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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信機によって、前記送信機と複数の受信機との間のチャネルに対応するチャネル情報
Ｈｓｕｐを取得し、
　前記送信機によって、前記チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以
上の制御ベクトルを取得し、
　前記送信機によって、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシ
ンボルを取得し、
　前記送信機によって、前記変調されたシンボルと前記制御ベクトルとを処理して、各ア
ンテナの送信データを取得し、
　前記１つ以上の受信機が、前記送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において
受信するように、前記送信機によって、前記送信データを前記１つ以上の受信機に送信す
ることであって、前記所定の空間方向とは、前記送信データの実部の方向または虚部の方
向であること、
　を含み、
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【数１】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの実部の方向である場合は、
【数２】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの虚部の方向である場合は、
【数３】

であり、
　ここで、Ｈｌは前記送信器とｌ番目の前記受信機との間における前記チャネルの状態情
報である、
データ伝送の方法。
【請求項２】
　前記送信機によって、前記チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以
上の制御ベクトルを取得することは、
　前記送信機によって、前記チャネル情報に従って、１つの受信機の前記制御ベクトルに
対応する制御ベクトル行列を取得し、
　前記送信機によって、受信機情報に従って、前記制御ベクトル行列内の対応する制御ベ
クトルを探索すること
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記制御ベクトル行列
【数４】

は、式
【数５】

に従って計算され、上式で、前記Ｈsupは、前記送信機から前記受信機までの拡張チャネ
ル情報行列であり、前記Ｈsup

Hは、前記Ｈsupの共役転置である、請求項２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記制御ベクトル行列
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【数６】

は、式
【数７】

に従って計算され、上式で、前記Ｈsupは、前記送信機から前記受信機までの拡張チャネ
ル情報行列であり、前記Ｈsup

Hは、前記Ｈsupの共役転置であり、Ｉnは、単位行列であり
、前記σn

2は、雑音の分散である、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　送信機によって、前記送信機から受信機までのチャネル情報を取得することは、
　前記送信機によって、前記送信機から第１の受信機までのデータチャネルの情報と、前
記送信機からその他の受信機までの干渉チャネルの情報とを取得すること
　を更に含み、
　前記第１の受信機は、前記送信機に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記送信機によって、前記チャネル情報に従って、前記１つ以上の受信機に対応する１
つ以上の制御ベクトルを取得することは、
　前記送信機によって、前記データチャネル情報及び干渉チャネル情報に従って、信号対
漏れ比（ＳＬＲ）を最大化する１つ以上の制御ベクトルを取得することを更に含み、前記
ＳＬＲは、前記送信機から前記第１の受信機までの信号電力と、前記送信機から前記その
他の受信機までの干渉電力との比率である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記送信機によって、前記データチャネル情報及び干渉チャネル情報に従って、前記Ｓ
ＬＲを最大化する１つ以上の制御ベクトルを取得することは、
　前記送信機によって、行列に対して特異値分解（ＳＶＤ）を実行して、第１の行列Ｕと
、第２の行列Ｑと、第３の行列ＵHとを取得し、ここで、前記第３の行列ＵHは、前記第１
の行列Ｕの共役転置であり、
　前記送信機によって、前記Ｕと前記Ｑとに従って、
【数８】

の最大固有値λ0に対応する固有ベクトルν0を取得し、ここで、
【数９】

は、

【数１０】

の共役転置であり、
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【数１１】

は、行列Ｈmmの実部と、前記行列Ｈmmの虚部とから構成される行列であり、前記Ｈmmは、
ｍ番目の送信機とｍ番目の受信機との間のチャネル係数行列であり、及び、
　前記送信機によって、式

【数１２】

に従って、制御ベクトル
【数１３】

を取得すること
　を更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記送信機によって、前記送信機から第１の受信機までのデータチャネルの情報と、前
記送信機からその他の受信機までの前記干渉チャネルの情報とを取得することは、
　前記受信機によって、前記送信機から前記受信機までのチャネル情報を、パイロットチ
ャネル又はブラインド推定を介して取得し、
　前記受信機によって、前記取得されたチャネル情報を前記送信機に送信すること
　を更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記送信機によって、前記送信機から第１の受信機までのデータチャネルの情報と、前
記送信機からその他の受信機までの前記干渉チャネルの情報とを取得することは、
　現在の上り及び下りチャネルが対称である場合に、前記送信機によって、前記送信機か
ら前記第１の受信機までのデータチャネルの情報と、前記送信機から前記その他の受信機
までの前記干渉チャネルの情報とを検知すること
　を更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記送信機によって、前記Ｕと前記Ｑとに従って、

【数１４】

の最大固有値λ0に対応する固有ベクトルν0を取得することは、
　前記送信機によって、最大数値の固有値を、前記最大固有値として選択し、
　前記送信機によって、前記最大固有値に対応する前記固有ベクトルを、前記ν0として
取得すること
　を更に含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記変調されたシンボルが前記受信機によって受信される受信信号の実部にアライメン
トされ、干渉が虚部にアライメントされるか、又は、前記変調されたシンボルが前記受信
機によって受信される受信信号の虚部にアライメントされ、干渉が実部にアライメントさ



(5) JP 5264990 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

れる、ことを特徴とする、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　送信機と複数の受信機との間のチャネルに対応するチャネル情報Ｈｓｕｐを取得し、前
記チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以上の制御ベクトルを取得し
、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得し、前記
変調されたシンボルと前記１つ以上の制御ベクトルとを処理して、各アンテナの送信デー
タを取得し、前記送信データを前記１つ以上の受信機に送信するように適合された、送信
機と、
　前記送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信するように適合された
、受信機であって、前記所定の空間方向とは、前記送信データの実部の方向または虚部の
方向である、受信機と
　を備え、　　
【数１】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの実部の方向である場合は、
【数２】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの虚部の方向である場合は、

