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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法において、
　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信することと、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
することと、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算することと、
　前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定
を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新することと、
　前記更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリー
ムを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードすることとを含み、
　ここにおいて、前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生
された付帯的ＬＬＲであり、
　ここにおいて、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新することは、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得することと、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
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ソフトシンボルを取得することと、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算することとを含む、
　方法。
【請求項２】
　前記計算された１組のＬＬＲを取得するために、前記付帯的ＬＬＲをレートマッチング
することをさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ワイヤレスチャネルの推定は、アフィン軟判定指向形チャネル推定アルゴリズムに
したがって更新される、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ワイヤレスチャネルの推定は、線形軟判定指向形チャネル推定アルゴリズムにした
がって更新される、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信するように構成されている受信機と、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
するように構成されている推定器と、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように構成されている
、デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、デコーダとを具備し、
　前記推定器はまた、前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレス
チャネルの初期推定を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新するように構成さ
れており、
　前記デマッパー、前記デ・レートマッチング回路、および、前記デコーダはまた、前記
更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリームを、
デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードするように構成されており、
　ここにおいて、前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生
された付帯的ＬＬＲであり、
　ここにおいて、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新するように構成されている推定器
は、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得するように構成されているプロセッサと、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ソフトシンボルを取得するように構成されている別のプロセッサと、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算するように構成されているコンピュータとを
備える、
　装置。
【請求項６】
　前記計算された１組のＬＬＲを取得するために、前記付帯的ＬＬＲをレートマッチング
するように構成されているレートマッチング回路をさらに具備する、請求項５記載の装置
。
【請求項７】
　前記ワイヤレスチャネルの推定は、アフィン軟判定指向形チャネル推定アルゴリズムに
したがって更新される、請求項５記載の装置。
【請求項８】
　前記ワイヤレスチャネルの推定は、線形軟判定指向形チャネル推定アルゴリズムにした
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がって更新される、請求項５記載の装置。
【請求項９】
　ワイヤレス通信のための装置において、
　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信する手段と、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
する手段と、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算する手段と、
　前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定
を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新する手段と、
　前記更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリー
ムを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードする手段とを具備し、
　ここにおいて、前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生
された付帯的ＬＬＲであり、
　ここにおいて、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新する手段は、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得する手段と、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ソフトシンボルを取得する手段と、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算する手段とを備える、
　装置。
【請求項１０】
　前記計算された１組のＬＬＲを取得するために、前記付帯的ＬＬＲをレートマッチング
する手段をさらに含む、請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　前記ワイヤレスチャネルの推定は、アフィン軟判定指向形チャネル推定アルゴリズムに
したがって更新される、請求項９記載の装置。
【請求項１２】
　前記ワイヤレスチャネルの推定は、線形軟判定指向形チャネル推定アルゴリズムにした
がって更新される、請求項９記載の装置。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムにおいて、
　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信させ、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
させ、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算させ、
　前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定
を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新することと、
　前記更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリー
ムを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードさせるように実行可能である
命令を備え、
　ここにおいて、前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生
された付帯的ＬＬＲであり、
　ここにおいて、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新することは、
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　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得することと、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ソフトシンボルを取得することと、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算することとを含む、
　コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　ワイヤレスノードにおいて、
　少なくとも１つのアンテナと、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、ワイヤレスチャネルを通して送信された、パ
イロット信号、および、少なくとも１つのデータストリームを受信するように構成されて
いる受信機と、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
するように構成されている推定器と、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように構成されている
、デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、デコーダとを具備し、
　前記推定器はまた、前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレス
チャネルの初期推定を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新するように構成さ
れており、
　前記デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、デコーダはまた、前記更新され
たワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリームを、デマップ
、デ・レートマッチング、および、デコードするように構成されており、
　ここにおいて、前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生
された付帯的ＬＬＲであり、
　ここにおいて、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新するように構成されている推定器
は、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得するように構成されているプロセッサと、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ソフトシンボルを取得するように構成されている別のプロセッサと、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算するように構成されているコンピュータとを
備える、
　ワイヤレスノード。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本出願は、２００９年９月２日に出願され、「ジョイントＬＬＲ抽出および事前の尤度
を使用する、統一反復デコーディングアーキテクチャ」と題された、共に特許出願中の米
国特許出願シリアル番号第１２／５５２，６７３号の一部継続であり、これは、本出願の
譲受人に譲渡され、ここで明示的に参照により組み込まれている。
【分野】
【０００２】
　本開示の特定の観点は、ワイヤレス通信に関連し、より詳細には、再送信を伴う反復デ
コーディングと、軟判定指向形チャネル推定を伴う反復デコーディングとに関連する。
【背景】
【０００３】
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　反復復調デコーディング構造を、ワイヤレス受信機側において採用して、エラーレート
性能を向上させてもよい。一般的に、知られているパイロット信号に基づいて、受信機処
理のために利用されるチャネル推定を取得することが可能であり、実際のデータは使用さ
れない。したがって、送信されたデータに関係する利用可能な信頼性情報を使用すること
により、反復復調デコーディングアルゴリズムの間にチャネル推定を改良することによっ
て、エラーレート性能のさらなる改善を達成できる。
【０００４】
　これに対して、ハイブリッド自動繰返要求（ＨＡＲＱ）アプローチをワイヤレス通信シ
ステムにおいて適用して、そのサービス品質（ＱｏＳ）を改善してもよい。現在のＱｏＳ
レベルが規定されたしきい値を下回る場合に、データを再送信することによって、ＱｏＳ
改善を達成することができる。反復復調デコーディング受信機構造に、ＨＡＲＱアプロー
チを効率的に結合させることを、本開示において提案する。
【概要】
【０００５】
　ある観点は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、少なくとも
１つのデータストリームを受信することと、受信されたデータストリームを、反復的な方
法でデマップおよびデコードして、受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤
度比（ＬＬＲ）デマップすることと、デコーディングが、反復的な方法で、規定された回
数だけ実行された場合、計算された事後のＬＬＲを記憶させることと、再送信されたデー
タストリームを受信することと、記憶された１組のＬＬＲを使用して、受信された再送信
データストリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードすることとを含む。
【０００６】
　ある観点は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、少なくとも
１つのデータストリームを受信するように構成されている受信機と、受信されたデータス
トリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードして、受信されたデータストリーム
のビットの事後の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように構成されているデマッパーおよ
びデコーダと、デコーディングが、反復的な方法で、規定された回数だけ実行された場合
、計算された事後のＬＬＲを記憶させるように構成されているバッファとを備え、受信機
はまた、再送信されたデータストリームを受信するように構成されており、デマッパーお
よびデコーダはまた、記憶された１組のＬＬＲを使用して、受信された再送信データスト
リームを、反復的な方法でデマップおよびデコードするように構成されている。
【０００７】
　ある観点は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、少なくとも
１つのデータストリームを受信する手段と、受信されたデータストリームを、反復的な方
法でデマップおよびデコードして、受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤
度比（ＬＬＲ）を計算する手段と、デコーディングが、反復的な方法で、規定された回数
だけ実行された場合、計算された事後のＬＬＲを記憶させる手段と、再送信されたデータ
ストリームを受信する手段と、記憶された１組のＬＬＲを使用して、受信された再送信デ
ータストリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードする手段とを具備する。
【０００８】
　ある観点は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピ
ュータプログラム製品は、命令を含むコンピュータ読取可能媒体を備え、命令は、少なく
とも１つのデータストリームを受信させ、受信されたデータストリームを、反復的な方法
でデマップおよびデコードさせて、受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤
度比（ＬＬＲ）を計算させ、デコーディングが、反復的な方法で、規定された回数だけ実
行された場合、計算された事後のＬＬＲを記憶させ、再送信されたデータストリームを受
信させ、記憶された１組のＬＬＲを使用して、受信された再送信データストリームを、反
復的な方法でデマップおよびデコードさせるように実行可能である。
【０００９】
　ある観点は、ワイヤレスノードを提供する。ワイヤレスノードは、一般的に、少なくと
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も１つのアンテナと、少なくとも１つのアンテナを介して、少なくとも１つのデータスト
リームを受信するように構成されている受信機と、受信されたデータストリームを、反復
的な方法でデマップおよびデコードして、受信されたデータストリームのビットの事後の
対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように構成されているデマッパーおよびデコーダと、デ
コーディングが、反復的な方法で、規定された回数だけ実行された場合、計算された事後
のＬＬＲを記憶させるように構成されているバッファとを具備し、受信機はまた、再送信
されたデータストリームを受信するように構成されており、デマッパーおよびデコーダは
また、記憶された１組のＬＬＲを使用して、受信された再送信データストリームを、反復
的な方法でデマップおよびデコードするように構成されている。
【００１０】
　ある観点は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般的に、ワイヤレス
チャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つのデータストリ
ームを受信することと、受信されたパイロット信号を使用して、ワイヤレスチャネルの初
期推定を計算することと、計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、受信さ
れたデータストリームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、デ
ータストリームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算することと、計
算された１組のＬＬＲ、および、計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、
ワイヤレスチャネルの推定を更新することと、更新されたワイヤレスチャネルの推定を使
用して、受信されたデータストリームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デ
コードすることとを含む。
【００１１】
　ある観点は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、ワイヤレス
チャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つのデータストリ
ームを受信するように構成されている受信機と、受信されたパイロット信号を使用して、
ワイヤレスチャネルの初期推定を計算するように構成されている推定器と、計算されたワ
