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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線ネットワーク基幹施設に関して無線通信装
置（ＷＣＤ）の速度に基づいてパイロット・フィルタを
調整するための方法と装置を提供する。
【解決手段】パイロット・フィルタは無線通信装置（Ｗ
ＣＤ）の速度に基づいてパイロット・フィルタのために
パイロット係数を決定することにより適応される。パイ
ロット・フィルタは無線通信装置（ＷＣＤ）内か、また
はネットワーク基幹施設内か、あるいはその両者内に配
置されてもよい。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおいて受信信号を処理するパイロット・フィルタを適応させる
方法であって、前記方法は
　無線ネットワーク基幹施設に関して無線通信装置の速度を決定し、
　前記無線通信装置の前記決定された速度に基づいて前記パイロット・フィルタの１つま
たはそれ以上の係数を決定することからなる。
【請求項２】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することおよび前記１つまたはそれ以上の係数を決
定することは前記無線通信装置内で行われる請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することおよび前記１つまたはそれ以上の係数を決
定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われる請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することは前記無線通信装置内で行われ、および前
記１つまたはそれ以上の係数を決定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われ
る請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行わ
れ、および前記１つまたはそれ以上の係数を決定することは前記無線通信装置内で行われ
る請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記１つまたはそれ以上の係数をパイロット・フィルタに適用することをさらに具備す
る請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記係数を適用することは前記無線通信装置内で行われる請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記係数を適用することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われる請求項６記載の
方法。
【請求項９】
　前記速度を決定することはグローバル・ポジショニング・システム受信器から速度情報
を受信することをさらに具備する請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記速度を決定することは前記無線通信装置の少なくとも２つの位置測定値を受信する
ことをさらに具備し、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られ、および前記無線通信装
置の前記速度を決定することは前記少なくとも２つの位置測定値およびそれぞれの測定時
刻に基づいている請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記無線ネットワーク基幹施設は基地局をさらに具備する請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記１つまたはそれ以上の係数を決定することはノイズパワー推定値に基づいて前記１
つまたはそれ以上の係数を決定することをさらに具備する請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項１記載の方法
。
【請求項１４】
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項１記載の方法
。
【請求項１５】
　前記１つまたはそれ以上の係数を決定することは１組の所定の係数から前記１つまたは
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それ以上の係数を選択することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　通信チャネル上でパイロット信号サンプルを受信するパイロット・フィルタと、
　無線通信装置速度に基づいて前記パイロット・フィルタのフィルタ係数を決定し、前記
パイロット・フィルタを前記通信チャネルに適応させるコントローラとからなる通信装置
。
【請求項１７】
　コントローラは前記通信チャネルにおけるノイズパワーの推定値に基づいて前記フィル
タ係数を決定する請求項１６記載の通信装置。
【請求項１８】
　１組の所定の係数をさらに具備する請求項１６記載の通信装置。
【請求項１９】
　前記所定の係数はルックアップ・テーブルから検索される請求項１８記載の通信装置。
【請求項２０】
　前記通信装置の前記速度はグローバル・ポジショニング・システム受信器からの情報に
従って決定される請求項１６記載の通信装置。
【請求項２１】
　前記通信装置の前記速度は前記通信装置の少なくとも２つの位置測定値に従って決定さ
れ、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られると共に前記通信装置の前記速度は前記少
なくとも２つの位置測定値およびそれらのそれぞれの測定時刻に基づいている請求項１６
記載の通信装置。
【請求項２２】
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項１６記載の通
信装置。
【請求項２３】
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項１６記載の通
信装置。
【請求項２４】
　各々がパイロット信号を受信し、フィルタード・パイロット信号を出力するように構成
される複数のパイロット・フィルタと、
　無線通信装置速度に基づいて前記複数のパイロット・フィルタ出力の１つを選択するよ
うに構成されたコントローラとからなる通信装置。
【請求項２５】
　前記コントローラはノイズパワーの推定値に基づいて前記複数のパイロット・フィルタ
の１つを選択する請求項２４記載の通信装置。
【請求項２６】
　前記複数のフィルタはフィルタ係数を変更することによって適応されるように構成され
る請求項２４記載の通信装置。
【請求項２７】
　前記コントローラは前記通信装置速度に基づいて前記複数のパイロット・フィルタにつ
いてのフィルタ係数を決定する請求項２６記載の通信装置。
【請求項２８】
　前記フィルタ係数は１組の所定のフィルタ係数から選択される請求項２７記載の通信装
置。
【請求項２９】
　前記所定の係数はルックアップ・テーブルから検索される請求項２８記載の通信装置。
【請求項３０】
　前記通信装置の前記速度はグローバル・ポジショニング・システム受信器からの情報に
基づいて決定される請求項２４記載の通信装置。
【請求項３１】
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　前記通信装置の前記速度は前記通信装置の少なくとも２つの位置測定値に従って決定さ
れ、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られると共に前記通信装置の前記速度は前記少
なくとも２つの位置測定値およびそれらのそれぞれの測定時刻に基づいている請求項２４
記載の通信装置。
【請求項３２】
　前記複数のパイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項２４記
載の通信装置。
【請求項３３】
　前記複数のパイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項２４記
載の通信装置。
【請求項３４】
　前記複数のパイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタおよび無限長インパ
ルス応答フィルタを具備する請求項２４記載の通信装置。
【請求項３５】
　フィルタの動作を通信チャネル応答に適応させる係数を受け入れるように構成されるパ
イロット・フィルタを有する少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　少なくとも１つの移動無線通信装置と通信するように構成された基幹施設装置とを具備
し、
　前記基幹施設装置は前記移動無線通信装置から信号を受信し、これらの信号に基づいて
パイロット・フィルタ係数を決定すると共に前記係数を前記パイロット・フィルタを構成
することでの使用のための前記移動無線通信装置に送信する無線通信システム。
【請求項３６】
　前記基幹施設は基地局を含む請求項３５記載の無線通信システム。
【請求項３７】
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記通信チャネルにおけるノイズパワ
ー・レベルの推定値を含む請求項３５記載の無線通信システム。
【請求項３８】
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記移動無線通信装置速度の推定値を
含む請求項３５記載の無線通信システム。
【請求項３９】
　フィルタの動作を通信チャネル応答に適応させる係数を受け入れるように構成されるパ
イロット・フィルタを有する少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　前記少なくとも１つの移動無線通信装置と通信するように構成された基幹施設装置とを
具備し、
　前記基幹施設装置は前記移動無線通信装置から信号を受信すると共にこれらの信号と前
記基幹施設内で作られた測定値とに基づいて、パイロット・フィルタ係数を決定し前記係
数を前記パイロット・フィルタを構成することでの使用のための前記移動無線通信装置に
送信する無線通信システム。
【請求項４０】
　前記基幹施設は基地局を含む請求項３９記載の無線通信システム。
【請求項４１】
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記通信チャネルにおけるノイズパワ
ー・レベルの推定値を含む請求項３９記載の無線通信システム。
【請求項４２】
　前記基幹施設内で作られた前記測定値は前記移動無線通信装置速度の推定値を含む請求
項３９記載の無線通信システム。
【請求項４３】
　少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　通信チャネル上で前記移動無線通信装置から送信された信号を受信し前記フィルタの前
記応答を適応させる係数を受け入れるように構成されたパイロット・フィルタを有する基
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幹施設装置とを具備し、
　前記基幹施設装置は前記移動無線通信装置から信号を受信すると共にこれらの信号に基
づいて、前記パイロット・フィルタに供給される１組の係数が決定される無線通信システ
ム。
【請求項４４】
　前記基幹施設は基地局を含む請求項４３記載の無線通信システム。
【請求項４５】
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記通信チャネルをレベリングするノ
イズパワーの推定値を含む請求項４３記載の無線通信システム。
【請求項４６】
　前記基幹施設は前記移動無線通信装置の速度を推定し、組の係数を決定することにおい
て前記速度推定値を使用する請求項４３記載の無線通信システム。
【請求項４７】
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項４３記載の無
線通信システム。
【請求項４８】
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項２４記載の無
線通信システム。
【請求項４９】
　前記基幹施設は複数のパイロット・フィルタをさらに具備する請求項４３記載の無線通
信システム。

