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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つの次元を有し、そのうちの１つが周波数であるマルチキャリアリソース
空間（１００）を使用し、データストリームをパラレルデータストリーム列へと分割し、
分割された該パラレルデータストリーム列をそれぞれ変調して異なる周波数上で並行して
送信するマルチユーザ・マルチキャリア通信システム（１０）における無線通信方法であ
って、
　第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）
との間で通信するために、前記マルチキャリアリソース空間（１００）全体のうち、２つ
以上のキャリアからなるリソースを含んでいる第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）
を割り当てるステップと、
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第２のノード（２０、３０；３０
Ａ－Ｂ）との間で行われる通信についての推定された無線状態に関連するデータを取得す
るステップと、
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と第３のノード（２０、３０；３０Ａ－
Ｂ）との間で通信するために、前記マルチキャリアリソース空間（１００）全体のうち、
２つ以上のキャリアからなるリソースを含んでいる第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－
Ｆ）を割り当てるステップと、
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第３のノード（２０、３０；３０
Ａ－Ｂ）との間で行われる通信についての推定された無線状態に関連するデータを取得す
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るステップと、
　それぞれ異なる推定された複数の無線状態向けの少なくとも２つのパイロットリソース
設定を使用するためのアクセスを提供するステップと
を含み、
　前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）は、パイロットリソース設定に関連して
いるとともに、前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無
線状態について必要とされるパイロットのニーズに対応しており、
　前記第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）は、パイロットリソース設定に関連して
いるとともに、前記第３のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無
線状態について必要とされるパイロットのニーズに対応しており、
　前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）と前記第２のリソースサブ空間（１０８
Ａ－Ｆ）とのうちの少なくとも一方は、前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）ま
たは前記第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）に含まれるパイロットリソースとデー
タリソースとの双方を有するキャリアを含むことを特徴とする無線通信方法。
【請求項２】
　前記マルチキャリアリソース空間（１００）全体は、それぞれ異なるパイロットリソー
ス設定を有する複数の部分（１１０Ａ－Ｄ）に分割されており、
　前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）を割り当てるステップは、前記第２のノ
ード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に対して適切なパイロ
ットリソース設定を有する部分における前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）を
選択するステップを含み、
　前記第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）を割り当てるステップは、前記第２のノ
ード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に対して適切なパイロ
ットリソース設定を有する部分における前記第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）を
選択するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項３】
　前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に対し
て適切なパイロットリソース設定を有するリソース空間部分（１１０Ａ－Ｄ）が利用可能
でない場合に、任意となる第１のマルチキャリアリソースサブ空間を選択するステップと
、
　選択された前記第１のマルチキャリアリソースサブ空間内のパイロットリソース設定を
、前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）または前記第３のノード（２０、３０；
３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に対して適切となるよう適合させるステッ
プと
をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の無線通信方法。
【請求項４】
　前記第１のマルチキャリアリソースサブ空間を選択するステップと、
　前記第２のマルチキャリアリソースサブ空間を選択するステップと、
　前記第１のマルチキャリアリソースサブ空間が選択されたあとで、該第１のマルチキャ
リアリソースサブ空間内のパイロットリソース設定を、前記第２のノード（２０、３０；
３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に対して適切となるよう適合させるととも
に、前記第２のマルチキャリアリソースサブ空間が選択されたあとで、該第２のマルチキ
ャリアリソースサブ空間内のパイロットリソース設定を、前記第３のノード（２０、３０
；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に対して適切となるよう適合させるステ
ップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の無線通信方法。
【請求項５】
　前記マルチキャリアリソース空間（１００）は、時間の次元を有していることを特徴と
する請求項１ないし４のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項６】
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　前記マルチキャリアリソース空間（１００）は、符号の次元を有していることを特徴と
する請求項１ないし５のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項７】
　　前記マルチキャリアリソース空間（１００）は、空間の次元を有していることを特徴
とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項８】
　前記取得のステップは、無線状態の組み合わせを推定するステップをさらに含むことを
特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項９】
　前記推定された無線状態の組み合わせには、ドップラーシフトの状態とコヒーレンス時
間の状態とのうち少なくとも一方が含まれることを特徴とする請求項８に記載の無線通信
方法。
【請求項１０】