イヤレスチャネルの初期推定を使用して、受信されたデータストリームを、デマップ、デ
・レートマッチング、および、デコードして、データストリームの送信されたビットの１
組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように構成されている、デマッパー、デ・レートマ
ッチング回路、および、デコーダとを具備し、推定器はまた、計算された１組のＬＬＲ、
および、計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、ワイヤレスチャネルの推
定を更新するように構成されており、デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、
デコーダはまた、更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、受信されたデータス
トリームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードするように構成されて
いる。
【００１２】
　ある観点は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。装置は、一般的に、ワイヤレス
チャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つのデータストリ
ームを受信する手段と、受信されたパイロット信号を使用して、ワイヤレスチャネルの初
期推定を計算する手段と、計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、受信さ
れたデータストリームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、デ
ータストリームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算する手段と、計
算された１組のＬＬＲ、および、計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、
ワイヤレスチャネルの推定を更新する手段と、更新されたワイヤレスチャネルの推定を使
用して、受信されたデータストリームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デ
コードする手段とを具備する。
【００１３】
　ある観点は、ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品を提供する。コンピ
ュータプログラム製品は、命令を含むコンピュータ読取可能媒体を備え、命令は、ワイヤ
レスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つのデータス
トリームを受信させ、受信されたパイロット信号を使用して、ワイヤレスチャネルの初期
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推定を計算させ、計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、受信されたデー
タストリームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、データスト
リームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算させ、計算された１組の
ＬＬＲ、および、計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、ワイヤレスチャ
ネルの推定を更新することと、更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、受信さ
れたデータストリームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードさせるよ
うに実行可能である。
【００１４】
　ある観点は、ワイヤレスノードを提供する。ワイヤレスノードは、一般的に、少なくと
も１つのアンテナと、少なくとも１つのアンテナを介して、ワイヤレスチャネルを通して
送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つのデータストリームを受信するよ
うに構成されている受信機と、受信されたパイロット信号を使用して、ワイヤレスチャネ
ルの初期推定を計算するように構成されている推定器と、計算されたワイヤレスチャネル
の初期推定を使用して、受信されたデータストリームを、デマップ、デ・レートマッチン
グ、および、デコードして、データストリームの送信されたビットの１組の対数尤度比（
ＬＬＲ）を計算するように構成されている、デマッパー、デ・レートマッチング回路、お
よび、デコーダとを備え、推定器はまた、計算された１組のＬＬＲ、および、計算された
ワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、ワイヤレスチャネルの推定を更新するように
構成されており、デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、デコーダはまた、更
新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、受信されたデータストリームを、デマッ
プ、デ・レートマッチング、および、デコードするように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　上に簡単に要約した、本開示の上記の特徴が詳細に理解され得るような方法で、いくつ
かの観点に対する参照によって、より詳細な説明を行うこととし、これらの観点のいくつ
かのものを、添付の図面において図示する。しかしながら、添付の図面は、本開示の特定
の典型的な観点だけを図示しており、したがって、その範囲を制限しているとして解釈す
べきでなく、記述に対して、他の同等に効率的な観点を認めてもよい。　
【図１】図１は、本開示の特定の観点にしたがった、例示的なワイヤレス通信システムを
図示する。
【図２】図２は、本開示の特定の観点にしたがった、ワイヤレスデバイスにおいて利用さ
れてもよい、さまざまなコンポーネントを図示する。
【図３】図３は、本開示の特定の観点にしたがった、ワイヤレス通信システム内で使用さ
れてもよい、例示的な送信機を図示する。
【図４】図４は、本開示の特定の観点にしたがった、ワイヤレス通信システム内で使用さ
れてもよい、反復デコーディング構造を有する例示的な受信機を図示する。
【図５】図５は、本開示の特定の観点にしたがった、図４からの反復受信機の一部として
の例示的な復調器のブロック図を図示する。
【図６】図６は、本開示の特定の観点にしたがった、ハイブリッド自動繰返要求（ＨＡＲ
Ｑ）結合を伴う、例示的な受信機を図示する。
【図７】図７は、本開示の特定の観点にしたがった、ＨＡＲＱ結合を伴う、反復デコーデ
ィングの例示的な動作を図示する。
【図７Ａ】図７Ａは、図７に図示した動作を実行することができる、例示的なコンポーネ
ントを図示する。
【図８】図８は、本開示の特定の観点にしたがった、減少されたメモリ要求を有するＨＡ
ＲＱ結合を伴う、例示的な反復受信機を図示する。
【図９】図９は、本開示の特定の観点にしたがった、軟判定指向形チャネル推定を伴う、
例示的な反復受信機を図示する。
【図１０】図１０は、本開示の特定の観点にしたがった、軟判定指向形チャネル推定を伴
う、反復デコーディングの例示的な動作を図示する。
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【図１０Ａ】図１０Ａは、図１０に図示した動作を実行することができる、例示的なコン
ポーネントを図示する。
【詳細な説明】
【００１６】
　本開示のさまざまな観点を、以下で、添付の図面を参照して、より完全に記述する。し
かしながら、本開示は、数多くの異なる形態において実現されてもよく、本開示全体を通
して提示される任意の特定の構造または機能に限定されるとして解釈すべきでない。むし
ろ、本開示が十分で完全なものとなるように、そして、当業者に対して本開示の範囲を完
全に伝えることになるように、これらの観点を提供した。ここでの教示に基づいて、当業
者は、本開示の範囲が、独立して実現されるか、または、開示の、他の任意の観点と結合
して実現されるかのいずれかで、ここで開示される本開示の任意の観点をカバーすること
を意図していることを理解するだろう。例えば、何らかの数のここで述べる観点を使用し
て、装置が実現されてもよく、または、方法が実行されてもよい。さらに、本開示の範囲
は、他の構造、機能、または、構造を使用して、また、ここで述べる開示のさまざまな観
点に加えて、または、これらのさまざまな観点以外の機能を使用して、実行されてもよい
装置または方法をカバーすることを意図している。ここで開示する開示の任意の観点は、
特許請求の範囲の１つ以上のエレメントによって実現されてもよいことを理解すべきであ
る。
【００１７】
　用語“例示的”は、例として、事例として、あるいは、例示として働くことを意味する
ために、ここで使用されている。ここで“例示的”として記述した任意の観点は、必ずし
も他の観点より好ましい、または有利であるとして解釈すべきではない。
【００１８】
　特定の観点をここで記述するが、これらの観点のさまざまな変種および変形が、本開示
の範囲内に収まる。好ましい観点のいくつかの利益および利点に言及するが、本開示の範
囲は、特定の利益、使用、または、対象物に限定されることを意図していない。むしろ、
本開示の観点は、異なるワイヤレス技術、システム構成、ネットワーク、および、送信プ
ロトコル、に広く適用可能であることを意図しており、これらのうちのいくつかのものを
、図面において、および、以下の好ましい観点の記述において、例として図示した。詳細
な記述および図面は、限定的なものというよりはむしろ、単に開示を図示するものであり
、本開示の範囲は、添付の特許請求の範囲およびこれらの同等物によって規定される。
【００１９】
　例示的なワイヤレス通信システム　
　直交多重化スキームおよび、単一搬送波送信に基づいている通信システムを含む、さま
ざまなブロードバンドワイヤレス通信システムに対して、ここで記述する技術を使用して
もよい。このような通信システムの例は、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システ
ム、単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、コード分割多元接続（
ＣＤＭＡ）等を含む。ＯＦＤＭＡシステムは、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用
し、これは、全体のシステム帯域幅を、複数の直交副搬送波へと分割する変調技術である
。これらの副搬送波はまた、トーン、ビン、等としても呼ばれてもよい。ＯＦＤＭでは、
各副搬送波は、データとともに、独立して変調されてもよい。ＳＣ－ＦＭＡシステムは、
インターリーブされたＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ）を利用して、システム帯域幅全体を通して
配信される副搬送波上で送信してもよく、ローカライズされたＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）を
利用して、隣接副搬送波のブロック上で送信してもよく、拡張されたＦＤＭＡ（ＥＦＤＭ
Ａ）を利用して、隣接副搬送波の複数のブロック上で送信してもよい。一般的に、変調シ
ンボルは、周波数ドメインにおいて、ＯＦＤＭで送られ、時間ドメインにおいて、ＳＣ－
ＦＤＭＡで送られる。ＣＤＭＡシステムは、拡散スペクトル技術およびコーディングスキ
ームを利用してもよく、ここで、同一の物理チャネルを通して、複数のユーザが多重化さ
れることを可能にするために、それぞれの送信機（すなわち、ユーザ）は、コードを割り
当てられる。ＣＤＭＡシステムは、例えば、広帯域コード分割多重アクセス（Ｗ－ＣＤＭ
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Ａ）プロトコル、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）プロトコル、進化高速パケットアク
セス（ＨＳＰＡ＋）プロトコル、等を利用してもよい。
【００２０】
　ここでの教示は、さまざまなワイヤードまたはワイヤレス装置（例えば、ノード）へと
組み込まれてもよい（例えば、さまざまなワイヤードまたはワイヤレス装置の内部に組み
込まれてもよく、または、さまざまなワイヤードまたはワイヤレス装置によって実行され
てもよい）。いくつかの観点では、ここでの教示にしたがって、実現されるノードは、ア
クセスポイントまたはアクセス端末を含んでもよい。
【００２１】
　アクセスポイント（“ＡＰ”）は、ノードＢ、無線ネットワーク制御装置（“ＲＮＣ”
）、ｅノードＢ、基地局制御装置（“ＢＳＣ”）、ベーストランシーバ局（“ＢＴＳ”）
、基地局（“ＢＳ”）、トランシーバ機能（“ＴＦ”）、無線ルータ、無線トランシーバ
、基礎サービスセット（“ＢＳＳ”）、拡張サービスセット（“ＥＳＳ”）、無線基地局
（“ＲＢＳ”）または、他の何らかの用語を含んでもよく、ノードＢ、“ＲＮＣ”、ｅノ
ードＢ、“ＢＳＣ”、“ＢＴＳ”、“ＢＳ”、“ＴＦ”、無線ルータ、無線トランシーバ
、“ＢＳＳ”、“ＥＳＳ”、“ＲＢＳ”または、他の何らかの用語として実現されてもよ
く、あるいは、ノードＢ、“ＲＮＣ”、ｅノードＢ、“ＢＳＣ”、“ＢＴＳ”、“ＢＳ”
、“ＴＦ”、無線ルータ、無線トランシーバ、“ＢＳＳ”、“ＥＳＳ”、“ＲＢＳ”また
は、他の何らかの用語として知られていてもよい。
【００２２】
　アクセス端末（“ＡＴ”）は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移動局、遠
隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ装置、また
は、他の何らかの用語を含んでもよく、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、移動
局、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、ユーザ装置
、または、他の何らかの用語として実現されてもよく、あるいは、アクセス端末、加入者
局、加入者ユニット、移動局、遠隔局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユ
ーザデバイス、ユーザ装置、または、他の何らかの用語として知られていてもよい。いく
つかの実現において、アクセス端末は、セルラ電話機、コードレス電話機、セッション開
始プロトコル（“ＳＩＰ”）電話機、ワイヤレスローカルループ（“ＷＬＬ”）局、パー
ソナルデジタルアシスタント（“ＰＤＡ”）、ワイヤレス接続能力を有する手持ちデバイ
ス、または、ワイヤレスモデムに接続されている、他の何らかの適切な処理デバイスを含
んでもよい。したがって、ここで教示される１つ以上の観点は、電話機（例えば、セルラ
電話機またはスマートフォン）、コンピュータ（例えば、ラップトップ）、ポータブル通
信デバイス、ポータブルコンピューティングデバイス（例えば、パーソナルデータアシス
タント）、エンターテイメントデバイス（例えば、音楽またはビデオデバイス、または、
衛星ラジオ）、グローバルポジショニングシステムデバイス、あるいは、ワイヤレスまた
はワイヤード媒体を介して通信するように構成されている、他の何らかの適切なデバイス
へと組み込まれてもよい。いくつかの観点では、ノードは、ワイヤレスノードである。こ
のようなワイヤレスノードは、例えば、ワイヤードもしくはワイヤレス通信リンクを介し
て、ネットワーク（例えば、インターネットまたはセルラネットワークのようなワイドエ
リアネットワーク）のための接続、または、ネットワークに対する接続を提供してもよい
。
【００２３】
　図１は、その中で、本開示の実施形態が用いられてもよいワイヤレス通信システム１０
０の例を図示する。ワイヤレス通信システム１００は、ブロードバンドワイヤレス通信シ
ステムであってもよい。ワイヤレス通信システム１００は、いくつかのセル１０２に対す
る通信を提供してもよく、いくつかのセル１０２のそれぞれは、基地局１０４によってサ
ービスされている。基地局１０４は、ユーザ端末１０６と通信する固定局であってもよい
。基地局１０４は、代わりに、アクセスポイント、ノードＢ、または、他の何らかの用語
として、呼ばれてもよい。
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【００２４】
　図１は、システム１００全体にわたって分散しているさまざまなユーザ端末１０６を図
示する。ユーザ端末１０６は、固定（例えば、据置型）または、移動体であってもよい。
ユーザ端末１０６は、代わりに、遠隔局、アクセス端末、端末、加入者ユニット、移動局
、局、ユーザ装置、等として呼ばれてもよい。ユーザ端末１０６は、セルラ電話機、パー
ソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、手持ちデバイス、ワイヤレスモデム、ラップト
ップコンピュータ、パーソナルコンピュータ等であってもよい。
【００２５】
　ワイヤレス通信システム１００中の、基地局１０４とユーザ端末１０６との間の送信の
ために、さまざまなアルゴリズムおよび方法を使用してもよい。例えば、ＣＤＭＡ技術に
したがうと、基地局１０４とユーザ端末１０６との間で信号が送受信されてもよい。この
ケースの場合、ワイヤレス通信システム１００を、ＣＤＭＡシステムとして呼んでもよい
。
【００２６】
　基地局１０４からユーザ端末１０６に対する送信を容易にする通信リンクは、ダウンリ
ンク（ＤＬ）１０８として呼ばれてもよく、ユーザ端末１０６から基地局１０４に対する
送信を容易にする通信リンクは、アップリンク（ＵＬ）１１０として呼ばれてもよい。代
わりに、ダウンリンク１０８は、フォワードリンクまたはフォワードチャネルとして呼ば
れてもよく、アップリンク１１０は、リバースリンクまたはリバースチャネルとして呼ば
れてもよい。
【００２７】
　セル１０２は、複数のセクタ１１２へと分割されていてもよい。セクタ１１２は、セル
１０２内の物理的カバレッジエリアである。ワイヤレス通信システム１００内の基地局１
０４は、セル１０２の特定のセクタ１１２内に電力の流れを集中させるアンテナを利用し
てもよい。このようなアンテナは、方向性アンテナとして呼ばれてもよい。
【００２８】
　図２は、ワイヤレス通信システム１００内で用いられてもよい、ワイヤレスデバイス２
０２において利用されてもよいさまざまなコンポーネントを図示する。ワイヤレスデバイ
ス２０２は、ここで記述するさまざまな方法を実現するように構成されていてもよいデバ
イスの例である。ワイヤレスデバイス２０２は、基地局１０４またはユーザ端末１０６で
あってもよい。
【００２９】
　ワイヤレスデバイス２０２は、ワイヤレスデバイス２０２の動作を制御するプロセッサ
２０４を含んでもよい。プロセッサ２０４はまた、中央処理ユニット（ＣＰＵ）として呼
ばれてもよい。メモリ２０６は、読出専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）の両方を含んでもよく、プロセッサ２０４に対する命令およびデータを提供する
。メモリ２０６の一部はまた、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含んで
もよい。プロセッサ２０４は、メモリ２０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて、
論理的および演算的演算を一般的に実行する。メモリ２０６中の命令は、ここで記述する
方法を実現するために実行可能であってもよい。
【００３０】
　ワイヤレスデバイス２０２はまた、ワイヤレスデバイス２０２と遠隔ロケーションとの
間のデータの送受信を可能にする送信機２１０および受信機２１２を備えていてもよい筐
体２０８を具備していてもよい。送信機２１０および受信機２１２は、トランシーバ２１
４へと結合されていてもよい。単一のまたは複数の送信アンテナ２１６は、筐体２０８へ
と取り付けられてもよく、トランシーバ２１４へと電気的に結合されてもよい。ワイヤレ
スデバイス２０２はまた、（図示していない）複数の送信機、複数の受信機、および、複
数のトランシーバを備えていてもよい。
【００３１】
　ワイヤレスデバイス２０２はまた、トランシーバ２１４によって受信される信号のレベ