【数３】

であり、
　ここで、Ｈｌは前記送信器とｌ番目の前記受信機との間における前記チャネルの状態情
報である、
　通信システム。
【請求項１３】
　前記送信機は、前記送信機から該送信機に対応する第１の受信機までのデータチャネル
の情報と、前記送信機からその他の受信機までの干渉チャネルの情報とを取得し、前記デ
ータチャネル情報及び干渉チャネル情報に従って、信号対漏れ比（ＳＬＲ）を最大化する
制御ベクトルを取得し、ここで、前記ＳＬＲは、前記送信機から前記第１の受信機までの
信号電力と、前記送信機から前記その他の受信機までの干渉電力との比率であり、送信さ
れるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得し、前記変調され
たシンボルと前記制御ベクトルとを処理して、各アンテナの送信データを取得し、前記送
信データを前記受信機に送信するように更に適合された、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記送信機は、前記送信機から受信機までのチャネル情報を受信し、前記チャネル情報
に従って、制御ベクトル行列を取得し、ここで、前記制御ベクトル行列の各列は、１つの
受信機の前記制御ベクトルに対応し、受信機情報に従って、前記制御ベクトル行列内の対
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応する制御ベクトルを探索し、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調さ
れたシンボルを取得し、前記変調されたシンボルと前記１つ以上の制御ベクトルとを処理
して、各アンテナの送信データを取得し、前記送信データを前記１つ以上の受信機に送信
するように更に適合された、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記変調されたシンボルが前記受信機によって受信される受信信号の実部にアライメン
トされ、干渉が虚部にアライメントされるか、又は、前記変調されたシンボルが前記受信
機によって受信される受信信号の虚部にアライメントされ、干渉が実部にアライメントさ
れる、ことを特徴とする、
　請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　送信機と複数の受信機との間のチャネルに対応するチャネル情報Ｈｓｕｐを取得するよ
うに適合された、チャネル情報取得ユニットと、
　前記チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以上の制御ベクトルを取
得するように適合された、制御ベクトル取得ユニットと、
　送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得し、前記
変調されたシンボルと前記制御ベクトルとを使用して、各アンテナの送信データを取得す
るように適合された、データ処理ユニットと、
　前記１つ以上の受信機が、前記送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において
受信するように、前記１つ以上の受信機に前記送信データを送信するように適合された、
データ送信ユニットであって、前記所定の空間方向とは、前記送信データの実部の方向ま
たは虚部の方向である、データ送信ユニットと
　を備え、　　
【数１】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの実部の方向である場合は、
【数２】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの虚部の方向である場合は、
【数３】

であり、
　ここで、Ｈｌは前記送信器とｌ番目の前記受信機との間における前記チャネルの状態情
報である、
　データ伝送の装置。
【請求項１７】
　前記チャネル情報取得ユニットは、前記送信機から第１の受信機までのデータチャネル
の情報と、前記送信機からその他の受信機までの干渉チャネルの情報とを取得するように
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更に適合され、ここで、前記第１の受信機は、前記送信機に対応し、
　前記制御ベクトル取得ユニットは、前記チャネル情報取得ユニットによって取得された
前記データチャネル情報及び干渉チャネル情報に従って、信号対漏れ比（ＳＬＲ）を最大
化する制御ベクトルを取得するように更に適合され、ここで、前記ＳＬＲは、前記送信機
から前記第１の受信機までの信号電力と、前記送信機から前記その他の受信機までの干渉
電力との比率である、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記制御ベクトル取得ユニットは、前記チャネル情報に従って、制御ベクトル行列を取
得し、受信機情報に従って、前記制御ベクトル行列内の対応する制御ベクトルを探索し、
送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得するように
更に適合され、ここで、前記制御ベクトル行列の各列は、１つの受信機の前記制御ベクト
ルに対応する、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　請求項１６に記載の装置を送信機として、前記送信機とデータ受信装置との間のチャネ
ルの情報を取得するように適合された、取得ユニットと、
　前記チャネル情報を前記送信機にフィードバックするように適合された、チャネル情報
フィードバックユニットと、
　前記送信機からの送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信するよう
に適合された、データ受信ユニットであって、前記所定の空間方向とは、前記送信データ
の実部の方向または虚部の方向である、データ受信ユニットと
　を備え、