　前記推定された無線状態の組み合わせには、遅延分散の状態とコヒーレンス帯域幅との
うち少なくとも一方が含まれていることを特徴とする請求項８または９に記載の無線通信
方法。
【請求項１１】
　前記推定のステップは、前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第３のノ
ードとのそれぞれについての位置の情報または速度の情報の少なくとも一方に基づいて実
行されることを特徴とする請求項８ないし１０のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項１２】
　前記取得のステップは、好適なパイロットリソース設定についての指示または示唆の少
なくとも一方を受信するステップを含むことを特徴とする請求項１ないし１１のいずれか
１項に記載の無線通信方法。
【請求項１３】
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）は、
　ユーザ装置、
　移動局、
　基地局、
　アクセスポイント（２０）、および、
　中継装置
のうちから選択されることを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の無線
通信方法。
【請求項１４】
　前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第３のノードとのうち少なくとも
一方は、
　ユーザ装置、
　移動局、
　基地局、
　アクセスポイント（２０）、および、
　中継装置
のうちから選択されることを特徴とする請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の無線
通信方法。
【請求項１５】
　前記第１のリソースサブ空間に含まれるリソースは、下り回線（２２；２２Ａ－Ｂ）の
通信用に割り当てられることを特徴とする請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の無
線通信方法。
【請求項１６】
　前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）および前記第３のノードについて推定さ
れた前記無線状態に関連するデータを取得するステップは、基地局又はアクセスポイント
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（２０）において実行されることを特徴とする請求項１５に記載の無線通信方法。
【請求項１７】
　前記第１のパイロットリソース設定を特徴付けるデータを、前記基地局または前記アク
セスポイント（２０）から前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）へと転送するス
テップと、
　前記第２のパイロットリソース設定を特徴付けるデータを、前記基地局または前記アク
セスポイント（２０）から前記第３のノードへと転送するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の無線通信方法。
【請求項１８】
　前記第１のリソースサブ空間に含まれるリソースと前記第２のリソースサブ空間に含ま
れるリソースは、上り回線（２４；２４Ａ－Ｂ）の通信用に割り当てられることを特徴と
する請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項１９】
　前記第２のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に関連するデ
ータを取得するステップは、基地局又はアクセスポイント（２０）において実行され、そ
の後で、前記第２のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に関連
するデータを前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）へと転送するステップが実行
され、
　前記第３のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に関連するデ
ータを取得するステップは、基地局又はアクセスポイント（２０）において実行され、そ
の後で、前記第３のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に関連
するデータを前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）へと転送するステップが実行
されることを特徴とする請求項１８に記載の無線通信方法。
【請求項２０】
　前記第２のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に関連するデ
ータを取得するステップは、前記第２のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）において実行され、
前記第３のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に関連するデー
タを取得するステップは、前記第３のノード（３０；３０Ａ－Ｂ）において実行されるこ
とを特徴とする請求項１８に記載の無線通信方法。
【請求項２１】
　前記第１のパイロットリソース設定を特徴付けるデータを、前記第２のノード（２０、
３０；３０Ａ－Ｂ）から前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）へと転送するステ
ップと、
　前記第２のパイロットリソース設定を特徴付けるデータを、前記第３のノード（２０、
３０；３０Ａ－Ｂ）から前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）へと転送するステ
ップと
をさらに含むことを特徴とする請求項２０に記載の無線通信方法。
【請求項２２】
　前記マルチキャリアリソース空間（１００）において割り当てられていない領域におけ
るパイロットを送信することを控えることを特徴とする請求項１ないし２１のいずれか１
項に記載の無線通信方法。
【請求項２３】
　前記無線通信において、ＯＦＤＭが使用されることを特徴とする請求項１ないし２２の
いずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項２４】
　前記の利用可能な少なくとも２つのパイロットリソース設定には、前記マルチキャリア
リソース空間（１００）におけるパイロットシンボルについての異なる配布パターンが含
まれていることを特徴とする請求項１ないし２３のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項２５】
　前記の利用可能な少なくとも２つのパイロットリソース設定には、異なる強度にてパイ
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ロットシンボルを送信することが含まれることを特徴とする請求項２４に記載の無線通信
方法。
【請求項２６】
　少なくとも２つの次元を有し、そのうちの１つが周波数であるマルチキャリアリソース
空間（１００）を使用するマルチユーザ・マルチキャリア通信システム（１０）において
、パラレルデータストリーム列へと分割されて変調され、異なる周波数上で並行して送信
されるデータストリームを扱う第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）であって、
　第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）
との間で通信するために、前記マルチキャリアリソース空間（１００）全体のうち、２つ
以上のキャリアからなるリソースを含んでいる第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）
を割り当てる手段と、
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第２のノード（２０、３０；３０
Ａ－Ｂ）との間で行われる通信についての推定された無線状態に関連するデータを取得す
る手段と、