(11) JP 5813802 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

ルを検出および量化する試みにおいて使用されてもよい、信号検出器２１８を備えていて
もよい。信号検出器２１８は、総エネルギー、シンボル毎副搬送波毎エネルギー、電力ス
ペクトル深度、および、他の信号のような、信号を検出してもよい。ワイヤレスデバイス
２０２はまた、信号を処理する際に使用するための、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
２２０を備えていてもよい。
【００３２】
　ワイヤレスデバイス２０２のさまざまなコンポーネントは、バスシステム２２２によっ
て、一緒に結合されていてもよく、バスシステム２２２は、データバスに加えて、電力バ
ス、制御信号バス、および、ステータス信号バスを含んでいてもよい。
【００３３】
　図３は、ＣＤＭＡを利用するワイヤレス通信システム１００内で使用されてもよい送信
機３００の例を図示する。送信機３００の一部は、ワイヤレスデバイス２０２の送信機２
１０中で実現されてもよい。送信機３００は、ユーザ端末１０６に対して、ダウンリンク
１０８上で、データ３０２を送信するために、基地局１０４中で実現されてもよい。送信
機３００はまた、基地局１０４に対して、アップリンク１１０上で、データ３０２を送信
するために、ユーザ端末１０６中で実現されてもよい。
【００３４】
　送信されることになるデータ３０２は、異なるユーザ端末１０６に専用の複数の信号を
表す。複数の信号からのそれぞれの信号は、１組の直交拡散コード３０４からの対応して
いる拡散コードによって、拡散ユニット３０６中で拡散されてもよい。異なるユーザ端末
１０６に専用の複数の拡散信号は、合計されて、累積的な信号３０８を生成する。送信さ
れることになる累積的信号３０８を、マッパー３１０に対する入力として提供されるとし
て示す。マッパー３１０は、コンステレーションポイント上へとデータストリーム３０８
をマッピングしてもよい。バイナリ位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）、４相位相シフト
キーイング（ＱＰＳＫ）、８相位相シフトキーイング（８ＰＳＫ）、直交振幅変調（ＱＡ
Ｍ）、等のようないくつかの変調コンステレーションを使用して、マッピングが行われて
もよい。したがって、マッパー３１０は、プリアンブル挿入ユニット３１４への入力を表
してもよいシンボルストリーム３１２を出力してもよい。
【００３５】
　プリアンブル挿入ユニット３１４は、入力シンボルストリーム３１２の最初において、
プリアンブルシーケンスを挿入するように構成されていてもよく、対応するデータストリ
ーム３１６を発生させてもよい。プリアンブルは、受信機において知られていてもよく、
時間および周波数同期、チャネル推定、等化、ならびに、チャネルデコーディングのため
に利用されてもよい。プリアンブル挿入ユニット３１４の出力３１６は、次に、無線周波
数（ＲＦ）フロントエンド３１８によって、所望の送信周波数帯域へと上位変換されても
よい。少なくとも１つのアンテナ３２０は、次に、ワイヤレスチャネルを通して、結果と
しての信号３２２を送信してもよい。
【００３６】
　本開示のある観点は、受信機２１２内で実現されてもよい、洗練されたチャネル推定を
伴う反復デコーディングアーキテクチャをサポートする。提案する反復的な受信機構造は
また、ハイブリッド自動繰返要求（ＨＡＲＱ）通信モードのケースにおいて、データ再送
信の処理のために、受信機２１２において効率的に使用されてもよい。
【００３７】
　反復的な受信機構造　
　反復的な復調デコーディングアプローチは、ワイヤレス受信機において、そのエラーレ
ート性能を向上させるために適用されてもよい。反復的な受信機アルゴリズムは、反復的
な方法で繰り返し実行されてもよい２つのステップを含んでいてもよい。１つのステップ
において、すべての送信されたビットに対する事後の尤度が抽出されてもよい。例えば、
１つ以上のデータストリーム上に、外部ターボデコーダを特定の回数だけ反復させた後に
、事後の対数尤度比（ＬＬＲ）情報が取得されてもよい。別のステップにおいて、すべて
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の送信されたビットのＬＬＲが発生されてもよい。
【００３８】
　初めの反復において、ＬＬＲは、受信信号から直接発生されてもよい。引き続いての反
復に対しては、受信信号とともに、事後のＬＬＲの付帯的な部分を使用して、次の反復に
対する新しいＬＬＲを発生させてもよい。
【００３９】
　図４は、ワイヤレス通信システム１００内で使用されてもよい反復復調でコーディング
アルゴリズムに基づいた例示的受信機構造４００を図示する。提案する反復構造４００は
、デマッパー４０６およびターボデコーダ４２０によって共同で実行されるＬＬＲ抽出に
基づいている。
【００４０】
　ワイヤレスチャネルを通して送信されたシンボルの少なくとも１つのデータストリーム
は、書込制御装置バッファ（ＷＣＢ）４０１において受信および記憶されてもよい。反復
的受信機構造４００は、反復的にインターフェースし得る、デマッパー（すなわち、復調
器）４０６、および、ターボデコーダ４２０を備えていてもよい。ターボジョイント対数
尤度比（ＪＬＬＲ）復調ユニット４０４は、受信サンプル４０２に基づいて、また、事前
のＬＬＲ４０８に基づいて、送信されたビットの事後のＬＬＲ４１０を発生させてもよい
。付帯的なＬＬＲ４１２は、事後のＬＬＲ４１０から事前のＬＬＲを減算することによっ
て取得されてもよい。
【００４１】
　付帯的なＬＬＲ４１２は、デ・レートマッチング（ＤＲＭ）ユニット４１４によって処
理されて、ターボデコーダ４２０に対する入力として、適切なレートの事前のＬＬＲを発
生させてもよい。ターボデコーディング（ＴＤ）ユニット４１８は、デコードされたビッ
ト４２８のハード値を提供してもよい。性能のエラーレートを改善するために、ターボデ
コーダ４２０と、デマッパー４０６との間で、外部フィードバックを用いてもよい。ＴＤ
ユニット４１８は、少なくとも１つのデータストリームの送信されたビットのソフト値を
表現する事後のＬＬＲ４２２を発生させてもよく、他方、付帯的ＬＬＲ４２４は、事後の
ＬＬＲ４２２から、事前のＬＬＲ４１６を減算することによって取得されてもよい。
【００４２】
　付帯的ＬＬＲ４２４は、レートマッチング（ＲＭ）ユニット４２６によって処理されて
、適切なレートの事前のＬＬＲ４０８を取得してもよい。事前のＬＬＲ４０８は、次の反
復において、復調器４０６において利用されてもよい。送信されたビットのシステマティ
ック部分に関係するＬＬＲと、送信されたビットのパリティ（すなわち、冗長）部分に関
係するＬＬＲとが、付帯的ＬＬＲ４２４から抽出されてもよい。デマッパー４０６と、デ
コーダ４２０との間の次の反復処理に対して、事前のＬＬＲ４０８を更新するために、シ
ステマティックビットに関連する抽出されたＬＬＲを利用してもよい。
【００４３】
　提案する反復的なデコーダアーキテクチャ４００は、周知のハード／ソフトシリアル干
渉キャンセレーション（ＳＩＣ）アーキテクチャとは異なっていることに留意すべきであ
る。ハード／ソフトＳＩＣアーキテクチャは、複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）システムに
対してのみ使用されてもよく、他方、提案する反復的なデコーディングアーキテクチャは
、ＭＩＭＯシステム、および、単数入力単数出力（ＳＩＳＯ）システムの両方に対して使
用されてもよい。
【００４４】
　提案する反復的なデコーダアーキテクチャ４００の重要な特徴は、ターボデコーダ４２
０からの付帯的な出力４２４が、デマッパー４０６に対する、次の反復用の事前の尤度（
ＡＰＰ）入力４０８となってもよいことである。はじめの反復に対して、デマッパー４０
６にとって、ＡＰＰ入力が利用可能でないかもしれず、デマッパー４０６のＬＬＲ出力４
１０は、付帯的な出力４１２に等しくてもよい。
【００４５】
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　付帯的な対数尤度比の計算　
　図５は、本開示のある観点にしたがって付帯的なＬＬＲを発生させてもよい図４からの
デマッパー４０６の例示的なブロック図を図示する。受信信号５００は、白色化され、書
込制御装置バッファ（ＷＣＢ）ユニット５０２中に記憶されてもよい。記憶された白色化
受信信号５０４は、図４からのＪＬＬＲ復調ユニット４０４への入力を表してもよい。デ
マッパー４０６中の別の入力は、ＭＩＭＯチャネル係数の行列５０６であってもよく、さ
らに別の入力は、図４からのターボデコーダ４２０からの事前のＬＬＲ５０８であっても
よい。図４からのＪＬＬＲ復調器ユニット４０４は、送信されたコード化ビットの事後の
ＬＬＲ５１０を発生させてもよい。付帯的ＬＬＲ５１２は、事後のＬＬＲ５１０から、事
前のＬＬＲ５０８を減算することによって取得されてもよい。
【００４６】
　システムモデルは、以下の数式のように表現されてもよい。
【数１】

【００４７】
ここで、ｘは、１つ以上の送信アンテナから送信されたシンボルのベクトルであり、ｙは
、白色化信号５０４であり、Ｈは、チャネル係数の行列５０６であり、ｎは、雑音ベクト
ルである。ＭＩＭＯワイヤレスシステムを仮定してもよく、他方、単数ストリームワイヤ
レスシステムおよび単数入力単数出力（ＳＩＳＯ）システムが、ＭＩＭＯワイヤレスシス
テムの特別なケースとして考慮されてもよい。
【００４８】
　送信された変調シンボルのベクトルｘからの、ビットｂkに対するＬＬＲ出力５１０は
、以下のように記述されてもよい。
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【数２】

【００４９】
　ここで、Ｌ（ｂk）は、復調器の事後のＬＬＲ出力５１０を表し、ＬA（ｂk）は、復調
器に対する事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲ入力５０８であり、ＬE（ｂk）は、復調器の付帯
的なＬＬＲ出力５１２であり、Ｎは、送信されたＭＩＭＯデータストリームの数であり、
Ｍは、変調シンボル毎のビットの数である。変数ｕiおよびｖjは、シンボルベクトルｘと
シンボルビットマッピング関連とに依拠して、０または１のいずれかであってもよい。さ
らに、ＬＬＲの定義にしたがうと、事前の尤度は、以下のように記述されてもよい。
【数３】

【００５０】
　数式（２）から観察されるように、復調器の事後のＬＬＲ出力は、２つの部分、ＡＰＰ
情報および付帯的情報から構成されてもよい。数式（２）に数式（３）を結合させた後、
ビットｂkに対する付帯的ＬＬＲは、以下のように記述されてもよい。
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【００５１】
ここで、以下の記号は、雑音分散である。
【数５】

【００５２】
　数式（４）から観察されるように、受信シンボルｙと、送信された仮定ｘとの間の距離
を表すそれぞれの項が、ＡＰＰ　ＬＬＲを加算することによってシフトされてもよい。さ
らに、ＡＰＰ　ＬＬＲの尤度への変換は、ＡＰＰ情報を利用するときには要求されなくて
もよい。
【００５３】
　最大対数ＭＡＰ（ＭＬＭ）ソリューションは、数式（４）中の合計演算を、以下のよう
に与えられる最大演算によって置き換えることによって取得されてもよい。
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【数６】