【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　この出願は、２００２年９月５日に提出された、米国特許仮出願番号第６０／４０８，
８０７号への優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　この発明は一般に無線通信に関する。より詳しくは、この発明は無線通信システム内で
の使用のための適応性フィルタに関する。
【関連技術の説明】
【０００３】
　無線通信システムは広く展開されており、そしてこれらのシステムは種々様々なタイプ
のトラフィックデータ、例えば、音声、パケットデータ、および他のタイプのデータの伝
送をサポートする。無線チャネル上の通信は限定された周波数スペクトル内の多数のユー
ザを楽にする(facilitate)いろいろな技術を使用して達成されることができる。一般に多
重アクセス技術と呼ばれるこれらの技術は、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、周波数分
割多重アクセス（ＦＤＭＡ）、および符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）を含む。
【０００４】
　ＣＤＭＡは、ＴＤＭＡおよびＦＤＭＡのような無線通信システム内で使用される他の多
重アクセス技術以上に多くの利点を提供する。例えば、周波数スペクトルに複数回再使用
することを許し、それによってシステムユーザ容量における増加を可能にしている。さら
に、ＣＤＭＡ技術の使用はまた、それの利点を活用している一方で、例えば、マルチパス
の逆効果、例えばフェージング、の緩和によって、無線チャネルの特別の問題を克服する
ことを可能にする。
【０００５】
　無線通信システムでは、パイロット信号は時々送信器ユニットから受信器ユニットに送
信され、そして受信器が多数の機能を実行するのを助けるために使用されることができる
。例えば、パイロット信号は、送信器ユニットによって送信された信号のタイミングと周
波数との同期、無線通信チャネルの品質の推定、データ伝送のコヒーレントな復調、どの
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特定の送信器ユニットが受信器ユニットへの最良の通信リンクを有しているかの決定、無
線チャネルをサポートできる最高データレートの推定、および他の利用法のために、受信
器ユニットで使用されることができる。
【０００６】
　通常、パイロット信号は既知のデータパターンに基づいて、そして既知の信号処理スキ
ームを使用して発生される。例えば、ＣＤＭＡに基づいた通信システムでは、パイロット
信号は典型的にオールゼロのシーケンスであり、そしてこのシーケンスは、特定のチャネ
ル化符号で“カバーされる”かまたは変調され、そして既知のスクランブリング符号か疑
似ノイズ（ＰＮ）シーケンスで“拡散される”かまたは変調される。
【０００７】
　無線通信チャネルは通信システムに課題を与える。無線チャネル上の通信の１つの課題
は一般に“マルチパス”と呼ばれる。無線通信チャネルでは、信号は送信器と受信器との
間を伝播するので、送信された信号は複数の異なるパス、即ちマルチパスを伝わる可能性
がある。これらのマルチパス信号は、例えば、建物、橋梁、人々、および信号が送信器か
ら受信器に伝わるときの他の障害物のような、障害物からの反射によって引き起こされる
可能性がある。これらの反射された信号、即ちマルチパス信号は、送信された信号の複数
のインスタンス(instance)として、互いに時間および位相が遅れて受信される。これらの
マルチパス信号はそれらが受信器で再結合するときにはもはや同相ではないので、それら
は結果として、一般に“フェード”と呼ばれる、より低い信号レベルになり得る。さらに
、マルチパス信号は受信器、障害物、または両者として時間を切り換え、動き回り、送信
された信号のマルチパス・インスタンスによって伝えられたパスを変更させる。
【０００８】
　マルチパス環境内で通信システムの動作を改善するために使用される技術はレーキ受信
器である。レーキ受信器は複数の処理“フィンガ”を含み、そして十分な強さのマルチパ
ス信号インスタンスを受信した各々はそれぞれのフィンガ・プロセッサに割り当てられ、
そしてそれによって処理されることができる。レーキ受信器の各フィンガは、マルチパス
通信チャネル上で受信された信号からパイロット信号とトラフィックデータとを再生する
ために、送信器ユニットで実行されたことに相補的な方法で、割り当てられたマルチパス
信号インスタンスを処理する。
【０００９】
　リカバード・パイロット信号の振幅および位相は通信チャネルのマルチパス特性、また
はチャネル応答によって歪まされ、そしてそれを表示するであろう。パイロット信号およ
びトラフィックデータ信号は同じ通信チャネルを通して伝わるので、それらは、典型的に
、チャネル応答によって同様に歪まされるであろう。パイロット信号の振幅および位相の
情報(knowledge)は、送信された信号の複数のインスタンスが改善された品質を有する復
調記号を得るために結合されることができるように、トラフィックデータ信号のマルチパ
ス・インスタンスに割り当てられるレーキ受信器内のフィンガを整列するために使用され
ることができる。さらに、パイロット信号の振幅および位相の情報は、マルチパス無線チ
ャネルが時間を切り換えるようにフィンガを再割当てするために使用されることができる
。
【００１０】
　リカバード・パイロット信号の品質は復調処理の性能に強い影響を与えることがあり得
るし、それは通信システムの全体の性能に順番に強い影響を与える可能性がある。パイロ
ット信号は典型的にチャネルノイズによって劣化されるので、パイロット信号の回復は典
型的にパイロット・フィルタを使用することを含む。さらに、パイロット信号は典型的に
通信チャネル内のフェージングによってさらに歪まされる。これらおよび他の理由のため
、受信パイロット信号に基づいて通信チャネルを通して送信された信号の事変(time-vary
ing)応答を推定することは刺激的である。即ち、チャネル応答は、送信される時刻から受
信されるまでに信号が受けるいろいろな変化を参照する。
【００１１】
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　したがって、無線通信システム内の受信パイロット信号から通信チャネルの事変応答の
改善された推定値を供給するための技術に関してこの分野では必要性がある。本発明はこ
の必要性を満足させる。
【発明の概要】
【００１２】
　本発明は、基地局のような、無線ネットワーク基幹施設に関して無線通信装置（ＷＣＤ
）の速度に従って無線通信システム内のパイロット・フィルタを調整するための方法と装
置とを提供する。この発明の局面はＷＣＤの速度を決定することおよびこの速度に基づい
てシステムのパイロット・フィルタのために作られるべき調整値を決定することを含む。
調整されるべきパイロット・フィルタは通信システム内の種々様々な位置に配置されるこ
とができる。例えば、ＷＣＤ内でパイロット・フィルタが調整されることができ、無線ネ
ットワーク基幹施設(基幹施設)の種々様々なノードでパイロット・フィルタが調整される
ことができる。ＷＣＤの速度を決定すること、および受信器のパイロット・フィルタのた
めに調整値を決定することは、基幹施設内の、ＷＣＤ内の、またはそれの任意の組合わせ
内の種々様々な位置で実行されることができる。
【００１３】
　例えば、１つの実施形態では、ＷＣＤはそれの速度を決定し、そしてこの速度に基づい
てパイロット・フィルタ調整値を決定する。第２の実施形態では、基幹施設はＷＣＤの速
度を決定し、そしてこのＷＣＤの速度に基づいてパイロット・フィルタ調整値を決定する
。第３の実施形態では、ＷＣＤはそれの速度を決定して、それを基幹施設に送信する。基
幹施設はその後このＷＣＤの速度に基づいてパイロット・フィルタ調整値を決定する。第
４の実施形態では、基幹施設はＷＣＤの速度を決定し、そしてそれをＷＣＤに送信する。
ＷＣＤはその後この速度に基づいてパイロット・フィルタ調整値を決定する。
【００１４】
　調整値はＷＣＤ内か無線ネットワーク基幹施設内のどちらかのパイロット・フィルタを
調整するために使用されることができる。例えば、もしも望ましいパイロット・フィルタ
調整値がＷＣＤ内で決定されれば、その後ＷＣＤはそれのパイロット・フィルタを調整す
るためにその調整値を使用することができるか、あるいはこの調整値は基幹施設に送信さ
れることができ、そしてこの基幹施設内のパイロット・フィルタが調整される。同様に、
もしもパイロット・フィルタのために作られるべき調整値が基幹施設の装置内で決定され
れば、その後この基幹施設装置はそれのパイロット・フィルタを調整するために使用され
ることができるか、あるいはその調整値はＷＣＤに送信されることができ、そしてこのＷ
ＣＤ内のパイロット・フィルタが調整される。
【００１５】
　パイロット・フィルタのための調整値は、それを通してパイロット信号が受信される通
信チャネルの応答の改善された推定値を提供するために、例えば、フィルタ係数、従って
パイロット・フィルタ帯域幅を調整することを含むことができる。
【００１６】
　本発明の他の特徴および利点は、実例によって、この発明の原理を示す好ましい実施形
態の以下の説明から明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】無線通信システムの１実施形態の部分を示すブロック図である。
【図２】無線通信システムのこの実施形態のさらに詳細を示す簡易化されたブロック図で
ある。
【図３】復調器の１つの実施形態を示すブロック図である。
【図４】パイロット・フィルタの１実施形態を示すブロック図である。
【図５】パイロット・フィルタのもう１つの実施形態を示すブロック図である。
【図６】パイロット・フィルタを適応させる技術を示すフロー図である。
【詳細な説明】
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【００１８】
　本発明の特徴、本質および長所は、この中でおよび全体を通して同一と認められる参照
符号を有する図面とともに、下に述べる詳細説明からさらに明白になるであろう。
【００１９】
　この発明に従って、通信チャネルの特性における変化が原因となるようにパイロット・
フィルタを調整する１つの技術が記述される。例えば、パイロット・フィルタは、無線通