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と第３のノード（２０、３０；３０Ａ－
Ｂ）との間で通信するために、前記マルチキャリアリソース空間（１００）全体のうち、
２つ以上のキャリアからなるリソースを含んでいる第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－
Ｆ）を割り当てる手段と、
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第３のノード（２０、３０；３０
Ａ－Ｂ）との間で行われる通信についての推定された無線状態に関連するデータを取得す
る手段と、
　少なくとも１つがパイロットリソースとデータリソースとを有するキャリアを含む、そ
れぞれ異なる推定された複数の無線状態向けの少なくとも２つのパイロットリソース設定
を使用するためのアクセスを提供する提供手段と
を含み、
　前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）は、第１のパイロットリソース設定に関
連しているとともに、前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された
前記無線状態について必要とされるパイロットのニーズに対応しており、
　前記第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）は、パイロットリソース設定に関連して
いるとともに、前記第３のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無
線状態について必要とされるパイロットのニーズに対応しており、
　前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）と前記第２のリソースサブ空間（１０８
Ａ－Ｆ）とのうちの少なくとも一方は、前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）ま
たは前記第２のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）に含まれるパイロットリソースとデー
タリソースとの双方を有するキャリアを含むことを特徴とする第１のノード。
【請求項２７】
　前記マルチキャリアリソース空間（１００）全体は、それぞれ異なるパイロットリソー
ス設定を有する複数の部分（１１０Ａ－Ｄ）に分割されており、
　前記割当手段は、前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前
記無線状態に対して適切なパイロットリソース設定を有する部分における前記第１のリソ
ースサブ空間を選択するよう構成されていることを特徴とする請求項２６に記載の第１の
ノード。
【請求項２８】
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）は、
　前記第１のマルチキャリアリソースサブ空間を選択する手段と、
　前記第２のマルチキャリアリソースサブ空間を選択する手段と、
　前記第１のマルチキャリアリソースサブ空間内のパイロットリソース設定を、前記第２
のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記無線状態に対して適切とな
るよう適合させるとともに、前記第２のマルチキャリアリソースサブ空間内のパイロット
リソース設定を、前記第３のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）について推定された前記
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無線状態に対して適切となるよう適合させる手段と
を含むことを特徴とする請求項２６に記載の第１のノード。
【請求項２９】
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）は、
　前記第１のパイロットリソース設定を特徴付けるデータを、前記第２のノード（２０、
３０；３０Ａ－Ｂ）から前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）へと転送するとと
もに、前記第２のパイロットリソース設定を特徴付けるデータを、前記第３のノード（２
０、３０；３０Ａ－Ｂ）から前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）へと転送する
手段をさらに含むことを特徴とする請求項２６ないし２８のいずれか１項に記載の第１の
ノード。
【請求項３０】
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第２のノード（２０、３０；３０
Ａ－Ｂ）との間で行われる通信についての推定された無線状態に関連するデータを取得す
る手段と、前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）と前記第３のノード（２０、３
０；３０Ａ－Ｂ）との間で行われる通信についての推定された無線状態に関連するデータ
を取得する手段（２８、２９、２８、２９）は、好適なパイロットリソース設定について
の指示または示唆の少なくとも一方を受信する受信手段を含むことを特徴とする請求項２
６ないし２９のいずれか１項に記載の第１のノード。
【請求項３１】
　前記第１のノードは、ＯＦＤＭを使用することを特徴とする請求項２６ないし３０のい
ずれか１項に記載の第１のノード。
【請求項３２】
　前記第１のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）は、
　ユーザ装置、
　移動局、
　基地局、
　アクセスポイント（２０）、および、
　中継装置
のうちから選択されることを特徴とする請求項２６ないし３１のいずれか１項に記載の第
１のノード。
【請求項３３】
　前記第２のノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）は、
　ユーザ装置、
　移動局、
　基地局、
　アクセスポイント（２０）、および、
　中継装置
のうちから選択されることを特徴とする請求項２６ないし３２のいずれか１項に記載の第
１のノード。
【請求項３４】
　少なくとも２つの次元を有し、そのうちの１つが周波数であるマルチキャリアリソース
空間（１００）を使用し、パラレルデータストリーム列へと分割されて変調され、異なる
周波数上で並行して送信されるデータストリームを扱うマルチユーザ・マルチキャリア通
信システムであって、請求項２６ないし３３のいずれ１項に記載された前記第１のノード
を少なくとも１つ備えることを特徴とするマルチユーザ・マルチキャリア通信システム。
【請求項３５】
　　少なくとも２つの次元を有し、そのうちの１つが周波数であるマルチキャリアリソー
ス空間（１００）を使用して、マルチユーザ・マルチキャリア通信システム（１０）と接
続可能であり、パラレルデータストリーム列へと分割されて変調され、異なる周波数上で
並行して送信されるデータストリームを扱うユーザ装置（３０）であって、
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　前記マルチキャリアリソース空間（１００）全体のうち、２つ以上のキャリアからなる
リソースを含んでいる第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）を利用して前記ユーザ装
置（３０）がノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）との間で通信するための手段（３５）
を含み、
　前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）は、少なくとも２つの異なるパイロット
リソース設定のうち第１のパイロットリソース設定を含むものであり、
　前記第１のリソースサブ空間（１０８Ａ－Ｆ）は、パイロットリソースとデータリソー
スとの双方を有するキャリアを含むものであり、
