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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信されるシンボルの系列を含む受信無線信号を処理するためのＧ－Ｒａｋｅ（genera
lized　Rake）受信機における方法であって：
　第１のパスにおける近似の合成重みのセットを算出するステップと；
　前記系列内の残りのシンボルよりもより低次の変調法で変調される前記系列内のソフト
パイロットシンボルのセットを識別するステップと；
　前記近似の合成重みを利用して、前記ソフトパイロットシンボルに対応する逆拡散値を
コヒーレントに合成し、シンボル推定値を生成するステップと；
　送信について使用されるコンスタレーションを前提として、デコーダの関与なしに前記
シンボル推定値についてのシンボルの硬判定を行うステップと；
　前記シンボルの硬判定を復調パイロットとして利用し、障害共分散行列をノンパラメト
リックに推定するステップと；
　推定された前記障害共分散行列を利用して、第２のパスにおける精緻化された合成重み
のセットを算出するステップと；
　前記精緻化された合成重みを利用して、全てのトラフィックデータを合成するステップ
と；
　を含む方法。
【請求項２】
　送信されるシンボルの系列を含む受信無線信号を処理するための２パスのＧ－Ｒａｋｅ



(2) JP 5662528 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

（generalized　Rake）受信機であって：
　第１のパスにおける近似の合成重みのセットを算出するための手段と；
　前記系列内の残りのシンボルよりもより低次の変調法で変調される前記系列内のソフト
パイロットシンボルのセットを識別するための手段と；
　前記近似の合成重みを利用して、前記ソフトパイロットシンボルに対応する逆拡散値を
コヒーレントに合成し、シンボル推定値を生成するための手段と；
　送信について使用されるコンスタレーションを前提として、デコーダの関与なしに前記
シンボル推定値についてのシンボルの硬判定を行うための手段と；
　前記シンボルの硬判定を復調パイロットとして利用し、障害共分散行列をノンパラメト
リックに推定するための手段と；
　推定された前記障害共分散行列を利用して、第２のパスにおける精緻化された合成重み
のセットを算出するための手段と；
　前記精緻化された合成重みを利用して、全てのトラフィックデータを合成するための手
段と；
　を備えるＧ－Ｒａｋｅ受信機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連する出願の相互参照）
　この出願は、２００８年６月１７日に提出された米国の仮出願第６１／０７３，２６４
号の利益を主張し、当該仮出願の開示は、全体として参照によりここに取り入れられる。
【０００２】
　本発明は、デジタル無線通信システムに関する。限定としてではなくより具体的には、
本発明は、ソフトパイロットシンボルを利用するデジタル通信システム内で、送信される
シンボルの系列を受信しおよび処理するための、受信機および方法に向けられる。
【背景技術】
【０００３】
　デジタル通信システムでは、受信側は、送信されたデータを正確に復調するためにいく
つかのパラメータを推定しなければならない。受信側は、送信側にフィードバックするた
めの信号品質の基準も推定する必要があり得る。パラメータ／信号品質の推定は、一般的
に３つのカテゴリに分かれる。
【０００４】
　（１）ブラインド（blind）推定。一般的に、このアプローチは、事前に知られまたは
ゆっくりと学習される（例えば、２次統計）、いくつかの信号またはチャネルの特性／特
徴に依存する。ブラインド推定の最大の問題は、パフォーマンスである。ブラインド推定
は、一般的に、他のアプローチに比べてパフォーマンスが大幅に劣る。また、ブラインド
推定のアルゴリズムは、より複雑であり得る。
【０００５】
　（２）パイロット支援。このアプローチは、送信信号内に既知の（すなわち、パイロッ
ト）シンボルを含む。パイロットシンボルが、データと同じ効果的なフェージングを経験
する限り、パイロットシンボルは、データ系列（例えば、ＧＳＭのミッドアンブル（mida
mble））内に組み込まれ、またはＷＣＤＭＡでのパイロット符号等の別のリソースを割当
てられることが可能である。パイロット支援アプローチは、一般的に最高のパフォーマン
スを提供する。しかしながら、パイロットシンボルは、そうでなければ有用なデータの送
信に充てられ得るリソースを消費する。典型的に、良い推定のための十分なパイロットを
有することと、データのスループットを最大化することとの間には、トレードオフがある
。
【０００６】
　（３）データ支援。このアプローチは、復調されるデータシンボルを「追加」パイロッ
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トシンボルとして使用する。一般的に、このアプローチは、ブラインド推定アプローチま
たはパイロット支援アプローチのいずれかと併せて使用される。データ支援アプローチに
関連付けられる２つの問題がある。第１に、ブラインド推定若しくはパイロット支援推定
（または両方）は、典型的に第１の受信側ステップとして要求される。したがって、デー
タ支援アプローチは、受信側における余分な複雑さを要求する。第２に、データ支援アプ
ローチは、データの復調におけるエラーの影響に起因して受信側のパフォーマンスを低下
させ得る。データ支援アプローチでは、復調されたデータシンボルは、正しいとみなされ
、追加のパイロットシンボルとして使用される。しかしながら、データシンボルが誤って
いる場合、パラメータ／信号品質の推定アルゴリズムは誤った結果をもたらし得る。誤っ
たシンボル判定の影響は、一推定間隔以上の間持続し得る。よって、データ支援アプロー
チは、エラーの広がりの影響を避けるための特別なメカニズムを必要とし得る。
【０００７】
　データ支援アプローチは、多くの既存の通信システムで利用されている。例えば、広帯
域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）システムでは、アップリンク上の制御チャネルは復調
／復号され、シンボル判定は有効なパイロットとして使用される。これは、ＷＣＤＭＡの
ダウンリンク上の制御チャネルについても提案されている。Ｄ－ＡＭＰＳ（Digital　Adv
anced　Mobile　Phone　System）では、チャネルは、まず同期ワード上で推定され、次に
等化の間にデータ上でトラッキングされる。等化器では、早期の一時的な信頼できない判
定はトラッカ（tracker）に入力され、遅延したより良い判定は復号器に入力される。ま
た、Ｄ－ＡＭＰＳおよびＧＳＭでは、マルチパスの（ターボ）復調／復号は、復号／再符
号化されたシンボルを第２のパスでの有効なパイロットとして使用する。
【発明の概要】
【０００８】
　本発明は、他のシンボルよりもより高い信頼性を有するシンボルを送信することにより
、従来技術の不都合を克服する。これらのいわゆる「ソフトパイロット」は、まず復調さ
れ、その後チャネル推定およびより高次の変調シンボルの復調（振幅リファレンス）での
使用のための既知のシンボルとして使用される。
【０００９】
　したがって、本発明の一実施形態は、送信されるシンボルの系列を含む受信無線信号の
パラメータを推定するための無線受信機での方法に向けられる。当該方法は、より高い信
頼性で送信されるシンボルをまず復調し、ソフトパイロットシンボルを形成するステップ
と、ソフトパイロットシンボルを既知のシンボルとして利用し、受信無線信号のパラメー
タを推定するするステップと、を含む。これらのソフトパイロットシンボルは、周囲のシ
ンボルよりもよりロバストであり、したがってより信頼性のある判定に向けたパラメータ
推定を可能にする。加えて、より高次の変調シンボルの間に「一定の包絡線」の変調シン
ボルを挿入することは、より高次の変調シンボルの復調に不可欠である振幅リファレンス
を確立するのに特に有用である。
【００１０】
　一実施形態では、ソフトパイロットシンボルは、残りのシンボルの系列と比べてより単
純で低次の変調法（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ）で変調される。ここで、残りのシンボ
ル系列はおそらくより高次の変調法（例えば、１６直交振幅変調（１６ＱＡＭ）または６
４ＱＡＭ）である。シンボルについてデータスループットを認めない固定のパイロットシ
ンボルとは対照的に、これらのソフトパイロットを使用することにより、当該シンボルは
、さらにデータを搬送することができる。これらの特定のソフトシンボルの位置（時間／