信装置（ＷＣＤ）の速度、または速さに基づいて受信信号のフェージングにおける変化を
説明するように調整されることができる。
【００２０】
　通信チャネルにおける変化に応じてフィルタの帯域幅を変更するような、“適応”手法
でパイロット・フィルタを調整することは、通信チャネルの事変応答のため受信信号特性
の推定における改善を提供することができる。典型的に、例えばＷＣＤまたは基地局によ
って受信されたパイロット信号は、種々の時刻に種々のチャネル条件を経験する可能性が
あり、そして伝送された信号（マルチパス）の種々のインスタンスは、すぐ近くに適時に
受信した時でさえ種々のチャネル条件を経験する可能性がある。種々のチャネル条件を説
明するためにパイロット・フィルタを適応させることによって、チャネル応答のよりよい
推定値が作られることができ、そしてそれによって、例えば、レーキ受信器内のフィンガ
の割当てを改善することによって、通信受信器の全体の動作における改善を提供する。
【００２１】
　図１は本発明に従って動作する無線通信システム１０１の部分を図示するブロック図で
ある。無線通信システムは複数の基地局１０２、および基地局と通信する複数のＷＣＤ１
０４を有する無線ネットワーク基幹施設を含む。無線ネットワーク基幹施設はまた基地局
コントローラ１０６、移動交換センタ１０８、および同様のもののような、他のコンポー
ネントをも含む。基地局１０２からＷＣＤに送信された信号１３２は順方向リンクと呼ば
れる。ＷＣＤから基地局に送信された信号１３４は逆方向リンクと呼ばれる。図１に図示
されるように、順方向リンクと逆方向リンクとの両者は基地局１０２とＷＣＤとの間の種
々の、複数のパスを伝わることができる。図１に示されるように、順方向および逆方向リ
ンク信号は障害物１５０から反射される可能性があり、受信されている信号の複数のイン
スタンスという結果になる。この条件は一般に、“マルチパス”信号を経験することと呼
ばれる。以下でさらに検討されるように、マルチパス環境内で動作を調節するために、Ｃ
ＤＭＡシステム内の基地局およびＷＣＤの両者はレーキ“フィンガ”を使用して信号を処
理する“レーキ”受信器を使用し、ここにおいてこのレーキの各フィンガは個別の受信信
号インスタンスに割り当てられる。レーキ受信器のフィンガは同じ送信信号の種々のイン
スタンスに、あるいは種々の基地局から受信された種々の信号に割り当てられることがで
きる。
【００２２】
　ＷＣＤ１０４の実例は、セルラ電話機、衛星電話機、パーソナル・コンピュータとパー
ソナル・ディジタル・アシスタント(ＰＤＡ)とをイネーブルにする無線通信、および他の
無線装置を含む。無線通信システム１０１は１つまたはそれ以上のＣＤＭＡ標準をサポー
トするように設計されてもよい。例えば、この標準はＴＩＡ／ＥＩＡ－９５－Ｂ（ＩＳ－
９５）、ＴＩＡ／ＥＩＡ－９８－Ｃ（ＩＳ－９８）、第３世代パートナーシップ・プロジ
ェクト（３ＧＰＰ）；第３世代パートナーシップ・プロジェクト２（３ＧＰＰ２）、ｃｄ
ｍａ２０００、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）、およびそれ以外のものを含んでもよい。
【００２３】
　送信されたパイロット信号は通常通信チャネル内のノイズによって劣化され、そしてさ
らにＷＣＤによる移動または通信チャネル内の障害物のためのフェージングによって乱さ
れる。より広い帯域幅に対して、狭い帯域幅を有するパイロット・フィルタは通常、より
多くのチャネルノイズを取り除くことではより効果的であるが、しかしフェージングのた
めの受信パイロット信号内の変化を追跡することではより効果的ではない。反対に、広い
帯域幅を有するパイロット・フィルタは通常フェージングのための信号変化を追跡するこ
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とではより効果的ではあるが、しかしより多量のチャネルノイズをこのパイロット・フィ
ルタを通して伝播させることをも可能にする。
【００２４】
　それの応答がチャネル条件に基づいて適応され得るパイロット・フィルタを提供するこ
とは望ましい。このチャネル条件は、他のチャネル特性と同様に、受信パイロットの信号
対総雑音プラス妨害比（ＳＮＲ）、チャネルノイズ・パワーレベルの推定値、ＷＣＤの速
度のような、種々様々な特性によって示されることができる。パイロット・フィルタの係
数はこのように、これらのおよび他のチャネル特性の関数として適応されてもよい。典型
的なパイロット・フィルタの構成は有限長インパルス応答（ＦＩＲ）および無限長インパ
ルス応答（ＩＩＲ）フィルタを含む。
【００２５】
　システム１０１の１つの局面では、フィルタの帯域幅を定義するパイロット・フィルタ
の時定数は、チャネルノイズ・パワーレベルおよびＷＣＤの速度を推定することによって
適応される。これらの推定値を使用して、１組の係数が決定される。この係数は、例えば
、ルックアップ・テーブル内に蓄積された１組の所定値から選択されるか、あるいはこの
推定値が作られた時に決定されることができる。係数はフィルタの応答をチャネル条件に
適応させるようにフィルタに適用される。もう１つの局面では、フィルタ係数はノイズパ
ワー・レベルにかまわずにＷＣＤの速度に基づいて決定されることができる。
【００２６】
　図２は図１に図示された無線通信システムの実施形態のさらなる詳細を図示する簡易化
ブロック図である。図２は無線通信システム１０１内の基地局１０２とＷＣＤ１０４とを
示す。基地局１０２からＷＣＤ１０４への送信を意味する順方向リンク上で、基地局１０
２内の送信データ・プロセッサ２１２はユーザ特定のデータ、音声、メッセージ等のよう
な種々様々なタイプの“トラフィック信号”と一緒にパイロット信号を受信する。送信デ
ータ・プロセッサ２１２はフォーマットし、そして１つまたはそれ以上の符号化スキーム
に基づいてパイロット信号およびトラフィック信号を符号化する。典型的に、パイロット
信号と種々のタイプのトラフィック信号とは種々の符号化スキームを使用して符号化され
る。
【００２７】
　基地局１０２内の変調器２１４は符号化パイロットとトラフィック信号とを送信データ
・プロセッサ２１２から受信し、そして変調データを発生するように受信データをさらに
処理する。あるＣＤＭＡシステムに関して、変調器２１４による処理は、(１)符号化パイ
ロットと種々のチャネル化符号を有するトラフィック信号とをカバーすること、およびそ
れによってパイロットとトラフィック信号とをそれらのそれぞれのチャネル上にチャネル
化すること、および（２）チャネル化されたパイロットとトラフィック信号とを拡散する
ことを含む。ＩＳ－９５およびｃｄｍａ２０００ではチャネル化符号はウォルシュ符号で
あり、そしてＷ－ＣＤＭＡではチャネル化符号は直交可変拡散ファクタ（ＯＶＳＦ）であ
る。スクランブリング符号は、より広い帯域幅の全域で送信信号を拡散するために使用さ
れる複素疑似雑音（ＰＮ）シーケンスである。ＩＳ－９２およびｃｄｍａ２０００では特
定の基地局によって使用されるスクランブリング符号は、１受信器が１つの基地局をもう
１つから識別することができるように他の基地局によって使用されるスクランブリング符
号からの固定位相でのオフセットである。Ｗ－ＣＤＭＡでは種々の独特な、スクランブリ
ング符号が各基地局によって使用される。ＩＳ－９５およびｃｄｍａ２０００内のウォル
シュ符号を有する“カバリング”はＷ－ＣＤＭＡ内のＯＶＳＦ符号を有する“拡散”に相
当し、そしてＩＳ－９５およびｃｄｍａ２０００内のＰＮシーケンスを有する“拡散”は
Ｗ－ＣＤＭＡ内のスクランブリング・シーケンスを有する“スクランブリング”に相当す
る。
【００２８】
　変調器２１４の出力は送信器２１６に供給され、そしてアンテナ２１８を介して、ＷＣ
Ｄ１０４への無線通信チャネル上の伝送に適した順方向変調信号を発生するように調節さ
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れる。典型的にＣＤＭＡに基づいた通信システムでは、送信器２１６は変調データを１つ
またはそれ以上のアナログ信号に変換し、増幅し、フィルタし、そして伝送されるべき信
号を直交変調する。
【００２９】
　ＷＣＤ１０４で、順方向変調信号はアンテナ２５０によって受信され、そして受信器２
５２に供給される。受信器２５２は受信信号を調節し、そしてデータサンプルを供給する
。典型的に、受信器２５２はフィルタし、増幅し、ダウンコンバートし、そして受信信号
をデータサンプルにディジタル化する。受信器２５２の出力はリカバード記号を供給する
ようにデータサンプルを処理する復調器２５４に接続される。あるＣＤＭＡシステムに関
して、復調器２５４によって処理することは、（１)基地局でデータを拡散するために使
用された同じスクランブリング符号を有するデータサンプルを逆拡散すること、（２)そ
れらのそれぞれのチャネル上への受信パイロットとトラフィック信号とをチャネル化する
ように逆拡散サンプルをデカバーすること、および（３）受信信号から再生されたパイロ
ット信号を有するチャネル化データをコヒーレントに復調することを含む。復調器２５４
は、以下に記述されるように、受信信号内の複数の信号インスタンスを処理することがで
きるレーキ受信器を実施してもよい。
【００３０】
　受信データ・プロセッサ２５６は、順方向リンク上に送信されたユーザ特定のデータと
メッセージとを再生するために復調器２５４からの記号を受信して復調する。復調器２５
４と受信データ・プロセッサ２５６とによる処理は、基地局１０２で、復調器２１４と送
信データ・プロセッサ２１２とによってそれぞれ実行されたことと相補的である。
【００３１】
　ノートされたように、ある無線通信システムではパイロット信号は順方向リンク上の他
のタイプのトラフィックデータ信号と一緒に基地局１０２からＷＣＤ１０４に送信される
。さらに、ある無線通信システムはまた各アクティブＷＣＤ１０４から基地局１０２への
逆方向リンク上にパイロット信号をも送信する。送信されてパイロット信号は、パイロッ
ト信号と一緒に伝送された種々様々なトラフィックデータ信号をコヒーレントに復調する
ために受信器によって使用されることができる。
【００３２】
　一般に、基地局１０２でパイロット信号を発生するために、パイロットデータは初めに
パイロットを送信するために使用された特定のチャネル化符号でカバーされ、そしてさら
にスクランブリング符号で拡散される。基地局１０２とＷＣＤ１０４との両者での信号処
