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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信の方法であって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化することと、
　前記複数のセルのうちからターゲットセルを選択することと、
　前記ターゲットセルの自己干渉除去を行うことなく、前記ターゲットセルにおいて受信
された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲットセルの干渉信号を除去することであ
って、前記除去することは、結果として残りの信号を生じることと、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングすることと、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新することと、
　前記全ての複数のセルが前記ターゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって
、前記除去すること、前記フィルタリングすること、および前記更新すること、を行うこ
とと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択することと、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去すること、前記フィルタリングすること、
および前記更新することを行うことと、をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って、前記以前のチャネルを変更することと、をさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　無線通信の方法であって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化することと、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去すること
であって、前記除去することは、結果として残留信号を生じることと、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングすることと、
　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して前記タ
ーゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新することと、
　を含み、　
　前記除去すること、前記フィルタリングすること、および前記更新することは、前記タ
ーゲットセル、および前記複数のセルの各セルのために、前記全ての複数のセルが前記タ
ーゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって行われる、
方法。
【請求項６】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って、前記以前のチャネル推定値を変更することと、
　をさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化する手段と、
　前記複数のセルのうちからターゲットセルを選択する手段と、
　前記ターゲットセルの自己干渉除去を行うことなく、前記ターゲットセルにおいて受信
された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲットセルの干渉信号を除去する手段であ
って、結果として残りの信号を生じる、除去する手段と、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングする手段と、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新する手段と、
　前記全ての複数のセルが前記ターゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって
、前記除去する手段、前記フィルタリングする手段、および前記更新する手段、を行う手
段と、
　を含む、ユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項９】
　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択する手段と、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去する手段、前記フィルタリングする手段、
前記更新する手段、を行う手段と、
　をさらに含む、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１１】
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算する手段と、
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　前記相関に従って、前記以前のチャネル推定値を変更する手段と、
　をさらに含む、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化する手段と、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去する手段
であって、結果として残留信号を生じる、除去する手段と、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングする手段と、
　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して前記タ
ーゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新する手段と、
　を含み、
　前記除去すること、前記フィルタリングすること、および前記更新することは、前記タ
ーゲットセル、および前記複数のセルの各セルのために、前記全ての複数のセルが前記タ
ーゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって行われる、
ユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項１３】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項１２に記載のＵＥ
。
【請求項１４】
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算する手段と、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更する手段と、
　をさらに含む、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　無線ネットワークにおける無線通信のためにコンピュータによって実行可能なコンピュ
ータプログラムであって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化するためのプログラムコードと、
　前記複数のセルのうちからターゲットセルを選択するためのプログラムコードと、
　前記ターゲットセルの自己干渉除去を行うことなく、前記ターゲットセルにおいて受信
された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲットセルの干渉信号を除去するためのプ
ログラムコードであって、前記除去するためのプログラムコードの実行は、結果として残
りの信号を生じる、除去するためのプログラムコードと、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングするためのプログラムコー
ドと、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新するためのプログラムコードと、
　前記全ての複数のセルが前記ターゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって
、前記除去するためのプログラムコード、前記フィルタリングするためのプログラムコー
ド、および前記更新するためのプログラムコード、を行うためのプログラムコードと、
　を含む、コンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択するためのプログラムコードと、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去するためのプログラムコード、前記フィル
タリングするためのプログラムコード、および更新するためのプログラムコードを実行す
るためのプログラムコードと、
　をさらに含む、請求項１５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項１５に記載のコン
ピュータプログラム。
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【請求項１８】
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算するためのプログラ
ムコードと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更するためのプログラムコードと、
　をさらに含む、請求項１５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　無線ネットワークにおける無線通信のためにコンピュータによって実行可能なコンピュ
ータプログラムであって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化するためのプログラムコードと、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去するため
のプログラムコードであって、結果として残留信号を生じる、前記除去するためのプログ
ラムコードと、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングするためのプログラムコード
と、
　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して、前記
ターゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新するためのプログラムコードと、
　を含み、
　前記除去すること、前記フィルタリングすること、および前記更新することは、前記タ
ーゲットセル、および前記複数のセルの各セルのために、前記全ての複数のセルが前記タ
ーゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって行われる、コンピュータプログラ
ム。
【請求項２０】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項１９に記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項２１】
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算するためのプログラ
ムコードと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更するためのプログラムコードと、
　をさらに含む、請求項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を含み、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化することと、
　前記複数のセルのうちからターゲットセルを選択することと、
　前記ターゲットセルの自己干渉除去を行うことなく、前記ターゲットセルにおいて受信
された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲットセルの干渉信号を除去することであ
って、結果として残りの信号を生じる、除去することと、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングすることと、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新することと、
　前記全ての複数のセルが前記ターゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって
、前記除去すること、前記フィルタリングすること、および前記更新すること、を行うこ
とと、
　のために構成される、ユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
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　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択することと、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去すること、前記フィルタリングすること、
および前記更新すること、を行うことと、
　のためにさらに構成される、請求項２２に記載のＵＥ。
【請求項２４】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項２２に記載のＵＥ
。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更することと、
　のためにさらに構成される、請求項２２に記載のＵＥ。
【請求項２６】
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を含み、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して全ての複数の
セルについて現在のチャネル推定値を初期化することと、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去すること