【００５４】
　ＨＡＲＱ結合を伴う反復デコーディング　
　図６は、本開示のある観点にしたがった、ハイブリッド自動繰返要求（ＨＡＲＱ）結合
を伴う例示的反復受信機６００を図示する。受信機６００は、図４からの反復的受信機４
００に基づいていてもよいことが観察されることができ、ここで、プレ・ターボデコーデ
ィング（プレ・ＴＤ）バッファ６３２、および、ポスト・ＴＤバッファ６３６が組み込ま
れて、デコーディングが成功しないときのケースにおける、データ再送信を効率的にサポ
ートしてもよい。
【００５５】
　最初のデータ送信に対して、構造および処理パスは、図４中に図示した構造４００と同
一であってもよい。特に、ターボデコーダ６２０からの付帯的対数尤度比（ＬＬＲ）出力
６２４は、次の反復処理用に、デマッパー６０６に対する、また、ターボＪＬＬＲユニッ
ト６０４に対する、事前の尤度（ＡＰＰ）入力６０８となってもよい。同様に、デマッパ
ーからの付帯的ＬＬＲ出力６１２は、ターボデコーダ６２０に対する、また、ターボデコ
ーディングユニット６１８に対する、ＡＰＰ入力６１６になってもよい。
【００５６】
　第１のデータ送信の、デマッパー６０６とターボデコーダ６２０との間の最後の外部反
復において、デ・レートマッチング（ＤＲＭ）ユニット６１４によって処理された後の、
デマッパー６０６からの付帯的ＬＬＲ出力６３４は、プレ・ＴＤバッファ６３２中に記憶
されてもよい。ターボデコーダ６２０の出力６２８における巡回冗長検査（ＣＲＣ）が、
デマッパー６０６とターボデコーダ６２０との間で規定された回数だけ外部反復された後
にも失敗するケースにおいて、データの再送信の間に、潜在的なＨＡＲＱ結合のために記
憶されたＬＬＲを利用してもよい。また、ターボデコーダ出力ＬＬＲ６２２は、ポスト・
ＴＤバッファ６３６に記憶されてもよい。記憶されたＬＬＲ６２２は、ターボデコーダ６
２０の出力６２８におけるＣＲＣが、規定された回数だけ第１のデータ送信が外部反復さ
れた後にも失敗するケースにおいて、記憶されたＬＬＲは、潜在的なデータの再送信に対
するＡＰＰ６０８として、処理および使用されてもよい。
【００５７】
　再送信の第１の反復に対して、ポスト・ＴＤバッファ６３６中に記憶された従前の送信
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からのＬＬＲ６２２は、現在の再送信に対するＡＰＰ６０８として、直接利用されてもよ
い。他方、デマッパー６０６からの付帯的ＬＬＲ出力６３４は、ＨＡＲＱ結合プロセスの
一部として、プレ・ＴＤバッファ６３２中に記憶されたＬＬＲ（すなわち、従前の送信の
間に保存されたＬＬＲ）と結合されてもよい。出力ＬＬＲ６１６は、次に、ターボデコー
ダ６２０へと供給されてもよい。
【００５８】
　再送信の次の反復に対して、ターボデコーダ６２０からの付帯的ＬＬＲ６２４は、従前
のデータ送信の間に計算および保存された、ポスト・ＴＤ ＬＬＲと最初に結合されても
よい。結合されたＬＬＲ６３８は、レートマッチング（ＲＭ）ユニット６２６によって処
理されてもよく、次に、ＡＰＰ６０８として利用されてもよい。デマッパー６０６からの
付帯的出力ＬＬＲ６３４は、プレ・ＴＤバッファ６３２に記憶されているＬＬＲと結合さ
れてもよく、次に、再びターボデコーダ６２０へと供給されてもよい。
【００５９】
　図７は、本開示のある観点にしたがった、ＨＡＲＱ結合を伴う反復デコーディングのた
めの例示的な動作７００を要約する。７１０において、少なくとも１つのデータストリー
ムを受信してもよい。７２０において、反復的な方法で、受信された少なくとも１つのデ
ータストリームのデマップおよびデコードを実行してもよい。反復プロセスの間に、それ
ぞれのデマップのステップの後に、少なくとも１つのデータストリームの送信されたビッ
トのＬＬＲの第１の組が計算されてもよく、他方、それぞれのデコードのステップの後に
、少なくとも１つのデータストリームの送信されたビットのＬＬＲの第２の組が計算され
てもよい。
【００６０】
　７３０において、デマップが、規定された回数だけ実行された場合、次の、データ再送
信のために、ＬＬＲの第１の組を記憶してもよい。７４０において、デコードが、規定さ
れた回数だけ実行された場合、次の、データ再送信のために、計算されたＬＬＲの第２の
組が記憶されてもよい。７５０において、再送信された、少なくとも１つのデータストリ
ームを受信してもよい。７６０において、記憶された、ＬＬＲの第１の組および第２の組
を使用して、再送信され、受信された少なくとも１つのデータストリームのデマップおよ
びデコードを、反復的な方法で実行してもよい。
【００６１】
　図８は、本開示のある観点にしたがった、ＨＡＲＱ結合を伴う反復受信機の、別の例を
図示する。１つのデータ送信から別のものへとＬＬＲを記憶するためのメモリを節約する
目的で、ＨＡＲＱを考慮するときに、反復受信機構造８００が利用されてもよい。図８か
ら、ターボデコーダ８２０の出力におけるポスト・ＴＤバッファ８３２中に記憶されてい
るＬＬＲ８２２が、図８に、加算器８３６および８３８によって図示されているように、
ＡＰＰ結合およびＨＡＲＱ結合の両方のために、使用されてもよいことが観察される。し
たがって、プレ・ＴＤバッファは、ＨＡＲＱ結合に対しては要求されなくてもよい。さら
に、メモリを節約するために、ポスト・ＴＤバッファを利用して、ターボデコーダ８２０
からのすべての出力ＬＬＲ８２２ではなく、システマティックＬＬＲだけを保存してもよ
い。
【００６２】
　反復受信機に対する軟判定指向形チャネル推定　
　本開示のある観点は、図４からの反復的受信機４００に対する軟判定指向形チャネル推
定をサポートする。図９は、本開示のある観点にしたがって、軟判定指向形チャネル推定
を伴う例示的な反復受信機９００を図示する。受信機構造９００は、図４からの反復受信
機構造４００およびチャネル推定ブロック９０２を含んでもよい。
【００６３】
　それぞれのデータ送信に対して、パイロットチャネルを通して送信されたパイロット信
号を処理することによって、最初のチャネル推定が取得されてもよい。さらに、受信機４
００のデマッパー４０６とターボデコーダ４２０との間のそれぞれの反復において、ター



(18) JP 5813802 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

ボデコーダ４２０からのレートマッチされた付帯的ＬＬＲ４０８を利用して、初期チャネ
ル推定を改良してもよい。図９に図示したように、ターボＪＬＬＲ４０４によって、次の
反復の処理において、受信されたサンプル４０２とともに、改良されたチャネル推定９０
４を使用してもよい。
【００６４】
　図１０は、本開示のある観点にしたがった、軟判定指向形チャネル推定を伴う反復デコ
ーディングに対する例示的な動作１０００を図示する。１０１０において、ワイヤレスチ
ャネルを通して送信された、パイロット信号および少なくとも１つのデータストリームが
受信される。１０２０において、受信されたパイロット信号を使用して、ワイヤレスチャ
ネルの初期推定が計算されてもよい。１０３０において、ワイヤレスチャネルの計算され
た初期推定を使用して、少なくとも１つのデータストリームのデマップおよびデコードが
実行されてもよく、このプロセスの間に、少なくとも１つのデータストリームの送信され
たビットの１組のＬＬＲが計算されてもよい。１０４０において、計算された１組のＬＬ
Ｒ、および、従前に計算された初期チャネル推定を使用して、ワイヤレスチャネルの推定
を更新してもよい。１０５０において、ワイヤレスチャネルの更新された推定を使用して
、少なくとも１つのデータストリームのデマップおよびデコードがここで実行されてもよ
い。規定された回数のデマップおよびデコードの後に、チャネル推定を更新するプロセス
が繰り返されてもよい。
【００６５】
　軟判定指向形チャネル推定９０２を、以下でより詳細に記述する。Ｍ個の送信アンテナ
と、Ｎ個の受信アンテナとを有する、ＭＩＭＯ－ＯＦＤＭワイヤレスシステムを考慮する
。周波数トーン（すなわち、副搬送波）の総数は、Ｋによって表現される。任意のｋ番目
のトーンにおける受信信号ｙkは、以下のように表現されてもよい。
【数７】

【００６６】
ここで、以下の数式が成立する。
【数８】

【数９】

【００６７】
は、ｋ番目のトーンに関係するＭＩＭＯチャネル行列であり、

【数１０】



(19) JP 5813802 B2 2015.11.17

10

20

30

40

【００６８】
は、ｋ番目のトーンにおける、すべてのＭ個の送信アンテナからの送信シンボルを表し、
【数１１】

【００６９】
は、ｋ番目のトーンにおける雑音ベクトルである。
【数１２】

【００７０】
とすると、
【数１３】

【００７１】
は、ＭＩＭＯチャネル行列Ｈkのｉ番目の行を示す。次に、数式（６）は、以下のように
再記述される。
【数１４】

【００７２】
ここで、以下のようである。
【数１５】

【００７３】
および
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【数１６】

【００７４】
　Ｋ個のトーンのすべてが、行列の形態で一緒にグループ化される場合、数式（７）は、
以下のように記述されてもよい。

【数１７】

【００７５】
ここで、以下のようである。
【数１８】

【００７６】
および
【数１９】

【００７７】
　Ｋ個のトーンのうちで、それらの一部が、チャネル推定のために使用されるトレーニン
グシーケンスであってもよく、他方、残りのものは、実際のデータ送信のために使用され
てもよいことに留意すべきである。Ｘtは、データを含むＸのすべての行を除去すること
によって構築される、Ｘのトレーニング部分を表すとすると、ｙtは、受信信号ｙのうち
のパイロットトーンを表す。次に、以下ような数式が記述されてもよい。
【数２０】

【００７８】
　それぞれの送信されたサブフレームに対して、受信されたパイロット信号を使用して、
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グが実行された後、データトーン上の出力軟ＬＬＲ情報を、パイロットベースのチャネル
推定を改良するための追加の情報として利用してもよい。
【００７９】
　Ｅ｛ｈ｝＝０として仮定できる。最小２乗平均平方誤差（ＬＭＭＳＥ）チャネル推定器
は、以下のように表現されてもよい。
【数２１】

【００８０】
以下の数式を解くことにより、
【数２２】

【００８１】
ＬＭＭＳＥチャネル推定は、以下のように取得されてもよい。

【数２３】

【００８２】
　ここで、ＲhおよびＲntは、チャネルベクトルｈに対して、および、雑音ベクトルｎtに
対して、関連する相関項である。さらに、数式（１８）は、行列反転の補題にしたがうと
、以下のように記述されてもよい。
【数２４】

【００８３】
　数式（１８）における行列反転の次元は、一般的に、数式（１９）における行列反転の
次元より小さくてもよいので、数式（１８）は、数式（１９）に比して、計算的利点を有
していてもよい。後により詳細に述べるように、アフィン軟判定指向形チャネル推定が採
用される場合、数式（１８）において、取得されたパイロットベースのチャネル推定は、
以下の反復における最初の平均値としてセットされてもよい。
【００８４】
　数式（１８）および数式（１９）の両方から、以下の数式が理解される。
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【数２５】

【００８５】
したがって、数式（１８）によって規定されるＬＭＭＳＥチャネル推定器の共分散は、以
下のように導出されてもよい。

【数２６】

【００８６】
最後に、以下の数式が成立する。
【数２７】

【００８７】
以下の反復において、数式（２１）によって与えられた共分散行列は、アフィン軟判定指
向形チャネル推定が利用されるケースにおいて、最初の共分散行列としてセットされても
よい。
【００８８】
　本開示のある観点は、線形軟判定指向形チャネル推定をサポートする。このチャネル推
定器は、以下のような形態で記述されてもよい。
【数２８】

