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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおける最適化チャネル推定の方法であって、
　　前記通信システムにおける１つまたは複数の多重のデータ・ストリームチャネルの中
から選択されるチャネルを選択することであって、前記１つまたは複数の多重のデータ・
ストリームチャネルはそれぞれ複数のデータ・ストリームを備える、選択すること、
　　前記選択されたチャネルについて、チャネルの初期推定を決定すること、
　　前記チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備する時間領域インパルス応
答の初期推定に変換すること、
　　１セットの所定の値からチャネル応答の継続時間を選択することによって、前記チャ
ネル応答の継続時間を決定すること、
　　前記時間領域インパルス応答の初期推定の最大エネルギーに基づいて前記サンプル・
シーケンスからサンプル・サブシーケンスを選択することであって、前記選択されたサン
プル・サブシーケンスは、前記チャネル応答の継続時間と等しい継続時間を有する、選択
すること、
　　前記選択されたサンプル・サブシーケンス内にはない前記時間領域インパルス応答の
初期推定における前記サンプルをゼロにセットすることによって、時間領域インパルス応
答の切り捨て推定を生成すること、
　　前記選択されたチャネルについて、前記時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使
用して時間領域重み付けインパルス応答推定を計算すること、および
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　　前記時間領域重み付けインパルス応答推定を周波数領域のものに変換することによっ
て、前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算すること
　を具備する方法。
【請求項２】
　１セットの所定の継続時間の値から前記チャネル応答の継続時間を選択することは、
　前記１セットの所定の値における各々の値について、最適化サブシーケンスを見つけだ
すことと、ここにおいて、前記最適化サブシーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間
のサブシーケンスであって、前記最適化サブシーケンスは、エネルギーが閾値を超える当
該サブシーケンス内のすべてのサンプルのエネルギーの合計を最大にするように選択され
る、および
　前記チャネル応答の継続時間として、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネル
ギーを有する値を前記１セットの所定の値から選択することと
　をさらに具備する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記選択された値は、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する最
も小さい値である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　サイクリック・シフトを前記最大尤度チャネル推定に適用することをさらに具備する、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記通信システムが、１つまたは複数の送信アンテナを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信システムが、１つまたは複数の受信アンテナを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つおよび前
記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、前記方法は、前記通信シ
ステムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択することから前記選
択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算することまでのすべてのステップ
を繰り返すことをさらに具備する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうちの１つ
および前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、前記方法
は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択する
ことから前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算することまでのす
べてのステップを繰り返すことをさらに具備する、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　通信システムにおけるチャネル推定を最適化する装置であって、
　　受信アンテナと、
　　前記受信アンテナから信号を受信するように適合させられている受信機と、
　　前記通信システムにおける１つまたは複数の多重データ・ストリームチャネルの中か
らチャネルを選択し、および前記選択されたチャネルについて、受信信号に基づいてチャ
ネルの初期推定を決定するように適合させられているチャネルの初期推定器モジュールで
あって、前記１つまたは複数の多重データ・ストリームチャネルはそれぞれ複数のデータ
・ストリームを備える、チャネルの初期推定器モジュールと、
　　前記チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備するインパルス応答の初期
推定に変換するように適合させられている変換モジュールと、
　　１セットの所定の値からチャネル応答の継続時間を選択することによって、前記チャ
ネル応答の継続時間を決定し、時間領域インパルス応答の初期推定の最大エネルギーに基
づいて前記サンプル・シーケンスからサンプル・サブシーケンスを選択し、ここにおいて
、前記選択されたサンプル・サブシーケンスは、前記チャネル応答の継続時間と等しい継
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続時間を有し、および前記選択されたサンプル・サブシーケンス内にはない前記インパル
ス応答の初期推定における前記サンプルをゼロにセットすることによって、インパルス応
答の切り捨て初期推定を生成するように適合させられているフィルタリング・モジュール
と、および
　　前記選択されたチャネルについて前記時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使用
して時間領域重み付けインパルス応答推定を計算し、および前記時間領域重み付けインパ
ルス応答推定を周波数領域のものに変換することによって、前記選択されたチャネルにつ
いて最大尤度チャネル推定を計算するように適合させられている最大尤度チャネル推定モ
ジュールと
　を具備する装置。
【請求項１０】
　前記フィルタリング・モジュールは、
　前記１セットの所定の値における各々の値について、最適化サブシーケンスを見つけだ
し、ここにおいて、前記最適化サブシーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間のサブ
シーケンスであって、前記最適化サブシーケンスは、エネルギーが閾値を超える当該サブ
シーケンス内のすべてのサンプルのエネルギーの合計を最大にするように選択される、お
よび
　前記チャネル応答の継続時間として、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネル
ギーを有する値を前記１セットの所定の値から選択する
　ように適合させられている、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記選択された値は、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する最
も小さい値である、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記受信アンテナが、複数の受信アンテナのうちの１つである、請求項９に記載の装置
。
【請求項１３】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナおよび前記受信アンテナか
らなる送信・受信ペアに対応する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、データ・ストリームおよび前記受信アン
テナからなるストリーム・受信ペアに対応する、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　通信システムにおけるチャネル推定を最適化する方法を実行するための命令を転送する
機械可憶媒体であって、前記方法は、
　　前記通信システムにおける１つまたは複数の多重のデータ・ストリームチャネルの中
からチャネルを選択することであって、前記１つまたは複数の多重のデータ・ストリーム
チャネルはそれぞれ複数のデータ・ストリームを備える、選択すること
　　前記選択されたチャネルについて、チャネルの初期推定を決定すること、
　　前記チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備する時間領域インパルス応
答の初期推定に変換すること、
　　１セットの所定の値からチャネル応答の継続時間を選択することによって、前記チャ
ネル応答の継続時間を決定すること、
　　前記時間領域インパルス応答の初期推定の最大エネルギーに基づいて前記サンプル・
シーケンスからサンプル・サブシーケンスを選択することであって、前記選択されたサン
プル・サブシーケンスは、前記チャネル応答の継続時間と等しい継続時間を有する、選択
すること、
　　前記選択されたサンプル・サブシーケンス内にはない前記時間領域インパルス応答の
初期推定における前記サンプルをゼロにセットすることによって、時間領域インパルス応
答の切り捨て推定を生成すること、
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　　前記選択されたチャネルについて、前記時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使
用して時間領域重み付けインパルス応答推定を計算すること、および
　　前記時間領域重み付けインパルス応答推定を周波数領域のものに変換することによっ
て、前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算すること
　を具備する、機械可読媒体。
【請求項１６】
　１セットの所定の継続時間の値から前記チャネル応答の継続時間を選択することは、
　前記１セットの所定の値における各々の値について、最適化サブシーケンスを見つけだ
すこと、ここにおいて、前記最適化サブシーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間の
サブシーケンスであって、前記最適化サブシーケンスは、エネルギーが閾値を超える当該
サブシーケンス内のすべてのサンプルのエネルギーの合計を最大にするように選択される
、および
　前記チャネル応答の継続時間として、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネル
ギーを有する値を前記１セットの所定の値から選択することをさらに具備する、請求項１
５に記載の機械可読媒体。
【請求項１７】
　前記選択された値は、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する最
も小さい値である、請求項１６に記載の機械可読媒体。
【請求項１８】
　前記方法は、サイクリック・シフトを前記最大尤度チャネル推定に適用することをさら
に具備する、請求項１５に記載の機械可読媒体。
【請求項１９】
　前記通信システムは、１つまたは複数の送信アンテナを含む、請求項１５に記載の機械
可読媒体。
【請求項２０】
　前記通信システムは、１つまたは複数の受信アンテナを含む、請求項１９に記載の機械
可読媒体。
【請求項２１】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つおよび前
記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、ここにおいて、前記方法
は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択する
ことから前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算することまでのす
べてのステップを繰り返すことをさらに具備する、請求項２０に記載の機械可読媒体。
【請求項２２】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうちの１つ
および前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、ここにお
いて、前記方法は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャ
ネルを選択することから前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算す
ることまでのすべてのステップを繰り返すことをさらに具備する、請求項２０に記載の機
械可読媒体。
【請求項２３】
　通信システムにおける強化チャネル推定の方法であって、
　前記通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中からチャネルを選択すること
であって、信号は、前記信号の副搬送波間の位相連続性を有する、前記選択されたチャネ
ルを介して受信されたものである、選択すること、
　前記選択されたチャネルについて、前記受信信号に基づいて周波数領域サンプル・シー
ケンスを具備するチャネルの初期推定を決定すること、
　前記チャネルの初期推定の位相傾斜を決定すること、
　前記チャネルの初期推定から、前記位相傾斜を除去することにより、平面位相チャネル
推定を生成すること、および
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　平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することによって、前記選択されたチャ
ネルについて、強化チャネル推定を生成すること
を具備し、
　前記平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することが、前記周波数領域サンプ
ル・シーケンスから隣接するサンプルの所定の数の重み付け平均を計算することをさらに
具備し、
　前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定することは、前記通信システムにおける
すべてのチャネルについての平均位相傾斜を決定することを具備し、各々のチャネルは、
前記少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つおよび前記少なくとも１つの受信アンテ
ナのうちの１つのペアを具備する、方法。
【請求項２４】
　前記重み付け平均は、方程式
【数１】