【数１】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの実部の方向である場合は、
【数２】

であり、前記所定の空間方向が、前記送信データの虚部の方向である場合は、

【数３】

であり、
　ここで、Ｈｌは前記送信器とｌ番目の前記受信機との間における前記チャネルの状態情
報である、
データ伝送の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信に関し、特に、データ伝送の方法及びシステムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　無線通信システムにおいて、チャネル容量は、アンテナの数と共に増加する。単一アン
テナシステムのシステム容量よりも大きなシステム容量を取得するために、複数入力複数
出力（ＭＩＭＯ）伝送システムは、送信機及び受信機のそれぞれにおいて配置された複数
のアンテナを有し、これにより、無線リンクのスペクトル効率が増加し、リンクの信頼性
が向上する。ＭＩＭＯシステムのチャネルは、ＭＩＭＯチャネルと呼ばれる。ＭＩＭＯチ
ャネルのより効率的な使用のために、研究者は、時空間符号化及びプリコーディングなど
の、ＭＩＭＯチャネル容量を取得するための様々な方法を提案している。
【０００３】
　ＭＩＭＯ技術においては、空間多重及びダイバーシティがしばしば採用される。ＭＩＭ
Ｏ空間多重では、システム性能を向上させるために、チャネル状態情報を十分に使用する
ことによってプリコーディングを実施する。ＭＩＭＯプリコーディングでは、送信機にお
いて、チャネル状態情報を使用することによって、送信信号の前処理を行う。そのような
技術は、プリコーディングを用いた時空間符号化、多重化、及びジョイント送受信技術（
ｊｏｉｎｔ　ｔｒａｎｓｍｉｔ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｉｖｅ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を含
む、閉ループＭＩＭＯ技術である。実際によく見られる、ＭＩＭＯブロードキャストの下
りリンクのシナリオは、特に広く研究されている。
【０００４】
　ＭＩＭＯブロードキャストの下りリンクのシナリオでは、ダーティーペーパー符号化が
、最大の合計容量を得ることが可能な最適な解決法である。しかし、ダーティーペーパー
符号化は、まだ情報理論の結果にすぎない。最適なダーティーペーパー符号化は、実際的
なシステム適用例を有さない、いまだに未解決の問題である。従って、ほとんどの研究は
、実施がより容易なプリコーディングに集中している。
【０００５】
　マルチユーザのプリコーディングは、様々な方法で実現可能であり、線形プリコーディ
ング及び非線形プリコーディングに分類できる。
【０００６】
　線形プリコーディングは、ゼロフォーシング及びブロック対角化などの、干渉除去（ｉ
ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ）を含む。干渉除去方法（ｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ）は、ゼロフォーシング及び
ブロック対角化を更に含む。ゼロフォーシングは、各受信機における、他の期待されてい
ない信号の干渉を除去するために、送信機においてプリコーディングが採用されることを
意味している。
【０００７】
　マルチユーザのプリコーディングに加えて、無線通信システムにおけるガウスチャネル
の容量も、注目を集める研究題目である。ガウス干渉チャネルの容量は、まだ効果的に解
決されていない問題である。ガウス干渉チャネルは、全てのユーザが完全なチャネル情報
を認識していても、異なるユーザの信号が相互に干渉して、ユーザ間でデータを共有する
ことができず、データのジョイント伝送が不可能であることを意味している。
【０００８】
　干渉チャネルから相互干渉を除去することができないため、次の２つの従来の解決法が
存在する。１つは、干渉が弱い場合に、干渉を雑音として処理することである。もう１つ
は、直交化であり、しかしこれは、わずか１／Ｋ×ｌｏｇ（ＳＮＲ）＋ｏ（ｌｏｇ（ＳＮ
Ｒ））という小さな容量しか提供しない。
【０００９】
　近年、ガウス干渉チャネルが継続的に研究されてきており、対称型のガウス干渉チャネ
ルの、単一ユーザの容量境界は、１／２×ｌｏｇ（ＳＮＲ）＋ｏ（ｌｏｇ（ＳＮＲ））で
あることが見出された。干渉アライメントによって、容量限界に接近できるということも
見出された。
【００１０】
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　干渉アライメントでは、完全なチャネル情報が既知の場合に、送信機における前処理に
よって、受信機における空間に関して有用信号を干渉信号から分離し、同時に、受信機に
おける、異なる送信機の干渉が、１つの空間次元にアライメントされ、従って、干渉の影
響が回避され、容量が増加する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　それにも関わらず、従来技術では、送信機が信号を前処理した後で、送信信号は、実部
及び虚部に分布し、そして次に、受信機に送信される。受信機における有用部分は、受信
信号の実部及び虚部に、又は受信信号の全空間に分布している可能性がある。干渉を阻止
するには、実部及び虚部の両方の干渉を０（ゼロ）にアライメントする必要があり、従っ
て、有用信号の制御ベクトルの空間が制約され、信号対雑音比（ＳＮＲ）を向上させるこ
とは難しい。その結果、従来技術では、システム性能が制限される。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の実施形態は、ユーザの数を増加させ、システム性能を向上させるための、デー
タ伝送の方法及びシステムを提供する。
【００１３】
　データ伝送の方法は、
　送信機によって、送信機から受信機までのチャネル情報を取得し、
　送信機によって、チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以上の制御
ベクトルを取得し、
　送信機によって、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボ
ルを取得し、
　送信機によって、変調されたシンボルと１つ以上の制御ベクトルとを処理して、各アン
テナの送信信号を取得し、
　送信機によって、送信データを１つ以上の受信機に送信し、
　１つ以上の受信機によって、送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受
信することを含む。
【００１４】
　通信システムは、
　送信機から受信機までのチャネル情報を取得し、チャネル情報に従って、１つ以上の受
信機に対応する１つ以上の制御ベクトルを取得し、送信されるデータを一次元変調によっ
て変調して、変調されたシンボルを取得し、変調されたシンボルと１つ以上の制御ベクト
ルとを処理して、各アンテナの送信信号を取得し、送信信号を１つ以上の受信機に送信す
るように適合された、送信機と、
　送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信するように適合された、受
信機とを含む。
【００１５】
　データ送信装置は、
　データ送信装置から受信機までのチャネル情報を取得するように適合された、チャネル
情報取得ユニットと、
　チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以上の制御ベクトルを取得す
るように適合された、制御ベクトル取得ユニットと、
　送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得し、変調
されたシンボルと制御ベクトルとを処理して、各アンテナの送信信号を取得するように適
合された、データ処理ユニットと、
　１つ以上の受信機にデータを送信するように適合された、データ送信ユニットとを含む
。
【００１６】
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　データ受信装置は、
　送信機とデータ受信装置との間のチャネル情報を取得するように適合された、取得ユニ
ットと、
　チャネル情報を送信機にフィードバックするように適合された、チャネル情報フィード
バックユニットと、
　送信機からの送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信するように適
合された、データ受信ユニットとを含む。
【発明の効果】
【００１７】
　実施形態では、送信機がデータを送信した後で、受信機は、データを、受信シンボルの
所定の空間方向において受信する。送信機は、送信データに対する一次元変調によって、
変調されたシンボルを取得し、従って、変調されたシンボルは、実部又は虚部のみを占め
る。受信機は、実部及び虚部の両方の干渉を０にアライメントする必要はなく、従って、
有用信号の選択空間が増加する。その結果、システム性能が向上する可能性があり、伝送
システムはより多くのユーザをサポートできる可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態におけるデータ伝送方法のシナリオを示す。
【図２】本発明の一実施形態における送信機の構成を示す。
【図３】本発明の一実施形態におけるデータ伝送方法を示す。
【図４】本発明の一実施形態におけるデータ伝送方法の別のシナリオを示す。
【図５】本発明の一実施形態におけるデータ伝送方法の更に別のシナリオを示す。
【図６】本発明の一実施形態における通信システムを示す。
【図７】本発明の一実施形態におけるデータ送信装置を示す。
【図８】本発明の一実施形態におけるデータ受信装置を示す。
【図９】本発明の一実施形態における性能曲線を示す。
【図１０】本発明の一実施形態における他の性能曲線を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の実施形態は、ユーザの数を増加させ、システム性能を向上させるための、デー
タ伝送の方法及びシステムを提供する。
【００２０】
　本発明の一実施形態におけるデータ伝送方法は、以下を含む。
【００２１】
　１．送信機が、送信機から受信機までのチャネル情報を取得する。
【００２２】
　この実施形態では、送信機がデータを送信する前に、送信機は、送信機から受信機まで
のチャネル情報を取得する。具体的には、送信機は、受信機によってフィードバックされ
たチャネル情報を受信するか、又は、送信機は、チャネル情報を検知する。具体的なモー
ドは、後続の実施形態において説明する。
【００２３】
　２．送信機は、チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以上の制御ベ
クトルを取得する。
【００２４】
　送信機から受信機までのチャネル情報を送信機が取得した後で、送信機は、チャネル情
報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以上の制御ベクトルを取得してもよい。
【００２５】
　３．送信機は、送信されるデータを一次元変調モードで変調して、変調されたシンボル
を取得する。
【００２６】
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　４．送信機は、変調されたシンボルと１つ以上の制御ベクトルとを処理して、各アンテ
ナの送信信号を取得する。
【００２７】
　この実施形態では、変調されたシンボルと１つ以上の制御ベクトルとを処理することは
、変調されたシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算
以外の操作が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限
定されない。
【００２８】
　５．送信機は、送信データを１つ以上の受信機に送信する。
【００２９】
　６．受信機は、送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信する。
【００３０】
　この実施形態では、送信機がデータを送信した後で、１つ以上の受信機が、送信データ
を、受信シンボルの所定の空間方向において受信する。送信機は、送信されるデータに対
する一次元変調によって、変調されたシンボルを取得し、従って、変調されたシンボルは
、実部又は虚部のみに分布する。１つ以上の受信機は、実部及び虚部の両方の干渉を０に
アライメントする必要はなく、従って、有用信号の選択空間が増加する。その結果、シス
テム性能が向上する可能性があり、伝送システムはより多くのユーザをサポートできる可
能性がある。
【００３１】
　理解を容易にするために、本発明の上記の実施形態におけるデータ伝送方法の、集中型
の解決法と分散型の解決法とについて、それぞれ説明する。
【００３２】
　図１に示すように、この実施形態におけるデータ伝送方法のシナリオは、Ｋ個のユーザ
に基づいたビーム形成システム、すなわち、集中型データ伝送システムである。
【００３３】
　集中型データ伝送システムにおいて、基地局は、ＮT本の受信アンテナと、Ｋ個のユー
ザのビーム形成システムとを有し、Ｋ個のユーザにＫ個のデータストリームを同時に送信
するために、異なる制御ベクトルを使用する。Ｋ個のユーザに送信されるデータストリー
ムの間の干渉を避けるために、この実施形態では、有用信号は、受信信号の実部又は虚部
にアライメントされ、干渉は、受信信号の虚部又は実部にアライメントされる。受信信号
を受信した後で、受信機は、虚部又は実部を直接廃棄し、かくして、虚部又は実部で運ば
れる干渉を除去する。
【００３４】
　有用信号が実部にアライメントされる場合、干渉は虚部にアライメントされ、有用信号
が虚部にアライメントされる場合、干渉は実部にアライメントされる、ということに留意
されたい。
【００３５】
　同様に、受信機が、実部において有用信号を受信する場合、虚部における干渉が直接廃
棄され、受信機が、虚部において有用信号を受信する場合、虚部における干渉が直接廃棄
される。
【００３６】
　以下の実施形態では、送信信号は実部に変調され、他のユーザとの干渉は虚部にアライ
メントされ、受信機は、受信信号を受信した後で、虚部を直接廃棄し、かくして、虚部に
おいて運ばれる干渉を除去する。実際には、送信機は、送信信号を虚部に変調し、干渉を
実部にアライメントし、受信機は、有用信号を虚部から受信し、実部における干渉を直接
廃棄してもよい、ということを理解できる。手順は同様であり、ここでは限定されない。
【００３７】
　ＮT本のアンテナからｍ番目のユーザまでのチャネルの状態情報を、