周波数／符号）および変調方式は、受信機にとって既知である。受信機にとって情報は事
前に既知であり、または受信機はシグナリングを通じて情報を知得してもよい。
【００１１】
　［００１０］ソフトパイロットは、ＷＣＤＭＡの今後のリリースについて明示的なデー
タパイロットの代替手段を提供する。ソフトパイロットシンボルに伴い、明示的なパイロ
ットシンボルは必要ではない。変調方式並びに時間、周波数および符号におけるソフトパ
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イロットの位置が既知であることで、受信機はパフォーマンスを最大化することができる
。これにより、そうでなければ明示的なパイロットシンボルを用いて可能であるデータレ
ートよりも、より良好なデータレートが可能となる。
【００１２】
　本発明の特定の実施形態では、本発明は、２パスのＧ－Ｒａｋｅ（Generalized　Rake
）受信機内で実装される。Ｇ－Ｒａｋｅ受信機のパフォーマンスは、理想的な受信機とほ
ぼ同様に機能する程に改善される。したがって、本発明は、線形等化のアプローチを前提
として最高のパフォーマンスを提供する。２パスのＧ－Ｒａｋｅ受信機は、第１のパスに
おける近似の合成重みのセットを算出するための手段と；系列内の残りのシンボルよりも
より低次の変調法で変調される系列内のソフトパイロットシンボルのセットを識別するた
めの手段と；近似の合成重みを利用して、ソフトパイロットシンボルに対応する逆拡散値
をコヒーレントに合成し、シンボル推定値を生成するための手段と；を含む。受信機は、
シンボル推定値を再スケーリングするための手段と；送信について使用されるコンスタレ
ーションを前提として、デコーダの関与なしに再スケーリングされたシンボル推定値につ
いてのシンボルの硬判定を行うための手段と；シンボルの硬判定を復調パイロットとして
利用し、障害共分散行列をノンパラメトリックに推定するための手段と；も含む。受信機
は、推定された障害共分散行列を利用して、第２のパスにおける精緻化された合成重みの
セットを算出するための手段と；精緻化された合成重みを利用して、全てのトラフィック
データを合成するための手段と；も含む。
【００１３】
　別の実施形態では、本発明は、以下の詳細な記述において説明されるような上記方法を
実行するための送信機および受信機を備えるシステムに向けられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　以下のセクションでは、発明は、図面にて図示される例示的な実施形態を参照して説明
される。
【図１】本発明の方法の例示的な実施形態のステップを説明するフローチャートである。
【図２】本発明の例示的な一実施形態における、１６ＱＡＭについてのコンスタレーショ
ン内のポイントにマッピングされるデータビットを示す。
【図３】本発明の例示的な別の実施形態における、１６ＱＡＭについてのコンスタレーシ
ョン内のポイントにマッピングされるデータビットを示す。
【図４】（先行技術）ＨＳ－ＤＳＣＨについての既存のチャネル符号化チェーンを説明す
る。
【図５】本発明の例示的な実施形態におけるＨＳ－ＤＳＣＨについてのチャネル符号化チ
ェーンを説明する。
【図６】本発明の例示的な実施形態におけるソフトパイロット生成プロセスの概観を説明
するフロー図である。
【図７】本発明の例示的な実施形態におけるＨＳ－ＤＳＣＨについてのソフトパイロット
生成プロセスを説明するフロー図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態におけるＥ－ＤＣＨについてのソフトパイロット生成
プロセスを説明するフロー図である。
【図９】Ｅ－ＤＣＨについてのインターリーバ構造の例示的な実施形態の機能ブロック図
である。
【図１０】ソフトパイロットシンボルの位置の第１の例示的な実施形態を説明する。
【図１１】ソフトパイロットシンボルの位置の第２の例示的な実施形態を説明する。
【図１２】本発明の２パスのＧ－Ｒａｋｅ受信機の例示的な実施形態の機能ブロック図で
ある。
【図１３】本発明の２パスのＧ－Ｒａｋｅ受信機により実行される処理方法の例示的な実
施形態を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　より高いデータレートの通信のために、１６ＱＡＭおよび６４ＱＡＭ等のより高次の変
調法が利用され、スペクトル効率が向上する。本発明の第１の実施形態によると、送信機
は、データ系列中のあるシンボルをいわゆる「ソフトパイロット」シンボルとして指定す
る。送信機は、これらのシンボルについて特定の代替となる変調を使用することにより指
定する。この特定の変調の次数および（時間、符号および／または周波数の観点からの）
これらのシンボルの位置は、受信機にとって既知であり、または受信機にシグナリングさ
れる。受信機は、ソフトパイロットシンボルを利用して、チャネルタップおよび相関行列
等の信号パラメータの初期推定値を得る。第１の復号の後、判定されたシンボルは、パラ
メータ推定の第２のパスで有効なパイロットとして利用され得る。判定されるソフトパイ
ロットシンボルを系列内の残りのシンボルよりも低次の変調に限定することにより、判定
は、ソフトパイロットシンボルを有用なパイロットにするのに足りるほど信頼できる。ソ
フトパイロットシンボルは、従来の固定のパイロットとは異なる。データスループットに
は、これらのソフトパイロットシンボルにより搬送されるものもある。したがって、従来
の固定のパイロットをソフトパイロットで置き換えることは、データスループットを向上
させる。
【００１６】
　図１は、本発明の方法の例示的な実施形態のステップを説明するフローチャートである
。ステップ１１では、無線信号は、（例えば、より低次の変調法を用いて）他の送信され
るシンボルよりもより高い信頼性を有するいくつかのシンボルで送信される。ステップ１
２では、無線信号が受信され、より高い信頼性を有するシンボルがまず復調されて、ソフ
トパイロットシンボルが形成される。ステップ１３では、ソフトパイロットは、チャネル
推定およびより高次の変調シンボルの復調のための既知のシンボルとして利用される。ス
テップ１４では、データは、ソフトパイロットシンボルおよびより高次の変調シンボルの
両方から抽出される。
【００１７】
　本発明の例示的な実施形態は、変調方式およびデータ系列の中のソフトパイロットシン
ボルの位置（時間／周波数／符号）を特定する。本発明の一実施形態によると、コンスタ
レーション内のソフトパイロットのポイントは、１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭのようなデ
ータ送信のためのより高次の変調コンスタレーションのサブセットとみなされる。送信機
は、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）または四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）等の特定されたより
低次の変調法を、パイロットシンボルのために利用し得る。残りのシンボルの系列のため
に、送信機はより高次の変調法（例えば、１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭ）を利用し得る。
これらの特定されたソフトシンボルの位置および変調方式は、受信機にとって既知である
。受信機は、事前にまたはシグナリングを通して情報を知得してもよい。
【００１８】
　したがって、本発明は、より高次の変調シンボルの間に挿入されるより低次の変調シン
ボルを送信する。そして、受信機は、有効なパイロットとしてより低次の変調シンボルを
活用するために、関連付けられた動作を実行する。シンボルは、ビット数ｍの範囲を繰り
上げることができる。ｍ＝０ビットは純粋なパイロットに対応し、ｍ＝１ビットはＢＰＳ
Ｋに対応し、ｍ＝２ビットはＱＰＳＫに対応する等、最大数Ｍ（６４ＱＡＭのためのＭ＝
６）までである。簡単にするために全てのシンボルが同じエネルギーを有すると仮定する
と、その結果ビットエネルギーおよびビットの信頼性はｍと共に減少する。したがって、
シンボルは、様々なレベルの信頼性をもつパイロットとして使用されることが可能であり
、受信機は、マルチパスの中でパラメータ推定を実行することができる。
【００１９】
　図２は、本発明の例示的な一実施形態における、１６ＱＡＭについてのコンスタレーシ
ョン内のポイントにマッピングされるデータビットを示す。（星印のついたポイントとし
て図中に示されている）１６ＱＡＭコンスタレーションの四角のポイントが、ソフトパイ
ロットについてのコンスタレーションとみなされる。この実施形態の２つの特徴を容易に