に従って計算され、ここにおいて、
【数２】

は、前記平面位相チャネル推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスのｋ番目の
サンプルであり、

【数３】

は、前記ｋ番目のサンプルに対応する前記重み付け平均値であり、Nは、前記重み付け平
均におけるサンプルの前記所定の数であり、Nfは、前記平面位相チャネル推定におけるサ
ンプルの全体の数であり、および

【数４】

は、重み付け係数である、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
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【数５】

である、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　強化チャネル推定を生成することは、前記位相傾斜を前記強化チャネル推定に戻すこと
をさらに具備する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　サイクリック・シフトを前記強化チャネル推定に挿入することをさらに具備する、請求
項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記通信システムが、１つまたは複数の送信アンテナを含む、請求項２３に記載の方法
。
【請求項２９】
　前記通信システムが、１つまたは複数の受信アンテナを含む、請求項２８に記載の方法
。
【請求項３０】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つおよび前
記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、前記方法は、前記通信シ
ステムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択することから前記選
択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでのすべてのステップを繰
り返すことをさらに具備する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうちの１つ
および前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、前記方法
は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択する
ことから前記選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでのすべて
のステップを繰り返すことをさらに具備する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　通信システムにおいてチャネル推定を強化する装置であって、
　受信アンテナと、
　受信信号の副搬送波間の位相連続性を有する、前記受信アンテナからの信号を受信する
ように適合させられている受信機と、
　前記受信アンテナおよび少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つに対応するチャネ
ルを選択し、および前記選択されたチャネルについて、前記受信信号に基づいてチャネル
の初期推定を決定するように適合させられたチャネルの初期推定器モジュールであって、
前記チャネルの初期推定は、周波数領域のサンプル・シーケンスを具備する、チャネルの
初期推定器モジュールと、
　前記チャネルの初期推定の位相傾斜を決定し、および前記チャネルの初期推定から前記
位相傾斜を除去することによって平面位相チャネル推定を生成するように適合させられて
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　平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することによって、前記選択されたチャ
ネルについて強化チャネル推定を生成するように適合させられている平滑化モジュールを
具備し、
　前記平滑化モジュールは、前記周波数領域のサンプル・シーケンスから隣接するサンプ
ルの所定の数の重み付け平均を計算するようにさらに適合させられ、
　前記位相修正モジュールは、前記通信システムにおけるすべてのチャネルについての平
均位相傾斜を決定することにより、前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定するよ
うにさらに適合させられており、各々のチャネルは、前記少なくとも１つの送信アンテナ
のうちの１つおよび前記少なくとも１つの受信アンテナのうちの１つのペアを具備する、
装置。
【請求項３３】
　前記重み付け平均は、方程式
【数６】