(12) JP 5264990 B2 2013.8.14

10

20

30

40

【数１】

と仮定する。上式で、
【数２】

は、ゼロ平均及び単位分散を有する独立した複素ガウス変数である。ｉ番目のユーザの制
御ベクトルは、
【数３】

であり、ここで、ｘTは、ｘの転置である。例えば、
【数４】

は、
【数５】

の転置である。
【００３８】
　ｍ番目のユーザの受信信号は、次のように表され得る。
【数６】

　上式で、Ｓlは、ｉ番目のデータストリームの送信信号である。Ｓlは、ゼロ平均及び単
位分散を有する、互いに独立で同一の分布に従う（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　ａｎｄ　ｉ
ｄｅｎｔｉｃａｌｌｙ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）変数であり、ｎmは、ゼロ平均及び分
散２σn

2を有する複素付加ガウス雑音（ｃｏｍｐｌｅｘ　ａｄｄｉｔｉｖｅ　Ｇａｕｓｓ
ｉａｎ　ｎｏｉｓｅ）であると仮定する。
【００３９】
　すると、Ｋ個の受信機の受信信号は、次のように組み合わされ得る。
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【数７】

　上式で、Ｒ＝［ｒ1ｒ2．．．ｒK］
T、Ｓ＝［ｓ1ｓ2．．．ｓK］

T、Ｎ＝［ｎ1ｎ2．．．
ｎK］

Tであり、
　Ｒは、受信機の受信信号ベクトルを意味し、
　Ｓは、送信機の送信信号ベクトルを意味し、
　Ｎは、雑音を意味し、
　ＨKは、送信機と受信機との間のチャネル係数ベクトルを意味する。
【００４０】
　各受信機は、次のように表され得る、実部のみを検知する。
【数８】

【００４１】
　第１項は、有用信号を表し、第２項は、他のデータストリームからの干渉を表し、最後
の項は、雑音部分を表す。
【００４２】
　受信機における検知は、次のように表されてもよい。

【数９】

上式で、
【数１０】

及び、
【数１１】

である。
【００４３】
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　受信機によって検知されるＳＩＮＲは、次の通りである。
【数１２】

　ここで、
【数１３】

は、ＨXの実部とＨXの虚部とで構成された行列を表し、これは、
【数１４】

　及び
【数１５】

を意味している。
【００４４】
　上記の式は、次のように記載することができる。
【数１６】

【００４５】
　信号対漏れ比（ＳＬＲ）アルゴリズムの原理を考慮して、各ストリームの送信制御ベク
トルが、最適化されたＳＬＲによって取得される。次の最適化された式が得られる。

【数１７】

　ここで、ｘHは、ｘの共役転置である。例えば、
【数１８】
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【数１９】

の共役転置であり、
【数２０】

は、
【数２１】

の共役転置であり、
【数２２】

は、
【数２３】

の共役転置である。
【００４６】
　送信機における具体的な処理は、以下の通りである。
【００４７】
　１．送信機は、データチャネル情報行列

【数２４】

及び干渉チャネル情報行列
【数２５】

を含む、送信機から受信機までのチャネル情報を取得する。
【００４８】
　２．送信機は、
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【数２６】

に対して特異値分解（ＳＶＤ）を実行して、
【数２７】

におけるＵとＱとを取得する。
【００４９】
　この実施形態では、行列に対してＳＶＤを実行すると、第１の行列Ｕと、第２の行列Ｑ
と、第３の行列ＵHとが取得され、ここで、第３の行列ＵHは、第１の行列Ｕの共役転置で
ある。
【００５０】
　３．送信機は、ＵとＱとを使用して、
【数２８】

の最大固有値λ0に対応する固有ベクトルν0を取得する。
【００５１】
　４．送信機は、ＳＬＲを最大化する

【数２９】

すなわち、
【数３０】

を取得する。
【００５２】
　５．送信機は、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボル
を取得し、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理して、各アンテナの送信信号を取
得する。
【００５３】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、対応する制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以
外の操作が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定
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【００５４】
　６．送信機は、送信データを受信機に送信する。
【００５５】
　７．受信機は、送信データを、受信信号の所定の空間方向において受信する。
【００５６】
　この実施形態では、集中型データ伝送の解決法が採用されており、これは、１つのみの
送信機と複数の受信機とが存在することを意味している、ということに留意されたい。具
体的な送信機の構成は図２に示されており、ここで、送信機はデータの実部のみをプリコ
ーディングする。具体的なプリコーディング手法は、ゼロフォーシングのような線形プリ
コーディング、最小平均二乗誤差（ＭＭＳＥ）、及びその他の非線形プリコーディング手
法を含む。従って、送信機は、有用信号を、受信機の実部にアライメントする。この実施
形態では、受信機は、送信データを、受信信号の所定の空間方向において受信し、送信デ
ータを受信した後で、虚部を直接廃棄し、従って、虚部で運ばれる干渉が除去される。
【００５７】
　上記の実施形態における集中型データ伝送の解決法では、制御ベクトルは、ＳＬＲを最
大化することによって取得される。実際には、制御ベクトルは、その他の手段によって、
例えば、ゼロフォーシングアルゴリズムを介して制御ベクトルを選択することによって取
得されてもよく、その具体的な処理は以下の通りである。
【００５８】
　集中型データ伝送の解決法では、システム全体における受信信号は、次の行列で記載さ
れ得る。
【数３１】

　上式で、Ｒ＝［ｒ1ｒ2．．．ｒK］
T、Ｓ＝［ｓ1ｓ2．．．ｓK］

T、Ｎ＝［ｎ1ｎ2．．．
ｎK］

Tであり、Ｒは、受信機の受信信号ベクトルを意味し、Ｓは、送信機の送信信号ベク
トルを意味し、Ｎは、雑音を意味し、ＨKは、送信機と受信機との間のチャネル係数ベク
トルを意味する。