(6) JP 5662528 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

認識することができる。第１に、ソフトパイロットのコンスタレーションは、スケーリン
グされたＱＰＳＫコンスタレーションと等しい。したがって、ソフトパイロットのコンス
タレーションは、一定の包絡線（envelope）およびより高い平均電力という利益を提供す
る。第２に、ソフトパイロットのコンスタレーションポイントは、ビットラベルのサブセ
ットを固定することにより、より高次のコンスタレーション内で容易に対応されることが
可能である。図２に示される例では、ソフトパイロットのコンスタレーションポイントは
、最後の２つのビットラベルを「１１」に固定されたものである。
【００２０】
　上記のとおり、ソフトパイロットシンボルの使用により、送信される１６ＱＡＭまたは
６４ＱＡＭのシンボルは、より高い平均電力を有することになる。例えば、１つのチャネ
ライゼーションコードについての１０分の１のシンボルがソフトパイロットシンボルであ
る場合、平均電力は、１６ＱＡＭについては０．１５ｄＢ増加し、６４ＱＡＭについては
０．５４ｄＢ増加する。または、１５個のチャネライゼーションコードがあり、１５個の
チャネライゼーションコードうち１つについての１０分の１のシンボルがソフトパイロッ
トシンボルである場合、平均電力は、１６ＱＡＭについては０．０２ｄＢのみ増加し、６
４ＱＡＭについては０．０４ｄＢのみ増加する。実際には、送信電力は、ソフトパイロッ
トを利用する場合にこれらの量だけ減少しなければならないかもしれない。しかしながら
、全体のシステムパフォーマンスはソフトパイロットの使用により向上されるということ
が、見受けられた。
【００２１】
　図３は、本発明の例示的な別の実施形態における、１６ＱＡＭについてのコンスタレー
ション内のポイントにマッピングされるデータビットを示す。この実施形態では、ソフト
パイロットのコンスタレーションの大きさは、データを搬送するためのより高いキャパシ
ティを与えるために拡大されている。しかしながら、ソフトパイロットのコンスタレーシ
ョンは、一定した直交位相（quadrature）の振幅という特徴を提供する。当該特徴は、振
幅リファレンスを得るために利用され得る。ソフトパイロットのコンスタレーションポイ
ントは、最後のビットラベルを「１」に固定することにより、より高次のコンスタレーシ
ョン内でも対応される。代替となるソフトパイロットのコンスタレーションが、３番目の
ビットラベルを「１」に固定することにより特定され、一定した同相（in-phase）の振幅
を提供し得ることは、当業者にとって明らかである。
【００２２】
　（ＨＳＰＡでのソフトパイロットの生成）
　ソフトパイロットの導入は、送信信号が搬送することができるチャネル符号化されたビ
ットの数を減少させる。チャネル符号化されたビットの減少は、以下に説明される２つの
異なるアプローチにより実装されることが可能である。
【００２３】
　図４は、高速ダウンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）についての既存のチャネル
符号化チェーンを説明する。チャネル符号化されたビットの減少を実装するための第１の
アプローチでは、チャネル符号化チェーン全体の振るまいが、ＨＳ－ＤＳＣＨについての
振るまいと同様に変更される。しかしながら、この影響は、単に「物理レイヤＨＡＲＱ機
能性」により出力される符号化されたビットの数が異なるということではない。この影響
は、むしろ、「物理レイヤＨＡＲＱ機能性」、「物理チャネルセグメンテーション」、「
ＨＳ－ＤＳＣＨインターリービング」、および「コンスタレーションの再構成」の中にお
ける、相互接続され複雑な物理レイヤの様々な手続きの、大幅な再設計および再定義であ
る。重要なチャネル符号化チェーンのそのような大幅な再設計は、ほとんどの既存の実装
を使われなくし、ネットワーク内で新たな機器およびレガシー機器と共存することは難し
いであろう。
【００２４】
　図５は、本発明の例示的な実施形態におけるＨＳ－ＤＳＣＨについてのチャネル符号化
チェーンを説明する。チャネル符号化されたビットの減少を実装するための好ましい第２
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のアプローチでは、ソフトパイロットシンボルは、望ましくは、チャネル符号化チェーン
の「物理チャネルマッピング」段階の前に、チャネル符号化されたビットの低レベルの間
引きにより生成される。したがって、好ましい実施形態は、「物理レイヤＨＡＲＱ機能性
」、「物理チャネルセグメンテーション」「ＨＳ－ＤＳＣＨインターリービング」および
「コンスタレーションの再構成」の段階に対して、ソフトパイロットシンボルの存在を透
過的にする。
【００２５】
　図６は、本発明の例示的な実施形態におけるソフトパイロット生成プロセスの概観を説
明するフロー図である。ＨＳＤＰＡでは、物理レイヤＨＡＲＱ機能性およびＨＳ－ＤＳＣ
Ｈチャネルインターリービングにおけるビット収集（bit　collection）手続きは、もし
あれば系統的なターボ符号化されたビットをできる限り１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭの第
１のビットラベルにマッピングするように設計される。この設計の目的は、重要である系
統的なターボ符号化されたビットがより高い信頼性を有するチャネル上で送信されること
を保証することである。図６に示されるとおり、ペアとなるビット毎の多重化および独立
した矩形（rectangular）インターリーバを利用することにより、チャネルインターリー
バでこれは達成される。データ変調がＱＰＳＫに基づく場合、第１の矩形インターリーバ
のブランチが有効である。データ変調が１６ＱＡＭに基づく場合、第１のおよび第２の矩
形インターリーバのブランチが有効である。データが６４ＱＡＭにより搬送される場合、
３つのブランチ全てが有効である。３ＧＰＰの“Technical　Specification　Group　Rad
io　Access　Network;　Spreading　and　Modulation　(FDD)”TS　25.213　v8で仕様化
されているコンスタレーションのラベリングを加味すると、第１のブランチ内のビットは
、最も高い信頼性を有するチャネル上で送信される。第３のブランチ内のビットは、最も
低い信頼性で送信される。したがって、初期の送信では、系統的なビットは、通常、でき
る限り第１のブランチを通して送信される。初期の送信については、ＨＡＲＱのパラメー
タは、「コンスタレーション再構成」が実質的に回避されるように設定される。チャネル
インターリービングの直後にソフトパイロットシンボルを挿入することができることは、
当業者にとって明らかなはずである。再送信のために、ＨＡＲＱのパラメータが使用され
、チャネル符号化されたビットを様々な信頼性で効果的に再送信するために「コンスタレ
ーション再構成」が指示されることが可能である。ソフトパイロットシンボルは、「コン
スタレーション再構成」の手続きの後に、信号に挿入され得る。
【００２６】
　図７は、本発明の例示的な実施形態におけるＨＳ－ＤＳＣＨについてのソフトパイロッ
ト生成プロセスを説明するフロー図である。符号化されたビットの入力はrp,kにより示さ
れ、出力はr’p,kにより示される。通常、入力されたビットは、修正なしですなわちr’p