であって、結果として残留信号を生じる、除去することと、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングすることと、
　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して、前記
ターゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新することと、
　を行うように構成され、
　前記除去すること、前記フィルタリングすること、および前記更新することは、前記タ
ーゲットセル、および前記複数のセルの各セルのために、前記全ての複数のセルが前記タ
ーゲットセルと見なされるまで複数回の反復にわたって行われる、
ユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２７】
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、請求項２６に記載のＵＥ
。
【請求項２８】
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更することと、
　をさらに含む、請求項２６に記載の前記ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本願は、２０１１年３月１日に出願された、「基準信号干渉除去のためのチャネル推定
」（CHANNEL ESTIMATION FOR REFERENCE SIGNAL INTERFERENCE CANCELATION）と題する、
米国仮特許出願番号第６１／４４８，１００号の優先権を主張し、その全内容が引用によ
り本明細書に明確に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示の態様は、一般的に無線通信システムに関し、より詳細には、基準信号（ＲＳ：
reference signal）干渉除去のためのチャネル推定に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブロードキ
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ャスト等といった様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これらの無
線ネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することにより、複数のユー
ザをサポートすることのできる多元接続ネットワークであり得る。このようなネットワー
クは、一般に多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリソースを共有する
ことによって、複数のユーザのための通信をサポートする。このようなネットワークの一
例がユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：Universal Terrestrial 
Radio Access Network）である。ＵＴＲＡＮは、ユニバーサル・モバイル電気通信システ
ム（ＵＭＴＳ）という、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）によって
サポートされた、第３世代（３Ｇ）携帯電話テクノロジーの一部として定義される無線ア
クセスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワーク方式の例には、符号分割多
元接続（ＣＤＭＡ：Code Division Multiple Access）ネットワーク、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ：Time Division Multiple Access）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ：Frequency Division Multiple Access）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ
：Orthogonal FDMA）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ：Singl
e-Carrier FDMA）ネットワークが含まれる。
【０００４】
　無線通信ネットワークは、多数のユーザ機器（ＵＥ）のための通信をサポートすること
のできる多数の基地局またはノードＢを含み得る。ＵＥは、下りリンクと上りリンクを介
して基地局と通信し得る。下りリンク（すなわち、フォワードリンク）は、基地局からＵ
Ｅへの通信リンクを指し、上りリンク（すなわち、リバースリンク）は、ＵＥから基地局
への通信リンクを指す。
【０００５】
　基地局は、ＵＥに下りリンクでデータおよび制御情報を送信することができ、および／
または、ＵＥから上りリンクでデータおよび制御情報を受信できる。下りリンクにおいて
は、基地局からの送信は、近隣の基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数（
ＲＦ：radio frequency）送信機からの送信による干渉に遭遇し得る。上りリンクにおい
ては、ＵＥからの送信は、近隣の基地局と通信する他のＵＥの上りリンク送信からの、ま
たは他のワイヤレスＲＦ送信機からの、干渉に遭遇し得る。この干渉は、下りリンクと上
りリンクの両方の性能を低下させ得る。
【０００６】
　モバイルブロードバンドアクセスの需要が増え続けるにつれ、より多くのＵＥが長距離
無線通信ネットワークにアクセスし、より多くの短距離無線システムがコミュニティの中
で展開されるのに伴い、干渉と輻輳したネットワークの可能性が増す。増え続けるモバイ
ルブロードバンドアクセスの需要を満足するだけでなく、モバイル通信によるユーザ経験
を高め、向上させるために、研究と開発がＵＭＴＳテクノロジーを進歩させ続ける。
【発明の概要】
【０００７】
　本開示の様々な態様は、近隣の共通基準信号（ＣＲＳ：common reference signals）の
より効率的な除去によるチャネル推定の改善に関する。他のセルからのＣＲＳの除去は、
ユーザ機器（ＵＥ）に、現在のセルの基準信号を精確に検出するための、より良好な機会
を与える。代替の態様は、現在のチャネル推定値のための根拠として以前の推定値を使用
する、再帰的な要素を有する。本開示の様々な態様は、一般的に２つの代替の実施形態、
すなわち、（１）複数の以前のチャネル推定値を用いて全てのセルのためのチャネル推定
を初期化し、非ターゲットセルの基準信号を除去して、ターゲットセルのチャネル推定値
を精確に更新すること、および（２）複数の以前のチャネル推定値を用いて全てのセルの
ためのチャネル推定値を初期化し、全てのセルの基準信号を除去して、ターゲットセルの
残留チャネル推定値を精確に推定し、このチャネル推定値を更新すること、を有する。
【０００８】
　様々な態様の第１の一般的な代替例において、ＵＥは、以前のサブフレームのために計
算された以前のチャネル推定値を用いて全てのセルのためのチャネル推定値を初期化する
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ことから始める。各ステージにおいて、ＵＥは、全てのセルのうちからターゲットセルを
選択する。非ターゲットセルの基準信号が、それらの該当のチャネル推定値に基づいて再
構築され、受信された信号から除去され、次に、残りの信号が単一のセルのチャネル推定
器によってフィルタリングされる。ターゲットセルのチャネル推定値が、次に、フィルタ
リングされた残りの信号を使用して更新される。ＵＥはそれから、次のステージに進み、
このステージでは、異なるターゲットセルが選択され、非ターゲットセルの除去、フィル
タリング、および更新が、新しいターゲットセルのための更新されたチャネル推定値を得
るために行われる。ＵＥは、全てのステージが終了するまでこの手順を繰り返し、この時
点で全てのセルが少なくとも一度はターゲットセルとして選択されているはずである。こ
の手順を経ると、所与のセルは、ターゲットセルとして複数回選択され得るので、セルの
ための除去、フィルタリング、および更新が複数回にわたり反復して行われることができ
、所与のセルのチャネル推定値の精度は増す。使用される以前のサブフレームからのチャ
ネル推定値は、２つのサブフレーム間の相関に依存して、実際の以前の推定値であるか、
または以前の推定値に基づくものであるか、のいずれかであり得る。
【０００９】
　様々な態様の第２の一般的な代替例では、ターゲットセルと非ターゲットセルの両方の
基準信号が受信された信号から除去される点を除き、同一の処理が行われる。従って、Ｕ
Ｅは、以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を用いて全てのセル
のためのチャネル推定値を初期化することから始める。各ステージにおいて、ＵＥは、全
てのセルのうちからターゲットセルを選択する。ターゲットセルと非ターゲットセルの両
方のＣＲＳが、それらの該当のチャネル推定値に基づいて再構築され、受信された信号か
ら除去され、次に、残りの信号が、単一のセルのチャネル推定器によってフィルタリング
される。ターゲットセルのＣＲＳが、ターゲットセルの以前のチャネル推定値から再構築
され、受信された信号からも除去されたので、フィルタリングされた残りの信号は、以前
に捕えられなかったターゲットセルのチャネル推定値の一部を表す。従って、ターゲット
セルのチャネル推定値はそれから、フィルタリングされた残りの信号をターゲットセルの
以前のチャネル推定値に加算することにより、更新される。ＵＥはそれから、次のステー
ジに進み、このステージでは、異なるターゲットセルが選択され、ターゲットセルと非タ
ーゲットセルの除去、フィルタリング、および更新が、新しいターゲットセルのための更
新されたチャネル推定値を得るために行われる。ＵＥは、全てのステージが終了するまで
この手順を繰り返し、この時点で全てのセルが少なくとも一度はターゲットセルとして選
択されているはずである。この手順を経ると、所与のセルは、ターゲットセルとして複数
回選択され得るので、セルのための除去、フィルタリング、および更新が複数回にわたり
反復して行われることができ、所与のセルのチャネル推定値の精度は増す。第１の代替例
と同様に、使用される以前のサブフレームからのチャネル推定値は、２つのサブフレーム
間の相関に依存して、実際の以前の推定値であるか、または以前の推定値に基づくもので
あるか、のいずれかであり得る。
【００１０】
　本開示の一態様において、無線通信の方法は、以前のサブフレームのために計算された
以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化することと、複数のセル
のうちからターゲットセルを選択することと、ターゲットセルにおける受信された信号か
ら非ターゲットセルの干渉信号を除去することと、チャネル推定器を使用して残りの信号
をフィルタリングすることと、フィルタリングされた残りの信号を使用してターゲットセ
ルの現在のチャネル推定値を更新することと、を含む。
【００１１】
　本開示の一態様において、無線通信の方法は、以前のサブフレームのために計算された
以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化することと、受信された
信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去することと、チャネル
推定器を使用して残留信号をフィルタリングすることと、フィルタリングされた残留信号
および以前のチャネル推定値を使用してターゲットセルの現在のチャネル推定値を更新す
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ることと、を含む。
【００１２】
　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成されたＵＥは、以前のサブフレー
ムのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化す
る手段と、複数のセルのうちからターゲットセルを選択する手段と、ターゲットセルにお
ける受信された信号から非ターゲットセルの干渉信号を除去する手段と、チャネル推定器
を使用して残りの信号をフィルタリングする手段と、フィルタリングされた残りの信号を
使用してターゲットセルの現在のチャネル推定値を更新する手段と、を含む。
【００１３】
　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成されたＵＥは、以前のサブフレー
ムのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化す
る手段と、受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去
する手段と、チャネル推定器を使用して残留信号をフィルタリングする手段と、フィルタ
リングされた残留信号および以前のチャネル推定値を使用してターゲットセルの現在のチ
ャネル推定値を更新する手段と、を含む。
【００１４】
　本開示の追加の態様において、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードが記
録されたコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、以前のサブフレーム
のために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化する
ためのコードと、複数のセルのうちからターゲットセルを選択するためのコードと、ター
ゲットセルにおける受信された信号から非ターゲットセルの干渉信号を除去するためのコ
ードと、チャネル推定器を使用して残りの信号をフィルタリングするためのコードと、フ
ィルタリングされた残りの信号を使用してターゲットセルの現在のチャネル推定値を更新
するためのコードと、を含む。
【００１５】
　本開示の追加の態様において、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードが記
録されたコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、以前のサブフレーム