に従って計算され、ここにおいて、
【数７】

は、前記平面位相チャネル推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスのk番目の
サンプルであり、
【数８】

は、前記k番目のサンプルに対応する前記重み付け平均値であり、Nは、前記重み付け平均
におけるサンプルの前記所定の数であり、Nfは、前記平面位相チャネル推定におけるサン
プルの全体の数であり、および

【数９】

は、重み付け係数である、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
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【数１０】

である、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記位相傾斜を前記強化チャネル推定に戻すように適合させられている位相回復モジュ
ールをさらに具備する、請求項３２に記載の装置。
【請求項３６】
　サイクリック・シフトを前記強化チャネル推定に挿入するように適合させられているシ
フティング・モジュールをさらに具備する、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記受信アンテナは、複数の受信アンテナのうちの１つである、請求項３２に記載の装
置。
【請求項３８】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナおよび前記受信アンテナか
らなる送信・受信ペアに対応する、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、データ・ストリームおよび前記受信アン
テナからなるストリーム・受信ペアに対応する、請求項３７に記載の装置。
【請求項４０】
　通信システムにおける強化されたチャネル推定の方法を実行するための命令を転送する
機械可読媒体であって、前記方法は、
　前記通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中からチャネルを選択すること
であって、信号は、前記信号の副搬送波間の位相連続性を有する前記選択されたチャネル
を介して受信されたものである、選択すること、
　前記選択されたチャネルについて、前記信号に基づいて周波数領域サンプル・シーケン
スを具備するチャネルの初期推定を決定すること、
　前記チャネルの初期推定の位相傾斜を決定すること、
　前記チャネルの初期推定から前記位相傾斜を除去することによって、平面位相チャネル
推定を生成すること、および
　平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することによって、前記選択されたチャ
ネルについて、強化チャネル推定を生成することを具備し、
　前記平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することは、前記サンプル・シーケ
ンスから隣接するサンプルの所定の数の重み付け平均を計算することをさらに具備し、
　前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定することは、前記通信システムにおける
すべてのチャネルについての平均位相傾斜を決定することを具備し、各々のチャネルは、
前記少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つおよび前記少なくとも１つの受信アンテ
ナのうちの１つのペアを具備する、機械可読媒体。
【請求項４１】
　前記重み付け平均は、方程式
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【数１１】

に従って計算され、ここにおいて、
【数１２】

は、前記平面位相チャネル推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスのｋ番目の
サンプルであり、
【数１３】

は、前記ｋ番目のサンプルに対応する前記重み付け平均値であり、Nは、前記重み付け平
均におけるサンプルの前記所定の数であり、Nfは、前記平面位相チャネル推定におけるサ
ンプルの全体の数であり、および

【数１４】

は、重み付け係数である、請求項４０に記載の機械可読媒体。
【請求項４２】

【数１５】

である、請求項４１に記載の機械可読媒体。
【請求項４３】
　強化チャネル推定を生成することは、前記位相傾斜を前記強化チャネル推定に戻すこと
をさらに具備する、請求項４０に記載の機械可読媒体。
【請求項４４】
　前記方法は、サイクリック・シフトを前記強化チャネル推定に挿入することをさらに具
備する、請求項４３に記載の機械可読媒体。
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【請求項４５】
　前記通信システムが、１つまたは複数の送信アンテナを含む、請求項４０に記載の機械
可読媒体。
【請求項４６】
　前記通信システムが、１つまたは複数の受信アンテナを含む、請求項４５に記載の機械
可読媒体。
【請求項４７】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つおよび前
記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、かつ前記方法は、前記通
信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択することから前
記選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでのすべてのステップ
を繰り返すことをさらに具備する、請求項４６に記載の機械可読媒体。
【請求項４８】
　前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうちの１つ
および前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、かつ前記
方法は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択
することから前記選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでのす
べてのステップを繰り返すことをさらに具備する、請求項４６に記載の機械可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の参照）
　本件特許出願は、2007年６月２日付けで出願された「Method for Enhanced Channel Es
timation in Wireless Communication Systems」という名称の米国仮出願第60/883,090号
に基づいて優先権を主張するものである。この米国出願の全体は、参照によって本件明細
書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　本件開示は、多重通信の分野に関係し、より詳細にはチャネル推定を強化することによ
りMIMO（複数入力・複数出力）システムのパフォーマンスを向上するためのシステムおよ
び方法に関係する。
【０００３】
　2008年の終わりに終結されると予想されているワイヤレス通信のためのIEEE 802.11n標
準は、802.11標準の旧バージョンによって採用されたOFDM（直交周波数分割多重化）技術
に、MIMO（複数入力・複数出力）多重化を組み入れている。MIMOシステムは、非多重シス
テムと比較して、相当に強化された処理能力および／または増加された確実性という利点
を有する。
【０００４】
　MIMOシステムは、単一の連続するデータ・ストリームを単一の送信アンテナから単一の
受信アンテナへ送信するのではなく、そのデータ・ストリームを複数の（多重の）ストリ
ームに分割し、それらを並列的に同時に同一周波数チャネルにおいて、例えば複数の送信
アンテナを用いて、変調および送信するものである。前記受信端において、１つまたは複
数のMIMO受信機アンテナ・チェーンは、各々の個別の送信によって取られる可能性のある
複数の経路によって決定される多元送信データ・ストリームの線形的な組み合わせを受信
する。前記データ・ストリームは、次に、下記においてより詳細に説明されるように処理
される。
【０００５】
　一般に、MIMOシステムは、データ伝送のために多元送信アンテナおよび多元受信アンテ
ナを使用する。NR個の受信アンテナおよびNT個の送信アンテナによって形成されるMIMOチ
ャネルは、最大でNs個のデータ・ストリームをサポートすることができる。なお、NS≦最
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小値{NT, NR}である。
【０００６】
　ワイヤレス通信システムにおいて、送信されるべきデータは、ワイヤレス・チャネル上
での送信により適しているRF（無線周波数）変調信号を生成するために、最初にRFキャリ
ア信号の上へ変調されてもよい。一般に、MIMOシステムの場合、最大でNT個のRF変調信号
が生成され、およびNT個の送信アンテナから同時に送信される。前記送信されるRF変調信
号は、ワイヤレス・チャネル内のいくつかの伝搬路を通ってNR個の受信アンテナに達する
ことができる。送信される信号と受信される信号との関係は、次のように記述されること
ができる。
【数１】

