジック（例え
ば、プロセッサ）を使用して実行される。
【００６１】
　[0061]次いで、処理ロジックは、チャネル推定値に基づいてプリコーダを作成し、プリ
コーダは、それぞれのユーザ端末に送信される情報をプリコードするために使用される（
処理ブロック８０４）。これは、当技術分野でよく知られた方法で実行され、本発明を不
明瞭にすることを避けるために、本明細書には記載されていない。
【００６２】
　[0062]プリコーダを使用して、処理ロジックは、生成されたプリコーダを使用するユー
ザ端末にワイヤレス信号を送信する（処理ブロック８０５）。一実施形態では、これらの
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送信は、基地局のフロントエンドにおける基地局送信機を使用して実行される。
【００６３】
　[0063]本発明の多くの改変形態及び変更形態が、上記の説明を読んだ後では、間違いな
く当業者に明らかとなろうが、例証として示され、説明されたどの特定の実施形態も、限
定するものとして見なされることは全く意図していないことを理解されたい。したがって
、様々な実施形態の詳細への言及は、それ自体が本発明に必須と見なされる特徴のみを列
挙している特許請求の範囲の範囲を限定することを意図していない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(17) JP 5752236 B2 2015.7.22
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