　前記第１のパイロットリソース設定は、前記第ユーザ装置（３０）について推定された
前記無線状態について必要とされるパイロットのニーズに対応しているパイロットリソー
ス設定であることを特徴とするユーザ装置（３０）。
【請求項３６】
　前記ノード（２０、３０；３０Ａ－Ｂ）から、前記第１のパイロットリソース設定を特
徴付けるデータを受信する受信機と、
　前記受信機に接続され、チャネルを推定する推定手段（３６）と
を含み、
　前記チャネルを推定する推定手段は、前記第１のパイロットリソース設定を特徴付ける
受信したデータに基づいて、チャネルの推定を実行するよう構成されていることを特徴と
する請求項３５に記載のユーザ装置（３０）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に無線マルチキャリア通信システムに関連し、特にそのシステムのリソ
ース割り当てとパイロット信号に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大部分の無線システム、例えば、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、広域移動通信システム）、ＷＣＤＭＡ（Ｗ
ｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、広帯
域符号分割多元接続、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ、無線ＬＡＮ）においては、特に良く知られたトレーニングシーケンス、あるいはパ
イロット信号を送信しているので、受信機は未知の任意のデータ検出用チャネルパラメー
タを十分に自ら推定可能である。これを実行する方法は種々存在し、あるものは加入者用
の特定のパイロットを使用し、また他のものは共通パイロットあるいは、その組み合わせ
を使用している。あるパイロットは、符号拡散され、ユーザデータにより重畳されている
が、他のパイロットはそれが送信される時は専用の時間周波数スロットを有する。どのケ
ースでも利用可能な無線リソースの一部がパイロット用に割り当てられてしまうため、デ
ータ用に使用不可能なオーバーヘッドが生じてしまう。
【０００３】
　単一キャリアシステムでは、例えば米国特許６，４５２，９３６に記載されているよう
に、パイロットデータは伝送フレーム内のある時間スロットにおいて提供されうる。連続
するパイロットデータ間の時間間隔を短くすれば、より正確なチャネル推定が得られうる
が、その代わり、伝送速度が低下してしまう。米国特許６，４５２，９３６においては、
ＣＤＭＡシステムの特別符号がユーザに割り当てられている。フレーム構造におけるパイ
ロットの占有度はチャネル推定情報に依存して連続的に選定される。
【０００４】
　無線通信システムにおいては、マルチキャリア（搬送波）手法も提案されている。これ
によると、データストリームが典型的に並列データストリーム群へ分割され、各データス
トリームは変調と同時に異なる周波数で送信される。マルチキャリアシステム例ではＯＦ
ＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
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ｅｘｉｎｇ、直交周波数分割多重）システムがある。この例では、マルチパス遅延に対し
、送信符号のサイズを相対的にずっと大きなサイズとすることで、符号間干渉を低減して
いる。かくてセルラー型のマルチユーザ・マルチキャリア無線システムは、特定ユーザが
同時に２以上のキャリアを利用することを可能ならしめている。典型的には、１つあるい
は複数のキャリアの割り当ては、所要の伝送速度のようなサービス品質上の要請に依存し
ている。一般的に、マルチキャリア・マルチユーザシステムにおいて、各時点で最良とな
りうる品質を各利用者へ提供できるよう、リソース空間は柔軟に使用される。このように
、マルチキャリアシステムにおいてチャネルの推定を実現するためのこれらの原理と要求
は、単一の通信リソースを連続して使用することが保証されないため、単一キャリアシス
テムよりも複雑になっている。セルラー型のマルチユーザ・マルチキャリア無線通信シス
テムにおいて、基地局は、時間と周波数両方のフェージングによりそれぞれが異なるチャ
ネル特性を受ける多くのユーザを収容しなければならない。さらに、個々のユーザは、別
々の速度で移動するため、異なるドップラーシフトを受けることになる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　今日、運用されているマルチキャリアシステムは少数である。しかし、それらは、難し
く、変わりやすく、かつ、予想困難な未来の無線システムを想定したマルチユーザ環境用
に特に設計されたものではない。
【０００６】
　例えば、ＤＶＢ／ＤＡＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ／
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ、デジタルテレビ放送／デジタ
ル音声放送）システムは、個々のユーザのニーズを考慮することができない放送システム
である。このシステムは、最悪ケースのシナリオに従ってパイロット構造を設計する必要
があり、それゆえ、起こり得る最悪の状態下でもパイロットの検出が可能となっている。
このようなパイロット構造は本質的なパイロットオーバーヘッドを与えることになるが、
実際に最悪ケースのシナリオではこのような構造が必要となる。しかし、状態が最悪のケ
ースより良好な多数のケース（これは大抵の場合典型的にそうである。）では、パイロッ
ト構造は不必要なほど大規模なものとなり、ほとんどのユーザには不必要なパイロットオ
ーバーヘッドを与えることになる。このパイロットオーバーヘッドは本当に本質的なもの
となりうる。これは、自身のセル内におけるデータ容量を減少させ、さらに隣接セルへ干
渉を増大させる（いわゆる”パイロット汚染“である）。
【０００７】
　マルチキャリア無線システムの他の例は、ＷＬＡＮ（すなわちＩＥＥＥ　８０２．１１
ａ，ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ）である。このシステムは、ユーザが停止しているか、緩
やかに移動している、限定された地理的地域を想定して設計されている。この設計は、マ
ルチセル環境内において、ユーザが高速で移動していたり、モビリティ（移動性）を管理
したりすることを想定してはいない。
【０００８】
　公開された米国特許願２００３／０２１５０２１によれば、（サブ）キャリア上での受
信信号を解析することでチャネル特性を決定する通信システムを公開している。この決定
された特性は、類似のフェージング特性を有するグループへとサブキャリアを分け与える
ために使用されている。そして、パイロットサブキャリアが各グループに割り当てられる
。この決定されたパイロット割当方式は、サブキャリアに亘って以後の伝送に使用される
。このシステムは、キャリア帯域幅上でのフェージング特性の違いを補償しうるものの、
サブキャリアが単一ユーザに連続して使用されることが前提となっているといった不利益
がある。ユーザは、パイロットの割り当てを効率のよいものとするために、多数のサブキ
ャリアへアクセスできなければならない。さらに、すべてのサブキャリアは、パイロット
サブキャリアとして割り当てられるので、使用可能なリソース空間の大部分を占めてしま
い、パイロット汚染に寄与することになる。
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【０００９】
　既存の解決方法が有する主要な問題は、パイロット構造が、大きく変動しうる無線状態
に全く適切ではなく、また、膨大なパイロットオーバーヘッドとパイロット汚染をもたら
す最悪ケース用に設計されていることである。
【００１０】
　本発明の目的は、不必要なパイロットオーバーヘッドやパイロット汚染を引き起こすこ
となく、すべてのユーザへ十分なパイロットを提供可能なマルチユーザ・マルチキャリア
無線通信システム用の方法と機器を提供することにある。本発明のさらなる目的は、現在