,k＝rp,kで、出力に送られる。（図２に示されるような）スケーリングされたＱＰＳＫの
ソフトパイロットシンボルが挿入され、１６ＱＡＭのデータシンボルが置き換えられる場
合、その結果r’p,k＝rp,k、r’p,k+1＝rp,k+1、r’p,k+2＝１、およびr’p,k+3＝１とな
る。スケーリングされたＱＰＳＫのソフトパイロットシンボルが挿入され、６４ＱＡＭの
データシンボルが置き換えられる場合、その結果r’p,k＝rp,k、r’p,k+1＝rp,k+1、r’p

,k+2＝１、r’p,k+3＝１、r’p,k+4＝１、およびr’p,k+5＝１となる。
【００２７】
　（図３に示されるような）一定した直交位相の振幅を有するソフトパイロットシンボル
が挿入され、１６ＱＡＭのデータシンボルが置き換えられる場合、その結果r’p,k＝rp,k
、r’p,k+1＝rp,k+1、r’p,k+2＝rp,k+2、およびr’p,k+3＝１である。一定した直交位相
の振幅を有するソフトパイロットシンボルが挿入され、６４ＱＡＭのデータシンボルが置
き換えられる場合、その結果r’p,k＝rp,k、r’p,k+1＝rp,k+1、r’p,k+2＝rp,k+2、r’p