【００８９】
依然として、反復的チャネル推定プロセスに対して、Ｅ｛ｈ｝＝０を仮定してもよい。タ
ーボデコーダから取得される付帯的ＬＬＲを、ソフトシンボルを構築するのに利用しても
よい。任意のｋ番目（ｋ＝１，・・・，Ｋ）のトーン、および、任意のｍ番目（ｍ＝１，
・・・，Ｍ）の送信アンテナに対応する、ソフトシンボルの期待値

【数２９】

【００９０】
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およびソフトシンボルの分散
【数３０】

【００９１】
が、容易に取得されてもよく、他方、ガウス近似もまた使用してもよい。
【００９２】
　以下の数式を仮定する。

【数３１】

【００９３】
ここで、
【数３２】

【００９４】
は、Ｘの期待値を表し、
【数３３】

【００９５】
は、対角行列である。パイロットトーンに対する、行列の対角項
【数３４】

【００９６】
はゼロに等しくてもよく、データトーンに対する、対角項は、以下の数式に等しくてもよ
い。

【数３５】

【００９７】
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【数３６】

【００９８】
　以下の数式を仮定する。
【数３７】

【００９９】
ここで、Ｒzは、対角行列である。次に、パイロットトーンに対する、対応する対角項は
、ゼロに等しくてもよく、他方、データトーンに対する、対角項は、以下の記号に等しく
てもよい。

【数３８】

【０１００】
この仮定の下で、以下の数式が得られる。

【数３９】

【０１０１】
したがって、線形軟判定指向形チャネル推定は、以下のように導出されてもよい。
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【数４０】

【０１０２】
　ＯＦＤＭシステムに対して、Ｒzの近似が対角であることが正確でないかもしれないこ
とを暗示する、ｈのエレメント（すなわち、チャネルタップ）が強く関連付けられていて
もよいことに留意すべきである。数式（２９）によって与えられる推定器のより簡易版の
ものは、単に、項Ｒzを無視してもよい。
【０１０３】
　本開示のある観点は、アフィン軟判定指向形チャネル推定をサポートする。アフィンチ
ャネル推定器は、以下のような数式の形式を有していてもよい。
【数４１】

【０１０４】
ここで、アフィンチャネル推定器の平均が、数式（１８）によって与えられる、パイロッ
トベースのＬＭＭＳＥチャネル推定器の平均としてセットされてもよい。システムモデル
は、以下のように記述されてもよい。
【数４２】

【０１０５】
ここで、
【数４３】

【０１０６】
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および
【数４４】

【０１０７】
　アフィン軟判定指向形チャネル推定器は、以下のように表現されてもよい。

【数４５】

【０１０８】
ここで、
【数４６】

【０１０９】
は、Ｒzと同様に、以下の数式のように規定される。
【数４７】

【数４８】

【０１１０】
のエレメントが、強く関連付けられていないので、
【数４９】

【０１１１】
が、対角行列であるという仮定は、妥当性があることが理解される。数式（３４）によっ
て与えられる、アフィン推定器の簡易版は、数式（３４）からの以下の項
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【数５０】