のために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化する
ためのコードと、受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号
を除去するためのコードと、チャネル推定器を使用して残留信号をフィルタリングするた
めのコードと、フィルタリングされた残留信号および以前のチャネル推定値を使用してタ
ーゲットセルの現在のチャネル推定値を更新するためのコードと、を含む。
【００１６】
　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサおよびプロセッサ
に結合されたメモリを含む。プロセッサは、以前のサブフレームのために計算された以前
のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化し、複数のセルのうちからタ
ーゲットセルを選択し、ターゲットセルにおける受信された信号から複数のセルのうちの
非ターゲットセルの干渉信号を除去し、チャネル推定器を使用して残りの信号をフィルタ
リングし、フィルタリングされた残りの信号を使用してターゲットセルの現在のチャネル
推定値を更新するように構成される。
【００１７】
　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサおよびプロセッサ
に結合されたメモリを含む。プロセッサは、以前のサブフレームのために計算された以前
のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値を初期化し、受信された信号からター
ゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去し、チャネル推定器を使用して残留
信号をフィルタリングし、フィルタリングされた残留信号および以前のチャネル推定値を
使用してターゲットセルの現在のチャネル推定値を更新するように構成される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、モバイル通信システムの例を概念的に示すブロック図である。
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【図２】図２は、モバイル通信システムにおける下りリンクフレーム構造の例を概念的に
示すブロック図である。
【図３】図３は、上りリンクＬＴＥ／－Ａ通信における例示的なフレーム構造を概念的に
示すブロック図である。
【図４】図４は、本開示の一態様に従って構成された、基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計
を概念的に示すブロック図である。
【図５Ａ】図５Ａは、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本開示の一態様に従って構成されたＵＥを示すブロック図である。
【図６】図６は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図である。
【図７】図７は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図である。
【図８】図８は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　添付の図面に関して以下に述べられる詳細な説明は、様々な構成の説明を意図するもの
であり、本明細書において説明される概念が実現され得る、唯一の構成を表すことを意図
したものではない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供する目的で、具体的な
詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実現され得るこ
とを当事者は理解するはずである。いくつかの例では、こうした概念をあいまいにするこ
とを避けるために、周知の構造およびコンポーネントが、ブロック図の形態で示される。
【００２０】
　ここで説明される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａといった様々な無線通信ネットワーク、および他のネットワークのために使用され得る
。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば置き換え可能に使用され
る。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Te
rrestrial Radio Access）、米国電気通信工業会（ＴＩＡ：Telecommunications Industr
y Association）のＣＤＭＡ２０００等といった無線テクノロジーを実現し得る。ＵＴＲ
Ａテクノロジーは、ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ(登録商標)）、およびＣＤＭＡの
他の変形を含む。ＣＤＭＡ２０００テクノロジーは、電子工業会（ＥＩＡ：Electronics 
Industry Alliance）およびＴＩＡからの、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－
８５６規格を含む。ＴＤＭＡネットワークは、移動体通信のための全世界システム（ＧＳ
Ｍ（登録商標）：Global System for Mobile Communications）といった無線テクノロジ
ーを実現し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルト
ラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、およびフラッシュＯＦＤＭＡ
等のような無線テクノロジーを実現し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡテクノロジーは
、ユニバーサル・モバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡを使用する、ＵＭＴＳのより新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｕ
ＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナーシップ・プロジェ
クト」（３ＧＰＰ）と称す組織による文書において説明されている。ＣＤＭＡ２０００お
よびＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ・プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称す組
織による文書において説明されている。ここに説明される技法は、上述されている無線ネ
ットワークおよび無線接続テクノロジーのためだけでなく、他の無線ネットワークおよび
無線接続テクノロジーのためにも使用され得る。明確にするため、技法のある特定の態様
は以下において、ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａ（代替例では、あわせて「ＬＴＥ／－Ａ」と呼
ばれる）のために説明され、このようなＬＴＥ／－Ａの専門用語を以下の説明の大半にお
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いて使用する。
【００２１】
　図１は、ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る、通信のための無線ネットワーク１００を
示す。無線ネットワーク１００は、多数の発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１１０および他のネ
ットワークエンティティを含む。ｅＮＢは、ＵＥと通信する局であることができ、基地局
、ノードＢ、アクセスポイント等と呼ばれ得る。各ｅＮＢ１１０は、特定の地理的エリア
のために通信カバレージを提供し得る。３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、用語が使
用される状況に依存して、ｅＮＢのこの特定の地理的カバレージエリアおよび／またはカ
バレージエリアにサービス提供するｅＮＢサブシステムを指し得る。
【００２２】
　ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプのセルの
ために通信カバレージを提供し得る。マクロセルは一般的に、相対的に大きな地理的エリ
ア（例えば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダとのサービス契
約を有すＵＥによる、制限されていないアクセスを許可し得る。ピコセルは一般的に、相
対的により小さな地理的エリアをカバーし、ネットワークプロバイダとのサービス契約を
有すＵＥによる、制限されていないアクセスを許可し得る。フェムトセルはまた、一般的
に、相対的に小さな地理的エリア（例えば、家）をカバーし、制限されていないアクセス
に加え、フェムトセルとのアソシエーションを有するＵＥ（例えば、クローズド・サブス
クライバ・グループ（ＣＳＧ）におけるＵＥ、家でのユーザのためのＵＥ、等）による、
制限されたアクセスをも提供し得る。マクロセルのためのｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ば
れ得る。ピコセルのためのｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ばれ得る。そして、フェムトセルの
ためのｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれ得る。図１に示された例に
おいては、ｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂ、および１１０ｃは、それぞれ、マクロセル１０２
ａ、１０２ｂ、および１０２ｃのためのマクロｅＮＢである。ｅＮＢ１１０ｘは、ピコセ
ル１０２ｘのためのピコｅＮＢである。そして、ｅＮＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、それ
ぞれ、フェムトセル１０２ｙおよび１０２ｚのためのフェムトｅＮＢである。ｅＮＢは、
１つまたは複数（例えば、２、３、４、等）のセルをサポートし得る。
【００２３】
　無線ネットワーク１００は、同期または非同期動作をサポートし得る。同期動作のため
に、ｅＮＢは、同様のフレームタイミングを有することができ、異なるｅＮＢからの送信
は、時間的にほぼ揃える(aligned)ことができる。非同期動作のために、ｅＮＢは、異な
るフレームタイミングを有することができ、異なるｅＮＢからの送信は、時間的に揃えな
いことができる。ここで説明される技法は、複数のセルのシナリオにおけるグローバルな
またはローカルな同期動作、または単一のシナリオにおける非同期動作のために、使用さ
れ得る。 
　ネットワークコントローラ１３０は、複数のｅＮＢのセットと結合し、これらのｅＮＢ
のために協調および制御を提供し得る。ネットワークコントローラ１３０は、バックホー
ル１３２を介してこれらｅＮＢ１１０と通信し得る。これらｅＮＢ１１０はまた、例えば
、無線バックホール１３４または有線バックホール１３６を介して、直接的または間接的
に、互いと通信し得る。 
　複数のＵＥ１２０は、無線ネットワーク１００全体に分散し、各ＵＥは、固定またはモ
バイルであり得る。ＵＥはまた、端末、移動局、サブスクライバユニット、局、等と呼ば
れ得る。ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デバイ
ス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話機、無線ローカ
ルループ（ＷＬＬ）局、等であり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅ
ＮＢ、中継器、等と通信可能であり得る。図１では、両端矢印の実線は、ＵＥとサービン
グｅＮＢとの間の所望される送信を示し、それは、下りリンクおよび／または上りリンク
でＵＥにサービス提供するように指定されたｅＮＢである。両端矢印の点線は、ＵＥとｅ
ＮＢとの間の干渉する送信を示す。
【００２４】
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　図２は、ＬＴＥ／－Ａにおいて使用される下りリンクフレーム構造を示す。下りリンク
のための送信タイムラインは、複数のユニットの無線フレームに分割され得る。各無線フ
レームは、所定の持続時間（例えば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有することができ、０～９
のインデックスを有する１０個のサブフレームに分割され得る。各サブフレームは、２つ
のスロットを含み得る。従って、各無線フレームは、０～１９のインデックスを有する２
０個のスロットを含み得る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間を含むことができ、例え
ば、ノーマルなサイクリック・プレフィックスの場合は、（図２に示すように）７個のシ
ンボル期間を含み、または拡張されたサイクリック・プレフィックス期間の場合は６個の
シンボル期間を含むことができる。各サブフレーム中の２Ｌ個のシンボル期間は、０～２
Ｌ－１のインデックスを割り当てられることができる。利用可能な時間周波数リソースは
、リソースブロックに分割され得る。各リソースブロックは、１つのスロットで、Ｎ個の
サブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーできる。
【００２５】
　ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレージ内にあり得る。これらのｅＮＢのうちの１つが、Ｕ
Ｅにサービス提供するために選択され得る。サービングｅＮＢは、受信電力、パスロス、
信号対雑音比（ＳＮＲ：signal-to-noise ratio）、等といったさまざまな基準に基づい
て、選択され得る。
【００２６】
　図３は、上りリンクのロングタームエボリューション（ＬＴＥ／－Ａ）通信における例
示的なフレーム構造３００を概念的に示したブロック図である。上りリンクのために利用