【０００７】
なお、インデックス
【数２】

【０００８】
は副搬送波を識別し、およびNfは副搬送波の数である。
【数３】

【０００９】
は、NR個の受信アンテナの各々で受信される信号に対応する、NR個の構成要素の複素数ベ
クトルである。
【数４】

【００１０】
は、ソース・データ・ストリームを表わすシンボル・ベクトルである。
【数５】

【００１１】
は、NR×NTマトリックスである。その構成要素はチャネルの複素数利得を表わす。
【数６】
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【００１２】
は、各々の受信アンテナで受信される雑音を表わすベクトルである。
【数７】

【００１３】
は、シンボル・ベクトル
【数８】

【００１４】
をNT個の送信アンテナ上へマップする送信機空間処理を表わす。（本件明細書における議
論では、別段の定めがない限り、次の表記が使用される；大文字の太字はマトリックスを
表す；小文字の太字はベクトルを表す；およびイタリック体の文字はスカラー数量を表す
。）
　伝搬路の特性は、例えば、フェージング、マルチパス、および外部干渉などの多数の要
因により、時間によって典型的に変化する。その結果、送信されるＲＦ変調信号は、異な
るチャネル条件（例えば、異なるフェージングおよびマルチパス効果）を経験し、および
異なる複素数利得およびSNR（信号対雑音比）に関連づけられてもよい。方程式（１）で
は、これらの特性はチャネル応答マトリックス
【数９】