理を単純化するために、ＣＤＭＡシステムは典型的にパイロットデータについてはオール
ゼロのシーケンスを、そしてパイロットチャネルについてはゼロのチャネル化符号を使用
する。この場合、パイロットは基地局に効果的に割り当てられたスクランブリング符号で
ある。
【００３３】
　Ｗ－ＣＤＭＡは多数の種々のパイロットチャネルをサポートする。まず、共通パイロッ
トチャネル（ＣＰＩＣＨ）は上述されたように発生され、そして一次基地局アンテナ上に
送信されることができる。ダイバーシティＣＰＩＣＨもまた、パイロットデータが非ゼロ
であること、オールゼロのシーケンスではないことを除いて、上述されたように発生され
、そして基地局１０２のダイバーシティ・アンテナ上に送信されることができる。さらに
、１つまたはそれ以上の二次ＣＰＩＣＨは基地局１０２のカバレッジエリアの限定された
部分内に送信されることができ、そして各二次ＣＰＩＣＨは非ゼロのチャネル化符号を使
用して発生される。基地局１０２はさらに専用パイロットをユーザのデータチャネルと同
じチャネル化符号を使用している特定のユーザに送信することができる。この場合、パイ
ロット記号はそのユーザへのデータ記号で時間多重化(time-multiplexed)される。
【００３４】
　ＷＣＤ１０４はまた、それのトラフィックデータ信号と一緒に、パイロット信号を基地
局１０２への逆方向リンク上に送信することもできる。記述されたこの技術は、上述され
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たような種々のタイプのパイロットチャネルと同様に、順方向リンク、逆方向リンク、お
よび無線通信システム内でも送信される可能性がある他のパイロットチャネル上のパイロ
ット信号を処理するために適用できる。
【００３５】
　ＷＣＤ１０４で、基地局１０２からのパイロット信号は、基地局１０２で実行したこと
に相補的な方法で受信信号を処理することによって再生されることができる。ＷＣＤでの
この処理は、（１）データサンプルを供給するために受信信号を調節してディジタル化す
ること、（２）データサンプルを特定のチップ・オフセットでの、または処理されている
マルチパス・インスタンスのそれとマッチした位相でのスクランブリング符号で逆拡散す
ること、（３）基地局でのパイロット信号をカバーするために使用された同じチャネル化
符号を有する逆拡散サンプルをデカバーすること、および（４）デカバード・サンプルを
既知のパイロット信号データと掛け合わせることおよび適切な時間周期に渡って結果とし
てのサンプルを蓄積することを含む。
【００３６】
　パイロットデータが一連のオールゼロであり、そしてチャネル化符号がゼロであるこの
例では、その時パイロット信号を再生するための処理はデータサンプルをスクランブリン
グ符号で逆拡散すること、およびチャネル化符号の長さの整数倍を超える逆拡散サンプル
を蓄積することを含む。この相補的な信号処理は基地局から送信されたパイロット信号を
再生し、そしてこの局および他の基地局からの他のトラフィックデータ・チャネル上の他
の伝送を取り除く。
【００３７】
　図３は受信信号内の強い信号インスタンス、またはマルチパスを探すために、および十
分な強度の１つまたはそれ以上のマルチパスを復調するために使用されることができる復
調器２５４の１つの実施形態のブロック図である。復調器２５４のこの実施形態は多数の
フィンガ・プロセッサ３１０、または復調フィンガ、およびサーチャ３１２、またはサー
チャ・エレメントを含むレーキ受信器を実施する。
【００３８】
　マルチパスおよび他の現象のため、基地局１０２からＷＣＤ１０４に送信される信号は
複数の、種々のパスを伝わってもよい。ＷＣＤでの受信信号はこのように１つまたはそれ
以上の基地局によって送信された信号のための多数のマルチパス・インスタンスを含むこ
とができる。典型的に、サーチャ３１２は受信信号内の強いマルチパスを探すために、そ
して１組の基準に合うことを見付け出された各マルチパスの強さおよびタイミングの表示
を供給するために使用される。
【００３９】
　レーキ受信器は興味のある各マルチパス・インスタンスを処理するために１つのフィン
ガ・プロセッサ３１０を割り当てることによって、サーチャ３１２により見付け出された
複数の信号インスタンスを処理することができる。典型的に、フィンガ・プロセッサ３１
０は、コントローラ２６０により決定されたように、サーチャ３１２により供給されたよ
うな特定のマルチパス・インスタンスの信号強度情報に基づいてマルチパス・インスタン
スに割り当てられる。
【００４０】
　図３に示されたように、受信器３５２からの同相および直交複素サンプル、ＩINおよび
ＱINはそれぞれ、多数のフィンガ・プロセッサ３１０ａ乃至３１０ｚに供給される。特定
のマルチパス・インスタンスを処理するために割り当てられた各フィンガ・プロセッサ３
１０の内部で、ＩINおよびＱINサンプルはＰＮデスプレッダ３２０に供給され、それはま
た基地局でデータを拡散するために使用されたものと同じスクランブリング符号を受信す
る。ＰＮデスプレッダ３２０に供給されるスクランブリング符号は実施されている特定の
ＣＤＭＡ標準に従って、およびそのフィンガ・プロセッサ３１０によって処理されている
マルチパス・インスタンスのチップ・オフセットが整列されるであろう基地局の特定のチ
ップ・オフセット、または位相に従って発生される。
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【００４１】
　ＰＮデスプレッダ３２０は複素数掛けるスクランブリング符号を有する複素ＩINおよび
ＱINサンプルを実行することができ、そしてエレメント３２２および３３２をデカバーす
るために複素逆拡散ＩDESおよびＱDESサンプルを供給することができる。第１のデカバー
・エレメント３２２は、データをカバーするために使用された１つまたはそれ以上のチャ
ネル化符号（例えば、ウォルシュ符号またはＯＶＳＦ符号）を有する逆拡散サンプルをデ
カバーし、そして複素デカバード・データサンプルを発生する。このデカバード・データ
サンプルはその後記号アキュムレータ３２４に供給され、それはデカバード・データ記号
を発生するためにチャネル化符号の長さを超えるサンプルを蓄積する。デカバード・エレ
メント３２２と記号アキュムレータ３２４とは、特定のトラフィックチャネル上に送信さ
れたデータを再生する第１の“チャネライザ”を効果的に形成する。デカバード・データ
記号はその後パイロット復調器３２６に供給される。
【００４２】
　多くのＣＤＭＡシステムについて順方向リンクは、常に連続的に送信されるか、または
送信の大部分の間、不連続的に送信されるパイロット信号を含む。送信されたパイロット
信号を再生するために第２のデカバー・エレメント３３２は基地局１０２でパイロットを
カバーするために使用される特定のチャネル化符号を有する逆拡散サンプルをデカバーす
る。チャネル化符号は、ＩＳ－９５およびｃｄｍａ２０００に関してはウォルシュ符号ゼ
ロであり、そしてＷ－ＣＤＭＡ内のいくつかのパイロットチャネルに関してはゼロのＯＶ
ＳＦ符号である。デカバード・パイロットサンプルはその後アキュムレータ３３４に供給
され、それはパイロット記号、ｘnを供給するために数組のサンプルを蓄積する。各組は
ＮCチップのための多数のサンプルを含み、それはパイロット蓄積時間間隔を表す。パイ
ロット蓄積時間間隔は、例えば、パイロット信号のために使用されるチャネル化符号の長
さの整数倍、もしもパイロット信号がバーストで送信されるならば全体のパイロット基準
周期、あるいは何か他の時間間隔であることができる。記号アキュムレータ３３４はその
後パイロット・フィルタ３３６にパイロット記号を供給する。デカバー・エレメント３３
２および記号アキュムレータ３３４は特定のパイロットチャネル上に送信されたパイロッ
ト信号を再生する第２のチャネライザを効果的に形成する。
【００４３】
　パイロット・フィルタ３３６は、以下に記述されるように、種々様々なフィルタ構成で
実施されることができる。一般に、パイロット・フィルタ３３６は、それを通してマルチ
パス・インスタンスが伝えた通信チャネルの応答の推定値であるパイロット信号推定値、
ｙnを供給するために、受信されたパイロット記号、ｘnをフィルタする。パイロット・フ
ィルタ３３６はまた改善されたパイロット推定値を供給するために記号アキュムレータ３
２４からのデカバード・データ記号を受信して使用することもできる。典型的に、パイロ
ット・フィルタ３３６はコヒーレントに復調されるべき各デカバード・データ記号につい
ての１つのパイロット推定値を供給する。パイロット推定値はパイロット復調器３２６に
供給され、そしてデカバード・トラフィックデータ記号をコヒーレントに復調するために
使用され、そしてまたリカバード・パイロットの強度を検出する信号品質推定器３４２に
も供給される。
【００４４】
　パイロット復調器３２６はパイロット・フィルタ３３６からのパイロット推定値と共に
記号アキュムレータ３２４からのデカバード・トラフィックデータ記号のコヒーレントな
復調を実行することができ、そして復調された記号を記号結合器３４０に供給する。コヒ
ーレントな復調は、パイロット推定値を有するデカバード・データ記号の点積(dot　prod
uct)および乗積(cross　product)を実行することによって達成されることができる。点積
および乗積はデータの位相復調を効果的に実行し、そしてまた結果として生じる出力をリ
カバード・パイロットの相対強度によってスケールする。受信パイロットの相対強度でス
ケーリングすることにより、フィンガ・プロセッサ３１０の各々は、効率的な結合のため
のマルチパス・インスタンスの品質に従って種々のマルチパス・インスタンスからの貢献
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受信器の特性である位相プロジェクションと信号の重みづけとの二重の役目を実行する。
【００４５】
　記号結合器３４０は、レーキ受信器によって処理されている特定のデータ伝送に関する
リカバード記号を供給するために、すべての割り当てられたフィンガ・プロセッサ３１０
から復調記号を受信してコヒーレントに結合する。リカバード記号はその後、次の処理エ
レメント、例えば、受信データ・プロセッサ２５６（図２）に供給される。
【００４６】
　信号品質推定器３４２は下記を行うことによってパイロットのエネルギーを計算するこ
とができる、（１）パイロット推定値の同相および直交成分を２乗すること、ＰI