可能なリソースブロック（ＲＢ）は、データセクションと制御セクションとに分割され得
る。制御セクションは、システム帯域幅の両端に形成されることができ、設定可能なサイ
ズを有することができる。制御セクションにおけるリソースブロックは、制御情報の送信
のために、ＵＥに割り当てられることができる。データセクションは、制御セクションに
含まれないすべてのリソースブロックを含むことができる。図３の設計は、連続したサブ
キャリアを含むデータセクションという結果をもたらし、それは、単一のＵＥに、データ
セクションにおける連続したサブキャリアの全てが割り当てられるようにすることを可能
にし得る。
【００２７】
　ＵＥは、ｅＮＢへ制御情報を送信するために、制御セクションにおけるリソースブロッ
クを割り当てられ得る。ＵＥはまた、ｅノードＢへデータを送信するために、データセク
ションにおけるリソースブロックを割り当てられ得る。ＵＥは、制御セクションにおける
、割り当てられたリソースブロック３１０ａおよび３１０ｂで、物理上りリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ：Physical Uplink Control Channel）において制御情報を送信し得る
。ＵＥは、データセクションにおける、割り当てられたリソースブロック３２０ａおよび
３２０ｂで、物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical Uplink Shared Chann
el）において、データのみまたはデータと制御情報の両方を送信できる。上りリンク送信
は、図３に示されるように、サブフレームの両方のスロットにまたがることができ、周波
数にわたってホッピングできる。
【００２８】
　図１を再び参照すると、無線ネットワーク１００は、ユニットエリアごとにシステムの
スペクトル効率を改善するために、ｅＮＢ１１０の多様なセット（すなわち、マクロｅＮ
Ｂ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、および中継器）を使用する。無線ネットワーク１００
は、そのスペクトルのカバレージのために、このような異なるｅＮＢを使用するので、そ
れは、異種ネットワークと呼ばれることもできる。マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、通常、
無線ネットワーク１００のプロバイダによって、慎重に計画され、配置される。マクロｅ
ＮＢ１１０ａ～ｃは、一般的に、高い電力レベルで送信する（例えば、５Ｗ～４０Ｗ）。
ピコｅＮＢ１１０ｘは、一般的に、実質的により低い電力レベル（例えば、１００ｍＷ～
２Ｗ）で送信するが、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃにより提供されるカバレージエリアにお
けるカバレージホールを解消し、ホットスポットにおける容量を改善するために、相対的
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に計画性なく展開され得る。フェムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚは、典型的には、無線ネットワ
ーク１００から独立して展開されるが、それにもかかわらず、それらの管理者（単数また
は複数）によって認可された場合に、無線ネットワーク１００への潜在的なアクセスポイ
ントとして、または、少なくとも、リソースの協調および干渉マネジメントの協調を行う
ために無線ネットワーク１００の他のｅＮＢ１１０と通信し得るアクティブでアウェアな
ｅＮＢとして、のいずれかで、無線ネットワーク１００のカバレージエリアの中に組み込
まれることができる。フェムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚはまた、典型的には、マクロｅＮＢ１
１０ａ～ｃよりも実質的に低い電力レベル（例えば、１００ｍＷ～２Ｗ）で送信する。
【００２９】
　無線ネットワーク１００のような異種ネットワークの動作においては、各ＵＥは通常、
より良好な信号品質でｅＮＢ１１０によりサービス提供される一方で、他のｅＮＢ１１０
から受信された不要な信号は干渉として扱われる。このような動作原理が有意に次善の性
能をもたらし得ると同時に、ネットワーク性能の向上が、ｅＮＢ１１０間でのインテリジ
ェントなリソース協調と、より良いサーバ選択ストラテジと、効率的な干渉マネジメント
のためのより発展した技術とを使用することにより、無線ネットワーク１００において実
現される。
【００３０】
　無線ネットワーク１００のような範囲拡張を伴う異種ネットワークでは、ＵＥが、マク
ロｅＮＢ１１０ａ～ｃのような、より高い電力のｅＮＢから送信されるより強力な下りリ
ンク信号の存在下で、ピコｅＮＢ１１０ｘのような、より低い電力のｅＮＢからサービス
を得るために、ピコｅＮＢ１１０ｘは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのうちの支配的な干渉
ｅＮＢと、制御チャネルおよびデータチャネルの協調を行う。干渉協調のための多くの異
なる技法が、干渉をマネジメントするために使用され得る。例えば、セル間干渉協調（Ｉ
ＣＩＣ：inter-cell interference coordination）が、同一チャネル展開においてセルか
らの干渉を低減させるために使用され得る。１つのＩＣＩＣメカニズムは、適応リソース
分割である。適応リソース分割は、ある特定のｅＮＢに、サブフレームを割り当てる。第
１のｅＮＢに割り当てられたサブフレームでは、近隣のｅＮＢは送信しない。従って、第
１のｅＮＢによってサービス提供されるＵＥにより経験される干渉は低減する。サブフレ
ームの割り当ては、上りリンクチャネルと下りリンクチャネルの両方において行われ得る
。
【００３１】
　例えば、サブフレームは、サブフレームの３つのクラス間で割り当てられ得る。保護さ
れたサブフレーム（Ｕ個のサブフレーム）、禁止されたサブフレーム（Ｎ個のサブフレー
ム）、および共通のサブフレーム（Ｃ個のサブフレーム）である。保護されたサブフレー
ムは、第１のｅＮＢによる独占的な使用のために、第１のｅＮＢに割り当てられる。保護
されたサブフレームは、他のｅＮＢからの干渉がないことに基づき、「クリーンな」サブ
フレームとも呼ばれ得る。禁止されたサブフレームは、別のｅＮＢに割り当てられたサブ
フレームであり、第１のｅＮＢは、禁止されたサブフレーム中、データを送信することを
禁止される。例えば、第１のｅＮＢの禁止されたサブフレームは、第２の干渉するｅＮＢ
の保護されたサブフレームに対応し得る。従って、第１のｅＮＢは、第１のｅＮＢの保護
されたサブフレーム中にデータを送信する唯一のｅＮＢである。共通のサブフレームは、
複数のｅＮＢによるデータ送信のために使用され得る。共通のサブフレームは、他のｅＮ
Ｂからの干渉の可能性ゆえに、「クリーンでない」サブフレームとも呼ばれ得る。
【００３２】
　異種ネットワークは、異なる電力クラスのｅＮＢを有し得る。例えば、３つの電力クラ
スが定義されることができ、電力クラスが減少する順に、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、お
よびフェムトｅＮＢである。マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、およびフェムトｅＮＢが同一チ
ャネル展開にある場合、マクロｅＮＢ（侵略ｅＮＢ）のパワースペクトル密度（ＰＳＤ）
は、ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢ（犠牲ｅＮＢ）のＰＳＤよりも大きく、ピコｅＮＢ
およびフェムトｅＮＢに対し、大量の干渉を生み出し得る。保護されたサブフレームが、
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ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢに対する干渉を低減または最小化するために使用され得
る。すなわち、犠牲ｅＮＢのための保護されたサブフレームが、侵略ｅＮＢにおける禁止
されたサブフレームと対応するように、スケジューリングされ得る。
【００３３】
　図４は、基地局／ｅＮＢ１１０、およびＵＥ１２０の設計のブロック図を示し、それら
は、図１における基地局／ｅＮＢのうちの１つ、およびＵＥのうちの１つであることがで
きる。制限されたアソシエーションのシナリオでは、ｅＮＢ１１０は図１におけるマクロ
ｅＮＢ１１０ｃであることができ、ＵＥ１２０はＵＥ１２０ｙであることができる。ｅＮ
Ｂ１１０は何らかの他のタイプの基地局であることもできる。ｅＮＢ１１０はアンテナ４
３４ａ～アンテナ４３４ｔを備え付けることができ、ＵＥ１２０はアンテナ４５２ａ～４
５２ｒを備え付けることができる。
【００３４】
　ｅＮＢ１１０では、送信プロセッサ４２０がデータソース４１２からのデータおよびコ
ントローラ／プロセッサ４４０からの制御情報を受信し得る。送信プロセッサ４２０は、
データシンボルおよび制御シンボルを得るために、それぞれ、データおよび制御情報を処
理（例えば、符号化およびシンボルマッピング）できる。送信プロセッサ４２０はまた、
基準シンボルを生成することもできる。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッ
サ４３０は、適用可能な場合に、データシンボル、制御シンボル、および／または基準シ
ンボルに対して空間的処理（例えば、プリコーディング）を行うことができ、変調器（Ｍ
ＯＤ）４３２ａ～４３２ｔへ出力シンボルストリームを供給できる。各変調器４３２は、
出力サンプルストリームを得るために該当の出力シンボルストリーム（例えば、ＯＦＤＭ
のための、等）を処理し得る。各変調器４３２は、下りリンク信号を得るために出力サン
プルストリームを更に処理（例えば、アナログ変換、増幅、フィルタリング、およびアッ
プコンバート）できる。変調器４３２ａ～４３２ｔからの下りリンク信号は、それぞれ、
アンテナ４３４ａ～アンテナ４３４ｔを介して送信され得る。
【００３５】
　ＵＥ１２０では、アンテナ４５２ａ～アンテナ４５２ｒが、ｅＮＢ１１０からの下りリ
ンク信号を受信でき、受信された信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ～４５４
ｒへ供給できる。各復調器４５４は、入力サンプルを得るために、受信された該当の信号
を調整（例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）できる
。各復調器４５４は、受信されたシンボルを得るために、入力サンプル（例えば、ＯＦＤ
Ｍのための、等）を更に処理できる。ＭＩＭＯ検出器４５６は、全ての復調器４５４ａ～
４５４ｒから受信されたシンボルを得ることができ、適用可能な場合に、受信されたシン
ボルのＭＩＭＯ検出を行うことができ、検出されたシンボルを供給できる。受信プロセッ
サ４５８は、検出されたシンボルを処理（例えば、復調、デインターリーブ、および復号
）でき、ＵＥ１２０のための復号されたデータをデータシンク４６０へ提供でき、復号さ
れた制御情報をコントローラ／プロセッサ４８０へ提供できる。
【００３６】
　上りリンクでは、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ４６４が、データソース４６２
からのデータ（例えば、ＰＵＳＣＨのための）およびコントローラ／プロセッサ４８０か
らの制御情報を受信および処理できる。送信プロセッサ４６４はまた、基準信号のための
基準シンボルを生成することもできる。送信プロセッサ４６４からのシンボルは、適用可
能な場合にＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリコーディングされることができ
、復調器４５４ａ～４５４ｒによって更に処理されることができ、ｅＮＢへ送信されるこ
とができる。ｅＮＢ１１０において、ＵＥ１２０からの上りリンク信号は、アンテナ４３
４によって受信されることができ、変調器４３２によって処理されることができ、適用可
能な場合に、ＭＩＭＯ検出器４３６によって検出されることができ、ＵＥ１２０によって
送信された、復号されたデータおよび制御情報を得るために、受信プロセッサ４３８によ
って更に処理され得る。プロセッサ４３８は、復号されたデータをデータシンク４３９へ
、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４４０へ提供し得る。
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【００３７】
　コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、それぞれ、ｅＮＢ１１０およびＵＥ
１２０での動作を指示できる。ｅＮＢ１１０におけるコントローラ／プロセッサ４４０お
よび／または他のプロセッサおよびモジュールは、ここで説明される技法のための様々な
処理の実行を行ったり、指示したりできる。ＵＥ１２０におけるコントローラ／プロセッ
サ４８０および／または他のプロセッサおよびモジュールはまた、ここに説明される技法
のための図５、６、７、および８に示される機能ブロックおよび／または他の処理の実行
を行ったり、指示したりできる。メモリ４４２および４８２は、それぞれ、ｅＮＢ１１０
およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶できる。スケジューラ４
４４は、下りリンクおよび／または上りリンクにおけるデータ送信のためにＵＥをスケジ
ューリングし得る。
【００３８】
　ＬＴＥ／－Ａネットワークにおける様々なｅＮＢの協調によってもたらされたＩＣＩＣ
に加え、更なる干渉除去が、いくつかのＵＥによって直接提供され得る。多数のアドバン
ストＵＥにおける検出および処理電力が、干渉する信号の検出および除去を可能にする。
この干渉除去の１つの形態が、共通基準信号（ＣＲＳ）干渉除去である。他のセルからの
ＣＲＳの除去は、ＵＥに、現在のセルの基準信号を精確に検出するための、より良好な機
会を与える。
【００３９】
　干渉除去中に使用される１つの処理がチャネル推定である。典型的には、単一のセルの
チャネル推定器のために、チャネル推定は、所与の時間間隔またはサブフレームにわたる
基準信号の観察値を頼りにする。最もシンプルなケースでは、サブフレームｎのためのｈ
[ｎ]のチャネル推定、
【数１】