【００１５】
において符号化される。
【００１６】
　高いパフォーマンスを達成するために、ワイヤレス・チャネルの応答
【数１０】

【００１７】
を特徴づけることがしばしば必要である。チャネルの応答は、スペクトルの雑音、SNR、
ビット・レート、または他のパフォーマンス・パラメーターのようなパラメーターによっ
て記述されてもよい。送信機は、例えば、下記に記述されるように受信機へのデータ送信
のための空間処理を実行するためにチャネル応答を知る必要がある場合がある。同様に、
受信機は、送信されたデータを回復するために、受信された信号に対して空間処理を実行
するためにチャネル応答を知る必要がある場合がある。
【発明の概要】
【００１８】
　本件明細書において開示されるのは、ワイヤレス通信システムにおけるチャネル応答の
推定を強化するための方法と装置である。ある実施形態において、通信システムにおける
チャネル推定の最適化方法は、次のことを含む。通信システムにおける１つまたは複数の
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チャネルの中から選択されるチャネルを選択すること、選択されたチャネルについて、チ
ャネルの初期推定を決定すること、チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備
する時間領域インパルス応答の初期推定に変換すること、サンプル・シーケンスからサン
プル・サブシーケンスを選択すること、選択されたサンプル・サブシーケンス内にはない
時間領域インパルス応答の初期推定におけるサンプルをゼロにセットすることによって、
時間領域インパルス応答の切り捨て推定を生成すること、選択されたチャネルについて、
時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使用して時間領域重み付けインパルス応答推定
を計算すること、および時間領域重み付けインパルス応答推定を周波数領域のものに変換
することにより、選択されたチャネルについて、最大尤度チャネル推定を計算することで
ある。ある変形として、サンプル・サブシーケンスを選択することは、チャネル応答の継
続時間を決定することと、および時間領域インパルス応答の初期推定から、最適化サンプ
ル・シーケンスを、サンプル・サブシーケンスとして選択することとをさらに含む。ここ
において、前記最適化サンプル・シーケンスは、チャネル応答の継続時間と等しい継続時
間を有しており、および最適化サンプル・シーケンスにおいてエネルギーを最大にするよ
うに選択される。さらなる変形として、チャネル応答の継続時間を決定することは、入力
としてチャネル応答の継続時間を受信することをさらに含む。さらなる変形として、チャ
ネル応答の継続時間を決定することは、１セットの所定の値からチャネル応答の継続時間
を選択することをさらに含む。さらなる変形として、１セットの所定の継続時間値からチ
ャネル応答の継続時間を選択することは、１セットの所定の値における各々の値について
、最適化サブシーケンスを見つけだすことと、ここにおいて、前記最適化サブシーケンス
は、当該各々の値に等しい継続時間のサブシーケンスであって、前記最適化サブシーケン
スは、エネルギーが閾値を超える当該サブシーケンス内のすべてのサンプル・エネルギー
の合計を最大化するように選ばれる、およびチャネル応答の継続時間として、対応する最
適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する値を１セットの所定の値から選択する
こととをさらに含む。さらなる変形として、選択される値は、対応する最適化サブシーケ
ンスが最も高いエネルギーを有する最も小さな値である。さらなる変形として、前記方法
は、サイクリック・シフトを最大尤度チャネル推定に適用することをさらに含む。さらな
る変形として、通信システムは、１つまたは複数の送信アンテナを含む。さらなる変形と
して、通信システムは、１つまたは複数の受信アンテナを含む。さらなる変形として、通
信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナのうちの１つおよび受信アンテナの
うちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、当該方法は、通信システムにおける各々の
チャネルについて、選択されるチャネルを選択することから、選択されたチャネルについ
て最大尤度チャネル推定を計算することまでの全てのステップを繰り返すことをさらに具
備する。さらなる変形として、通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・
ストリームのうちの１つおよび受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペア
に対応し、当該方法は、通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャ
ネルを選択することから、選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算する
ことまでの全てのステップを繰り返すことをさらに具備する。
【００１９】
　さらなる実施形態において、通信システムにおけるチャネル推定を最適化するための装
置は次のものを含む。受信アンテナと、受信アンテナから信号を受信するように適合させ
られている受信機と、通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中から選択され
るチャネルを選択し、および選択されたチャネルについて、受信された信号に基づいてチ
ャネルの初期推定を決定するように適合させられているチャネルの初期推定器モジュール
と、チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備するインパルス応答の初期推定
に変換するように適合させられている変換モジュールと、選択されるサンプル・サブシー
ケンス内にはないインパルス応答の初期推定におけるサンプルをゼロにセットすることに
よって、インパルス応答の切り捨て初期推定を生成すること、およびサンプル・シーケン
スからサンプル・サブシーケンスを選択するように適合させられているフィルタリング・
モジュールと、および、時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使用する時間領域重み
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付けインパルス応答推定を計算し、および時間領域重み付けインパルス応答推定を周波数
領域のものに変換することによって、選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定
を計算するように適合させられている最大尤度チャネル推定モジュールである。ある変形
として、フィルタリング・モジュールは、チャネル応答の継続時間を決定するため、およ
び時間領域インパルス応答の初期推定から、最適化サンプル・シーケンスをサンプル・シ
ーケンスとして選択するようにさらに適合させられている。ここにおいて、前記最適化サ
ンプル・シーケンスは、チャネル応答の継続時間と等しい継続時間を有しており、および
最適化サンプル・シーケンスにおいてエネルギーを最大にするように選択される。さらな
る変形として、フィルタリング・モジュールは、入力としてチャネル応答の継続時間を受