【０１１２】
および

【数５１】

【０１１３】
のいずれか、あるいは、両方を無視してもよい。また、以下の数式が示されてもよい。
【数５２】

【０１１４】
および
【数５３】

【０１１５】
　数式（３４）において、
【数５４】

【０１１６】
の初期値が、数式（２２）によって与えられる値にセットされてもよく、これは、パイロ
ットベースのチャネル推定から取得される。以下の反復において、

【数５５】

【０１１７】
の項は、数式（３７）を使用することによって近似されてもよい。
【０１１８】
　上に記述した方法のさまざまな動作は、対応している機能を実行することができる何ら
かの適切な手段によって実行されてもよい。手段は、さまざまなハードウェアおよび／ま
たはソフトウェア構成部品および／またはモジュールを含んでもよく、それらは、これら
に制限されるわけではないが、回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）またはプロセッ
サを含んでもよい。一般的に、図面において図示した動作があるところでは、これらの動
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作は、同様の番号付けを有する対応する対の片方であるミーンズプラスファンクションコ
ンポーネントを有していてもよい。例えば、図７および１０に図示したブロック７１０－
７６０、および、１０１０－１０５０は、図７Ａおよび１０Ａに図示したブロック７１０
Ａ－７６０Ａ、および、１０１０Ａ－１０５０Ａに対応する。
【０１１９】
　ここで使用するように、用語“決定する”は、幅広くさまざまなアクションを包含する
。例えば、“決定すること”は、計算すること、演算すること、処理すること、導出する
こと、調査すること、ルックアップすること（例えば、テーブル、データベース、または
、別のデータ構造中をルックアップすること）、確認すること、および、類似物を含んで
もよい。また、“決定すること”は、受信すること（例えば、情報を受信すること）、ア
クセスすること（例えば、メモリ中のデータにアクセスすること）、および、類似物を含
んでもよい。また、“決定すること”は、解決すること、選択すること、選ぶこと、確立
すること、および、類似物を含んでもよい。
【０１２０】
　ここで使用するように、項目のリスト“のうちの少なくとも１つ”を指すフレーズは、
これらの項目のうちの、単一のメンバーを含む、何らかの組み合わせを指す。例として、
 “ａ、ｂ、または、ｃのうちの少なくとも１つ”は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ
－ｃ、および、ａ－ｂ－ｃをカバーすることを意図している。
【０１２１】
　上に記述したさまざまな方法の動作は、さまざまなハードウェアおよび／またはソフト
ウェア構成部品および／またはモジュールのような、動作を実行することができる何らか
の適切な手段によって実行されてもよい。一般的に、図面に図示した何らかの動作は、動
作を実行することができる、対応する機能手段によって実行されてもよい。
【０１２２】
　本開示に関連して述べた、さまざまな例示的な論理的ブロック、モジュールおよび回路
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、フィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラム可能
論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリートハードウ
ェア構成部品、あるいは、ここで述べてきた機能を実施するために設計されたこれらの組
み合わせで、実現されるか、あるいは、実施されてもよい。汎用プロセッサはマイクロプ
ロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッサは、何らかの従来のプロセッ
サ、制御装置、マイクロ制御装置、状態機械であってもよい。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として、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み
合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを備えた１つ以上のマイクロプロセッサ
、あるいは、このような構成の他の何らかのものとして実現してもよい。
【０１２３】
　本開示に関連して述べた方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアで直接具
体化してもよく、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで具体化しても
よく、または、これら２つの組み合わせで具体化してもよい。ソフトウェアモジュールは
、技術的に知られている何らかの形態の記憶媒体に存在していてもよい。使用されてもよ
い記憶媒体のいくつかの例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハード
ディスク、リムーブバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等を含む。ソフトウェアモジュールは、
単一の命令、または、多くの命令を含んでもよく、異なるプログラムおよび複数の記憶媒
体にわたって、いくつかの異なるコードセグメントにわたって分散されていてもよい。記
憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことが
できるようにプロセッサに結合される。代替実施形態では、記憶媒体はプロセッサと一体
化されていてもよい。
【０１２４】
　ここで説明した方法は、説明した方法を達成するための１つ以上のステップまたは動作
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を含んでいてもよい。特許請求の範囲を逸脱することなく、これらの方法のステップおよ
び／または動作を相互交換してもよい。言い換えると、ステップまたは動作の特定の順序
が指定されない限り、特定のステップまたは動作の順序および／または使用は、特許請求
の範囲を逸脱することなく、変更してもよい。
【０１２５】
　説明した機能を、ハードウェアや、ソフトウェアや、ファームウェアや、または、これ
らの任意の組み合わせによって実現してもよい。ソフトウェアで実現される場合、機能を
、コンピュータ読取可能媒体中の１つ以上の命令として記憶させてもよい。記憶媒体は、
汎用または専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体
であってもよい。例として、これらに制限される訳ではないが、このようなコンピュータ
読取可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または、他の光学ディ
スク、磁気ディスクストレージまたは磁気ストレージ装置、あるいは、所望のプログラム
コードを命令またはデータ構造の形態で搬送または記憶するのに使用されることができ、
かつ、コンピュータによってアクセスされることができる、他の任意の媒体を含むことが
できる。ディスク（ｄｉｓｋとｄｉｓｃ）は、ここで使用するように、コンパクトディス
ク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光学ディスク、デジタル汎用ディスク（Ｄ
ＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、ブルーレイ（登録商標）ディスクを含み、こ
こで、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常は、磁気的にデータを再生し、ディスク（ｄｉｓｃ
）は、レーザーで光学的にデータを再生する。
【０１２６】
　したがって、特定の観点は、ここで提示した動作を実行するためのコンピュータプログ
ラム製品を含んでもよい。例えば、このようなコンピュータプログラム製品は、その上に
、記憶された（および／またはエンコードされた）命令を有しているコンピュータ読取可
能媒体を備えてもよく、命令は、ここで記述した動作を実行するための1つ以上のプロセ
ッサによって実行可能である。ある観点では、コンピュータプログラム製品は、パッケー
ジング素材を含んでもよい。
【０１２７】
　ソフトウェアまたは命令はまた、送信媒体を通して送信されてもよい。例えば、ソフト
ウェアが、ウェブサイト、サーバ、または、他のリモート源から、同軸ケーブル、光ファ
イバーケーブル、撚線対、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または、赤外線、無線、マイ
クロウェーブのようなワイヤレス技術を使用して送られる場合、同軸ケーブル、光ファイ
バーケーブル、撚線対、ＤＳＬ、または、赤外線、無線、マイクロウェーブのようなワイ
ヤレス技術は、媒体の定義に含まれるものとする。
【０１２８】
　さらに、ここで記述した方法と技術を実行する、モジュール、および／または、他の適
切な手段は、適切なように、ユーザ端末によって、および／または、基地局によって、ダ
ウンロードされることができ、および／または、異なる方法で取得されることができる。
例えば、このようなデバイスは、サーバに結合されて、ここで記述した方法を実行する手
段の転送を容易にすることができる。代わりに、ここで記述したさまざまな方法は、ユー
ザ端末、および／または、基地局が、記憶手段をデバイスに結合または提供する際に、さ
まざまな方法を取得できるように、記憶媒体（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディ
スク（ＣＤ）、または、フロッピーディスク等のような、物理記憶媒体）を介して提供さ
れることができる。さらに、ここで記述した方法と技術をデバイスに提供するための、他
の何らかの適切な技術を利用することができる。
【０１２９】
　特許請求の範囲は、上に説明した特定の構成およびコンポーネントに制限されていない
ことを理解すべきである。特許請求の範囲を逸脱することなく、さまざまな修正、変更、
および変形が、上に説明した配置、特徴の動作および詳細、観点、および構成において、
行われてもよい。
【０１３０】
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　ここで提供される技術を、さまざまなアプリケーションにおいて利用してもよい。特定
の観点では、ここで提示した技術を、アクセスポイント局、アクセス端末、または、ここ
で提供した技術を実行する処理ロジックおよびエレメントを有する、他のタイプのワイヤ
レスデバイスにおいて組み込んでもよい。　
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［１］ワイヤレス通信のための方法において、
　少なくとも１つのデータストリームを受信することと、
　前記受信されたデータストリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードして、前
記受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤度比（ＬＬＲ）デマップすること
と、
　前記デコーディングが、前記反復的な方法で、規定された回数だけ実行された場合、前
記計算された事後のＬＬＲを記憶させることと、
　再送信された前記データストリームを受信することと、
　前記記憶された１組のＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームを、
前記反復的な方法でデマップおよびデコードすることと
を含む方法。
　　［２］前記受信されたデータストリームを、デマップおよびデコードすることは、
　前記受信されたデータストリームのデマッピングの結果として、前記受信されたデータ
ストリームのビットの付帯的ＬＬＲを計算することと、
　前記受信されたデータストリームのデマッピングが、前記反復的な方法で、規定された
回数だけ実行された場合、前記計算された付帯的ＬＬＲをデ・レートマッチングおよび記
憶させることと
を含む、上記［１］の方法。
　　［３］前記受信された再送信データストリームを、デマップおよびデコードすること
は、
　前記受信された再送信ストリームのデマッピングの結果として、前記再送信データスト
リームのビットの第１の組の付帯的ＬＬＲを計算することと、
　前記計算された第１の組の付帯的ＬＬＲをデ・レートマッチングすることと、
　前記デ・レートマッチングされた第１の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された付
帯的ＬＬＲを結合させて、前記再送信データストリームのデコーディングに対する、入力
ＬＬＲを発生させることと
を含む、上記［２］の方法。
　　［４］前記受信された再送信データストリームをデマップおよびデコードすることは
、
　前記発生された入力ＬＬＲを使用して、前記受信された再送信ストリームをデコードし
て、前記再送信データストリームのビットの第２の組の付帯的ＬＬＲを取得することと、
　前記第２の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された事後のＬＬＲを結合して、結合
されたＬＬＲを取得し、前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのデコー
ディングの結果として計算されることと、
　前記結合されたＬＬＲをレートマッチングすることによって、前記再送信データストリ
ームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲを取得することと、
　前記再送信データストリームのデマッピングに対して、前記ＡＰＰ ＬＬＲを使用する
ことと
をさらに含む、上記［３］の方法。
　　［５］前記記憶された事後のＬＬＲをレートマッチングし、前記事後のＬＬＲは、前
記受信されたデータストリームのデコーディングの結果として計算されることと、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングおよびデコーディングの間の最
初の反復の間にわたって、前記再送信データストリームのデマッピングに対する、前記再
送信データストリームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲとして、前記レートマッチ
ングされたＬＬＲを使用することと
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をさらに含む、上記［１］の方法。
　　［６］前記受信された再送信データストリームをデマップおよびデコードすることは
、
　前記受信されたデータストリームのデマッピングの結果として、前記再送信データスト
リームのビットの第１の組の付帯的ＬＬＲを計算することと、
　前記記憶された事後のＬＬＲ、および、前記第１の組の付帯的ＬＬＲのデ・レートマッ
チングされたバージョンを結合して、前記受信された再送信データストリームのデコーデ
ィングに対する、入力ＬＬＲを発生させ、前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータス
トリームのデコーディングの結果として計算されることと、
　前記発生された入力ＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームをデコ
ードして、前記再送信データストリームのビットの第２の組の付帯的ＬＬＲを取得するこ
とと、
　前記第２の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された事後のＬＬＲを結合して、結合
されたＬＬＲを取得することと、
　前記結合されたＬＬＲをレートマッチングすることによって、前記再送信データストリ
ームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲを計算することと、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングに対して、前記計算されたＡＰ
Ｐ ＬＬＲを使用することと
を含む、上記［１］の方法。
　　［７］前記記憶された事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのシステマ
ティック部分に関係する、システマティックＬＬＲだけを含む、上記［６］の方法。
　　［８］ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのデータストリームを受信するように構成されている受信機と、
　前記受信されたデータストリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードして、前
記受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように
構成されているデマッパーおよびデコーダと、
　前記デコーディングが、前記反復的な方法で、規定された回数だけ実行された場合、前
記計算された事後のＬＬＲを記憶させるように構成されているバッファと
を備え、
　前記受信機はまた、再送信された前記データストリームを受信するように構成されてお
り、
　前記デマッパーおよび前記デコーダはまた、前記記憶された１組のＬＬＲを使用して、
前記受信された再送信データストリームを、前記反復的な方法でデマップおよびデコード
するように構成されている装置。
　　［９］前記受信されたデータストリームを、デマップおよびデコードするように構成
されている前記デマッパーおよび前記デコーダは、