の、あるいは計画中の無線システムに容易に実装可能な方法と機器を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した目的は添付の特許請求の範囲に係る方法および装置により達成可能である。一
般的に言えば、セル内で発生が見込まれる種々の環境と種々の一般的な無線特性との少な
くとも一つにおいて使用されるよう、種々のパイロット構造の組み合わせが設計される。
直接的測定あるいは、位置情報と組み合わされてもよいセル特性に関する情報から、ユー
ザについての無線状態を推定する。その後、適切なパイロット設定を有する通信用のリソ
ース空間内の区域を各ユーザに割り当てる。ある実施形態によれば、事前に全リソース空
間はその種々の部分において種々のパイロット構造を提供される。提供されたパイロット
構造と推定された無線状態とが整合するように各ユーザへのリソース割り当てが実行され
る。他の実施形態によれば、まず割り当てを実行し、その後、割り当てリソース空間内で
、環境状態に適するよう実際のパイロット構造を適合させる。最良の性能を発揮させるに
は、周波数選択性、時間選択性（例えば時間拡散およびドップラーシフト）および経路損
失等に依存して、パイロットエネルギー量を適合させるべきであり、また、時間－周波数
領域でのパイロット間の「距離」を変化させる必要がある。
【００１２】
　無線リソース空間は種々の次元を持ち得る。マルチキャリアシステムによれば、周波数
は、１つの次元である。本発明で利用し得る他の次元は、時間、符号、アンテナ、空間次
元の少なくとも１つである。本発明が適用されるこれらの次元のうち１つあるいは複数は
、無線リソース空間に及ぶ。
【００１３】
　セル内で発生しやすい環境、もしくは環境の組み合わせへパイロット構造を適応させ、
最も利益を得る見込みあるユーザへこれらのパイロットを割り当てることにより、全体的
な効率が達成される。パイロットオーバーヘッド量は実際の環境に結びついたものとなる
。困難な環境では、単純な場合より多くのオーバーヘッドが必要となるが、パイロット汚
染は平均的には低減される。
【００１４】
　本発明は、本発明から得られるさらなる目的や利益と共に、添付の図面に伴う以下の説
明を参照することにより最も良く理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下の説明は、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）システムを使用して本発明を例示するものである。し
かし、本発明は他のマルチキャリア無線通信システムへも同様に適用可能である。
【００１６】
　本記述では、「パイロット」は受信機により既知の信号を意味し、それゆえ推定目的に
使用する。「データ」は受信機によって事前には既知でない信号で、通常ユーザデータ、
制御信号あるいは報知情報を意味する。
【００１７】
　図１は、マルチユーザ・マルチキャリア無線通信システム１０、特にＯＦＤＭシステム
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を意図した実施形態を示す図である。本発明が有効に適用できる、該当する他の通信シス
テムの例には、ＩＦＤＭＡ（Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、インタリーブ周波数分割多元接続システム、
非直交あるいは、複直交マルチキャリアシステムがある。無線基地局あるいはアクセスポ
イント２０は、２つの移動無線機あるいはユーザ装置３０Ａ、３０Ｂと通信できる。アク
セスポイント２０とユーザ装置３０Ａ間には、下り回線接続２２Ａと、上り回線接続２４
Ａが存在する。同様に、アクセスポイント２０とユーザ装置３０Ｂ間には、下り回線接続
２２Ｂと、上り回線接続２４Ｂとが存在する。ユーザ装置３０Ａは、アクセスポイント２
０から比較的遠い距離に位置しているが、矢印３２Ａで表示した移動速度は、低速である
。ユーザ装置３０Ｂは、アクセスポイント２０の近くに位置しているが、相対的に高速（
同様に矢印３２Ｂで表示）で移動している。大きな遅延スプレッドを持つマルチパス伝搬
の場合、異なるキャリアは帯域にわたって伝搬状態が大きく異なることから、ユーザ装置
３０Ａは、周波数次元での反復パイロットについて比較的高いニーズを有しているかもし
れない。しかし、ユーザ装置３０Ａが低速で移動しているため、ユーザ装置３０Ａの無線
状態は、おそらく非常に緩慢に変化しているであろう。ユーザ装置３０Ｂは、アクセスポ
イントに近く、１つのキャリア周波数上のパイロットを、隣接した多くのキャリアについ
てのチャネル推定におそらく使用できる。しかし、無線状態は、おそらく時間と共に高速
に変化するから、時間次元におけるパイロットが必要となる。
【００１８】
　図２Ａは、時間－周波数空間のダイアグラムを例示している。すなわち、これは、これ
ら２次元において利用可能な全無線リソース空間１００のうち限定された部分を示してい
る。データは、有限の時間と有限の周波数により送信される。これらのデータの量は、ダ
イアグラム内の小さな正方形１０４に対応する。これらのデータから選択した１つのデー
タ１０２は、パイロットデータを含み、ダイアグラム内で斜線が付されて描かれている。
この実施形態によれば、パイロット構造は、時間－空間上で比較的一様に拡散されている
。この分布では、１１個あるデータのうち１つのデータがパイロットデータにより占めら
れる。それゆえ、有用なデータ伝送速度は１／１１に低下する。このユーザ装置３０Ａと
３０Ｂ（図１）のユーザは、利用可能な無線リソース空間１００内で無線リソースが割り
当てられる。ユーザ装置３０Ａは、１０８Ａにより示されたリソースのサブ空間へ割り当
てられ、一方ユーザ装置３０Ｂは、１０８Ｂにより示されたリソースのサブ空間へ割り当
てられる。両方のユーザは、同一のパイロット密度と、周波数と時間次元間で一様分布を
観測することになる。
【００１９】
　ユーザ３０Ｂは高速で移動している。時間次元において連続する２つのパイロットメセ
ージ間の時間は、１１タイムスロットである。よって、隣接した周波数からの情報がチャ
ネル推定に使用される場合であっても、少なくとも４つのタイムスロットが２つの連続し
た更新処理の間に経過することとなる。ユーザ３０Ｂの速度は、非常に早いので、このパ
イロット構造ではサービスの許容品質を満足できない。
【００２０】
　しかし、図２Ｂのようなパイロット構造に設定すると、状態は変わってくる。ここでは
、２つのタイムスロットごとに、時間次元において、新規に更新処理が実行され、これに
より、高速に移動するユーザ装置を十分サポートできるようになる。時間方向の密度が増
加するにもかかわらず、パイロットデータの総量は、幾分低下する。１２個から１つのデ
ータだけがパイロットを含む。このオーバーヘッドが１／１１から１／１２へと約９％減
少する。
【００２１】
　しかし、ユーザ装置３０Ａは、さらなる問題を提起する。このユーザ装置３０Ａは、ゆ
っくりと移動しており、時間的に間に合うように頻繁な更新処理を使用するには限界があ
る。しかし、その代わり、周波数次元においてより密に近接するパイロットが必要である
。図２Ｂのパイロット構造はユーザ装置３０Ａにとっては、非常に不適切なものとなる。
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【００２２】
　これまでは、時間と周波数の２次元だけを議論してきた。図３Ａは、時間、周波数およ
び符号の３次元の無線リソース空間を例示している。このようなシステムでは、各データ
は、代わって、小いさな立方体１０４に対応する。アンテナ、もしくは空間次元が含まれ
るなど、さらに高次元の空間へと一般化されてもよい。少なくとも２次元における任意の
無線リソース空間、その１つは周波数であるが、一般的に本発明を使用可能である。
【００２３】
　図３Ｂは、特定の時間について周波数－符号空間内のパイロットパターンを例示したも
のである。この例では、１６個の異なる符号と、１６個の異なる周波数とが使用可能であ
る。図示のパイロットパターンによれば、符号次元で拡散される一方で、特定の持続時間
中にすべての周波数上でパイロットパターンが送信されることになる。各周波数での１つ
の符号がパイロットにより占有されるが、残りの１５個の符号はデータ伝送用に使用され