,k+3＝１、r’p,k+4＝rp,k+4、およびr’p,k+5＝１となる。一定した同相の振幅を有する
ソフトパイロットシンボルが挿入され、１６ＱＡＭのデータシンボルが置き換えられる場
合、その結果r’p,k＝rp,k、r’p,k+1＝rp,k+1、r’p,k+2＝１、およびr’p,k+3＝rp,k+3
である。一定した直交位相の振幅を有するソフトパイロットシンボルが挿入され、６４Ｑ
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ＡＭのデータシンボルが置き換えられる場合、その結果r’p,k＝rp,k、r’p,k+1＝rp,k+1
、r’p,k+2＝１、r’p,k+3＝rp,k+3、r’p,k+4＝１、およびr’p,k+5＝rp,k+5となる。
【００２８】
　（拡張専用チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）についてのソフトパイロットの生成）
　図８は、本発明の例示的な実施形態におけるＥ－ＤＣＨについてのソフトパイロット生
成プロセスを説明するフロー図である。ＨＳ－ＤＳＣＨと同様の信頼性の識別を達成する
ために、物理レイヤＨＡＲＱ機能性およびチャネルインターリービングにおけるビット収
集手続きは、もしあれば系統的なターボ符号化されたビットをできる限り４ＰＡＭの第１
のビットラベルにマッピングするように設計される。好ましい実施形態によると、ソフト
パイロットシンボルは、Ｅ－ＤＣＨチャネルインターリービングの後に生成される。
【００２９】
　図９は、Ｅ－ＤＣＨについてのインターリーバ構造の例示的な実施形態の機能ブロック
図である。データが４ＰＡＭにより搬送される場合に、チャネルインターリービングは２
つの矩形インターリーバのブランチにより促進される。「ソフトパイロットの生成」への
符号化されたビットの入力はvp,kにより示され、出力はv’p,kにより示される。通常、入
力されたビットは、修正なしですなわちv’p,k＝vp,kで、出力に送られる。スケーリング
されたＢＰＳＫのソフトパイロットシンボルが挿入され、４ＰＡＭのデータシンボルが置
き換えられる場合、その結果v’p,k＝vp,k、v’p,k+1＝１となる。
【００３０】
　好ましい実施形態によると、ソフトパイロットシンボルは、固定の（時間および符号／
周波数の観点からの）位置にあるチャネル符号化されたビットを間引くことにより生成さ
れる。受信機側では、間引きされたビットに対応するソフト値は０に設定される。これに
より、ソフトパイロットシンボルの使用は、中核であるレートマッチング解除（de-rate-
matching）およびチャネルデコーダの実装に変化をもたらさない。
【００３１】
　この実施形態によると、ソフトパイロットシンボルは、最も信頼性の低いビットラベル
にマッピングされるチャネル符号化されたビットを間引くことにより生成される、という
ことにも留意する。これらの低信頼性のビットに対応するソフト値は通常非常に小さいた
め、それらを０に設定することは、チャネル符号化のパフォーマンス全体にごくわずかな
影響しか及ぼさない。
【００３２】
　（ソフトパイロットシンボルの位置）
　ソフトパイロットシンボルは、同一の符号上、単一の別々の符号上、ＭＩＭＯ（Multip
le-Input-Multiple-Output）システムにおける別々のアンテナ上、等に組み込まれ得る。
ソフトパイロットシンボルが別々の符号および／またはアンテナ上で同時に発生し、また
は同時に発生しないように、配置が調整され得る。
【００３３】
　様々な実践的な手法でソフトパイロットシンボルを信号に挿入することができる。
【００３４】
　１．ＨＳＰＡ－ＨＳＰＡユーザに割当てられる１つの符号は、ソフトパイロットシンボ
ルを利用し、一方で、同じユーザに割当てられる他の符号は、より高次の変調を利用する
。
【００３５】
　２．ＨＳＰＡ－ＨＳＰＡユーザに割当てられる各符号の範囲内のあるデータシンボルは
、ソフトパイロットシンボルであり、一方で、当該符号での残りのシンボルは、従来のデ
ータシンボルである。例えば、符号Ａ上の０からＮ－１のシンボル、符号Ｂ上のＮから２
Ｎ－１のシンボル、等は、ソフトパイロットシンボルであり得る。
【００３６】
　３．ＨＳＰＡ－Ｎから２Ｎのシンボルは、ＨＳＰＡユーザに割当てられる全符号上でソ
フトパイロットシンボルであり、一方で、同じユーザに割当てられる符号の範囲内の残り
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のシンボルは、従来のデータシンボルである。
【００３７】
　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）－組み込まれる復調パイロットの一部（または全部
）について、復調パイロットをソフトパイロットシンボルで置き換える。
【００３８】
　以下の実施形態は、（ａ）時間変動するチャネルをサポートすること、（ｂ）符号化の
パフォーマンスへの影響を最小化すること、および（ｃ）ピーク対平均比（ＰＡＲ）に対
する影響を減らすこと、をさらに考慮して設計する。
【００３９】
　図１０は、ソフトパイロットシンボルの位置の第１の例示的な実施形態を説明する。ソ
フトパイロットシンボルは、時間変動するチャネルについてより信頼性のあるリファレン
スを提供するために時間内で分散される。シンボルの正確な位置は、周期的なパターンに
より特定され得る。推定ノイズ低減の平均化を可能とするために、ソフトパイロットシン
ボルは、１つ以上の符号で同じ分散位置に存在し得る。ソフトパイロットシンボルをただ
１つの（または非常に少ない）符号に集中させるのとは対照的に、符号全体にわたる分散
パターンは、チャネル復号のパフォーマンス全体に対する影響を最小化する。
【００４０】
　図１１は、ソフトパイロットシンボルの位置の第２の例示的な実施形態を説明する。図
１０にて既に説明された実施形態は、ソフトパイロットシンボルが有効なＰＡＲの増加に
寄与しない場合にのみ適している。ＰＡＲの増加が関心事である場合、図１１の実施形態
を採用することができる。別々の符号間におけるソフトパイロットシンボルの位置は、Ｐ
ＡＲの増加を減らすためにオフセットされる。
【００４１】
　ソフトパイロットシンボルの使用は様々な利益を提供する。第１に、ソフトパイロット
シンボルは周囲のシンボルよりもよりロバストであり、したがって判定に向けた信頼性の
あるパラメータ推定を提供する。第２に、シンボルにデータスループットを認めない固定
のパイロットシンボルとは対照的に、ソフトパイロットシンボルはさらにデータを搬送し
得る。第３に、ソフトパイロットシンボルを、より高次の変調シンボルの間に挿入される
「一定の包絡線」の変調シンボルにすることにより、ソフトパイロットシンボルは、より
高次の変調シンボルの復調に不可欠である振幅リファレンスを確立するのに特に有用とな
る。
【００４２】
　ソフトパイロットシンボルの使用は、いずれの有線または無線の通信システムに適用可
能である。ソフトパイロットは、従来のパイロット支援スキームよりもより高いデータス
ループットを提供し、ほとんどのブラインド推定スキームのようにパフォーマンスを犠牲
にしない。ソフトパイロットアプローチは、受信機がデータ支援アプローチを使うことを
要求する。しかしながら、従来のデータ支援アプローチとは対照的に、本発明は、ソフト
パイロットシンボルの変調および（時間／符号／周波数における）位置を特定する。それ
により、受信機は、データ支援アプローチで使用できるある高品質のシンボルがあること
を知得する。そのようなシンボルに基づく受信機の推定アルゴリズムは、間違いが発生し
にくく、また一貫して良いパラメータおよび／または信号品質の推定を提供する。
【００４３】
　ソフトパイロットを利用することができるＨＳＰＡ受信機は、データ支援Ｇ－Ｒａｋｅ
（Generalized　Rake）受信機からなる例示的な実施形態で以下に十分に説明される。背
景として、Ｇ－Ｒａｋｅ受信機は、分散チャネル（dispersive　channel）での干渉を経
験するＷＣＤＭＡ信号を受信し、処理する。この干渉は、自己干渉（シンボル間の干渉）
、マルチアクセス干渉（０ではない符号の相互相関に起因する干渉）、および他のセル（
ダウンリンク）またはユーザ（アップリンク）による干渉からなる。良いＨＳＤＰＡスル
ープットを達成するために、この干渉は抑制されなければならない。さらに、タイプ２（
シングルアンテナの端末）およびタイプ３（デュアルアンテナの端末）の受信機について
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３ＧＰＰにより設定されている強化されたスループット要件は、干渉の抑制なしには満た
し得ない。
【００４４】
　干渉を抑制するための線形法は、一般的に、チップレベルの等化またはシンボルレベル
の等化というカテゴリに分かれる。シンボルレベルの等化は、従来のＲａｋｅアーキテク
チャに従う。当該アーキテクチャでは、受信されたチップレベルのデータが複数の遅延で
逆拡散され、その後複数のイメージが合成される。チップレベルの等化はこれらの動作の
順序を逆にする。すなわち、受信されたチップデータは、まず線形フィルタを使用して合
成され、次に単一の遅延で逆拡散される。これらの技術は、一般的にパフォーマンスの観
点から等しい。
【００４５】
　図１２は、本発明を利用するために変更され得るＧ－Ｒａｋｅ受信機２０の機能ブロッ
ク図である。受信機は、例えばモバイル端末または他の無線通信装置で実装され得る。ス
ペクトル拡散信号は、無線チャネルを通して送信され、受信機の１つ以上のアンテナで受
信される。無線プロセッサ（図示せず）は、受信信号から一連のデジタルベースバンド信
号のサンプル２１を生成し、それらをＧ－Ｒａｋｅ受信機に入力する。今度は、Ｇ－Ｒａ
ｋｅ受信機２０は、ソフト値またはビット推定値２２を生成するために、受信信号のサン
プルを復調する。これらの推定値は、前方誤り訂正（ＦＥＣ）復号および音声、テキスト
またはグラフィック画像への変換等のさらなる処理のために、１つ以上のさらなる処理回
路（図示せず）へ提供される。受信信号により搬送される特定の情報の種類および受信機
２０により適用される特定の処理ステップは、受信機の対象とする用途および種類の機能
である、ということを当業者は認識するであろう。
【００４６】
　本発明のソフトパイロットシンボルとの使用に適したＧ－Ｒａｋｅ受信機の完全な説明
は、共有の米国特許出願公開第２００５／０２０１４４７号にて提供される。当該公開は
、全体として参照によりここに取り入れられる。
【００４７】
　まずシンボルレベルの等化から始めると、Ｇ－Ｒａｋｅの合成重みは、コヒーレント合
成および干渉の抑制を実行する。合成重みは、以下のように与えられる。
【００４８】
【数１】