【００４０】
は、同一のサブフレーム上のＣＲＳトーンに基づき導出される。一般的に、ＣＲＳトーン
ポジション上で受信された信号のような基準信号の観察値は、
【数２】

【００４１】
と表現され得る。
【００４２】
ここで、ｎは、時間またはサブフレームのインデックスであり、ｙ[ｎ]、ｈ[ｎ]、および
ｎ[ｎ]は、それぞれ、所与の基準信号トーンポジションにおける、受信された信号、チャ
ネルゲイン、および付加的なのノイズのベクトルであり、Ｂ[ｎ]は、対角線の要素がＣＲ
Ｓスクランブリングシーケンスといった既知の基準信号シーケンスを表す、対角行列であ
る。ベクトルは、特定のサブフレームｎ内の、ある特定の基準信号点を表す。受信機また
はＵＥは、Ｂ[ｎ]を知っており、ｙ[ｎ]を物理的に観察する。従って、干渉除去処理は、
チャネル推定値、
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【数３】

【００４３】
のためのチャネルゲイン、ｈ[ｎ]を推定する。そして、線形チャネル推定器の使用を仮定
すると、チャネル推定値、

【数４】

【００４４】
は一般的に、ｙ[ｎ]の関数として、

【数５】

【００４５】
として書かれることができ、ここで、Ｗ[ｎ]は、エンドツーエンドチャネル推定演算を表
す行列である。非線形チャネル推定器のために、より一般的な形式は、

【数６】

【００４６】
として書かれることができ、

【数７】

【００４７】
は、チャネル推定演算を表す。簡潔さのために、線形チャネル推定器の説明が提供される
。しかしながら、開示される原理は、線形または非線形の、いずれのタイプのチャネル推
定器によっても使用され得る。一般的に、Ｗ[ｎ]は、ｈ[ｎ]およびｎ[ｎ]に関連づけられ
た統計およびＢ[ｎ]の関数として与えられる。統計は、アプリオリに仮定され得るか、ま
たは学習され得る。
【００４８】
　チャネル推定器の行列の表現、Ｗ［ｎ]は、チャネルゲイン、ｈ［ｎ]で行われるフィル
タリングを抽象的に表す。実現において、このフィルタリングは、行列の乗算、または行
列の乗算を用いて表され得る処理、例えば、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）、コンビネ
ーションＦＦＴ、ウィンドウ処理等を使用して用いられ得る。
【００４９】
　チャネル推定の精度を改善するために、様々な実現は、隣接サブフレームからのＲＳを
使用し得る。例えば、サブフレームｎ－１、ｎ、およびｎ＋１において観察されるＲＳは
各々、ｈ［ｎ]を推定するために使用され得る。すなわち、ある特定の
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【数８】

【００５０】
のための

【数９】

【００５１】
である。
【００５２】
　他の実現では、フィルタリングは、経時的に、例えば、複数のサブフレームにわたって
行われ得る。例えば、
【数１０】

【００５３】
であり、ここで、
【数１１】

【００５４】
は、単一のサブフレームｎに基づいた現在のチャネル推定値であり、
【数１２】

【００５５】
であり、αは、フィルタリング係数である。
【００５６】
　複数のセルのチャネル推定器のために、ＣＲＳ干渉除去が、サービングセルのチャネル
推定値を改善するために使用され得る。例えば、ＬＴＥ／－Ａにおいて、干渉するＣＲＳ
のトーンポジションがサービングセルのＣＲＳのトーンポジションと衝突する場合、ＣＲ
Ｓ干渉除去が、干渉するＣＲＳのトーンを除去するために使用され得る。除去は、干渉す
るＣＲＳのトーンを取り除き、それによって、サービングセルのチャネル推定をより精確
にする。
【００５７】
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　第１のセル、セル１がサービングセルであり、第２のセル、セル０が干渉セルである２
つのセルの例を考慮する。干渉セル０がサービングセル１よりも強いと仮定する。この構
成において、ＣＲＳトーンポジションにおける受信信号ベクトルは、
【数１３】

【００５８】
と表現され得る。干渉、
【数１４】

【００５９】
の存在により、従来の単一のセルのチャネル推定、
【数１５】

【００６０】
は、不満足な結果を生成するはずである。この結果に対処するために、ＣＲＳ干渉除去を
利用するスキームにおいて、受信機またはＵＥは、

【数１６】

【００６１】
を得るために、

【数１７】

【００６２】
といった単一のセルのチャネル推定器を用いて、まず、干渉チャネルゲイン、

【数１８】

【００６３】
を推定し、干渉、
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【数１９】

【００６４】
を再構築し、それを

【数２０】

【００６５】
から減算する。

【数２１】

【００６６】
は、

【数２２】

【００６７】
よりも強いため、推定値、

【数２３】

【００６８】
は精確なものとなり、残りの干渉、

【数２４】

【００６９】
は、小さくなり、従って、

【数２５】

【００７０】
は、
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【数２６】

【００７１】
といった単一のセルのチャネル推定器を使用して、

【数２７】

【００７２】
から精確に推定され得る。
【００７３】
　チャネル推定の精度は、除去の精度を改善し、従って、チャネル推定の品質を改善する
ために、反復する干渉除去を使用することによって、更に改善され得る。上記の２つのセ
ルの例において、２回の反復が両方のセルのために使用される場合、手順は、表１に提供
されるように書かれることができる。
【表１】

【００７４】
ここで、

【数２８】

【００７５】
は、Ｋ回目の反復の最後におけるセルｉのための再構築されたシンボルベクトルを表す。
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【数２９】

【００７６】
を定義することにより、反復のための入力および出力の式は、表２に提供されるように表
現され得る。

【表２】

【００７７】
ここで、
【数３０】

【００７８】
は初期値であり、
【数３１】

【００７９】
であり、
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【数３２】

【００８０】
である。
【００８１】
　反復処理は、各セルの信号に関し得られた推定値を活用する。表１を参照すると、第１
の反復は、干渉するセル、セル０から始まる。これは、干渉する信号の推定値、
【数３３】

【００８２】
を結果としてもたらす。この推定により、ターゲットセルであるセル１による干渉除去の
第１の反復は、ターゲットセルの信号の推定値

【数３４】

【００８３】
を得る。推定

【数３５】

【００８４】
により、干渉信号のより良好な推定値

【数３６】

【００８５】
が得られることができる。第２の反復が、次に、第１の反復の結果を使用して、セル０の
ための干渉除去から開始され、第２の、より精確な、干渉するセルの信号の推定値
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【数３７】

【００８６】
を結果としてもたらす。再び、干渉するセルの信号の改善された推定値

【数３８】

【００８７】
により、ターゲットセルの信号のより精確な推定値
【数３９】

【００８８】
がまた、セル１における干渉除去の第２の反復を使用して、得られることができる。実際
的な応用において、この反復処理は、適度に精確な信号推定値、従ってチャネル推定値を
達成するために、２回または３回行われることができる。
【００８９】
　単一のセルのシナリオと同様に、複数のセルのチャネル推定値は、同様の技法を使用す
ることによって、改善され得る。例えば、サブフレームｎ－１、ｎ、およびｎ＋１といっ
た隣接サブフレームからの観察されたＲＳが、
【数４０】

【００９０】
を推定するために使用され得る。加えて、経時的な（例えば、サブフレーム、フレーム、
スロット等の）シンプルなフィルタリング

【数４１】

【００９１】
において、

【数４２】

【００９２】
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は、単一のサブフレームｎに基づいた現在のチャネル推定値である。
【００９３】
　単一のセルおよび複数のセルのチャネル推定器によるこれらの基準信号干渉除去技法は
、実際的な応用において、使用可能な干渉除去結果を提供する。しかしながら、より良い
モデリングによるにしろ、より効率的なアルゴリズムによるにしろ、干渉除去処理におけ
る改善は、無線通信経験を改善するための一般的な目標である。理論上のフレームワーク
において、干渉除去は、カルマンフィルタリングに基づくチャネル推定アルゴリズムの使
用により、最適な結果を達成できる。
【００９４】
　カルマンフィルタリングは、一般的に、ノイズ（ランダム変動）および他の誤り（inac
curacies）を含む、経時的に観察された測定値を使用し、測定値の真の値により近い傾向
にある値、およびそれらの関連づけられた計算値を、再帰的に生成する数学的な方法であ
る。カルマンフィルタリング処理において、チャネルフェージング処理は、一次マルコフ
過程（1st order Markov process）としてモデル化される。

【数４３】

【００９５】
であり、ここで、ｎは、時間またはサブフレームのインデックスであり、

【数４４】

【００９６】
は、サブフレーム間の相関をとらえ、

【数４５】

【００９７】
は、革新過程（innovation process）と呼ばれる。革新過程は、チャネルが経時的にどの
ように変化するかを識別し、関連付ける（relate）コンポーネントである。このチャネル
ゲインモデルを使用すると、受信されたまたは観察された信号は、ノイズの多い観察値で
ある、

【数４６】

【００９８】
によって表される。ここにおいて、ｙ［ｎ]は、観察され、
【数４７】
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【００９９】
は、システムに知られており、ｎ［ｎ]は、付加的なノイズであり、ある形態のｈは、式
（６）、およびそれが経時的にどのように発展するかに基づき、既知である。
【０１００】
　カルマンフィルタリングは、再帰的な推定器であり、チャネルゲイン、
【数４８】