【数３２】

であり、上式で、
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【数３３】

及び、
【数３４】

である。
【００５９】
　具体的なデータ伝送処理は、以下を含む。
【００６０】
　１．送信機は、送信機から受信機までのチャネル情報、すなわち、拡張チャネル情報行
列（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｍａｔｒｉｘ）Ｈsu

pを取得する。
【００６１】
　２．送信機は、制御ベクトル行列を、ゼロフォーシングアルゴリズム、具体的には、
【数３５】

を使用して計算し、これは、他の変調されたシンボルの干渉を最も良好に除去するための
可能な方法がＲｅ（Ｒ）をＳ＋Ｒｅ（Ｎ）に最も近づけること、すなわち、受信信号を、
送信信号と雑音との組み合わせにすることである、ということを意味している。従って、
制御ベクトル行列が
【数３６】

である場合、
【数３７】

であり、
【数３８】

の各列が、対応する受信機の制御ベクトルである。
【００６２】
　３．送信機は、受信機の情報に従って、制御ベクトル行列内の対応する制御ベクトル
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【数３９】

を探索する。
【００６３】
　４．送信機は、送信データを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得
し、変調されたシンボルと制御ベクトルとを使用して、各アンテナの送信信号を取得し、
次に、信号を受信機に送信する。
【００６４】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、対応する制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以
外の操作が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定
されない。
【００６５】
　５．受信機は、受信信号の実部を直接検知する、すなわち、送信データを、受信シンボ
ルの所定の空間方向において受信する。
【００６６】
　制御ベクトル行列
【数４０】

を計算する処理において、実際には、しかし、雑音の効果的な制御のために、制御ベクト
ル行列はＭＭＳＥ手法に従って計算されてもよく、これは、
【数４１】

となるように、ゼロフォーシングアルゴリズムに基づいてパラメータを追加することを意
味しており、上式で、σn

2は雑音の分散であり、Ｉnは、単位行列である。そうすること
によって、有効なデータに対する雑音の影響は、効果的に減らされることが可能である。
【００６７】
　上記では、この実施形態における、集中型データ伝送の解決法について説明した。この
実施形態における、分散型データ伝送の解決法について、以下で説明する。図３に示すよ
うに、分散型データ伝送の解決法は、以下を含む。
【００６８】
　３０１．送信機は、受信機のチャネル情報を取得する。
【００６９】
　この実施形態は、複数の送信機と複数の受信機とが存在する、分散型の解決法に固有で
ある。Ｋ個の送信機が存在し、各送信機のアンテナの数はＮTであり、Ｋ個の受信機が存
在し、それぞれが送信機に対応しており、各送信機は、対応する受信機にデータストリー
ムを送信すると仮定する。具体的には、ｍ番目の送信機が、データストリームＳmを、ｍ
番目の受信機に送信する。ｍ番目の受信機にとって、データストリームＳmは有用信号で
あるが、その他のＫ－１個の受信機にとって、そのデータストリームは干渉信号である。
この実施形態では、ｍ番目の送信機は、ｍ番目の送信機からｍ番目の受信機までのデータ
チャネルの情報（有用データを送信するチャネルの情報）と、ｍ番目の送信機からその他
のＫ－１個の受信機までの干渉チャネルの情報とを取得する。
【００７０】
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　チャネル情報は、以下のモードで取得されてもよい。
【００７１】
　Ａ．周波数分割二重（ＦＤＤ）モード
【００７２】
　受信機は、送信機から受信機までのチャネル情報を、パイロットチャネル情報を介して
取得してもよく、そして、受信機は、取得したチャネル情報を送信機に送信する。ｍ番目
の受信機は、データチャネル情報を送信機に送信し、その他の受信機は、干渉チャネル情
報を送信機に送信する。
【００７３】
　あるいは、受信機は、送信機から受信機までのチャネル情報を、ブラインド推定を介し
て取得してもよく、そして、受信機は、取得したチャネル情報を送信機に送信する。ｍ番
目の受信機は、データチャネル情報を送信機に送信し、その他の受信機は、干渉チャネル
情報を送信機に送信する。
【００７４】
　受信機がチャネル情報を取得する方法は、従来技術においてすでに利用可能であり、こ
こでは限定されない。
【００７５】
　Ａ．時分割二重（ＴＤＤ）モード
【００７６】
　現在の伝送チャネルが対称である場合（これは、それらの伝送チャネルが同じ送信リソ
ースと同じ周波数とを有することを意味している）、送信機が、送信機から受信機までの
チャネル情報を検知してもよい。
【００７７】
　３０２．送信機は、チャネル情報に従って、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルを取得す
る。
【００７８】
　この実施形態では、受信機のチャネル情報を送信機が取得した後で、送信機は、チャネ
ル情報に従って、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルを計算してもよい。
【００７９】
　理解を容易にするために、この実施形態における、ＳＬＲを推定する処理について簡単
に説明する。
【００８０】
　ｌ番目の送信機とｍ番目の受信機との間の、ＮT本の送信アンテナのチャネル係数ベク
トルは、
【数４２】

１≦ｌ，ｍ≦Ｎ
であり、上式で、ｈlmkは、ゼロ平均を有する独立した複素ガウス変数であり、分散は１
である。制御ベクトルは、
【数４３】

であり、ここで、ｘTはｘの転置である。
【００８１】
　ｍ番目の受信機の受信信号は、
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と表され得る。
　ｎmは、ゼロ平均を有する複素付加ガウス雑音であり、分散は２σn

2である。受信機は
実部のみを検知するため、虚部を有さない検知される信号は、次の通りである。

【数４５】

　上式で、第１項は、有用信号であり、第２項は、他の送信機の干渉であり、最後の項は
、雑音部分である。
　受信機におけるＳＩＮＲは、次の通りである。
【数４６】

【００８２】
　仮に
【数４７】

及び

【数４８】

とすると、ＳＩＮＲは、次のように表され得る。
【数４９】

【００８３】
　上式は、最大のＳＩＮＲを取得するには完全なチャネル情報を知る必要があるというこ
と、及び、解決法は複雑であるということを示す。解決法を単純にするために、ＳＩＮＲ
を最大化するという問題が、ＳＬＲを最大化するという問題に変更されてもよく、これは
、受信機の有用信号電力と、受信機の干渉電力及び雑音電力の合計との比率を最適化する
ことから、送信機から受信機までの有用信号電力と、送信機からその他のユーザまでの干
渉の合計との比率を最適化することに、変更することを意味する。この実施形態では、Ｓ
ＬＲは、次のように表されてもよい。
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【数５０】

　ここで、ｘHは、ｘの共役転置である。

【数５１】

に対してＳＶＤを実行して、
【数５２】

が取得されてもよく、ここでν0は、
【数５３】

の最大固有値λ0に対応する固有ベクトルである。従って、ＳＬＲを最大化する
【数５４】

は、

【数５５】

である。
【００８４】
　この実施形態では、行列に対してＳＶＤを実行すると、第１の行列Ｕと、第２の行列Ｑ
と、第３の行列ＵHとが取得されてもよく、ここで、第３の行列は、第１の行列の共役転
置である。
【００８５】
　上記の推定は、データチャネル情報行列
【数５６】