信するようにさらに適合させられている。さらなる変形として、フィルタリング・モジュ
ールは、１セットの所定の値からチャネル応答の継続時間を選択するようにさらに適合さ
せられている。さらなる変形として、フィルタリング・モジュールは、1セットの所定の
値における各々の値について、最適化サブシーケンスを見つけだし、ここにおいて、前記
最適化サブシーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間のサブシーケンスであって、前
記最適化サブシーケンスは、エネルギーが閾値を超える当該サブシーケンス内のすべての
サンプル・エネルギーの合計を最大化するように選ばれる、およびチャネル応答の継続時
間として、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する値を１セットの
所定の値から選択するように適合させられている。さらなる変形として、選択される値は
、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する最も小さな値である。さ
らなる変形として、受信アンテナは、複数の受信アンテナのうちの１つである。さらなる
変形として、通信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナおよび受信アンテナ
からなる送信・受信ペアに対応する。さらなる変形として、通信システムにおける各々の
チャネルは、データ・ストリームおよび受信アンテナからなるストリーム・受信ペアに対
応する。
【００２０】
　さらなる実施形態において、通信システムにおけるチャネル推定を最適化する方法を実
施するための命令を内蔵する機械可読媒体は、次のことを含む。通信システム内の１つま
たは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選択すること、選択されたチャネルに
ついてチャネルの初期推定を決定すること、チャネルの初期推定を、サンプル・シーケン
スを具備する時間領域インパルス応答の初期推定に変換すること、サンプル・シーケンス
からサンプル・サブシーケンスを選択すること、選択されるサンプル・サブシーケンス内
にはない時間領域インパルス応答の初期推定におけるサンプルをゼロにセットすることに
よって、時間領域インパルス応答の切り捨て推定を生成すること、選択されたチャネルに
ついて、時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使用する時間領域重み付けインパルス
応答推定を計算すること、および時間領域重み付けインパルス応答推定を周波数領域のも
のに変換することにより、選択されたチャネルについて、最大尤度チャネル推定を計算す
ることである。ある変形として、サンプル・サブシーケンスを選択することは、チャネル
応答の継続時間を決定することと、および時間領域インパルス応答の初期推定から、最適
化サンプル・シーケンスを、サンプル・サブシーケンスとして選択することとをさらに含
む。ここにおいて、前記最適化サンプル・シーケンスは、チャネル応答の継続時間と等し
い継続時間を有しており、および最適化サンプル・シーケンスにおいてエネルギーを最大
にするように選択される。さらなる変形として、チャネル応答の継続時間を決定すること
は、入力としてチャネル応答の継続時間を受信することをさらに含む。さらなる変形とし
て、チャネル応答の継続時間を決定することは、１セットの所定の値からチャネル応答の
継続時間を選択することをさらに含む。さらなる変形として、１セットの所定の継続時間
の値からチャネル応答の継続時間を選択することは、１セットの所定の値における各々の
値について、最適化サブシーケンスを見つけだすことと、ここにおいて、前記最適化サブ
シーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間のサブシーケンスであって、前記最適化サ
ブシーケンスは、エネルギーが閾値を超える当該サブシーケンス内のすべてのサンプル・
エネルギーの合計を最大化するように選ばれる、およびチャネル応答の継続時間として、
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対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する値を１セットの所定の値か
ら選択することとをさらに含む。さらなる変形として、選択される値は、対応する最適化
サブシーケンスが最も高いエネルギーを有する最も小さな値である。さらなる変形として
、前記方法は、サイクリック・シフトを最大尤度チャネル推定に適用することをさらに含
む。さらなる変形として、通信システムは、１つまたは複数の送信アンテナを含む。さら
なる変形として、通信システムは、１つまたは複数の受信アンテナを含む。さらなる変形
として、通信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナのうちの１つおよび受信
アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、および当該方法は、通信システ
ムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択することから、選択され
たチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算することまでの全てのステップを繰り返
すことをさらに具備する。さらなる変形として、通信システムにおける各々のチャネルは
、複数のデータ・ストリームのうちの１つおよび受信アンテナのうちの１つからなるスト
リーム・受信ペアに対応し、および当該方法は、通信システムにおける各々のチャネルに
ついて、選択されるチャネルを選択することから、選択されたチャネルについて最大尤度
チャネル推定を計算することまでの全てのステップを繰り返すことをさらに具備する。
【００２１】
　他の実施形態において、通信システムにおける強化チャネル推定の方法は、次のことを
含む。通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選
択すること、選択されたチャネルについて周波数領域サンプル・シーケンスを具備するチ
ャネルの初期推定を決定すること、チャネルの初期推定の位相傾斜を決定すること、チャ
ネルの初期推定から位相傾斜を除去することにより平面位相チャネル推定を生成すること
、および平滑化機能を平面位相チャネル推定に適用することによって、選択されたチャネ
ルについて強化チャネル推定を生成すること。ある変形として、チャネルの初期推定の位
相傾斜を決定することは、チャネルの初期推定における周波数領域サンプル・シーケンス
に関する平均位相を決定することを含む。別の変形として、チャネルの初期推定の位相傾
斜を決定することは、通信システムにおけるすべてのチャネルについて平均位相傾斜を決
定することを含んでおり、各々のチャネルは少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つ
および少なくとも１つの受信アンテナのうちの１つのペアを具備する。別の変形として、
平滑化機能を平面位相チャネル推定に適用することは、周波数領域サンプル・シーケンス
から、隣接するサンプルの所定の数の重み付け平均を計算することをさらに含む。別の変
形として、重み付け平均は次の方程式に従って計算される。
【数１１】