る。
【００２４】
　以上、概略説明してきたように、一般的には、アンテナまたは空間次元もまた空間リソ
ースの一部分となり得る。１例は、異なる周波数帯域が、マルチセクタまたは固定ビーム
サイトにおける異なるビームへと割り当てられる場合である。この場合、異なるパイロッ
トパターンは、空間領域で重なり合う別々のビーム用に配置されているため、空間次元は
、本発明の説明の一部である。アンテナセクタやビームの観点に基づいて、リソースのグ
ループ化を図ると、例えば、ユーザがセクタ間で移動して、移動先のセクタが割り当てら
れたのと異なる周波数帯域を有するとき、異なるユーザらへ割り当られたパイロットが動
的に変更されてもよい。この場合、アンテナまたは空間次元は、全リソース空間内の追加
的な次元として使用することができる。
【００２５】
　図４に例示したフローチャートは、本発明に従う方法の実施形態の主要ステップを説明
するための図である。本手順は、ステップ２００から開始される。ステップ２０２におい
て、問題にしているセル内で発生する種々の無線状態に適合するものと見込まれる幾つか
のパイロット設定が供給される。少なくとも、２個のパイロット設定が利用可能であり、
すなわち、伝送接続における双方の方向で処理可能である。少なくともパイロット設定の
一つは、以下のようなパイロットリソースとデータリソースの両方を有するサブキャリア
を含んでいる。それらは、例えば、低速で移動する端末からの効率化の要求を処理するた
めに、ユーザデータ、制御信号または報知情報等のような受信機により事前には未知の任
意のデータ用に割り当てるリソースである。送信機は、この設定に従ってパイロットの送
信を管理でき、一方、受信機は少なくとも２つのパイロット設定を基本としてチャネル推
定を実行することができる。ステップ２０４において、受信機側で無線状態の推定が得ら
れる。この推定は多くの様々な方法により実現できる。実際の無線状態は、測定により取
得されてもよいし、評価により取得されてもよい。他の可能性としては、セル内の特性に
関する情報から推定を取得してもよいし、おそらく、受信機の送信機との相対的な位置や
相対的な速度の少なくとも１つに基づいて推定が取得されてもよい。
【００２６】
　ステップ２０６において、推定された無線状態に整合したパイロット設定を有するリソ
ース空間内のリソースがユーザに割り当てられる。この整合は、以下で詳細に説明するよ
うに種々の方法により実行されうる。本手順は、ステップ２９９で停止される。当業者で
あれば、一度、ステップ２０２が好ましく実行されると、提供されたパイロット構造が、
ユーザの今後の割り当て用に使用可能となり、あるいは既存のユーザへの再割り当てにも
使用可能であることを理解できよう。
【００２７】
　例示的なシステムとして、ＯＦＤＭを使用する２、３の例により、本発明の効果を視覚
化してみる。図５Ａの基本セットアップを次のように仮定する。ある期間中に、全ての周
波数リソースを見渡し、利用可能な無線リソースが基本リソースのグリッド（格子）を形
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成するものとする。基本リソースは、上述したようなデータ、制御信号、パイロット信号
または他の信号に使用可能なリソースである。周波数次元での分解は、１つのＯＦＤＭキ
ャリアであり、時間次元での分解は、１つのＯＦＤＭ符号である。パイロットシンボルは
、上述した斜線を付された箱として示されている。
【００２８】
　送信機側（この例では無線基地局）が、幾つかの異なるパイロットパターンを決定し、
これら決定されたパイロットパターンを全無線リソース空間の異なる部分へ割り当ててい
る。パイロットパターンは、例えば、ある周期で周期的に回帰するか、あるいは疑似的ラ
ンダム設計されている。これは、無線リソース空間における異なる部分が他の部分よりも
より密なパイロットパターンや少なくとも異なるパイロットパターンを有していることを
意味する。各パイロットパターンは、異なるチャネル特性を経験するユーザを収容するた
めに設けられてもよい。
【００２９】
　これは、図５Ａに例示されている。例示した全無線リソース空間は、１１０Ａから１１
０Ｄの４つの矩形部分に分割されている。リソース空間部分１１０Ａは、時間次元で（あ
るキャリアにつき２つのＯＦＤＭシンボルごとに１つ）密に生成されたパイロットパター
ンを有するが、周波数次元ではより分散されている（６つのＯＦＤＭキャリアごとに１つ
）。リソース空間部分１１０Ｂは、時間および周波数次元に平等に拡散することにより、
３６個のリソースユニット内で１つのパイロットだけを有するという非常に稀薄なパイロ
ットパターンを有している。リソース空間部分１１０Ｃは、１１０Ａとは対照的に周波数
次元では密なパイロットパターンを有しているが、時間次元では稀薄である。最後に、リ
ソース空間部分１１０Ｄは、４つのリソースユニット毎に１つのパイロットシンボルを含
み、両次元で非常に密なパイロット構造を有している。
【００３０】
　本発明の一実施形態に従い、ユーザは、推定された無線状態に依存して無線リソース空
間の異なる部分へ割り当てられる。換言すれば、あるユーザがある要求を持つときはいつ
でも、リソース空間におけるリソースが、そのユーザに割り当てられることになる。この
リソースのパイロットは、チャネル推定に利用し得る適切な密度を有するパイロットであ
る。図５Ａに示した状況では、ドップラーと遅延拡散についての典型的な４つの組み合わ
せに適したパイロット構造が存在する。パイロット構造の各部分は、次の場合を意図して
いる。部分１１０Ａは、大きなドップラーと小さい遅延拡散の組み合わせである。部分１
１０Ｂは、小さなドップラーと小さい遅延拡散との組み合わせである。部分１１０Ｃは、
小さいドップラーと大きな遅延拡散との組み合わせである。部分１１０Ｄは、大きなドッ
プラーと大きな遅延拡散との組み合わせである。
【００３１】
　第一のユーザは、両方の次元において高密度となるパイロットを要求する無線状態にあ
り、部分１１０Ｄ内のリソースサブ空間１０８Ａを割り当てる。第二のユーザは、時間次
元の密なパイロットが必要であるだけの場合で、部分１１０Ａ内のリソースサブ空間１０
８Ｂ内でリソースを割り当てられる。非常に良好な無線状態を持つ第三のユーザは、部分
１１０Ｂ内のリソースサブ空間１０８Ｃを割り当てられる。最後に、他の２つのユーザは
、密度の高いパイロットの要求を持ち、部分１１０Ｄ内のそれぞれ２つのリソースサブ空
間１０８Ｄと１０８Ｅにおけるリソースが与えられる。各ユーザは、彼等が個々のニーズ
に合致するパイロットパターンを獲得していることが分かる。パイロットパターンの密な
部分における早く変化するチャネルやドップラー状態を有する移動体用にパイロットパタ
ーンの密な部分のリソースを割り当て)、あるいはより密度の低い部分において、緩慢に
変化するユーザにあまり密でない部分のリソースを割り当てることは有益である。
【００３２】
　無線基地局は、常に、すべてのパイロットを送信する必要がないことに注意すべきであ
る。実際には、必要としている任意のユーザにだけパイロットを送信すればよい。もしも
、送信時に、パイロットリソースを、ユーザが当該パイロットリソースを用いて検出する
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必要があるデータシンボルに有効利用できないのであれば、そのパイロットは送信する必
要はない。このような方法で、全体としてのパイロット汚染は低減され、同様に平均送信
電力も低減される。
【００３３】
　図５Ｂで、本発明のさらなる実施形態を例示した。図５Ａで例示したのと同様な状況を
仮定する。最も濃密な部分１１０Ｄで、すべてのリソースを３つのユーザが独占するとす
る。もしも非常に密なパイロット設定を必要とするさらなるユーザが現れたとすると、図
５Ａにおいて予め定義されたパイロット設定案では不十分となる。しかし、新ユーザへは
、できれば部分１１０Ｄと関連する、１０８Ｆの空いているサブリソース空間を割り当て
可能である。このサブ空間１０８Ｆは、もともと部分１１０Ｃに従ってパイロットパター
ンを有していたが、このパイロットパターンは、ユーザへの割り当てに際しては、新ユー