及び干渉チャネル情報行列
【数５７】

を取得した後で、送信機が、干渉チャネル情報に対してＳＶＤを実行して、
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【数５８】

の最大固有値に対応する固有ベクトルν0を計算してもよいということを示している。計
算はソフトウェアによって実施されてもよい。
【００８６】
　例えば、送信機は、ソフトウェアを使用して、

【数５９】

の固有値と、各固有値に対応する固有ベクトルとを最初に計算し、次に、最大数値（ｍａ
ｘｉｍｕｍ　ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　ｖａｌｕｅ）の固有値を、最大固有値として選択し、
最大固有値に対応する固有ベクトルを探索する。
【００８７】
　その後、送信機は、固有ベクトル

【数６０】

に従って、受信機に対応する制御ベクトルを計算する。
【００８８】
　３０３．送信機は、制御ベクトルと、送信されるデータとを処理して、送信信号を取得
する。
【００８９】
　制御ベクトルを取得した後で、送信機は、送信されるデータを一次元変調によって変調
して、変調されたシンボルを取得し、変調されたシンボルに制御ベクトルを掛けて、各ア
ンテナの送信信号を取得してもよい。
【００９０】
　実際には、送信機は、制御ベクトルと送信されるデータとに対して、その他の操作を実
行して送信信号を取得してもよい、ということを理解できよう。具体的な操作は、ここで
は限定されない。
【００９１】
　３０４．送信機は、送信データを受信機に送信する。
【００９２】
　送信信号を取得した後で、送信機は、送信データを受信機に送信してもよい。この実施
形態では、干渉を１つの空間方向にアライメントするために、各送信機は実信号を送信し
、受信機は、送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信する。
【００９３】
　この実施形態では、有用信号に対する干渉信号の影響を回避するために、干渉アライメ
ントの採用により、受信機の干渉は信号空間の虚部にアライメントされ、有用信号は送信
データの実部に配置される。
【００９４】
　また、送信機が送信データを送信した後で、受信機は、送信データを、受信シンボルの
所定の空間方向において受信する。送信機は、送信されるデータに対する一次元変調によ
って、変調されたシンボルを取得し、従って、変調されたシンボルは、実部又は虚部のみ
を占める。受信機は、実部及び虚部の両方の干渉を０にアライメントする必要はなく、従
って、有用信号の選択空間が増加する。その結果、システム性能が向上する可能性があり
、伝送システムはより多くのユーザをサポートできる可能性がある。
【００９５】
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　更に、この実施形態では、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルが選択され、送信されるデ
ータが、制御ベクトルに従って処理される。ＳＬＲは、送信機から受信機までの信号電力
と、送信機からその他の受信機までの干渉電力との比率である。ＳＬＲを最大化すること
によって、チャネル容量も増加する。ＳＬＲの概念から、この実施形態では、チャネル容
量の増加を実現するために、送信機は、受信機からフィードバックされたチャネル情報を
取得する必要があるのみである、ということがわかる。送信機が取得する必要のある、チ
ャネル情報のフィードバックの量はより少なく、データ伝送の効率は、従って、より高い
。
【００９６】
　図４に示す分散型データ伝送の解決法では、Ｋ個の送信機とＫ個の受信機とが存在し、
各送信機はＮT本のアンテナを有し、各受信機は１本のアンテナを有し、各送信機は１つ
の受信機に対応し、各送信機は、対応する受信機に、データストリームを送信し、これは
、ｍ番目の送信機が、ｍ番目の受信機に、データストリームを送信することを意味し、電
力はＰである。
【００９７】
　この実施形態における、ＳＬＲを推定する処理は、図３に示す実施形態における処理と
同じであり、従って、ここでは省略する。この実施形態におけるデータ伝送方法は、以下
を含む。
【００９８】
　１．各送信機は、送信機から受信機までのチャネル情報、すなわち、データチャネル情
報行列

【数６１】

と干渉チャネル情報行列
【数６２】

とを取得する。
【００９９】
　２．送信機は、
【数６３】

に対してＳＶＤを実行して、
【数６４】

におけるＵとＱとを取得する。
【０１００】
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　この実施形態では、行列に対してＳＶＤを実行すると、第１の行列Ｕと、第２の行列Ｑ
と、第３の行列ＵHとが取得され、ここで、第３の行列は、第１の行列の共役転置である
。
【０１０１】
　３．送信機は、ＵとＱとを使用して、
【数６５】

の最大固有値λ0に対応する固有ベクトルν0を取得する。
【０１０２】
　４．送信機は、ＳＬＲを最大化する
【数６６】

を、すなわち、
【数６７】

を取得する。
【０１０３】
　５．送信機は、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボル
を取得する。
【０１０４】
　６．送信機は、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理して、全てのアンテナの送
信信号を取得し、送信データを受信機に送信する。
【０１０５】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１０６】
　７．受信機は、受信信号の実部を直接検知する、すなわち、送信データを、受信シンボ
ルの所定の空間方向において受信する。
【０１０７】
　この実施形態では、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルが選択され、送信されるデータが
、制御ベクトルに従って処理される。ＳＬＲは、送信機から受信機までの信号電力と、送
信機からその他の受信機までの干渉電力との比率である。ＳＬＲを最大化することによっ
て、チャネル容量も増加する。ＳＬＲの概念から、この実施形態では、チャネル容量の増
加を実現するために、送信機は、受信機からフィードバックされたチャネル情報を取得す
る必要があるのみである、ということがわかる。送信機が取得する必要のあるデータの量
はより少なく、データ伝送の効率は、従って、より高い。
【０１０８】
　この実施形態における、データ伝送の解決法は、図５に示す、セルラ通信システムにも
適用可能であり、ここで、セル端部におけるユーザは、干渉システムを構成する。各端部
ユーザの制御ベクトルは、上記の解決法に従って計算され、セル中心部におけるユーザに
使用可能な制御ベクトルは、端部ユーザの制御ベクトルに従って計算される。セル内のユ
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ーザは、他のセルとは干渉せず、１つのセル内の端部ユーザと中心部ユーザとの制御ベク
トルは直交しているため、システム容量はやはり増加する。
【０１０９】
　具体的には、セル１及びセル２の基地局は、複数の送信アンテナを有し、それらの端部
ユーザは、第１の端部ユーザ及び第２の端部ユーザと規定され、それらの中心部ユーザは
、第１の中心部ユーザ及び第２の中心部ユーザと規定される。第１の端部ユーザ及び第２
の端部ユーザは、２ユーザ干渉システムを構成する。干渉を回避するために、第１の端部
ユーザ及び第２の端部ユーザが、上記の技術的解決法に従って、制御ベクトルを別個に計
算し、次に、ローカルセルの中心部ユーザのための制御ベクトルを、第１の端部ユーザ及
び第２の端部ユーザの制御ベクトルに従って選択する。具体的なステップは、以下の通り
である。
【０１１０】
　１．セル１及びセル２は、第１の端部ユーザ及び第２の端部ユーザまでのチャネルの、
それぞれの関連する行列