2および
ＰQ

2、ここでｙn＝ＰI＋ｊＰQ、（２）２乗の合計を発生するために各ペアの２乗結果を
合計すること、ＰI

2＋ＰQ
2、あるいは（３）リカバード・パイロットの強度を表示する相

関値を発生するために２乗のＮM合計を蓄積する。
【００４７】
　伝統的に、特定の応答を有する単一のパイロット・フィルタはパイロット推定値を供給
するようにパイロット記号をフィルタするために各フィンガ・プロセッサ内で使用される
。このパイロット・フィルタは全チャネル条件に渡って強くなるように選択された特定の
帯域幅を有し、そしてチャネル条件に関してある仮定に基づいて受入れできる性能を供給
すべく典型的に選択される帯域幅である。しかしながら、チャネル条件は与えられたＷＣ
Ｄのための時間に渡って変化し、そして典型的にＷＣＤからＷＣＤに変化することがあり
得るので、すべてのＷＣＤについて常に同じ仕様のパイロット・フィルタを使用すること
は、多くの場面においてサブ・オプチマルな性能を提供する。この発明に従って構成され
る装置の１局面は、チャネル条件によって別に動作するように“適応性の”フィルタを作
ることによってパイロット・フィルタの性能を改善するための技術を提供すること、およ
び移動ＷＣＤの速度に基づいて通信チャネルの応答の改善された推定値を供給することで
ある。
【００４８】
　ノートされたように、送信パイロット信号は通信チャネル内のノイズによって劣化され
ることがあり得るし、そしてさらにＷＣＤの移動によるフェージングによって歪まされる
ことがあり得る。狭い帯域幅、または長い時定数を有するフィルタは、チャネルノイズを
取り除くことではより効果的であるが、しかしフェージングにより受信パイロット内の変
化を追跡することではあまり効果的ではない。反対に、広い帯域幅、または短い時定数を
有するフィルタは、フェージングによる信号変化を追跡することではより効果的であるが
、しかしチャネルノイズを取り除くことではあまり効果的ではない。そしてそれによって
より大量のチャネルノイズがフィルタを通過することを可能にする。
【００４９】
　表1は種々様々なチャネル条件について改善された性能を供給することができるフィル
タ応答の一般的関係を示している。表1内の2つのデータ列は種々のＷＣＤの速度、低およ
び高に対応し、そして2つのデータ行は種々の量のチャネルノイズ、低および高に対応す
る。ＷＣＤ速度が低い時にはフェージングによる信号変化が典型的に小さいので、むしろ
狭帯域幅フィルタが通常選ばれ、そして狭帯域幅フィルタはなお小さい信号変化を追跡す
ることができる一方で、より多くのチャネルノイズを取り除くであろう。これに反して、
ＷＣＤ速度が高くそしてチャネルノイズが低い時には、フェージングによる信号変化が典
型的に大きく、そしてたとえ広帯域幅フィルタが信号内にあるチャネルノイズを減少させ
るのにあまり効果的ではないとしても、むしろ広帯域幅フィルタが選ばれる。結局、ＷＣ
Ｄ速度とチャネルノイズとが両者とも高い時には、よりよい性能を供給することができる
フィルタ応答は、チャネルノイズ量対フェージングによる信号変化量に依存する。
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【表１】

【００５０】
　受信パイロット信号に対応する記号は次のように表される：
ｘn＝βn＋ｎn　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（１
）
ここでｘn、βn、およびｎnは複素値であり、そして：
ｘnは、ＷＣＤで受信されるような、パイロット記号を表し、
βnは、チャネルに帰すべきであるが、いかなる追加ノイズもないフェージングを経験し
ている後にＷＣＤで受信されたパイロット記号を表し、そして
ｎnは、チャネルノイズ、受信器ノイズ、および他の基地局とマルチパスからの妨害を含
む、総ノイズを表す。
【００５１】
　送信されたパイロット信号は既知のそして一定の振幅と位相とを有するので、ＷＣＤで
受信されたパイロット記号、ｘnは、通信チャネルの応答を効果的に表す。
【００５２】
　それによってフィルタ性能上の上限を規定する“最適な”フィルタを実施することは望
ましいであろう。最適なフィルタ構成を分析することにおいては、フェージングがレイリ
ーで、短期間であり、マルチパスファクタに帰すべきであると仮定し、そしてノイズが加
法的白色ガウス雑音(additive　white　Gaussian　noise)（ＡＷＧＮ）であると仮定され
る。さらにフェージング手順とＡＷＧＮとは互いに無関係であると仮定される。式（１）
によって表された受信パイロット信号は下記のベクトル式の表現で言い換えられることが
できる：
ｘ＝β＋ｎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（２）
ここでｘはパイロット記号ｘ（ｋ）のサンプルを有する列ベクトルであり、βは時間β（
ｋ）、ここでｋは特定の信号サンプルを指定する時間β（ｋ）内で継続的なフェード係数
を有する列ベクトルであり、そしてｎはゼロ平均ＡＷＧＮである。この仮定の下では、β
＝ＣＮ（０，Ｒβ）、ここでＲβはフェージング自動相関性マトリクス(fading　auto-co
rrelation　matrix)であり、そして互いに無関係である雑音サンプルを有するｎ＝ＣＮ（
０，σ2Ｉ）である。周知の線形観測モデル(linear　observation　model)を使用し、そ
して最小二乗平均誤差(minimum　mean　square　error)について解いて下記の結果となる
：
【数１】
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【００５３】
　式（３）は最良の、即ち最適のチャネルフェードの推定値Ｂ（記号表示の関係で式３を
Ｂとして表示している）がいつでも将来に限らず過去の観測ｘ（ｋ）の重みづけされた一
次結合(weighted　linear　combination)であることを示す。言い換えれば、無限長非原
因(infinite　non-causal)ＦＩＲフィルタがそのチャネルに関して最適な推定値という結
果になるであろう。最適なフィルタのための重みはチャネル自動相関性Ｒβ、およびノイ
ズ変動σ2次第である。再び、この仮定の下でそしてクラークの周知のモデルに基づいて
、チャネルの正規化自動相関性関数は下記のように与えられることができる：
Ｒ（τ）＝Ｊ0（２πｆDτ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（４）
ここでＪ0は第1種の次数０のベッセル関数であり、そしてｆDは次式によって与えられる
ドップラー周波数シフトである。
【００５４】
ｆD＝（ν／ｃ）ｆC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（５）
ここでνは移動ＷＣＤの速度であり、ｃは光速であり、そしてｆCは搬送波周波数である
。
【００５５】
従って、説明されたように、移動ＷＣＤの速度とフィルタ係数に基づいているフィルタ推
定値との間には直接の相関性がある。典型的に、パイロット・フィルタは、有限長インパ
ルス応答（ＦＩＲ）または無限長インパルス応答（ＩＩＲ）フィルタとして実施されるで
あろう。無限長非原因ＦＩＲフィルタの実施が実際的ではない可能性がある一方で、多く
のＣＤＭＡシステムは複数のタップを有するＦＩＲフィルタを実施する。
【００５６】
　図4はこの発明に従って構成されたパイロット・フィルタの1実施形態のブロック図であ
る。例えば、図4に図示されたパイロット・フィルタは図3に図示されたパイロット・フィ
ルタ３３６を実施するために使用されることができ、そして制御ユニット４２０に連結さ
れたＦＩＲフィルタ４１０を含む。ＦＩＲフィルタ４１０は特定のフィルタ応答に従って
、パイロット記号ｘnを受信してフィルタし、そしてフィルタード・パイロット記号ｙnを
供給する。ＦＩＲフィルタ４１０の特定の応答、従って帯域幅は、制御ユニット４２０に
よって供給された1組の係数ｗ0