ザの要求に見合うように調整される。このように、リソース空間における異なる部分への
事前に決定された分割が、実際のニーズへと適応可能となる。しかし、もしも良好な初期
設定を使用すると、多くのケースは包含されるので、調整の頻度は低くなるであろう。
【００３４】
　さて、図５Ａの説明に戻る。もし、サブ空間１０８Ｅの割り当てを受けたユーザが速度
を落としたとすると、推定された無線状態は変化し、パイロットについてのニーズが低下
する。このユーザは、新しく推定された無線状態に対してより適したパイロット設定を有
する、リソース空間の別のサブ空間、例えば１１０Ｃ部分へと再割り当てが可能となる。
割り当ての代替案としては、割り当てられたサブ空間をそのま保持しながら、新しい無線
状態により適したパイロットパターンへ変更することであろう。
【００３５】
　必要によりパイロット設定を調整、あるいは適合させる考え方は、極端な結末をもたら
すことになる。すなわち、リソース空間の異なる部分用として、予め設定されたパイロッ
トパターンが全く存在しない場合である。この場合、全ユーザについてパイロットパター
ンの調整が常に実行される。これを概要として例示したのが図６である。同図で、第一の
ユーザには、関連するパイロットパターンを事前に割り当てることなく、サブ空間１０８
Ａが割り当てられる。このパイロットパターンは、推定された無線状態からの結論として
、実際のニーズに合致するように調整される。この場合、密なパターンが選定される。第
二のユーザには、サブ空間１０８Ｂが割り当てられ、従って適当なパイロットパターンが
このサブ空間用に選定される。このようにして、すべてのサブ空間１０８ＡないしＦは、
ユーザごとの個々のニーズに適したパイロット設定と関連付けられる。この手法では、ど
のユーザにも割り当てられないサブ空間には、いかなるパイロットも含まれていない。あ
る推定された特性を有するユーザは、あるリソースを使用するよう割り当てられ、それに
従ってパイロットパターンが設計される。この結果は、前述した実施形態と同様となり、
パイロットパターンとユーザ特性とが整合されることになる。
【００３６】
　上記した実施形態）は、フローチャートによっても表現可能である。図７Ａでは、図５
Ａの状態に対応したフローチャートが例示されている。ステップ２０３において、リソー
ス空間には、当該リソース空間における種々の部分に、事前に定義された少なくても２つ
のパイロット設定が提供される。ステップ２０４は、図４において説明したとおりである
。ステップ２０７において、無線状態とパイロット構造との整合処理が適切なリソース空
間を選択することにより実行される。
【００３７】
　図５Ｂの状況を、図７Ｂのフローチャートにより例示している。ここでも、ステップ２
０３において、事前に定義されたパイロット設定を、リソース空間の種々の部分に関連付
けている。ステップ２０５において、割り当て対象のユーザについての特別の推定された
無線状態に対して適切となる利用可能なリソースが、リソース区間の部分に存在するか否
かが判定される。もしも、適切なパイロット構造を有するリソースが存在すれば、割当手
順は、図７Ａのステップ２０７へ進む。もしも、適当なパイロット構造を有するリソース
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空間が利用可能でなければ、ステップ２０９に進み、任意の空いているリソース空間を割
り当てることになるが、できれば適切なパイロットパターンを有する部分に近い部分が割
り当てられることが好ましい。ステップ２１０において、推定された無線状態へ整合させ
るよう、選択したリソースサブ空間内でパイロット設定を適合させる。
【００３８】
　図６で例示した実施形態は、図８に示した部分的フローチャートによっても例示可能で
ある。ここでは、図４に示したステップ２０６を詳細に説明する。ステップ２０８におい
て、ユーザ用のリソースサブ空間としてある領域が選択される。ステップ２１０において
、ユーザについて推定された無線状態に関連したニーズへ、選択された領域におけるパイ
ロット設定が適合される。図７Ｂと図８との類似に注意されたい。
【００３９】
　本発明は、通信システムにおける任意のノード間の無線通信に適用可能である。それら
のノードは、例えば、ユーザ装置、移動局、無線基地局、アクセスポイント、あるいは中
継局などである。以下の例は、無線基地局とユーザ装置との間の通信で最もわかりやすい
状態を実施例として説明する。請求項の範囲はこの例により限定されることはない。
【００４０】
　マルチキャリア通信は、下り回線に最も典型的に適用される。図９Ａには、本発明の実
施形態に従った無線通信システムが例示されている。無線基地局２０は、上り回線２４お
よび下り回線２２との接続により移動端末３０と通信している。下り回線の通信で、本発
明の考案が実施される。無線基地局２０は、下り回線制御ユニット２５を含む。下り回線
制御ユニット２５は、無線基地局２０と移動端末３０間の下り回線２２のための通信用リ
ソースの割り当てを担当し、また、パイロット管理装置２６および無線状態プロセッサ２
８を含む。同様に、移動端末またはユーザ装置３０は、下り回線制御ユニット３５を含む
。下り回線制御ユニット３５は、チャネル推定器３６と無線状態を測定するための測定ユ
ニット３８とを含む。
【００４１】
　無線状態測定ユニット３８は、ユーザ装置３０の実際の無線状態を測定する。このよう
な測定は、電力遅延プロファイル、チャネルインパルス応答、時間および周波数の選択性
測定および干渉レベルに加え、ドップラーシフトおよび信号強度などの測定が含まれうる
。この測定結果を、好ましくは上り通信回線２４により、無線基地局２０の無線状態プロ
セッサ２８へ転送する。無線状態プロセッサ２８は、測定された無線状態を評価し、ユー
ザ装置３０用の推定された無線状態へ変換する。換言すれば、無線状態プロセッサ２８は
、ユーザ装置３０用の推定された無線状態と関係するデータを取得する。基本バージョン
では、推定された無線状態は２つのフラグを含んでいる。そのうちの一つはドップラーシ
フトが小さいか大きいかを示し、他の一つは遅延拡散が小さいか大きいかを示している。
周波数および時間次元における無線リソース空間を有するとき、コヒーレンス帯域幅とコ
ヒーレンス時間とに関係する量が着目される。推定された無線状態がパイロット管理装置
２６へ転送されるが、パイロット管理装置２６は、リソースサブ空間の実際の選択やサブ
空間の調整の少なくとも１つを実行する。かくて、パイロット管理装置２６は、異なるパ
イロット設定を使用するためのアクセスを提供することになる。予め定義されたパイロッ
トパターンを使用するときは、パイロット管理装置が、割り当てられたリソースサブ空間
が配置されることになるマルチキャリア空間の部分を選択する。マルチキャリア空間の他
の異なる部分において予め定義されたパターンがない場合、パイロット管理装置２６は、
割り当て用マルチキャリアサブ空間を選択するための手段と、推定された無線状態に従っ
て、選択されたサブ空間のパイロットパターンを適合させる手段とを含む。パイロット管
理装置が、適用されるべきパイロットパターンを決定すると、ユーザ装置３０は、選択し
たサブ空間を通知しなければならない。これは、受信したデータについて正しいチャネル
推定を実行可能とするためである。パイロット管理装置２６は、チャネル推定器３６へ適
切なデータを転送する手段を含む。
【００４２】
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　図９Ｂには、他の実施形態として、無線基地局２０がパイロット構造の選択について全
責任を有している場合を例示している。ここで、下り回線制御ユニット２５は、位置推定
器２９を含んでいる。位置推定器２９は、ユーザ装置３０の位置推定を実行するが、でき
れば速度推定も実行することが望ましい。これは、例えば、従来技術の方法など、任意の
方法で実行可能であるので、ここではこれ以上は説明しない。位置情報は、無線状態プロ
セッサ２８へ転送される。無線状態プロセッサ２８は、セル内の種々の環境に関する情報
へアクセスできる。セルは、例えば、一般的に低速で移動するユーザ装置が存在する第一
の領域と、平均的な移動速度がかなり速い第二の領域とをカバー可能であるものとする。