【数６８】

及び
【数６９】

を取得する。
【０１１１】
　２．セル１及びセル２は、それらのそれぞれの

【数７０】

に対してＳＶＤを実行して、
【数７１】

におけるＵ及びＱを取得する。
【０１１２】
　この実施形態では、行列に対してＳＶＤを実行すると、第１の行列Ｕと、第２の行列Ｑ
と、第３の行列ＵHとが取得され、ここで、第３の行列は、第１の行列の共役転置である
。
【０１１３】
　３．セル１及びセル２は、それらのそれぞれの
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【数７２】

の最大固有値λ0に対応する固有ベクトルν0を取得する。
【０１１４】
　４．セル１及びセル２は、ＳＬＲを最大化する

【数７３】

を、すなわち、
【数７４】

を取得する。セル１から第１の端部ユーザまでの制御ベクトル
【数７５】

は、ν1
eであり、セル２から第２の端部ユーザまでの制御ベクトル

【数７６】

は、ν2
eである。

【０１１５】
　５．セル１及びセル２は、第１の中心部ユーザの制御ベクトルν1

c及び第２の中心部ユ
ーザの制御ベクトルν2

cを、それぞれ、ν1
e及びν2

eに従って決定し、ここで、ν1
cとν

1
eとは直交しており、ν2

cとν2
eとは直交している。これは、ν1

eのヌル空間内でν1
cを

選択し、ν2
eのヌル空間内でν2

cを選択することを意味している。
【０１１６】
　６．送信機は、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボル
を取得する。
【０１１７】
　７．送信機は、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理して、全てのアンテナの送
信信号を取得し、送信データを受信機に送信する。
【０１１８】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１１９】
　８．受信機は、受信信号の実部を直接検知する、すなわち、送信データを、受信シンボ
ルの所定の空間方向において受信する。
【０１２０】
　この実施形態では、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルが選択され、送信されるデータが
、制御ベクトルに従って処理される。ＳＬＲは、送信機から受信機までの信号電力と、送
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て、チャネル容量も増加する。ＳＬＲの概念から、この実施形態では、チャネル容量の増
加を実現するために、送信機は、受信機によってフィードバックされたチャネル情報を取
得する必要があるのみである、ということがわかる。送信機が取得する必要のあるデータ
の量はより少なく、データ伝送の効率は、従って、より高い。
【０１２１】
　以下に、本発明の一実施形態における通信システムについて記載する。図６に示すよう
に、通信システムは、送信機６０１と、受信機６０２とを含む。
【０１２２】
　送信機６０１は、送信機から受信機までのチャネル情報を取得し、チャネル情報に従っ
て、受信機の１つ以上の制御ベクトルを取得し、送信されるデータを一次元変調によって
変調して、変調されたシンボルを取得し、変調されたシンボルと１つ以上の制御ベクトル
とを処理して、各アンテナの送信信号を取得し、送信データを受信機６０２に送信するよ
うに適合される。
【０１２３】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１２４】
　受信機６０２は、送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信するよう
に適合される。
【０１２５】
　理解を容易にするために、この実施形態における通信システムの、集中型の解決法と分
散型の解決法とについて説明する。
【０１２６】
　分散型の解決法では、通信システムは、送信機と受信機とを含む。
【０１２７】
　送信機は、送信機から第１の受信機までのデータチャネル情報と、送信機からその他の
受信機までの干渉チャネル情報とを取得し（ここで、第１の受信機は送信機に対応し）、
データチャネル情報と干渉チャネル情報とに従って、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルを
取得し（ここで、ＳＬＲは、送信機から第１の受信機までの信号電力と、送信機からその
他の受信機までの干渉電力との比率であり）、送信されるデータを一次元変調によって変
調して、変調されたシンボルを取得し、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理して
、各アンテナの送信信号を取得し、送信データを受信機に送信するように適合される。
【０１２８】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１２９】
　受信機は、データチャネル情報と干渉チャネル情報とを取得して、データチャネル情報
と干渉チャネル情報とを送信機に送信し、そして、送信データを、受信シンボルの所定の
空間方向において受信するように適合される。
【０１３０】
　この実施形態における通信システムを説明するために、具体的なシナリオを示す。
【０１３１】
　送信機は、送信機から受信機までのチャネル情報、すなわち、データチャネル情報
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【数７７】

と干渉チャネル情報
【数７８】

とを取得する。
【０１３２】
　送信機は、
【数７９】

に対してＳＶＤを実行して、
【数８０】

におけるＵとＳとを取得する。
【０１３３】
　この実施形態では、行列に対してＳＶＤを実行すると、第１の行列Ｕと、第２の行列Ｑ
と、第３の行列ＵHとが取得され、ここで、第３の行列は、第１の行列の共役転置である
。
【０１３４】
　送信機は、ＵとＱとを使用して、
【数８１】