【００４９】
　ここで、Ruは、障害（impairment）共分散行列であり、hは正味のチャネル係数（net　
channel　coefficients）のベクトルである。「障害」という用語は干渉およびノイズの
両方を含み、一方で「正味のチャネル係数」という用語は送信フィルタおよび受信フィル
タ並びにフェージングチャネルの影響を含むチャネル係数を示す、ということが留意され
るべきである。
【００５０】
　Ｇ－Ｒａｋｅ受信機を実装するための２つの一般的な手段がある。これらの手段は、ノ
ンパラメトリックおよびパラメトリックとして一般的に知られている。ここでの当該術語
は、障害共分散行列を得るためにとられるアプローチに焦点をあてる。ノンパラメトリッ
ク法は、ブラインドであり、観測されたデータから直接的にRuを推定する。パラメトリッ
ク法は、基礎となるモデルを推定し、モデルのパラメータからRuを算出する。両方の手段
の例は以下で提供される。
【００５１】
　障害共分散行列のノンパラメトリックの推定値を得ることができる２つの手段がある。
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第１のアプローチは、パイロットチャネルを使用して、スロットベースの量を推定する。
【００５２】
【数２】

【００５３】
　これらの量を使用すると、以下の式から障害共分散行列を得ることができる。
【００５４】

【数３】

【００５５】
　障害共分散行列のノンパラメトリックの推定値を生成するための別のアプローチは、２
００８年６月９日に提出された共有で同時係属の米国特許出願第１２／１３５，２６８号
で説明されているように未使用のトラフィック符号を使用することを含む。これらの符号
についての逆拡散値は、障害のサンプルのみを含む。これらの障害のサンプルを使用して
、以下のようにRuを直接的に推定することができる。
【００５６】
【数４】

【００５７】
　ここで、xqtraffic(k)は、k番目のシンボル間隔の間におけるq番目の符号についてのト
ラフィックシンボルの逆拡散ベクトルであり、NTは符号毎のシンボル数であり、NCは符号
数である。
【００５８】
　障害共分散行列を生成するためのパラメトリックアプローチは、共有の米国特許出願公
開第２００５／２０１４４７号で説明されているように、干渉についてのモデルに依存す
る。このモデルは、ＵＥとモデル化された基地局との間の無線チャネルに依存する。単一
のサービング基地局およびJ個の干渉する基地局を仮定すると、障害共分散行列のモデル
は以下により与えられる。
【００５９】

【数５】
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【数６】

【００６１】
　ここで、Ec(j)は、基地局についての総チップエネルギーである。giは、ＵＥとj番目の
基地局との間のチャネルについての無線チャネル（中間）係数のベクトルである。Rp(θ)
は、θで評価される受信および送信のパルス整形フィルタの畳み込みを表す。τjは、Ｕ
Ｅとj番目の基地局との間のチャネルに対応するL個のチャネル遅延のベクトルである。Tc
は、チップ時間である。dkは、ＵＥにより用いられるk番目のフィンガの遅延である。
【００６２】
　［００１１］チップの等化は、G.　Klutz　et　al.,　"Sparse　Chip　Equalizer　for
　DS-CDMA　Downlink　Receivers",　IEEE　Communication　Letters,　vol.9,　no.1　,
　pp.10-12,　2005　にて検討されている。Klutzによると、チップレベルでの受信信号は
以下により与えられる。
【００６３】

【数７】

【００６４】
　ここで、rは、受信されたチップのN＋L－1のブロックである。Hは、テプリッツ（Toepl
itz）畳み込み行列である。当該行列の列は、遅延スプレッドLを有する時間シフト版のチ
ャネルインパルス応答h（チップまたはサブチップ版の正味チャネル係数）である。vは、
近隣の基地局および熱雑音に起因するホワイトガウスノイズを表す。cは、送信されたチ
ップの系列である。等式（７）における干渉を抑制するチップ等化器のフィルタfは、以
下の解である。
【００６５】
【数８】

【００６６】
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【数９】

【００６７】
　データブロック毎にS個のパイロットシンボルがあること、および行列Rの列は時間シフ
ト版のチップレベルの受信信号rであることが仮定されている、とういことに留意する。
【００６８】
　Ｇ－Ｒａｋｅと同様に、チップ等化器のフィルタを生成する様々な手法がある。パラメ
トリックアプローチ、ノンパラメトリックアプローチ、および直接適応アプローチが使用
され得る。パラメトリックの形式とノンパラメトリックの形式とは、どのようにＡ行列が
算出されるかの点で異なる。ノンパラメトリックの形式は、受信されたチップデータを直
接的に使用して、行列Ａを以下のように算出する。
【００６９】