【０１０１】
のようなシステムの状態の推定値を形成するために、上記式（６）のようなシステムの動
作的なモデル、および式（７）の
【数４９】

【０１０２】
のような測定値を使用するが、それは、単一のサブフレームからといった、任意の１つの
測定値のみを使用して得られた推定値よりも、一般的に良好である。カルマンフィルター
は、再帰的に働き、新しい状態を計算するために、システムの状態の、全システム状態履
歴ではなく、最後の「最良の推測」のみを使用する。
【０１０３】
　カルマンフィルタリングソリューションは、２つの別個のフェーズ、すなわち、予測フ
ェーズおよび更新フェーズに分解され得る。チャネルフェージング処理、および上記式（
６）および式（７）からの受信された信号を考慮すると、カルマンフィルターソリューシ
ョンは、次のように与えられる。
【０１０４】
予測フェーズ：

【数５０】

【０１０５】
これは、現在のチャネル推定値の最適な推定または予測を提供する。
【０１０６】
更新フェーズ：

【数５１】

【０１０７】
ここで、
【数５２】
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は、式
【数５３】

【０１０９】
により与えられたカルマンゲインであり、ここで、
【数５４】

【０１１０】
は、式、
【数５５】

【０１１１】
により与えられた推定された共分散であり、ここで、Ｅｍは、式（６）に示されるチャネ
ル、

【数５６】

【０１１２】
のための革新過程の共分散である。
【０１１３】
　カルマンゲイン、

【数５７】

【０１１４】
の導出は、一般的に計算するのに費用がかかり、実際の無線通信システムにおいて典型的
に利用可能ではない、
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【数５８】

【０１１５】
の知識を必要とする。従って、カルマンフィルタリングに基づくチャネル推定が、理論上
最適な推定を提供する一方で、それは、無線通信システムの運用を動作させるのに使用す
るには、実用的でない。
【０１１６】
　カルマンフィルター処理を考慮すると、興味深い観察が行われることができる。式（８
）～（９）を再び参照すると、カルマン更新フェーズ、
【数５９】

【０１１７】
は、予測とみなされることができ、カルマンゲイン、

【数６０】

【０１１８】
は、チャネル推定器とみなされることができ、一方で、

【数６１】

【０１１９】
は、ターゲットセルおよび非ターゲットセルにおける送信された信号の干渉除去とみなさ
れ得る。これは、

【数６２】

【０１２０】
と書き直され得る、式（５）のＣＲＳ干渉除去の式と比較されることができ、ここで、
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【数６３】

【０１２１】
は、チャネル推定器であり、

【数６４】

【０１２２】
は、非ターゲットセルによって送信された干渉信号の干渉除去である。従って、カルマン
フィルタリング更新フェーズとＣＲＳ干渉除去処理との間は類似している。
【０１２３】
　カルマンフィルタリングとＣＲＳ干渉除去処理との間の主な相違点の１つは、カルマン
フィルタリングでは、干渉除去が、ターゲットセルを含む全てのセルのために行われる点
である。従って、以前のサブフレームでは推定されなかったチャネルの一部である、チャ
ネルの残留部分、
【数６５】

【０１２４】
のみを、推定されるように残す、ターゲットセルの信号の自己除去が存在する。
【０１２５】
以前のサブフレームの推定値、
【数６６】

【０１２６】
が、この後再び加えられる。対照的に、ＣＲＳ干渉除去において行われる自己除去は存在
しない。干渉除去は、非ターゲット干渉セルのために行われる。従って、ＣＲＳ干渉除去
では、ターゲットセルのチャネルが、完全に再度推定される。
【０１２７】
　カルマンフィルタリングとＣＲＳ干渉除去処理との間の別の相違点は、カルマンフィル
ターが最適なチャネル推定器、
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【数６７】

【０１２８】
を使用するのに対し、ＣＲＳ干渉除去は次善のチャネル推定器を使用し得る点である。さ
らに、ＣＲＳ干渉除去が複数回の反復を使用し得るのに対し、カルマンフィルタリングは
、一般的に単一回の反復のみを使用するが、それは、カルマンフィルターがいずれの所与
のサブフレームにとっても最適であるので、カルマンフィルタリングの複数回の反復は一
般的に不必要であるためである。
【０１２９】
　ＣＲＳ干渉除去処理とカルマンフィルタリングとの間の類似点および相違点を認識して
、チャネル推定の性能を改善する変更が、複数のセルのＣＲＳ干渉除去に適用され得る。
干渉除去手順が各新しいサブフレームごとに完全にゼロから再スタートすることを必要と
する代わりに、処理は、以前のサブフレームからの推定値を使用して初期化され、

【数６８】

【０１３０】
を導く。ここで、以前０に初期化された初期値、
【数６９】

【０１３１】
は、カルマン予測、
【数７０】

【０１３２】
を用いて、ここで初期化される。簡潔な設計のため、
【数７１】

【０１３３】
は、１と等しいと仮定され得る。従って、チャネル推定値、
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【数７２】

【０１３４】
を初期化することは、以前のサブフレームからの以前の推定値、

【数７３】

【０１３５】
である。しかしながら、追加の態様において、より精確なサブフレーム間相関値が計算さ
れ得る。このような態様において、チャネル推定値を初期化することは、以前のサブフレ
ーム推定値に基づくが、必ずしも以前の推定値と同一である必要はない。
【０１３６】
　図５Ａは、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図である。図５Ｂは、本開示の一態様に従って構成されたＵＥ５０を示したブロッ
ク図である。ブロック５００では、全てのセルのための現在のチャネル推定値が記憶チャ
ネル推定値メモリ５１２に記憶された以前のチャネル推定値を用いて信号除去プロセッサ
５１３で初期化される。ターゲットセルが、ＵＥ５０のセルセレクタ／処理マネジャ５１
１により、ブロック５０１において選択される。非ターゲットセルの干渉信号は、ブロッ
ク５０２において、受信された信号から信号除去プロセッサ５１３で除去される。除去の
後に結果として生じる信号は、残りの信号と呼ばれる。残りの信号は、チャネル推定器５
１０を使用して、ブロック５０３においてフィルタリングされる。現在のチャネル推定値
は、フィルタリングされた残りの信号を使用し、ターゲットセルのための記憶チャネル推
定値メモリ５１２に、ブロック５０４において更新される。モバイルデバイスが各セルを
ターゲットセルとしたチャネル推定値を分析したかどうかの決定が、セルセレクタ／処理
マネジャ５１１によってブロック５０５においてなされる。そうでなければ、次のセルが
ブロック５０６においてターゲットセルのためのセルセレクタ／処理マネジャ５１１によ
って選択され、処理がブロック５０２における干渉信号の除去から繰り返される。全ての
セルがターゲットセルとして考慮された場合は、次に、全ての反復が行われたかどうかの
決定がセルセレクタ／処理マネジャ５１１によってブロック５０７においてなされる。そ
うでなければ、次に、セルセレクタ／処理マネジャ５１１はブロック５０８において次の
反復へ進み、ターゲットセルを最初のセルにリセットする。全ての反復が行われた場合に
は、ブロック５０９において、ターゲットチャネル推定処理が終了する。このような機能
によって、現在のサブフレームのためのチャネル推定値は、以前のサブフレームまたは以
前の反復のいずれかからの推定値に基づいて推定される。
【０１３７】
　本開示の追加の態様において、カルマンフィルターの自己除去の態様もまた、結果とし
て生じるチャネル推定値を改善するために、ＣＲＳ干渉除去処理に追加され得る。以前の
サブフレームと同等のまたはそれに基づいたチャネル推定値を用いて、推定処理を初期化
することに加え、干渉除去が、受信された信号から、ターゲットセルからの信号を含む全
ての干渉信号を除去する。自己除去を用いた、変更されたこのＣＲＳ干渉除去処理は、
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【数７４】