【００２２】
なお、
【数１２】

【００２３】
は、平面位相チャネル推定における周波数領域サンプル・シーケンスのｋ番目のサンプル
である。
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【数１３】

【００２４】
は、ｋ番目のサンプルに対応する重み付け平均値である。Nは、重み付け平均におけるサ
ンプルの所定の数である。Nfは、平面位相チャネル推定におけるサンプルの全体の数であ
る。および

【数１４】

【００２５】
は重み付け係数である。さらなる変形として、
【数１５】

【００２６】
である。さらなる変形として、強化チャネル推定を生成することは、位相傾斜を強化チャ
ネル推定へ戻すことをさらに含む。別の変形として、強化チャネル推定を生成することは
、サイクリック・シフトをチャネル推定に挿入することをさらに含む。別の変形として、
前記方法は、サイクリック・シフトを最大尤度チャネル推定に適用することを含む。別の
変形として、通信システムは１つまたは複数の送信アンテナを含む。別の変形として、通
信システムは１つまたは複数の受信アンテナを含む。別の変形として、通信システムにお
ける各々のチャネルは、送信アンテナのうちの１つおよび受信アンテナのうちの１つから
なる送信・受信ペアに対応し、当該方法は、通信システムにおける各々のチャネルについ
て、選択されるチャネルを選択することから、選択されたチャネルについて強化チャネル
推定を生成することまでの全てのステップを繰り返すことをさらに具備する。別の変形と
して、通信システムにおける各々のチャネルは、通信システムにおける各々のチャネルに
ついて、複数のデータ・ストリームのうちの１つおよび受信アンテナのうちの１つからな
るストリーム・受信ペアに対応し、および当該方法は、選択されるチャネルを選択するこ
とから、選択されるチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでの全てのステ
ップをリピートすることをさらに具備する。
【００２７】
　他の実施形態において、通信システムにおける強化チャネル推定のための装置は、次の
ものを含む。受信アンテナ、受信アンテナから信号を受け取るように適合させられている
受信機、受信アンテナおよび少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つに対応するチャ
ネルを選択し、および選択されたチャネルについて、受信された信号に基づいてチャネル
の初期推定を決定するように適合させられているチャネルの初期推定器モジュールであっ
て、当該チャネルの初期推定は、周波数領域のサンプル・シーケンスを具備する、チャネ
ルの初期推定器モジュール、チャネルの初期推定の位相傾斜を決定し、およびチャネルの
初期推定から位相傾斜を除去することにより平面位相チャネル推定を生成するように適合
させられている位相修正モジュール、および平滑化機能を平面位相チャネル推定に適用す
ることによって、選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成するように適合さ
せられている平滑化モジュールである。ある変形として、位相修正モジュールは、チャネ
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ルの初期推定における周波数領域サンプル・シーケンスに関する平均位相を決定すること
によって、チャネルの初期推定の位相傾斜を決定するようにさらに適合させられている。
別の変形として、位相修正モジュールは、通信システムにおけるすべてのチャネルについ
て平均位相傾斜を決定することによって、チャネルの初期推定の位相傾斜を決定するよう
にさらに適合させられており、各々のチャネルは、少なくとも１つの送信アンテナのうち
の１つおよび少なくとも１つの受信アンテナのうちの１つのペアを具備する。別のある変
形として、平滑化モジュールは、周波数領域サンプル・シーケンスから隣接するサンプル
の所定の数の重み付け平均を計算するようにさらに適合させられている。別のある変形と
して、重み付け平均は次の方程式に従って計算される。
【数１６】

【００２８】
なお、
【数１７】

【００２９】
は、平面位相チャネル推定における周波数領域サンプル・シーケンスのｋ番目のサンプル
である。

【数１８】

【００３０】
は、ｋ番目のサンプルに対応する重み付け平均値である。Nは、重み付け平均におけるサ
ンプルの所定の数である。Nfは、平面位相チャネル推定におけるサンプルの全体の数であ
る。および

【数１９】

【００３１】
は重み付け係数である。さらなる変形として、
【数２０】
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【００３２】
である。さらなる変形として、前記装置は、位相傾斜を強化チャネル推定へ戻すように適
合させられている位相回復モジュールをさらに含む。さらなる変形として、前記装置は、
サイクリック・シフトをチャネル推定に挿入するように適合させられているシフティング
・モジュールを含む。さらなる変形として、受信アンテナは、複数の受信アンテナのうち
の１つである。別の変形として、通信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナ
および受信アンテナからなる送信・受信ペアに対応する。別の変形として、通信システム
における各々のチャネルは、データ・ストリームおよび受信アンテナからなるストリーム
・受信ペアに対応する。
【００３３】
　別の実施形態において、通信システムにおける強化チャネル推定を最適化する方法を実
行するための命令を転送する機械可読媒体は、次のことを含む。通信システム内の１つま
たは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選択すること、選択されたチャネルに
ついて、周波数領域サンプル・シーケンスを具備するチャネルの初期推定を決定すること
、チャネルの初期推定の位相傾斜を決定すること、チャネルの初期推定から位相傾斜を除
去することにより平面位相チャネル推定を生成すること、および平滑化機能を平面位相チ
ャネル推定に適用することによって、選択されるチャネルについて強化チャネル推定を生
成することである。ある変形として、チャネルの初期推定の位相傾斜を決定することは、
チャネルの初期推定における周波数領域サンプル・シーケンスに関する平均位相を決定す
ることを含む。別の変形として、チャネルの初期推定の位相傾斜を決定することは、通信
システムにおけるすべてのチャネルについて平均位相傾斜を決定することを含み、各々の
チャネルは、少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つおよび少なくとも１つの受信ア
ンテナのうちの１つのペアを含む。別の変形として、平滑化機能を平面位相チャネル推定
に適用することは、サンプル・シーケンスから隣接するサンプルの所定の数の重み付け平
均を計算することをさらに含む。さらなる変形として、重み付け平均は、次の方程式に従
って計算される。
【数２１】