k乃至ｗN-1
kによって決定される。

【００５７】
　ＦＩＲフィルタ４１０の内部では、受信パイロット記号ｘnは1組の直列接続の遅延エレ
メント４１２ｂ乃至４１２ｍに供給される。受信パイロット記号ｘnと遅延エレメント４
１２ｂ乃至４１２ｍの出力とはそれぞれ乗算器４１４ａ乃至４１４ｍに供給され、それは
またそれぞれ係数ｗ0

k乃至ｗN-1
kを受信する。乗算器の各々はパイロット記号、またはパ

イロット記号の遅延された形式(version)を受信し、そしてこのパイロット記号を受信さ
れた係数と掛け合わせ、そしてそれによってスケールされた記号を合計器４１６に供給す
る。合計器４１６は、フィルタード・パイロット記号ｙnを供給するためにすべての乗算
器からのスケールド記号を加算する。ＦＩＲフィルタ４１０からのフィルタード・パイロ
ット記号は下記のように表されることができる：
【数２】

【００５８】
　制御ユニット４２０の内部では、ノイズパワー推定器４２４は受信信号内のノイズパワ
ーを受信して推定する。制御ユニット４２０はまたＷＣＤ速度推定器４２６をも含む。1
つの実施形態では、速度推定器４２６は例えば、移動ＷＣＤと統合されたグローバル・ポ
ジショニング・システム（ＧＰＳ）受信器からの移動ＷＣＤの速度を示す信号を受信する
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。もう1つの実施形態では、速度推定器４２６は既知の時刻でのＷＣＤの位置を示してい
る信号を受信し、そして種々の時刻でのＷＣＤの位置を受信することによって、速度推定
器４２６はＷＣＤの速度の推定値を決定する。
【００５９】
　ノイズパワー推定器４２４および速度推定器４２６の出力は係数選択ユニット４２８に
入力される。係数選択ユニット４２８はノイズパワーの推定値およびＷＣＤ速度の推定値
を評価し、そしてフィルタ４１０によって使用されることが望ましい1組の係数を決定す
る。係数選択ユニット４２０はこの望ましい組の係数ｗ0

k乃至ｗN-1
kをフィルタ４１０に

およびそれぞれの乗算器４１４ａ乃至４１４ｍに出力する。
【００６０】
　係数の決定は多くの種々の方法でなされることができる。例えば、係数についての1組
の値が予定されて、ルックアップ・テーブル内に蓄積されてもよく、そしてノイズパワー
および速度推定値次第で、特定の組の係数がフィルタに出力される。係数の決定のもう1
つの例は、フィルタによる使用のための1組の係数を計算するためにノイズパワーの値お
よび速度推定値を使用することであるだろう。さらに、フィルタ係数値は、ノイズパワー
推定値に関係なくＷＣＤの速度の推定値に基づいて選択されてもよい。
【００６１】
　1つの実施形態では、係数は移動ＷＣＤによって決定される。もう1つの実施形態では、
ノイズパワーの推定値とＷＣＤの速度の推定値とは、このＷＣＤからフィルタ係数が決定
される無線ネットワーク基幹施設内のもう1つの位置に転送される。なおもう１つの実施
形態では、ノイズパワーの推定値はＷＣＤから無線ネットワーク基幹施設内のもう1つの
位置に転送され、そしてＷＣＤの速度はこのネットワークで決定される。例えば、ＷＣＤ
の速度は、このＷＣＤから送信され、このネットワークによって受信された信号上で作ら
れた測定値から、このネットワークで決定されることができる。さらに、フィルタ係数は
ノイズパワー推定値に関係なくＷＣＤの速度の推定値に基づいて選択されることができる
。
【００６２】
　パイロット・フィルタ係数はＷＣＤ内のパイロット・フィルタを、または無線ネットワ
ーク内のパイロット・フィルタを、あるいはその両者を調整するために使用されることが
できる。例えば、ＷＣＤはパイロット係数を決定して、それ自身のパイロット・フィルタ
を調整することができるか、またはＷＣＤはパイロット係数をパイロット・フィルタが調
整されるネットワークに送信することができるか、あるいはその両者ができる。さらに、
ネットワークはパイロット・フィルタ係数を決定して、ネットワーク内のパイロット・フ
ィルタを調整することができるか、またはこの係数をパイロット・フィルタが調整される
ＷＣＤに送信することができるか、あるいはその両者ができる。パイロット・フィルタ係
数はまたＷＣＤおよびネットワークについて異なることもあり得る。例えば、1つの組の
係数はＷＣＤパイロット・フィルタでの使用のために決定されることができ、そして異な
る組の係数はネットワーク内のパイロット・フィルタでの使用のために決定されることが
できる。
【００６３】
　図5はこの発明に従って構成されたパイロット・フィルタのもう1つの実施形態のブロッ
ク図である。図5に図示されたパイロット・フィルタは図3内のパイロット・フィルタ３３
６を実施するために使用されることができる。図5に図示されたように、パイロット・フ
ィルタ３３６は一揃いのフィルタ５１０ａ乃至５１０ｎを含む。各フィルタ５１０はＦＩ
ＲまたはＩＩＲフィルタ、あるいは何か他のフィルタ構造として実施されてもよい。フィ
ルタ５１０ａ乃至５１０ｎは種々のタイプのフィルタであることができ、例えば、他のも
のが何か他のタイプのフィルタである一方で、それらのあるものはＦＩＲフィルタであり
、そして他はＩＩＲであることができ、そして種々のタイプのフィルタは任意の望ましい
組合わせ内にあることができる。さらに、フィルタ５１０ａ乃至５１０ｎの各々は種々の
応答またはそれに関連する帯域幅を有することができる。
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　各フィルタ５１０a乃至５１０ｎはパイロット記号ｘnを受信してフィルタし、そしてフ
ィルタード・パイロット記号ｙn