【０１３８】
と表され得る。
【０１３９】
 変更されたＣＲＳ干渉除去処理の自己除去の態様によると、受信された信号から全ての
干渉信号を除去した後は、残留信号のみが残る。結果として生じるチャネル推定値は、以
前のサブフレームまたは以前の反復のいずれかのチャネル推定値に基づいた、フィルタリ
ングされた残留信号またはチャネル推定値自体に基づく。図５に示される機能ブロックは
、ｅＮＢまたはＵＥによって実行され得る。例えば、機能命令またはブロックは、メモリ
４４２または４８２といったメモリに記憶されることができ、コントローラプロセッサ４
４０または４８０によって実行され得る。
【０１４０】
　図６は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。ブロック６００において、全てのセルのためのチャネル推定値が、以前の
サブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を用いて初期化される。ターゲッ
トセルが、ブロック６０１において選択される。ブロック６０２において、ターゲットセ
ルおよび非ターゲットセルの干渉信号が現在のセルにおける、受信された信号から除去さ
れ、残留信号のみを残す。残留信号は、チャネル推定器を使用して、ブロック６０３にお
いて、フィルタリングされる。現在のチャネル推定値が、次に、フィルタリングされた残
留信号および以前のチャネル推定値を使用して、ブロック６０４において、ターゲットセ
ルのために更新される。ブロック６０５において、セルの全てがチャネル推定値のために
分析されたかどうかの決定がなされる。そうでなければ、この後、処理は、ブロック６０
６において、ターゲットセルを次のセルへ移行させ、ブロック６０２から分析を繰り返す
。セルの全てが分析されていた場合には、ブロック６０７において、全ての反復が行われ
たかどうかの別の決定がなされる。そうでなければ、この後、ブロック６０８において、
処理は次の反復へと進み、ターゲットセルは、分析された最初のセルに移行し、ブロック
６０２において分析が再開する。全ての反復が行われた場合、処理はブロック６０９にお
いて終了する。本開示の追加の態様におけるこのような機能によって、ターゲットセルか
らの信号を含む、全ての干渉信号が、受信された信号から除去される。現在のチャネル推
定値は、この後、残留信号と、以前のサブフレームまたは以前の反復と同等のチャネル推
定値またはそれに基づいたチャネル推定のいずれかと、に基づく。
【０１４１】
　単一のセルの応用例では、図６に示された処理は、複数のセルおよび複数の反復のため
のループなしで動作することに注意すべきである。図５についても同様のことが言える。
また、図５の例示的な処理では、除去ブロック５０２が、ある特定の実施形態において省
略され得るので、処理は単一のセルのチャネル推定器へと低下する。
【０１４２】
　このように、図５の例示的な実施形態は、以前のチャネル推定値を用いて全てのセルの
ためのチャネル推定を初期化し、非ターゲットセルの基準信号を除去して、ターゲットセ
ルのチャネル推定値を精確に更新することを含む、第１の実施形態に係る処理のためのブ
ロックを提供する一方で、図６の例示的な実施形態は、以前のチャネル推定値を用いて全
てのセルのためのチャネル推定値を初期化し、全てのセルの基準信号を除去して、ターゲ
ットセルの残留チャネル推定値を精確に推定し、このチャネル推定値を更新することを含
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む、代替の実施形態に係る処理のためのブロックを提供する。
【０１４３】
　図１の例示的な無線ネットワーク１００のような無線ネットワークにおいて、ＵＥ１２
０は、ｅＮＢ１１０ｄ、１１０ｅ、１１０ｆといった複数のｅＮＢに近接した位置に位置
し得るので、ＵＥ１２０によって受信された信号は、ターゲットｅＮＢ（例えば、ｅＮＢ
１１０ｆ）からの信号送信を含むだけでなく、非ターゲットセルをカバーする他のｅＮＢ
１１０ｄおよび１１０ｅから送信された干渉信号をも含み得る。ＵＥ１２０は、本開示の
一態様に従って構成され、従って、干渉ＣＲＳを除去する際、ＵＥ１２０の構成に依存し
て、上記図５または６のいずれかの機能ブロックに従って動作する。
【０１４４】
　図７は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。例示的な態様の一構成では、無線通信のために構成されたＵＥ１２０は、
以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル
推定値を初期化するための手段を含む。この手段は、メモリ４８２から以前のサブフレー
ムのための以前のチャネル推定値を検索する受信プロセッサ４５８を含む（ブロック７０
０）。受信プロセッサ４５８は次に、検索された以前のチャネル推定値を使用して、現在
のチャネル推定値を初期化する（ブロック７０１）。ＵＥはまた、複数のセルのうちから
ターゲットセルを選択するための手段を含み、受信プロセッサが、セルのうちの１つを処
理のためのターゲットセルとして指定する（ブロック７０２）。ＵＥはまた、ターゲット
セルにおける受信された信号から非ターゲットセルの干渉信号を除去するための手段を含
む。除去するためのこうした手段は、受信された信号から非ターゲット干渉信号を減算す
る受信プロセッサ４５８を含み得る（ブロック７０３）。ＵＥはさらに、残りの信号にチ
ャネル推定器を適用する受信プロセッサ４５８により、残りの信号をフィルタリングする
ための手段を含む（ブロック７０４）。ＵＥはまた、フィルタリングされた残りの信号を
使用して、現在のチャネル推定値を更新するための手段を含む。このような手段は、フィ
ルタリングされた残りの信号を使用して、ターゲットセルの現在のチャネル推定値を更新
し（ブロック７０５）、この後、メモリ４８２に更新されたチャネル推定値を記憶する（
ブロック７０６）、受信プロセッサ４５８を含む。
【０１４５】
　図８は、本開示の一態様を実現するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。別の構成においては、無線通信のために構成されたＵＥ１２０は、以前の
サブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネル推定値
を初期化するための手段を含む。図７に示されるＵＥ１２０の場合と同様に、手段は、メ
モリ４８２から以前のサブフレームのための以前のチャネル推定値を検索する受信プロセ
ッサ４５８を含む（ブロック８００）。受信プロセッサ４５８は次に、検索された以前の
チャネル推定値を使用して、現在のチャネル推定値を初期化する（ブロック８０１）。Ｕ
Ｅ１２０はまた、受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号
を除去するための手段を含む。除去するためのこうした手段は、受信された信号からター
ゲットおよび非ターゲット干渉信号の両方を減算する受信プロセッサ４５８を含み得る（
ブロック８０２）。ＵＥ１２０はまた、受信プロセッサ４５８が受信された信号にチャネ
ル推定器を適用する場合に、残留信号をフィルタリングするための手段を含む（ブロック
８０３）。ＵＥはまた、フィルタリングされた残留信号を使用して、現在のチャネル推定
値を更新するための手段をも含む。このような手段は、フィルタリングされた残留信号を
使用してターゲットセルの現在のチャネル推定値を更新し（ブロック８０４）、この後、
更新されたチャネル推定値をメモリ４８２に記憶する（ブロック８０５）、受信プロセッ
サ４５８を含む。
【０１４６】
　当業者は、情報および信号がさまざまな異なるテクノロジーおよび技法のうちのいずれ
かを用いて表されうることを理解するはずである。例えば、上記の説明にわたって言及さ
れ得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧
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、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、またはそれらの任意の組み合
わせによって表され得る。
【０１４７】
　図５、６、７、および８における機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子
デバイス、ハードウェアデバイス、電子コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェ
アコード、ファームウェアコード等、またはそれらの任意の組み合わせを備え得る。
【０１４８】
　当業者はさらに、ここでの本開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップが、電子ハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、または両者の組み合わせとして実現されうることを理解するはずである。
ハードウェアおよびソフトウェアのこの相互互換性を明確に説明するために、様々な例示
的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に
関して一般的に上述されている。このような機能がハードウェアとして実現されるか、ソ
フトウェアとして実現されるかは、システム全体に課される特定の用途および設計の制約
に依存する。当業者は、説明された機能を、各特定の用途のために様々な方法で実現でき
るが、このような実現の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生ずるものとして解釈される
べきではない。
【０１４９】
　本開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は
、ここで説明された機能を行うように設計された、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプ
ロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、または他のプログラマブル論理デバイス、離散ゲートまたはト
ランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、またはそれらの任意の組み合わせを
用いて、実現または行い得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、あ
るいは、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ
、またはステートマシンであることができる。プロセッサはまた、コンピューティングデ
バイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰと、マイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッ
サ、ＤＳＰコアと連結した１つまたはそれ以上のマイクロプロセッサとの組み合わせ、ま
たは任意の他のこうした構成として、実現され得る。
【０１５０】
　ここでの本開示に関して説明されている方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェアにおいて、プロセッサにより実行されたソフトウェアモジュールにおいて、ま
たは２つの組み合わせにおいて、具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメ
モリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジ
スタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当該技術で知られ
ている非一時的な記憶媒体の任意の他の形態中に存在できる。例示的な非一時的な記憶媒
体は、プロセッサに結合されるので、プロセッサは、記憶媒体から情報を読み取り、記憶
媒体へ情報を書き込むことができる。あるいは、記憶媒体は、プロセッサに組み込まれ得
る。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣの中に存在できる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末
に存在し得る。あるいは、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末において、離散コン
ポーネントとして存在できる。
【０１５１】
　１つまたはそれ以上の例示的な設計において、説明された機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、または任意のそれらの組み合わせで実現され得る。ソフトウ
ェアで実現される場合、機能は、コンピュータ可能媒体で、１つまたはそれ以上の命令ま
たはコードとして記憶され、または伝送され得る。コンピュータ可読媒体は、非一時的な
コンピュータ記憶媒体を含む。非一時的な記憶媒体は、汎用または専用のコンピュータに
よってアクセスされ得る、任意の入手可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、こ
のようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、また
は他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置、または他の磁気記憶デバイス、また
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は命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するため
に使用可能で、汎用または専用のコンピュータ、または汎用または専用のプロセッサによ
ってアクセス可能な、任意の他の媒体を含むことができる。ディスク（disk）およびディ
スク（disc）は、ここで使用される場合、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザ
ーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc
）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）、およびブルーレイ（登録商標
）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は通常、データを磁気的に再生するが、デ
ィスク（disc）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。 上記の組み合わせも
また、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれることができる。
【０１５２】
　本開示の先の説明は、いずれの当業者も本開示を製造または使用することが可能となる
ように提供される。本開示への様々な変更が、当業者には容易に明らかであり、ここに定
義される一般的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他の変形例に
適用され得る。従って、本開示はここに説明される例および設計に限定されることを意図
するものではなく、ここに開示される原理および新規の特徴と一致する、最も広い範囲が
付与されるべきである。　
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]
　無線通信の方法であって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化することと、
　複数のセルのうちからターゲットセルを選択することと、
　前記ターゲットセルにおける受信された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲット
セルの干渉信号を除去することであって、前記除去することは、結果として残りの信号を
生じることと、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングすることと、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新することと、
　を含む、方法。
[Ｃ２]
　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択することと、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去すること、前記フィルタリングすること、