　前記受信されたデータストリームのデマッピングの結果として、前記受信されたデータ
ストリームのビットの付帯的ＬＬＲを計算するように構成されているコンピュータと、
　前記受信されたデータストリームのデマッピングが、前記反復的な方法で、規定された
回数だけ実行された場合、前記計算された付帯的ＬＬＲをデ・レートマッチングおよび記
憶させるように構成されている回路と
を備える、上記［８］の装置。
　　［１０］前記受信された再送信データストリームを、デマップおよびデコードするよ
うに構成されている前記デマッパーおよび前記デコーダは、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングの結果として、前記再送信デー
タストリームのビットの第１の組の付帯的ＬＬＲを計算するように構成されているプロセ
ッサと、
　前記計算された第１の組の付帯的ＬＬＲをデ・レートマッチングするように構成されて
いるデ・レートマッチング回路と、
　前記デ・レートマッチングされた第１の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された付
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帯的ＬＬＲを結合させて、前記再送信データストリームのデコーディングに対する、入力
ＬＬＲを発生させるように構成されている結合器と
を備える、上記［９］の装置。
　　［１１］前記受信された再送信データストリームをデマップおよびデコードするよう
に構成されている前記デマッパーおよび前記デコーダは、
　前記発生された入力ＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームをデコ
ードして、前記再送信データストリームのビットの第２の組の付帯的ＬＬＲを取得するよ
うに構成されているデコーダと、
　前記第２の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された事後のＬＬＲを結合して、結合
されたＬＬＲを取得するように構成されている、別の結合器と、
　前記結合されたＬＬＲをレートマッチングすることによって、前記再送信データストリ
ームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲを取得するように構成されているレートマッ
チング回路と、
をさらに備え、
　前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのデコーディングの結果として
計算され、
　前記デマッパーはまた、前記再送信データストリームのデマッピングに対して、前記Ａ
ＰＰ ＬＬＲを使用するように構成されている、上記［１０］の装置。
　　［１２］前記記憶された事後のＬＬＲをレートマッチングするように構成されている
レートマッチング回路をさらに具備し、
　前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのデコーディングの結果として
計算され、
　前記デマッパーはまた、前記受信された再送信データストリームのデマッピングおよび
デコーディングの間の最初の反復の間にわたって、前記再送信データストリームのデマッ
ピングに対する、前記再送信データストリームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲと
して、前記レートマッチングされたＬＬＲを使用するように構成されている、上記［８］
の装置。
　　［１３］前記受信された再送信データストリームをデマップおよびデコードするよう
に構成されている前記デマッパーおよび前記デコーダは、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングの結果として、前記再送信デー
タストリームのビットの第１の組の付帯的ＬＬＲを計算するように構成されているコンピ
ュータと、
　前記記憶された事後のＬＬＲ、および、前記第１の組の付帯的ＬＬＲのデ・レートマッ
チングされたバージョンを結合して、前記受信された再送信データストリームのデコーデ
ィングに対する、入力ＬＬＲを発生させるように構成されている結合器と、
　前記発生された入力ＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームをデコ
ードして、前記再送信データストリームのビットの第２の組の付帯的ＬＬＲを取得するよ
うに構成されているデコーダと、
　前記第２の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された事後のＬＬＲを結合して、結合
されたＬＬＲを取得するように構成されている別の結合器と、
　前記結合されたＬＬＲをレートマッチングすることによって、前記再送信データストリ
ームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲを計算するように構成されているレートマッ
チング回路と、
を備え、
　前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのデコーディングの結果として
計算され、
　前記デマッパーはまた、前記受信された再送信データストリームのデマッピングに対し
て、前記計算されたＡＰＰ ＬＬＲを使用するように構成されている、上記［８］の装置
。
　　［１４］前記記憶された事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのシステ
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マティック部分に関係する、システマティックＬＬＲだけを含む、上記［１３］の装置。
　　［１５］ワイヤレス通信のための装置において、
　少なくとも１つのデータストリームを受信する手段と、
　前記受信されたデータストリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードして、前
記受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算する手段と
、
　前記デコーディングが、前記反復的な方法で、規定された回数だけ実行された場合、前
記計算された事後のＬＬＲを記憶させる手段と、
　再送信された前記データストリームを受信する手段と、
　前記記憶された１組のＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームを、
前記反復的な方法でデマップおよびデコードする手段と
を具備する装置。
　　［１６］前記受信されたデータストリームを、デマップおよびデコードする手段は、
　前記受信されたデータストリームのデマッピングの結果として、前記受信されたデータ
ストリームのビットの付帯的ＬＬＲを計算する手段と、
　前記受信されたデータストリームのデマッピングが、前記反復的な方法で、規定された
回数だけ実行された場合、前記計算された付帯的ＬＬＲをデ・レートマッチングおよび記
憶させる手段と
を備える、上記［１５］の装置。
　　［１７］前記受信された再送信データストリームを、デマップおよびデコードする手
段は、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングの結果として、前記再送信デー
タストリームのビットの第１の組の付帯的ＬＬＲを計算する手段と、
　前記計算された第１の組の付帯的ＬＬＲをデ・レートマッチングする手段と、
　前記デ・レートマッチングされた第１の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された付
帯的ＬＬＲを結合させて、前記再送信データストリームのデコーディングに対する、入力
ＬＬＲを発生させる手段と
を備える、上記［１６］の装置。
　　［１８］前記受信された再送信データストリームをデマップおよびデコードする手段
は、
　前記発生された入力ＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームをデコ
ードして、前記再送信データストリームのビットの第２の組の付帯的ＬＬＲを取得する手
段と、
　前記第２の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された事後のＬＬＲを結合して、結合
されたＬＬＲを取得する手段と、
　前記結合されたＬＬＲをレートマッチングすることによって、前記再送信データストリ
ームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲを取得する手段と、
　前記再送信データストリームのデマッピングに対して、前記ＡＰＰ ＬＬＲを使用する
手段と
をさらに備え、
　前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのデコーディングの結果として
計算される、上記［１７］の装置。
　　［１９］前記記憶された事後のＬＬＲをレートマッチングする手段と、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングおよびデコーディングの間の最
初の反復の間にわたって、前記再送信データストリームのデマッピングに対する、前記再
送信データストリームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲとして、前記レートマッチ
ングされたＬＬＲを使用する手段と
をさらに具備し、
　前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのデコーディングの結果として
計算される、上記［１５］の装置。
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　　［２０］前記受信された再送信データストリームをデマップおよびデコードする手段
は、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングの結果として、前記再送信デー
タストリームのビットの第１の組の付帯的ＬＬＲを計算する手段と、
　前記記憶された事後のＬＬＲ、および、前記第１の組の付帯的ＬＬＲのデ・レートマッ
チングされたバージョンを結合して、前記受信された再送信データストリームのデコーデ
ィングに対する、入力ＬＬＲを発生させる手段と、
　前記発生された入力ＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームをデコ
ードして、前記再送信データストリームのビットの第２の組の付帯的ＬＬＲを取得する手
段と、
　前記第２の組の付帯的ＬＬＲ、および、前記記憶された事後のＬＬＲを結合して、結合
されたＬＬＲを取得する手段と、
　前記結合されたＬＬＲをレートマッチングすることによって、前記再送信データストリ
ームのビットの事前の尤度（ＡＰＰ）ＬＬＲを計算する手段と、
　前記受信された再送信データストリームのデマッピングに対して、前記計算されたＡＰ
Ｐ ＬＬＲを使用する手段と
を備え、
　前記事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのデコーディングの結果として
計算される、上記［１５］の装置。
　　［２１］前記記憶された事後のＬＬＲは、前記受信されたデータストリームのシステ
マティック部分に関係する、システマティックＬＬＲだけを含む、上記［２０］の装置。
　　［２２］コンピュータ読取可能媒体を備えるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品において、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、命令を含み、
　前記命令は、
　少なくとも１つのデータストリームを受信させ、
　前記受信されたデータストリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードさせて、
前記受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算させ、
　前記デコーディングが、前記反復的な方法で、規定された回数だけ実行された場合、前
記計算された事後のＬＬＲを記憶させ、
　再送信された前記データストリームを受信させ、
　前記記憶された１組のＬＬＲを使用して、前記受信された再送信データストリームを、
前記反復的な方法でデマップおよびデコードさせる
ように実行可能である、コンピュータプログラム製品。
　　［２３］ワイヤレスノードにおいて、
　少なくとも１つのアンテナと、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、少なくとも１つのデータストリームを受信す
るように構成されている受信機と、
　前記受信されたデータストリームを、反復的な方法でデマップおよびデコードして、前
記受信されたデータストリームのビットの事後の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように
構成されているデマッパーおよびデコーダと、
　前記デコーディングが、前記反復的な方法で、規定された回数だけ実行された場合、前
記計算された事後のＬＬＲを記憶させるように構成されているバッファと
を具備し、
　前記受信機はまた、再送信された前記データストリームを受信するように構成されてお
り、
　前記デマッパーおよび前記デコーダはまた、前記記憶された１組のＬＬＲを使用して、
前記受信された再送信データストリームを、前記反復的な方法でデマップおよびデコード
するように構成されているワイヤレスノード。
　　［２４］ワイヤレス通信のための方法において、
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　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信することと、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
することと、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算することと、
　前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定
を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新することと、
　前記更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリー
ムを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードすることと
を含む方法。
　　［２５］前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生され
た付帯的ＬＬＲを含む、上記［２４］の方法。
　　［２６］前記付帯的ＬＬＲをレートマッチングして、前記計算された１組のＬＬＲを
取得することをさらに含む、上記［２５］の方法。
　　［２７］前記ワイヤレスチャネルの推定を更新することは、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得することと、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ソフトシンボルを取得することと、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算することと
を含む、上記［２４］の方法。
　　［２８］前記ワイヤレスチャネルの推定は、アフィン軟判定指向形チャネル推定アル
ゴリズムにしたがって更新される、上記［２４］の方法。
　　［２９］前記ワイヤレスチャネルの推定は、線形軟判定指向形チャネル推定アルゴリ
ズムにしたがって更新される、上記［２４］の方法。
　　［３０］ワイヤレス通信のための装置において、
　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信するように構成されている受信機と、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
するように構成されている推定器と、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように構成されている
、デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、デコーダと
を具備し、
　前記推定器はまた、前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレス
チャネルの初期推定を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新するように構成さ
れており、
　前記デマッパー、前記デ・レートマッチング回路、および、前記デコーダはまた、前記
更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリームを、
デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードするように構成されている装置。
　　［３１］前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生され
た付帯的ＬＬＲを含む、上記［３０］の装置。
　　［３２］前記付帯的ＬＬＲをレートマッチングして、前記計算された１組のＬＬＲを
取得するように構成されているレートマッチング回路をさらに具備する、上記［３１］の
装置。
　　［３３］前記ワイヤレスチャネルの推定を更新するように構成されている推定器は、