位置推定は、ユーザ装置の位置を特定できる。すなわち、高速領域に属しているか、低速
領域に属しているかを特定できる。この情報から、無線状態プロセッサ２８は、ユーザ装
置について、どのような無線状態を仮定すべきかを決定できる。このような推定は、パイ
ロットパターン選定の基礎となる。
【００４３】
　図９Ｃは、さらに他の実施形態を例示している。この実施形態では、ユーザ装置３０は
、適したパイロット構造を発見する手順においてさらなる処理を実行する。ここでは、下
り回線制御ユニット３５は、無線状態プロセッサ３９をオプションとして含んでいる。こ
のことは、ユーザ装置３０で測定処理と測定結果の評価処理の両方を実行することを意味
する。推定された無線状態が無線基地局２０へ報告される。例えば、コヒーレンス帯域幅
と、コヒーレンス時間をそれぞれ示すデ－タの形式で報告が実行される。代替案として、
無線状態プロセッサ３９は、適当なパイロットパターンを選定し、無線基地局へそのパタ
ーンの使用要求を送信する。このような場合、無線基地局２０は、受信した要求に従うか
、あるいはその要求を却下して自身で決定を行うことになる。
【００４４】
　図１０は、上り回線の通信用に利用可能な設定を例示している。無線基地局２０は、上
り回線制御ユニット４５を有する。上り回線制御ユニットは、無線状態測定ユニット２１
、無線状態プロセッサ２８、および、パイロット管理装置２６を含む。このユニットの動
作は、下り回線の場合と良く似ている。その代わり、上り回線用に適用する場合で重要な
のは、ユーザ装置３０からの受信信号の無線状態である。パイロット管理装置２６は、ど
のパイロットパターンが適用するのに適切かを決定し、決定したパイロットパターンの要
求をユーザ装置３０の上り回線ユニット５５へ送信する。基本バージョンにおいて、上り
回線制御ユニット５５は、上り回線トラフィックに提案されたパイロットパターンを単に
適用すればよい。無線基地局２０の上り回線制御ユニット３５もまた、上り回線上で送信
デ－タを検出するためのチャネル推定器２７を含んでいる。このチャネル推定器２７もま
た、使用されるパイロット構造に関する情報の通知を受信する。
【００４５】
　図１１は、本発明のさらに他の実施形態を例示している。ここでは、パイロット汚染を
低減するために強度を変更する機能を活用する。部分１１０Ａおよび１１０Ｄにおいて、
パイロットデ－タのすべてまたは一部を相対的に弱い（または０）強度で送信するように
区分される。もしも、パイロット信号を使用するユーザ装置が無線基地局に近ければ、そ
の送信電力は、無線基地局から離れて位置するユーザ装置に比較して同等に強くなくても
、合理的なチャネル推定が得られうる。このような方法で、リソース空間にわたってパイ
ロットの強度を変更することが可能となる。このような強度の設定は、前記したとおり、
事前に実行されてもよいし、調整手順において実行されてもよい。
【００４６】
　パイロットシンボルは、種々のユ－ザクラスと経路損失に依存して、異なる電力で送信
される。電力レベルはゼロから所与の数値Ｐｍａｘまでの間で動的に変更されてもよいし
、または事前に決定されてもよい。電力レベルがゼロとなるときは、このスロットにおい
てパイロットが存在しないことと等価となる。よって、デ－タの送信のような他の目的た
めにこのスロットを使用できることに注意すべきである。もしも、電力が動的に変更され
る場合は、適切な処理が必要となるので、受信機へ電力レベルが通知されればならない。
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【００４７】
　システム内で、使用可能な幾つかのパイロットパターンが存在するとき、受信機はどの
１つが実際に使用されるかを示すための通知を受信する必要がある。もしも、事前に決定
された識別番号が付与されたパイロットパターンの組み合わせを使用する場合は、パイロ
ットパターンの識別番号が通知されれば十分である。しかし、より複雑なシステムは、異
なるセルにおいて異なるパイロットパターンを使用しうるため、パターンへ付与された識
別番号の管理は困難かもしれない。このような場合における解決法は、使用されるパイロ
ットパターンについての完全な説明を転送することであろう。通常のパイロットパターン
では、重複がないようにパターンを定義するために必要となるデ－タ量は、極めて限定さ
れる。
【００４８】
　図１２では、周波数と時間の次元を有するリソースサブ空間内におけるパイロットパタ
ーンが例示されている。このリソースサブ空間はいかようにも報告されうる。リソースサ
ブ空間は、周波数と時間の「座標軸」と、サブ空間内に含まれる周波数ＤＦと時間ＤＴス
ロットの番号によって、典型的には定義されよう。パイロットパターンは、（２次元）リ
ソース空間内における３つのベクトルのみで容易に特徴化できる。第１のベクトルＶ０は
、、例えば、図の左下隅に示されているように、それぞれ周波数と時間において、サブ空
間内における上手く定義された位置とパターン内におけるいずれかのパイロットデータと
の間の距離を定義している。第２のベクトルＶ１は、パターン内において最も近い２つの
パイロット間の「相対距離」を定義している。第３のベクトルＶ２は、２番目に最も近い
パイロット間の「相対距離」を定義しており、それは、第１のベクトルＶ１とは一直線と
はなっていない。これらのベクトルを知るだけで、全パイロットパターンを容易に計算す
ることができる。
【００４９】
　より複雑なパターンでも、類似のモデルへ適合させることができる。図１３は、リソー
ス空間内で対をなすとともに分散され２つの隣接したパイロットを有するパターンを例示
している。このパターンを説明するためには、追加のベクトルが１つ必要となるだけであ
る。このベクトルは、各対における２つのパイロット間の相対ベクトルとなる。当業者で
あれば、非常に限定されたデ－タ数だけで、やや複雑なパイロットパターンを容易に定義
可能なことを理解できるであろう。
【００５０】
　当業者であれば、添付する本発明の特許請求の範囲により定義された技術的範囲を逸脱
することなく、本発明についての多くの変形例や変更例を実現できることを理解できよう
。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１はマルチユーザ無線通信システムの概要図である。
【図２Ａ】、
【図２Ｂ】図２Ａおよび２Ｂは時間－周波数空間におけるパイロット構造と、種々のユー
ザについてのサブ空間への割当の例示図である。
【図３Ａ】図３Ａは符号次元を有する無線リソース空間の例示図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは周波数－符号サブ空間におけるパイロット構造の例示図である。
【図４】図４は本発明に従う方法の実施形態を例示するフローチャートである。
【図５Ａ】、
【図５Ｂ】、
【図６】図５Ａ、５Ｂおよび６は、本発明の実施形態による時間－周波数空間におけるパ
イロット構造を例示するダイアグラムと、種々のユーザについてのサブ空間への割り当て
の例示図である。
【図７Ａ】、
【図７Ｂ】図７Ａ、および７Ｂは本発明による方法の他の実施形態を例示するフローチャ
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【図８】図８は本発明による方法のさらなる実施形態の一部分を例示するフローチャート
である。
【図９Ａ】、
【図９Ｂ】、
【図９Ｃ】図９Ａから９Ｃは本発明の（具体化のため）実施形態による、ネットワークノ
ードの下り無線回線管理デバイスのブロック図である。
【図１０】図１０は本発明の実施形態による、ネットワークノードの上り無線回線管理デ
バイスのブロック図である。
【図１１】図１１は本発明の実施形態による異なる強度を有する時間－周波数空間におけ
るパイロット構造を例示するダイアグラムと、種々のユーザのサブ空間への割り当てを示
す図である。
【図１２】、
【図１３】図１２および図１３は、通常のパイロット構造の限定データ説明の例示図であ
る。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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