【数１０】

【００７０】
　その一方、パラメトリックの形式は、代わりに、チャネルインパルス応答、サービング
基地局とホワイトガウスノイズの電力を用いて機能する。パラメトリックの形式について
のＡ行列のエントリは、以下のように定められることが可能である。
【００７１】

【数１１】

【００７２】
　ここで、τkはk番目のチップ等化器のタップの遅延であり、Iorはサービング基地局の
電力であり、Iocはホワイトガウスノイズの電力である。直接適応アプローチは、等化の
問題を適応フィルタリングの問題として取り扱う。直接適応アプローチは、共通パイロッ
ト信号を既知のリファレンスとして使用して、一般的な適応フィルタのアルゴリズム（Ｌ
ＭＳ、ＲＬＳ、等）のいずれかを使用してフィルタタップをトレーニングする。
【００７３】
　既存のパラメトリックおよびノンパラメトリックの等化アプローチは、異なる強みおよ
び弱みを有する。Ｇ－Ｒａｋｅのパラメトリックアプローチ／ノンパラメトリックアプロ
ーチの強みおよび弱みは、以下で検討される。これらの強み／弱みはチップ等化について
同様に当てはまるものと仮定する。
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【００７４】
　パラメトリックアプローチの強みは、パフォーマンス（ＢＥＲ、ＢＬＥＲ、またはスル
ープット）がＵＥの速度に比較的影響を受けないことである。パラメトリックアプローチ
の主な弱みは、経路探索部（pass　searcher）／遅延推定部（delay　estimator）が発展
させるチャネル情報に依存することである。この情報が正しくない場合、その結果障害の
実際の特色は誤ってモデル化され、パフォーマンスの低下につながるであろう。
【００７５】
　ノンパラメトリックアプローチの強みは、ブラインド技術であることである。干渉につ
いての特別なモデルはなく、そのため全ての干渉が推定アプローチにより捕らえられる。
しかしながら、このブラインドアプローチは、間接的に弱みでもある。ブラインドアプロ
ーチは、典型的に、良好に機能するためにかなりの量の「トレーニング」データを必要と
する。パイロットチャネルは、スロット毎に１０シンボルだけ有する。そのため、共分散
の推定へのパイロットベースのアプローチは、良好に機能するためにかなりの平準化（フ
ィルタリング）を必要とする。平準化は、低速へのアプローチの有効性を限定する。未使
用符号のアプローチは、未使用の符号が識別可能である場合に非常に有効である。しかし
ながら、ダウンリンク内で未使用の符号を識別することは、かなり問題がある。
【００７６】
　既存の等化技術に内在するさらなる弱みがあることに留意する。既存の標準に基づく実
際の受信機の実装について低減できないエラーフロア（すなわち、パフォーマンスの上限
）があるように思われる。そのような現象は、ジーニ（genie）受信機については発生し
ない。実際に提供されるピークデータレートを向上させるために、実際の受信機は、ジー
ニ受信機のパフォーマンスをより厳密に模倣しなければならない。ＷＣＤＭＡリリース９
はより多くのパイロットシンボルを追加し、ノンパラメトリックおよび／または直接適応
の受信機はより良好に機能する、ということが考えられる。本発明は、このアプローチの
代替手段を提供する。当該代替手段は、ごくわずかにピークスループットを減少させるが
、それでもジーニ受信機のパフォーマンスに近い基準に達する。
【００７７】
　本発明の２パスのＧ－Ｒａｋｅ受信機では、第１のパスは、「近似の」または「おおよ
その」合成重みのセットを算出する。この合成重みが使用されて、１つ以上のトラフィッ
ク符号からのシンボルがコヒーレントに合成される。合成値は、対象のコンスタレーショ
ンの電力に再スケーリングされ、シンボルの硬判定（hard　symbol　decision）が行われ
る（すなわち、デコーダの関与はない）。シンボルの硬判定はその後復調のパイロットと
して使用されて、障害共分散行列がこれらの復調のパイロットを使用してノンパラメトリ
ックで再算出される。再算出された障害共分散行列から、第２のパスの合成重みのセット
が算出される。これらの合成重みが使用されて、全てのトラフィックデータがコヒーレン
トに合成される。ソフトパイロットシンボルを利用する場合、受信機の動作は、第１のパ
スの合成重みがソフトパイロットシンボルのみに適用されるということを除いて同じであ
る。
【００７８】
　図１３は、本発明の２パスのＧ－Ｒａｋｅ受信機により実行される処理方法の例示的な
実施形態を説明するフローチャートである。ステップ３１では、第１のパスの合成重みが
生成される。ステップ３２ａでは、１つ以上の符号についての逆拡散値が、第１のパスの
合成重みを用いてコヒーレントに合成される。代わりに、プロセスはステップ３２ｂに移
り得る。ステップ３２ｂでは、ソフトパイロットシンボルに対応する逆拡散値がコヒーレ
ントに合成され、シンボル推定値が生成される。ステップ３３では、シンボル推定値は、
対象のコンスタレーションの電力に再スケーリングされる。ステップ３４では、送信につ
いて使用されるコンスタレーションを前提として、シンボルの硬判定が、再スケーリング
されたシンボル推定値について行われる。ステップ３５では、シンボルの硬判定が利用さ
れて、障害共分散行列がノンパラメトリックに推定される。ステップ３６では、第２のパ
スの合成重みが、推定された障害共分散行列を利用して算出される。ステップ３７では、
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【００７９】
　このプロセスは、シナリオに応じた様々な手法で実現されることが可能である。シング
ルストリームのＳＩＳＯ／ＳＩＭＯ／ＭＩＭＯのシナリオについて、２つの変形がある。
同様に、デュアルストリームのＭＩＭＯのシナリオについて、少なくとも２つの変形があ
る。各変形は、以下の代替の実施形態で説明される。
【００８０】
　［００１２］第１に、シングルストリームのＳＩＳＯ／ＳＩＭＯのシンボルレベルの実
施形態が説明される。復調の第１のパスについて、合成重みが以下のように算出される。
【００８１】
【数１２】