(36) JP 5813802 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得するように構成されているプロセッサと、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ソフトシンボルを取得するように構成されている別のプロセッサと、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算するように構成されているコンピュータと
を備える、上記［３０］の装置。
　　［３４］前記ワイヤレスチャネルの推定は、アフィン軟判定指向形チャネル推定アル
ゴリズムにしたがって更新される、上記［３０］の装置。
　　［３５］前記ワイヤレスチャネルの推定は、線形軟判定指向形チャネル推定アルゴリ
ズムにしたがって更新される、上記［３０］の装置。
　　［３６］ワイヤレス通信のための装置において、
　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信する手段と、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
する手段と、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算する手段と、
　前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定
を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新する手段と、
　前記更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリー
ムを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードする手段と
を具備する装置。
　　［３７］前記計算された１組のＬＬＲは、前記デコーディングの結果として発生され
た付帯的ＬＬＲを含む、上記［３６］の装置。
　　［３８］前記付帯的ＬＬＲをレートマッチングして、前記計算された１組のＬＬＲを
取得する手段をさらに含む、上記［３７］の装置。
　　［３９］前記ワイヤレスチャネルの推定を更新する手段は、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ハードシンボルを取得する手段と、
　前記計算された１組のＬＬＲを使用して、前記受信されたデータストリームに関係する
ソフトシンボルを取得する手段と、
　前記取得されたハードシンボル、および、前記取得されたソフトシンボルの統計を使用
して、前記ワイヤレスチャネルの推定を計算する手段と
を備える、上記［３６］の装置。
　　［４０］前記ワイヤレスチャネルの推定は、アフィン軟判定指向形チャネル推定アル
ゴリズムにしたがって更新される、上記［３６］の装置。
　　［４１］前記ワイヤレスチャネルの推定は、線形軟判定指向形チャネル推定アルゴリ
ズムにしたがって更新される、上記［３６］の装置。
　　［４２］コンピュータ読取可能媒体を備えるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品において、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、命令を含み、
　前記命令は、
　ワイヤレスチャネルを通して送信された、パイロット信号、および、少なくとも１つの
データストリームを受信させ、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
させ、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
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ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算させ、
　前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定
を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新することと、
　前記更新されたワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリー
ムを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードさせる
ように実行可能である、コンピュータプログラム製品。
　　［４３］ワイヤレスノードにおいて、
　少なくとも１つのアンテナと、
　前記少なくとも１つのアンテナを介して、ワイヤレスチャネルを通して送信された、パ
イロット信号、および、少なくとも１つのデータストリームを受信するように構成されて
いる受信機と、
　前記受信されたパイロット信号を使用して、前記ワイヤレスチャネルの初期推定を計算
するように構成されている推定器と、
　前記計算されたワイヤレスチャネルの初期推定を使用して、前記受信されたデータスト
リームを、デマップ、デ・レートマッチング、および、デコードして、前記データストリ
ームの送信されたビットの１組の対数尤度比（ＬＬＲ）を計算するように構成されている
、デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、デコーダと
を具備し、
　前記推定器はまた、前記計算された１組のＬＬＲ、および、前記計算されたワイヤレス
チャネルの初期推定を使用して、前記ワイヤレスチャネルの推定を更新するように構成さ
れており、
　前記デマッパー、デ・レートマッチング回路、および、デコーダはまた、前記更新され
たワイヤレスチャネルの推定を使用して、前記受信されたデータストリームを、デマップ
、デ・レートマッチング、および、デコードするように構成されているワイヤレスノード
。
【図１】 【図２】
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