および前記更新することを行うことと、
をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ３]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ４]
　前記除去すること、前記フィルタリングすること、および前記更新することは、複数回
の反復にわたって行われる、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ５]
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って、前記以前のチャネルを変更することと、
をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ６]
　無線通信の方法であって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化することと、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去すること
であって、前記除去することは、結果として残留信号を生じることと、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングすることと、
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　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して前記タ
ーゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新することと、
　を含む、方法。
[Ｃ７]
　前記除去することは、
　前記ターゲットセルと、
　複数のセルと、
　のうちの一方から発生した前記干渉信号に対して行われる、Ｃ６に記載の方法。
[Ｃ８]
　前記干渉信号は、前記複数のセルから発生し、前記干渉すること、前記フィルタリング
すること、および前記更新することは、前記ターゲットセル、および前記複数のセルの各
セルのために行われる、Ｃ７に記載の方法。
[Ｃ９]
　前記ターゲットセル、および前記複数のセルの各セルのための、前記除去すること、前
記フィルタリングすること、および前記更新することは、複数回の反復にわたって行われ
る、Ｃ８に記載の方法。
[Ｃ１０]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ６に記載の方法。
[Ｃ１１]
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って、前記以前のチャネル推定値を変更することと、
　をさらに含む、Ｃ６に記載の方法。
[Ｃ１２]
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化する手段と、
　複数のセルのうちからターゲットセルを選択する手段と、
　前記ターゲットセルにおける受信された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲット
セルの干渉信号を除去する手段であって、結果として残りの信号を生じる、除去する手段
と、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングする手段と、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新する手段と、
　を含む、ユーザ機器（ＵＥ）。
[Ｃ１３]
　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択する手段と、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去する手段、前記フィルタリングする手段、
前記更新する手段、を行う手段と、
　をさらに含む、Ｃ１２に記載のＵＥ。
[Ｃ１４]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ１２に記載のＵＥ。
[Ｃ１５]
　前記除去する手段、前記フィルタリングする手段、前記更新する手段は、複数回の反復
にわたって行われる、Ｃ１２に記載のＵＥ。
[Ｃ１６]
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算する手段と、
　前記相関に従って、前記以前のチャネル推定値を変更する手段と、
　をさらに含む、Ｃ１２に記載のＵＥ。
[Ｃ１７]
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
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　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化する手段と、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去する手段
であって、結果として残留信号を生じる、除去する手段と、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングする手段と、
　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して前記タ
ーゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新する手段と、
　を含む、ユーザ機器（ＵＥ）。
[Ｃ１８]
　前記除去する手段は、
　前記ターゲットセルと、
　複数のセルと、
　のうちの一方から発生した前記干渉信号に対して行われる、Ｃ１７に記載のＵＥ。
[Ｃ１９]
　前記干渉信号は、前記ターゲットセル、および前記複数のセルのうちの一方から発生し
、前記除去する手段、前記フィルタリングする手段、および前記更新する手段は、前記タ
ーゲットセル、および前記複数のセルの各セルのために行われる、Ｃ１８に記載のＵＥ。
[Ｃ２０]
　前記ターゲットセル、および前記複数のセルの各セルを、前記除去する手段、前記フィ
ルタリングする手段、および前記更新する手段が、複数回にわたって行われる、Ｃ１９に
記載のＵＥ。
[Ｃ２１]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ１７に記載のＵＥ。
[Ｃ２２]
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算する手段と、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更する手段と、
　をさらに含む、Ｃ１７に記載のＵＥ。
[Ｃ２３]
　プログラムコードが記録されたコンピュータ可読媒体を含む、無線ネットワークにおけ
る無線通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記プログラムコードは、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化するためのプログラムコードと、
　複数のセルのうちからターゲットセルを選択するためのプログラムコードと、
　前記ターゲットセルにおける受信された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲット
セルの干渉信号を除去するためのプログラムコードであって、前記除去するためのプログ
ラムコードの実行は、結果として残りの信号を生じる、除去するためのプログラムコード
と、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングするためのプログラムコー
ドと、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新するためのプログラムコードと、
　を含む、コンピュータプログラム製品。
[Ｃ２４]
　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択するためのプログラムコードと、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去するためのプログラムコード、前記フィル
タリングするためのプログラムコード、および更新するためのプログラムコードを実行す
るためのプログラムコードと、
　をさらに含む、Ｃ２３に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ２５]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ２３に記載のコンピュ
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ータプログラム製品。
[Ｃ２６]
　前記除去するためのプログラムコード、前記フィルタリングするためのプログラムコー
ド、および前記更新するためのプログラムコードが、複数回の反復にわたって行われる、
Ｃ２３に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ２７]
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算するためのプログラ
ムコードと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更するためのプログラムコードと、
　をさらに含む、Ｃ２３に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ２８]
　プログラムコードが記録されたコンピュータ可読媒体を含む、無線ネットワークにおけ
る無線通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記プログラムコードは、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化するためのプログラムコードと、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去するため
のプログラムコードであって、結果として残留信号を生じる、前記除去するためのプログ
ラムコードと、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングするためのプログラムコード
と、
　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して、前記
ターゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新するためのプログラムコードと、
　を含む、コンピュータプログラム製品。
[Ｃ２９]
　前記除去するためのプログラムコードは、
　前記ターゲットセルと、
　複数のセルと、
　のうちの一方から発生した前記干渉信号に対して行われる、Ｃ２８に記載のコンピュー
タプログラム製品。
[Ｃ３０]
　前記干渉信号は、前記ターゲットセル、および前記複数のセルのうちの一方から発生し
、前記除去するためのプログラムコード、前記フィルタリングするためのプログラムコー
ド、および前記更新するためのプログラムコードは、前記ターゲットセル、および前記複
数のセルの各セルのために行われる、Ｃ２９に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ３１]
　前記ターゲットセル、および前記複数のセルの各セルのための、前記除去するためのプ
ログラムコード、前記フィルタリングするためのプログラムコード、および前記更新する
ためのプログラムコードが、複数回の反復にわたって行われる、Ｃ３０に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
[Ｃ３２]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ２８に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
[Ｃ３３]
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算するためのプログラ
ムコードと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更するためのプログラムコードと、
　をさらに含む、Ｃ２８に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ３４]
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　少なくとも１つのプロセッサと、
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　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を含み、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化することと、
　複数のセルのうちからターゲットセルを選択することと、
　前記ターゲットセルにおける受信された信号から前記複数のセルのうちの非ターゲット
セルの干渉信号を除去することであって、結果として残りの信号を生じる、除去すること
と、
　チャネル推定器を使用して前記残りの信号をフィルタリングすることと、
　前記フィルタリングされた残りの信号を使用して前記ターゲットセルの前記現在のチャ
ネル推定値を更新することと、
　のために構成される、ユーザ機器（ＵＥ）。
[Ｃ３５]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記複数のセルのうちから次のターゲットセルを選択することと、
　前記次のターゲットセルのために、前記除去すること、前記フィルタリングすること、
および前記更新すること、を行うことと、
　のためにさらに構成される、Ｃ３４に記載のＵＥ。
[Ｃ３６]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ３４に記載のＵＥ。
[Ｃ３７]
　除去することと、フィルタリングすることと、更新することとのための、前記少なくと
も１つのプロセッサの前記構成は、複数回の反復にわたって行われる、Ｃ３４に記載のＵ
Ｅ。
[Ｃ３８]
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更することと、
　のためにさらに構成される、Ｃ３４に記載のＵＥ。
[Ｃ３９]
　無線通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を含み、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　以前のサブフレームのために計算された以前のチャネル推定値を使用して現在のチャネ
ル推定値を初期化することと、
　受信された信号からターゲットセルおよび非ターゲットセルの干渉信号を除去すること
であって、結果として残留信号を生じる、除去することと、
　チャネル推定器を使用して前記残留信号をフィルタリングすることと、
　前記フィルタリングされた残留信号および前記以前のチャネル推定値を使用して、前記
ターゲットセルの前記現在のチャネル推定値を更新することと、
　のために構成される、ユーザ機器（ＵＥ）。
[Ｃ４０]
　除去することのための前記少なくとも１つのプロセッサの前記構成は、
　前記ターゲットセルと、
　複数のセルと、
　のうちの一方から発生した前記干渉信号に対して行われる、Ｃ３９に記載のＵＥ。
[Ｃ４１]
　前記干渉信号は、前記ターゲットセル、および前記複数のセルから発生し、除去するこ
とと、フィルタリングすることと、更新することとのための前記少なくとも１つのプロセ
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る、Ｃ４０に記載のＵＥ。
[Ｃ４２]
　前記ターゲットセル、および前記複数のセルの各セルのための、除去することと、フィ
ルタリングすることと、更新することとのための、前記少なくとも１つのプロセッサによ
る前記構成は、複数回の反復にわたって行われる、Ｃ４１に記載のＵＥ。
[Ｃ４３]
　前記チャネル推定器は、単一のセルのチャネル推定器を含む、Ｃ３９に記載のＵＥ。
[Ｃ４４]
　現在のサブフレームと前記以前のサブフレームとの間の相関を計算することと、
　前記相関に従って前記以前のチャネル推定値を変更することと、
　をさらに含む、Ｃ３９に記載の前記ＵＥ。
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