【００８２】
【数１３】

【００８３】
　上記等式では、xp(n,m)は、n番目のスロット中のm番目のパイロットシンボル間隔に対
応する逆拡散された共通パイロットの値のベクトルを表す。Xct(n,k)は、c番目の符号に
ついてのn番目のスロット中のk番目のトラフィックシンボル間隔に対応する拡散されたト
ラフィックの値のベクトルを表す。Npは、スロット毎の共通パイロットシンボル数である
。Ncは、推定に使用されるトラフィック符号数である。Ntは、スロット毎のデータシンボ
ル数である。
【００８４】
　単一のトラフィック符号が使用されてシンボル推定値が生成されると仮定する（以下の
ものは複数のトラフィック符号に容易に拡張されることが可能であることに留意する）。
第１のパスの合成重みwfirstがトラフィック符号fに適用されて、シンボル推定値が以下
のように生成される。
【００８５】

【数１４】

【００８６】
　［００１３］シンボル推定値のエネルギーを対象のコンスタレーションの電力（例えば
、単位）へと正常化し、その後各シンボル推定値に最も近いコンスタレーションポイント
を選択することにより、これらのシンボル推定値はシンボルの硬判定へと変換される。こ
の手続きは、以下のように数学的に表されることが可能である。
【００８７】
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【数１５】

【００８８】
　ここで、κ(j)は、コンスタレーションポイントのセットSから取られたj番目のコンス
タレーションポイントの値である。その後硬判定が使用されて、以下のように障害共分散
行列のより正確な推定値が組み立てられる。
【００８９】

【数１６】

【００９０】
　障害共分散行列のより正確な推定値がその後使用されて、第２のパスの合成重みが以下
のように算出される。
【００９１】

【数１７】

【００９２】
　第２のパスの合成重みが使用されて、全ての逆拡散されたトラフィックデータがコヒー
レントに合成される。
【００９３】
　別の実施形態は、シングルストリームのＳＩＳＯ／ＳＩＭＯのチップレベル／シンボル
レベルの実施形態である。この実施形態は、第１のパスの合成重みを算出するために使用
される以下の行列R＾u,first（R＾はRの上に＾があることを意味する）がチップレベルの
データから算出されるということを除いて、シンボルレベルの実施形態と同じである。
【００９４】
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【数１８】

【００９５】
　これを実現するためのノンパラメトリックの方法が、先行技術のセクションで上記に説
明されている。とりわけ、行列Rの列が時間シフト版のチップレベルの受信信号rである等
式（９）の方法が、採用される。Ru,first＝Ａという設定が行われ、その後第１のパスの
合成重みが算出される。実施形態の残りは、シンボルレベルで行われ、シングルストリー
ムのＳＩＳＯ／ＳＩＭＯのシンボルレベルの実施形態と同じである。
【００９６】
　別の実施形態は、デュアルストリームのＭＩＭＯのシンボルレベルの実施形態である。
本発明は他の２×２のＭＩＭＯスキームをカバーするのに十分に一般的であるが、この説
明は、ＷＣＤＭＡリリース７で標準化されているＤ－ＴｘＡＡ　ＭＩＭＯ送信スキームが
利用されると仮定する。復調の第１のパスについて、合成重みは以下のように算出される
。
【００９７】

【数１９】

【００９８】
【数２０】

【００９９】
　上記等式では、xp(n,m)は、n番目のスロット中のm番目のシンボル間隔に対応する逆拡
散された共通パイロットの値のベクトルを表す。xct(n,k)は、c番目の符号についてのn番
目のスロット中のk番目のトラフィックシンボル間隔に対応する逆拡散されたトラフィッ
クの値のベクトルを表す。Npは、スロット毎の共通パイロットシンボル数である。Ncは、
推定に使用されるトラフィック符号数である。Ntは、スロット毎のデータシンボル数であ
る。s1(m)は、アンテナ１から送信されるm番目のパイロットシンボルである。s2(m)は、
アンテナ２から送信されるm番目のパイロットシンボルである。b1およびb2は、ストリー
ム１および２を送信するために使用されるプリコーディング（precoding）行列Bの列であ
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【０１００】
　我々は、単一のトラフィック符号が使用されてシンボル推定値が生成されると仮定する
（以下のものは、複数のトラフィック符号に容易に拡張されることが可能であることに留
意する）。第１のパスの合成重みwfirst,1およびwfirst,2がトラフィック符号fに適用さ
れて、シンボル推定値が以下のように生成される。
【０１０１】
【数２１】

【０１０２】
　シンボル推定値のエネルギーを対象のコンスタレーションの電力へと正常化し、その後
各シンボル推定値に最も近いコンスタレーションポイントを選択することにより、これら
のシンボル推定値は、シンボルの硬判定に変換される。この手続は、以下のように数学的
に表されることが可能である。
【０１０３】
【数２２】

【０１０４】
　ここで、κ(j)はコンスタレーションポイントのセットSから取られたj番目のコンスタ
レーションポイントの値である。
【０１０５】
　硬判定がその後使用されて、以下のように障害共分散行列のより正確な推定値が組み立
てられる。
【０１０６】
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【数２３】

【０１０７】
　障害共分散行列のより正確な推定値がその後使用されて、第２のパスの合成重みが以下
のように算出される。
【０１０８】
【数２４】

【０１０９】
　第２のパスの合成重みが使用されて、両方のストリームについて全ての逆拡散されたト
ラフィックデータがコヒーレントに合成される。
【０１１０】
　第１の受信機パスについて、R＾xは、パラメトリックのＧ－Ｒａｋｅの式を使用して得
られ得る、ということに留意する。ＱＡＭ変調が用いられる場合、このアプローチの重要
な利点がある。
【０１１１】
　別の実施形態は、デュアルストリームのＭＩＭＯのチップレベル／シンボルレベルの実
施形態である。この実施形態は、第１のパスの合成重みを算出するために使用される以下
の行列R＾xがチップレベルのデータから算出されるということを除いて、シンボルレベル
の実施形態と同じである。
【０１１２】

【数２５】

【０１１３】
　これを実現するためのノンパラメトリックの方法は、上記に説明されている。とりわけ
、行列Rの列が時間シフト版のチップレベルの受信信号rである等式（９）の方法が、採用
される。R＾x＝Ａという設定が行われ、その後第１のパスの合成重みが算出される。実施
形態の残りは、シンボルレベルで行われ、デュアルストリームのＭＩＭＯのシンボルレベ
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【０１１４】
　当業者に認識されるように、本出願で説明された革新的な概念は、広範囲の応用にわた
って改変され、変更されることが可能である。したがって、特許を受ける対象の範囲は、
上記で検討された特定の例示的な教示のいずれにも限定されるべきではないが、代わりに
以下の特許請求の範囲により定義される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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