1乃至ｙn
Nをセレクタ５１２に供給する。セレクタ５１２

はその後フィルタード・パイロット記号を、コントローラ５１６によって選択されたよう
な最良の、または望ましい性能を有する特定のフィルタから供給する。コントローラ５１
６はノイズパワー推定器４２４からノイズパワーの推定値を、そして速度推定器４２６か
らＷＣＤの速度の推定値を受信する。ノイズ推定および速度推定の値に基づいてコントロ
ーラ５１６は望ましいフィルタ出力を選択するであろう。もう1つの実施形態では、コン
トローラはノイズパワー推定値に関係なく速度推定値に基づいて望ましいフィルタ係数を
選択する。
【００６５】
　図６はこの発明に従ってパイロット・フィルタを適応させることの技術を図示するフロ
ー図である。フローはブロック６１０で始まる。ブロック６１２でパイロット記号が受信
される。フローはその後ブロック６１４に続き、そこでは受信信号内のノイズパワーの推
定値が決定される。その後、ブロック６１６で、ＷＣＤの速度の推定値が作られる。上で
検討されたように、ＷＣＤの速度の推定値は、ＷＣＤと統合されたＧＰＳ受信器のような
装置によって供給されてもよく、またはＷＣＤは、例えば、種々様々な時刻にそれの位置
を決定し、そしてそれの速度を計算することによって、それの速度を決定してもよく、あ
るいはＷＣＤ速度は無線ネットワーク基幹施設内で決定されてもよい。
【００６６】
　フローはブロック６１８に続き、そこではノイズパワーの推定値およびＷＣＤの速度の
推定値を使用して、1組のフィルタ係数が決定される。ブロック６２０では、望ましい係
数の組はフィルタ応答を調整するために使用される。検討されたように、1つの実施形態
では、係数は予定されて、例えばルックアップ・テーブルに蓄積される。もう1つの実施
形態では、係数はノイズパワーおよび移動ＷＣＤ速度の推定値に応じてＷＣＤによって決
定される。さらにもう1つの実施形態では、ノイズパワーの推定値およびＷＣＤの推定値
は、ＷＣＤからフィルタ係数が決定されてそのＷＣＤに返送される無線ネットワーク基幹
施設内のもう1つの位置へ転送される。なおもう１つの実施形態では、ノイズパワーの推
定値は、ＷＣＤから無線ネットワーク内のもう１つの位置へ転送され、そしてネットワー
クはＷＣＤの速度を受信するかまたは計算する。例えば、ＷＣＤの速度は、そのＷＣＤか
ら送信されたネットワークによって受信された信号上で作られた測定値から決定されるこ
とができる。さらに、フィルタ係数はノイズパワー推定値に関係なくＷＣＤの速度の推定
値に基づいて選択されることができる。
【００６７】
　前の記述はこの発明のある実施形態を詳述する。しかしながら、たとえ前述のことが如
何に詳述されたかが明白であるとしても、この発明がそれの精神または本質的な特徴から
逸脱することなく、他の特定の形式において具体化されてもよいことは認識されるであろ
う。記述された実施形態はすべての点において実例としてのみそして限定的でないとして
考察されるべきであり、そして、したがって、この発明の範囲は前述の説明書よりはむし
ろ添付されたクレームによって示される。このクレームの等価の意味および範囲を示すす
べての変更はそれらの範囲内に包含されるべきである。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月21日(2010.10.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおいて受信信号を処理するパイロット・フィルタを適応させる
方法であって、
　前記方法は、
　無線ネットワーク基幹施設に関して無線通信装置の速度を決定することと、
　前記無線通信装置の前記決定された速度に基づいて、また、チャネルノイズ、受信器ノ
イズ、妨害及びマルチパスを含む、ノイズパワー推定値に基づいて、前記パイロット・フ
ィルタの１つまたはそれ以上の係数を決定することと、
　を具備し、
　前記速度を決定することは、前記無線通信装置の少なくとも２つの位置測定値を受信す
ることをさらに具備し、前記測定値は、種々の、既知の時刻に作られ、そして、前記無線
通信装置の前記速度を決定することは、前記少なくとも２つの位置測定値およびそれぞれ
の測定時刻に基づいている、
　方法。
【請求項２】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することおよび前記１つまたはそれ以上の係数を決
定することは前記無線通信装置内で行われる請求項１記載の方法。
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【請求項３】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することおよび前記１つまたはそれ以上の係数を決
定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われる請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することは前記無線通信装置内で行われ、および前
記１つまたはそれ以上の係数を決定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われ
る請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記無線通信装置の前記速度を決定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行わ
れ、および前記１つまたはそれ以上の係数を決定することは前記無線通信装置内で行われ
る請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記１つまたはそれ以上の係数をパイロット・フィルタに適用することをさらに具備す
る請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記係数を適用することは前記無線通信装置内で行われる請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記係数を適用することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われる請求項６記載の
方法。
【請求項９】
　前記速度を決定することはグローバル・ポジショニング・システム受信器から速度情報
を受信することをさらに具備する請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記無線ネットワーク基幹施設は基地局をさらに具備する請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項１記載の方法
。
【請求項１２】
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項１記載の方法
。
【請求項１３】
　前記１つまたはそれ以上の係数を決定することは１組の所定の係数から前記１つまたは
それ以上の係数を選択することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　通信チャネル上でパイロット信号サンプルを受信するパイロット・フィルタと、
　通信装置の速度に基づいて、また、チャネルノイズ、受信器ノイズ、妨害及びマルチパ
スを含む、ノイズパワー推定値に基づいて、前記パイロット・フィルタのフィルタ係数を
決定し、前記パイロット・フィルタを前記通信チャネルに適応させるコントローラと、
　を具備し、
　前記通信装置の前記速度は、前記通信装置の少なくとも２つの位置測定値に従って決定
され、そして、前記測定値は、種々の、既知の時刻に作られ、前記通信装置の前記速度は
、前記少なくとも２つの位置測定値およびそれらのそれぞれの測定時刻に基づいている、
　通信装置。
【請求項１５】
　１組の所定の係数をさらに具備する請求項１４記載の通信装置。
【請求項１６】
　前記所定の係数はルックアップ・テーブルから検索される請求項１５記載の通信装置。
【請求項１７】
　前記通信装置の前記速度はグローバル・ポジショニング・システム受信器からの情報に
従って決定される請求項１４記載の通信装置。
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【請求項１８】
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項１４記載の通
信装置。
【請求項１９】
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項１４記載の通
信装置。
【請求項２０】
　各々がパイロット信号を受信し、フィルタード・パイロット信号を出力するように構成
される複数のパイロット・フィルタと、
　通信装置の速度に基づいて、また、チャネルノイズ、受信器ノイズ、妨害及びマルチパ
スを含む、ノイズパワー推定値に基づいて、前記複数のパイロット・フィルタ出力の１つ
を選択するように構成されたコントローラと、
　を具備し、
　前記通信装置の前記速度は、前記通信装置の少なくとも２つの位置測定値に従って決定
され、そして、前記測定値は、種々の、既知の時刻に作られ、前記通信装置の前記速度は
、前記少なくとも２つの位置測定値およびそれらのそれぞれの測定時刻に基づいている、
　通信装置。
【請求項２１】
　前記複数のフィルタはフィルタ係数を変更することによって適応されるように構成され
る請求項２０記載の通信装置。
【請求項２２】
　前記コントローラは前記通信装置速度に基づいて前記複数のパイロット・フィルタにつ
いてのフィルタ係数を決定する請求項２１記載の通信装置。
【請求項２３】
　前記フィルタ係数は１組の所定のフィルタ係数から選択される請求項２２記載の通信装
置。
【請求項２４】
　前記所定の係数はルックアップ・テーブルから検索される請求項２３記載の通信装置。
【請求項２５】
　前記通信装置の前記速度はグローバル・ポジショニング・システム受信器からの情報に
基づいて決定される請求項２０記載の通信装置。
【請求項２６】
　前記複数のパイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項２０記
載の通信装置。
【請求項２７】
　前記複数のパイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項２０記
載の通信装置。
【請求項２８】
　前記複数のパイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタおよび無限長インパ
ルス応答フィルタを具備する請求項２０記載の通信装置。
【請求項２９】
　フィルタの動作を通信チャネル応答に適応させる係数を受け入れるように構成されるパ
イロット・フィルタを有する少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　少なくとも１つの移動無線通信装置と通信するように構成された基幹施設装置と、
　を具備し、
　前記基幹施設装置は、前記移動無線通信装置から信号を受信し、これらの信号に基づい
てパイロット・フィルタ係数を決定し、そして前記係数を、前記パイロット・フィルタを
構成することにおいて使用するために前記移動無線通信装置に送信し、
　前記受信された信号は、チャネルノイズ、受信器ノイズ、妨害及びマルチパスを含むノ
イズパワー推定値、を含み、
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　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は、前記移動無線通信装置速度の推定値
を含み、
　前記移動無線通信装置速度の前記推定値は、前記移動無線通信装置の少なくとも２つの
位置測定値に従って決定され、そして、前記測定値は、種々の、既知の時刻に作られ、前
記移動無線通信装置速度の前記測定値は、前記少なくとも２つの位置測定値およびそれら
のそれぞれの測定時刻に基づいている、
　無線通信システム。
【請求項３０】
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記通信チャネルにおけるノイズパワ
ー・レベルの推定値を含む請求項２９記載の無線通信システム。
【請求項３１】
　フィルタの動作を通信チャネル応答に適応させる係数を受け入れるように構成されるパ
イロット・フィルタを有する少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　前記少なくとも１つの移動無線通信装置と通信するように構成された基幹施設装置と、
　を具備し、
　前記基幹施設装置は、前記移動無線通信装置からの信号を受信し、これらの信号と前記
基幹施設装置内で作られた測定値とに基づいて、パイロット・フィルタ係数を決定し、そ
して、前記係数を、前記パイロット・フィルタを構成することにおいて使用するために前
記移動無線通信装置に送信し、
　前記受信された信号は、チャネルノイズ、受信器ノイズ、妨害及びマルチパスを含むノ
イズパワー推定値、を含み、
　前記基幹施設装置内で作られた前記測定値は、前記移動無線通信装置速度の推定値を含
み、
　前記移動無線通信装置速度の前記推定値は、前記移動無線通信装置の少なくとも２つの