の最大固有値λ0に対応する固有ベクトルν0を取得する。送信機は、ＳＬＲを最大化する
【数８２】

を、すなわち、
【数８３】

を取得する。送信機は、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシ
ンボルを取得し、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理して、各アンテナの送信信
号を取得し、送信データを受信機に送信する。
【０１３５】
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　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１３６】
　受信機は、受信信号の実部を直接検知する、すなわち、送信データを、受信シンボルの
所定の空間方向において受信する。
【０１３７】
　集中型の解決法では、通信システムは、送信機と受信機とを含む。
【０１３８】
　送信機は、送信機から受信機までのチャネル情報を受信し、チャネル情報に従って、制
御ベクトル行列を取得し（ここで、制御ベクトル行列の各列は、１つの受信機の制御ベク
トルに対応し）、受信機情報に従って、制御ベクトル行列内の対応する制御ベクトルを探
索し、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得し、
変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理して、各アンテナの送信信号を取得し、送信
データを受信機に送信するように適合される。
【０１３９】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１４０】
　受信機は、受信信号を、受信シンボルの所定の空間方向において受信するように適合さ
れる。
【０１４１】
　この実施形態における通信システムでは、送信機は、有用信号を、受信機の実部にアラ
イメントする。受信機は、送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信し
、その後、虚部を直接廃棄する。従って、虚部で運ばれる干渉が除去される。
【０１４２】
　図７は、本発明の一実施形態におけるデータ送信装置を示し、この装置は、チャネル情
報取得ユニット７０１と、制御ベクトル取得ユニット７０２と、データ処理ユニット７０
３と、データ送信ユニット７０４とを含む。
【０１４３】
　チャネル情報取得ユニット７０１は、送信機から受信機までのチャネル情報を取得する
ように適合される。
【０１４４】
　制御ベクトル取得ユニット７０２は、チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応
する１つ以上の制御ベクトルを取得するように適合される。
【０１４５】
　データ処理ユニット７０３は、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調
されたシンボルを取得し、変調されたシンボルと１つ以上の制御ベクトルとを処理して、
各アンテナの送信信号を取得するように適合される。
【０１４６】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１４７】
　データ送信ユニット７０４は、１つ以上の受信機にデータを送信するように適合される
。
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【０１４８】
　理解を容易にするために、分散型のシナリオを以下に記載して、データ送信装置につい
て説明する。分散型の解決法におけるデータ送信装置は、
　送信機から第１の受信機までのデータチャネルの情報と、送信機からその他の受信機ま
での干渉チャネルの情報とを取得するように適合された、チャネル情報取得ユニットと（
ここで、第１の受信機は送信機に対応し）、
　チャネル情報取得ユニットによって取得された、データチャネル情報と干渉チャネル情
報とに従って、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルを取得するように適合された、制御ベク
トル取得ユニットと（ここで、ＳＬＲは、送信機から第１の受信機までの信号電力と、送
信機からその他の受信機までの干渉電力との比率であり）、
　送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取得し、変調
されたシンボルと、制御ベクトル取得ユニットによって取得された制御ベクトルとを処理
して、各アンテナの送信信号を取得するように適合された、データ処理ユニットとを含む
。
【０１４９】
　この実施形態では、変調されたシンボルと制御ベクトルとを処理することは、変調され
たシンボルに、制御ベクトルを掛けることを含んでもよい。実際には、掛け算以外の操作
が採用されてもよい、ということを理解できる。具体的な操作は、ここでは限定されない
。
【０１５０】
　分散型の解決法におけるデータ送信装置は、データ処理ユニットによって取得された送
信データを受信機に送信するように適合された、データ送信ユニットを更に含む。
【０１５１】
　この実施形態におけるチャネル情報取得ユニットは、チャネル情報を以下のように取得
してもよいということに留意されたい。
　第１の受信機によってフィードバックされたデータチャネル情報と、その他の受信機に
よってフィードバックされた干渉チャネル情報とを受信し、又は、
　送信機から第１の受信機までのデータチャネルの情報と、送信機からその他の受信機ま
での干渉チャネルの情報とを検知する。
【０１５２】
　この実施形態では、制御ベクトル取得ユニットが、ＳＬＲを最大化する制御ベクトルを
選択し、データ処理ユニットが、制御ベクトルに従って、送信されるデータを処理する。
ＳＬＲは、送信機から受信機までの信号電力と、送信機からその他の受信機までの干渉電
力との比率である。ＳＬＲを最大化することによって、チャネル容量も増加する。ＳＬＲ
の概念から、この実施形態では、チャネル容量の増加を実現するために、送信機は、受信
機によってフィードバックされたチャネル情報を取得する必要があるのみである、という
ことがわかる。送信機が取得する必要のあるデータの量はより少なく、データ伝送の効率
は、従って、より高い。
【０１５３】
　図８は、本発明の一実施形態におけるデータ受信装置を示し、この装置は、
　送信機とデータ受信装置との間のチャネルの情報を取得するように適合された、取得ユ
ニット８０１と、
　チャネル情報を送信機にフィードバックするように適合された、チャネル情報フィード
バックユニット８０２と、
　送信機からの送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信するように適
合された、データ受信ユニット８０３とを含む。
【０１５４】
　この実施形態では、送信機は、有用信号を、受信機の実部にアライメントし、データ受
信ユニット８０３は、送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信し、そ
の後、虚部を直接廃棄する。従って、虚部で運ばれる干渉が除去される。
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【０１５５】
　上記の技術的解決法の利点を、図９及び図１０に示す。
【０１５６】
　図９では、本発明の一実施形態における分散型データ伝送の解決法の性能を、従来技術
におけるデータ伝送の解決法の性能と比較している。送信アンテナの数は４本である。従
来技術では、２相位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）変調が採用されており、この実施形
態では、２パルス振幅変調（２ＰＡＭ）が採用されている。
【０１５７】
　曲線９０１は、従来技術における、５ユーザの性能曲線であり、曲線９０２は、従来技
術における、４ユーザの性能曲線であり、曲線９０４は、従来技術における、３ユーザの
性能曲線である。
【０１５８】
　曲線９０３は、この実施形態における、６ユーザの性能曲線であり、曲線９０５は、こ
の実施形態における、５ユーザの性能曲線であり、曲線９０６は、この実施形態における
、４ユーザの性能曲線であり、曲線９０７は、この実施形態における、３ユーザの性能曲
線である。
【０１５９】
　図は、ユーザの数が同じならば、この実施形態におけるビット誤り率が、従来技術にお
けるビット誤り率よりも低いということを示しており、これは、ビット誤り率が同じなら
ば、この実施形態における解決法が、より多くのユーザをサポートできるということを意
味している。
【０１６０】
　図１０では、本発明の一実施形態における集中型データ伝送の解決法の性能を、従来技
術におけるデータ伝送の解決法の性能と比較している。送信アンテナの数は４本である。
従来技術では、４相位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）変調が採用されており、この実施
形態では、４ＰＡＭ変調が採用されている。
【０１６１】
　曲線１００１は、従来技術における、５ユーザの性能曲線であり、曲線１００２は、従
来技術における、４ユーザの性能曲線であり、曲線１００５は、従来技術における、３ユ
ーザの性能曲線である。
【０１６２】
　曲線１００３は、この実施形態における、６ユーザの性能曲線であり、曲線１００４は
、この実施形態における、５ユーザの性能曲線であり、曲線１００６は、この実施形態に
おける、４ユーザの性能曲線であり、曲線１００７は、この実施形態における、３ユーザ
の性能曲線である。
【０１６３】
　図は、ユーザの数が同じならば、この実施形態におけるビット誤り率が、従来技術にお
けるビット誤り率よりも低いということを示しており、これは、ビット誤り率が同じなら
ば、この実施形態における解決法が、より多くのユーザをサポートできるということを意
味している。
【０１６４】
　上述の実施形態のステップの又は一部は、プログラムによって命令されるハードウェア
によって実施されてもよいということを、当業者は理解できる。プログラムは、コンピュ
ータ読み取り可能な記憶媒体内に記憶されてもよい。実行された場合、プログラムは以下
のステップを実行する。
【０１６５】
　送信機が、送信機から受信機までのチャネル情報を取得する。
【０１６６】
　送信機は、チャネル情報に従って、１つ以上の受信機に対応する１つ以上の制御ベクト
ルを取得する。
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【０１６７】
　送信機は、送信されるデータを一次元変調によって変調して、変調されたシンボルを取
得する。
【０１６８】
　送信機は、変調されたシンボルと１つ以上の制御ベクトルとを処理して、各アンテナの
送信信号を取得する。
【０１６９】
　送信機は、１つ以上の受信機にデータを送信する。
【０１７０】
　受信機は、送信データを、受信シンボルの所定の空間方向において受信する。
【０１７１】
　記憶媒体は、読み取り専用メモリ、磁気ディスク、又はコンパクトディスクであっても
よい。
【０１７２】
　共通チャネルのフルカバレージを実現する方法及び装置について、上記で詳細に説明し
た。本発明について、いくつかの例示的実施形態を介して説明してきたが、本発明はその
ような実施形態に限定されない。本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、当業者が
本発明に対して様々な修正及び変形を行うことができることは明白である。本発明は、そ
れらの修正及び変形を、それらが特許請求の範囲又はその均等物によって規定される保護
範囲に入るならば、包含することを意図するものである。

【図１】 【図２】
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