位置測定値に従って決定され、そして、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られ、前記
移動無線通信装置速度の前記測定値は、前記少なくとも２つの位置測定値およびそれらの
それぞれの測定時刻に基づいている、
　無線通信システム。
【請求項３２】
　前記基幹施設は基地局を含む請求項３１記載の無線通信システム。
【請求項３３】
　少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　通信チャネル上で前記移動無線通信装置から送信された信号を受信し前記フィルタの前
記応答を適応させる係数を受け入れるように構成されたパイロット・フィルタを有する基
幹施設装置と、
　を具備し、
　前記基幹施設装置は、前記移動無線通信装置からの信号を受信し、チャネルノイズ、受
信器ノイズ、妨害及びマルチパスを含むノイズパワー推定値を含むこれらの信号に基づい
て、前記パイロット・フィルタに供給される１組の係数が決定され、
　前記基幹施設装置は、前記移動無線通信装置の速度を推定し、前記組の係数を決定する
ことにおいて前記速度推定値を使用し、
　前記移動無線通信装置の前記速度推定値は、前記移動無線通信装置の少なくとも２つの
位置測定値に従って決定され、そして、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られ、前記
移動無線通信装置の前記速度推定値は、前記少なくとも２つの位置測定値およびそれらの
それぞれの測定時刻に基づいている、
　無線通信システム。
【請求項３４】
　前記基幹施設は基地局を含む請求項３３記載の無線通信システム。
【請求項３５】
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである請求項３３記載の無
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線通信システム。
【請求項３６】
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである請求項３３記載の無
線通信システム。
【請求項３７】
　前記基幹施設は複数のパイロット・フィルタをさらに具備する請求項３３記載の無線通
信システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　前の記述はこの発明のある実施形態を詳述する。しかしながら、たとえ前述のことが如
何に詳述されたかが明白であるとしても、この発明がそれの精神または本質的な特徴から
逸脱することなく、他の特定の形式において具体化されてもよいことは認識されるであろ
う。記述された実施形態はすべての点において実例としてのみそして限定的でないとして
考察されるべきであり、そして、したがって、この発明の範囲は前述の説明書よりはむし
ろ添付されたクレームによって示される。このクレームの等価の意味および範囲を示すす
べての変更はそれらの範囲内に包含されるべきである。
　以下に、本願発明の当初の［特許請求の範囲]に記載された発明を付記する。
［１]
　無線通信ネットワークにおいて受信信号を処理するパイロット・フィルタを適応させる
方法であって、前記方法は
　無線ネットワーク基幹施設に関して無線通信装置の速度を決定し、
　前記無線通信装置の前記決定された速度に基づいて前記パイロット・フィルタの１つま
たはそれ以上の係数を決定することからなる。
［２]
　前記無線通信装置の前記速度を決定することおよび前記１つまたはそれ以上の係数を決
定することは前記無線通信装置内で行われる［１]の方法。
［３]
　前記無線通信装置の前記速度を決定することおよび前記１つまたはそれ以上の係数を決
定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われる［１]の方法。
［４]
　前記無線通信装置の前記速度を決定することは前記無線通信装置内で行われ、および前
記１つまたはそれ以上の係数を決定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われ
る［１]の方法。
［５]
　前記無線通信装置の前記速度を決定することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行わ
れ、および前記１つまたはそれ以上の係数を決定することは前記無線通信装置内で行われ
る［１]の方法。
［６]
　前記１つまたはそれ以上の係数をパイロット・フィルタに適用することをさらに具備す
る［１]の方法。
［７]
　前記係数を適用することは前記無線通信装置内で行われる［６]の方法。
［８]
　前記係数を適用することは前記無線ネットワーク基幹施設内で行われる［６]の方法。
［９]
　前記速度を決定することはグローバル・ポジショニング・システム受信器から速度情報
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を受信することをさらに具備する［１]の方法。
［１０]
　前記速度を決定することは前記無線通信装置の少なくとも２つの位置測定値を受信する
ことをさらに具備し、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られ、および前記無線通信装
置の前記速度を決定することは前記少なくとも２つの位置測定値およびそれぞれの測定時
刻に基づいている［１]の方法。
［１１]
　前記無線ネットワーク基幹施設は基地局をさらに具備する［１]の方法。
［１２]
　前記１つまたはそれ以上の係数を決定することはノイズパワー推定値に基づいて前記１
つまたはそれ以上の係数を決定することをさらに具備する［１]の方法。
［１３]
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである［１]の方法。
［１４]
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである［１]の方法。
［１５]
　前記１つまたはそれ以上の係数を決定することは１組の所定の係数から前記１つまたは
それ以上の係数を選択することをさらに含む［１]の方法。
［１６]
　通信チャネル上でパイロット信号サンプルを受信するパイロット・フィルタと、
　無線通信装置速度に基づいて前記パイロット・フィルタのフィルタ係数を決定し、前記
パイロット・フィルタを前記通信チャネルに適応させるコントローラとからなる通信装置
。
［１７]
　コントローラは前記通信チャネルにおけるノイズパワーの推定値に基づいて前記フィル
タ係数を決定する［１６]の通信装置。
［１８]
　１組の所定の係数をさらに具備する［１６]の通信装置。
［１９]
　前記所定の係数はルックアップ・テーブルから検索される［１８]の通信装置。
［２０]
　前記通信装置の前記速度はグローバル・ポジショニング・システム受信器からの情報に
従って決定される［１６]の通信装置。
［２１]
　前記通信装置の前記速度は前記通信装置の少なくとも２つの位置測定値に従って決定さ
れ、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られると共に前記通信装置の前記速度は前記少
なくとも２つの位置測定値およびそれらのそれぞれの測定時刻に基づいている［１６]の
通信装置。
［２２]
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである［１６]の通信装置
。
［２３]
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである［１６]の通信装置
。
［２４]
　各々がパイロット信号を受信し、フィルタード・パイロット信号を出力するように構成
される複数のパイロット・フィルタと、
　無線通信装置速度に基づいて前記複数のパイロット・フィルタ出力の１つを選択するよ
うに構成されたコントローラとからなる通信装置。
［２５]
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　前記コントローラはノイズパワーの推定値に基づいて前記複数のパイロット・フィルタ
の１つを選択する［２４]の通信装置。
［２６]
　前記複数のフィルタはフィルタ係数を変更することによって適応されるように構成され
る［２４]の通信装置。
［２７]
　前記コントローラは前記通信装置速度に基づいて前記複数のパイロット・フィルタにつ
いてのフィルタ係数を決定する［２６]の通信装置。
［２８]
　前記フィルタ係数は１組の所定のフィルタ係数から選択される［２７]の通信装置。
［２９]
　前記所定の係数はルックアップ・テーブルから検索される［２８]の通信装置。
［３０]
　前記通信装置の前記速度はグローバル・ポジショニング・システム受信器からの情報に
基づいて決定される［２４]の通信装置。
［３１]
　前記通信装置の前記速度は前記通信装置の少なくとも２つの位置測定値に従って決定さ
れ、前記測定値は種々の、既知の時刻に作られると共に前記通信装置の前記速度は前記少
なくとも２つの位置測定値およびそれらのそれぞれの測定時刻に基づいている［２４]の
通信装置。
［３２]
　前記複数のパイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである［２４]の通
信装置。
［３３]
　前記複数のパイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである［２４]の通
信装置。
［３４]
　前記複数のパイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタおよび無限長インパ
ルス応答フィルタを具備する［２４]の通信装置。
［３５]
　フィルタの動作を通信チャネル応答に適応させる係数を受け入れるように構成されるパ
イロット・フィルタを有する少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　少なくとも１つの移動無線通信装置と通信するように構成された基幹施設装置とを具備
し、
　前記基幹施設装置は前記移動無線通信装置から信号を受信し、これらの信号に基づいて
パイロット・フィルタ係数を決定すると共に前記係数を前記パイロット・フィルタを構成
することでの使用のための前記移動無線通信装置に送信する無線通信システム。
［３６]
　前記基幹施設は基地局を含む［３５]の無線通信システム。
［３７]
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記通信チャネルにおけるノイズパワ
ー・レベルの推定値を含む［３５]の無線通信システム。
［３８]
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記移動無線通信装置速度の推定値を
含む［３５]の無線通信システム。
［３９]
　フィルタの動作を通信チャネル応答に適応させる係数を受け入れるように構成されるパ
イロット・フィルタを有する少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　前記少なくとも１つの移動無線通信装置と通信するように構成された基幹施設装置とを
具備し、
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　前記基幹施設装置は前記移動無線通信装置から信号を受信すると共にこれらの信号と前
記基幹施設内で作られた測定値とに基づいて、パイロット・フィルタ係数を決定し前記係
数を前記パイロット・フィルタを構成することでの使用のための前記移動無線通信装置に
送信する無線通信システム。
［４０]
　前記基幹施設は基地局を含む［３９]の無線通信システム。
［４１]
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記通信チャネルにおけるノイズパワ
ー・レベルの推定値を含む［３９]の無線通信システム。
［４２]
　前記基幹施設内で作られた前記測定値は前記移動無線通信装置速度の推定値を含む［３
９]の無線通信システム。
［４３]
　少なくとも１つの移動無線通信装置と、
　通信チャネル上で前記移動無線通信装置から送信された信号を受信し前記フィルタの前
記応答を適応させる係数を受け入れるように構成されたパイロット・フィルタを有する基
幹施設装置とを具備し、
　前記基幹施設装置は前記移動無線通信装置から信号を受信すると共にこれらの信号に基
づいて、前記パイロット・フィルタに供給される１組の係数が決定される無線通信システ
ム。
［４４]
　前記基幹施設は基地局を含む［４３]の無線通信システム。
［４５]
　前記移動無線通信装置から受信された前記信号は前記通信チャネルをレベリングするノ
イズパワーの推定値を含む［４３]の無線通信システム。
［４６]
　前記基幹施設は前記移動無線通信装置の速度を推定し、組の係数を決定することにおい
て前記速度推定値を使用する［４３]の無線通信システム。
［４７]
　前記パイロット・フィルタは有限長インパルス応答フィルタである［４３]の無線通信
システム。
［４８]
　前記パイロット・フィルタは無限長インパルス応答フィルタである［２４]の無線通信
システム。
［４９]
　前記基幹施設は複数のパイロット・フィルタをさらに具備する［４３]の無線通信シス
テム。
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