【００３４】
なお、

【数２２】

【００３５】
は、平面位相チャネル推定における周波数領域サンプル・シーケンスのｋ番目のサンプル
である。

【数２３】
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【００３６】
は、ｋ番目のサンプルに対応する重み付け平均値である。Nは、重み付け平均におけるサ
ンプルの所定の数である。Nfは、平面位相チャネル推定におけるサンプルの全体の数であ
る。および
【数２４】

【００３７】
は重み付け係数である。さらなる変形として、
【数２５】

【００３８】
である。別の変形として、強化チャネル推定を生成することは、位相傾斜を強化チャネル
推定へ戻すことをさらに含む。別の変形として、強化チャネル推定を生成することは、サ
イクリック・シフトをチャネル推定に挿入することをさらに含む。別の変形として、通信
システムは1つまたは複数の送信アンテナを含む。さらなる変形として、通信システムは
１つまたは複数の受信アンテナを含む。さらなる変形として、通信システムにおける各々
のチャネルは、送信アンテナのうちの１つおよび受信アンテナのうちの１つからなる送信
・受信ペアに対応し、および当該方法は、通信システムにおける各々のチャネルについて
、選択されるチャネルを選択することから選択されたチャネルについて強化チャネル推定
を生成することまでの全てのステップを繰り返すことをさらに具備する。さらなる変形と
して、通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうちの１つ
および受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、および当該方
法は、通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択するこ
とから選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでの全てのステッ
プを繰り返すことをさらに具備する。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
　本発明によるシステムおよび方法の例示的な実施形態は、付随の図面を参照することに
よって理解されるだろう。これらは、一定の縮尺率で描かれることを意図されてはいない
。図面において、様々な図の中で例証される各々同一のまたはほぼ同一の構成要素は、同
類の符号によって表されている。明瞭さのために、必ずしもあらゆる図面のあらゆる構成
要素にラベル付けすることはしていない。
【００４０】
　本発明の特色および性質は、図面とともに取り上げられるとき、下記に記述される詳細
な説明からいっそう明白になるであろう。これらの図面において、同類の参照記号は、本
件明細書全体を通して対応的に一体性を有している。
【図１】図1は、例示的なワイヤレス・ネットワークの回路図を示す図である。
【図２】図2は、例示的な送信局および受信局のブロック図を示す図である。
【図３】図3は、最大尤度チャネル推定を計算するための例示的な方法を示すフローチャ
ートである。
【図４】図4は、インパルス応答の継続時間Nhを選択するための例示的な方法を示すフロ
ーチャートである。
【図５】図5は、最大尤度チャネル推定を計算するための例示的なシステムを示すブロッ
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ク図である。
【図６】図6は、平滑チャネル推定を計算する例示的な方法を示すフローチャートである
。
【図７】図7は、平滑チャネル推定を計算するための例示的なシステムを示すブロック図
である。
【詳細な説明】
【００４１】
　本発明は、下記の説明において記述されるまたは図面において例示される構成要素の配
置および構造の詳細に限定されるものではない。本発明は、他の実施形態が可能であり、
および様々な方法によって実施されることまたは実行されることが可能である。さらに、
本件明細書において使用される表現方法および用語法は、説明の目的のためであって、制
限しているとみなされるべきではない。本件明細書における「含む」(including,)、「具
備する」(comprising,)、または「有する」(having,)、「含む」(containing)、「含む」
(involving)、およびそれらの変形の使用は、後にリストされるアイテムおよび追加アイ
テムならびに、それらの均等物を包括することが意図されている。本件明細書において、
「例示的」(exemplary)という単語は、「例(example)、実例(instance)または例証(illus
tration)として働くこと」を意味するために使用される。本件明細書において、「例示的
」(exemplary)と形容される任意の実施形態または設計は、他の実施形態または設計に比
べて、必ずしも好ましいまたは有利であると解釈されるべきでない。
【００４２】
例示的なMIMOシステム
　図1は、アクセス・ポイント（AP）110および１つまたは複数の局（STA）120を備える例
示的なワイヤレス・ネットワーク100を示す。アクセス・ポイント110は、一般に、基地局
またはBTS（base transceiver subsystem）、ノード、または他のアクセス・ポイントの
ような、局と通信する局（例えば、固定局）である。アクセス・ポイント110は、データ
・ネットワーク130に連結され、およびデータ・ネットワーク130を介して他のデバイスと
通信してもよい。
【００４３】
　局120は、ワイヤレス媒体を介して他の局と通信することができる任意のデバイスであ
ってもよい。局は、次の語で呼ばれてもよく、また次のうちの一部または全部の機能性を
含むことができる。端末、アクセス端末、ユーザー端末、モバイル局、モバイル、遠隔局
、ユーザー設備、ユーザー・デバイス、ユーザー代理人、加入者局、加入者ユニット、ま
たは他の同様のデバイス。例示的な実施形態として、局は、１つまたは複数のセルラー電
話、コードレス電話、SIP（Session Initiation Protocol）電話、WLL（wireless local 
loop）局、ハンドヘルド・デバイス、ワイヤレス装置、PDA（personal digital assistan
t）、ラップトップ・コンピューター、計算装置、ワイヤレス・モデム・カード、メディ
ア装置（例えば、HDTV、DVDプレーヤー、ワイヤレス・スピーカー、カメラ、カムコーダ
ー、ウェブカメラなど）、または他のユーザー・デバイスである。局120は、アクセス・
ポイント110と通信することができる。あるいは、局120は、他の局120と、ピアツーピア
で通信することもできる。いずれにせよ、任意の局120は、送信機、受信機、またはその
両方を含むことができる、またはそのようなものとして機能することができる。
【００４４】
　例示的な実施形態において、アクセス・ポイント110は、ワイヤレス・ネットワーク・
ハブであり、および局120は、ワイヤレス・ネットワーク・アダプターを装備した１つま
たは複数のコンピューターである。代替的な例示的な実施形態において、アクセス・ポイ
ント110は、セルラー通信局であり、および局120は、１つまたは複数のセルラー電話、ポ
ケットベル、または他の通信デバイスである。当業者であれば、図1に例示されるような
一般的に表わされることができる他のシステムを認識するであろう。
【００４５】
　アクセス・ポイント110は、データ送信および受信のために、単一のアンテナ112または
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多元アンテナ112を装備してもよい。同様に、各々の局120も、データ伝送および受信のた
めに、単一アンテナ112または多元アンテナ112を装備してもよい。図1において示される
例示的な実施形態において、アクセス・ポイント110は、多元（例えば、2つまたは4つの
）アンテナ112を装備し、局120aおよび120bは、各々の単一アンテナ112を装備し、および
局120cは、多元アンテナ112を装備する。一般に、任意の数のアンテナ112が使用されても
よく、局120は、互いに同じ数のアンテナ112を有する必要がなく、かつアクセス・ポイン
ト110と同じ数のアンテナ112を有する必要もない。
【００４６】
　図2は、局120および122（図１における局120）のブロック図を示す。局120は、NT個の
アンテナ920a…tを装備し、およびNR個のアンテナ952a…rを装備する。各々のアンテナは
、物理アンテナまたはアンテナ・アレーのいずれかであってもよい。
【００４７】
　例示的な実施形態において、局120で、送信（TX）データ・プロセッサー914は、データ
・ソース912からトラヒック・データを受信し、およびコントローラー930から他のデータ
を受信する。受信データは、ボイス・データ、ビデオ・データ、またはワイヤレス・ネッ
トワークを通して送信されることができる任意の他のデータのような、任意の種類の符号
化される未処理のデータを含んでもよい。TXデータ・プロセッサー914は、データを処理
（例えば、フォーマット、符号化、インターリーブ、およびシンボルマップ）し、および
データ・シンボルを生成する。TX空間プロセッサー916は、データ・シンボルでパイロッ
ト・シンボルを多重化し、多重化されたデータ・シンボルおよびパイロット・シンボルに
対して送信機による空間処理を実行し、および最大t個の送信機（TMTR）918a…tについて
、最大NT個の出力シンボル・ストリームを提供する。各々の送信機918は、当該送信機の
出力シンボル・ストリームを処理（例えば、変調、アナログ変換、フィルター、増幅、お
よびアップコンバート）し、および変調信号を生成する。送信機918…tからの最大NT個の
変調信号は、それぞれ、アンテナ920a…tから送信される。
【００４８】
　例示的な実施形態として、局122において、NR個のアンテナ952a…rは、局120から変調
信号を受信し、および各々のアンテナ952は、それぞれの受信機（RCVR）954a…rへ受信信
号を提供する。各々の受信機954は、当該受信機の信号を処理（例えば、フィルター、増
幅、ダウンコンバート、デジタル化、および復調）し、および受信シンボルを提供する。
受信（RX）空間プロセッサー956は、受信したシンボルについて検出を実行し、およびデ
ータ・シンボル推定を提供する。RXデータ・プロセッサー958は、データ・シンボル推定
をさらに処理（例えば、逆インターリーブ、および復号）し、およびデータ・シンク960
へ復号データを提供する。
【００４９】
　他の方向への送信のために（局122から局120へ）局122において、データ・ソース962か
らのトラヒック・データおよびコントローラー970からの他のデータは、TXデータ・プロ
セッサー964によって処理され、パイロット・シンボルによって多重化され、およびTX空
間プロセッサー966によって空間的に処理され、およびアンテナ952a…rを介して送信され
る最大NR個の変調シグナルを生成するために、最大NR個の送信機954a…rによってさらに
処理される。局120では、局122からの変調信号は、NT個のアンテナ920a…tによって受信
され、最大NT個の受信機918a…tによって処理され、RX空間プロセッサー922によって空間
的に処理され、および局122によって送信されたデータを回復するために、RXデータ・プ
ロセッサー924によってさらに処理される。
【００５０】
　コントローラー／プロセッサー930および970は、局120および122のそれぞれにおいての
操作を制御する。メモリー932および972は、局120および122のそれぞれのデータおよびプ
ログラム・コードを記憶する。
【００５１】
MIMO-OFDM信号
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　上記で留意したように、NT個の送信アンテナおよびNR個の受信アンテナを備えたMIMO-O
FDMシステムにおける同等のベースバンド受信シグナルは、次のように（副搬送波
【数２６】

【００５２】
において）表記されてもよい。
【数２７】

【００５３】
なお、
【数２８】

【００５４】
は、NR個の要素の受信ベクトルであり、
【数２９】

【００５５】
はNR×NT個のMIMOチャネル・マトリックスであり、
【数３０】

【００５６】
は、NR個の要素のAWGN(付加的白色ガウス雑音)ベクトルであり、および
【数３１】

【００５７】
は、送信機による空間処理を表すNS個の要素の送信変調シンボル・ベクトルの変換（すな
わち、NT個の送信アンテナ）である。NSは、並列空間ストリームの数である。なお、NS＜
＝最小値{NT, NR}であり、およびNfは使用される副搬送波の数である。
【００５８】
　一般的に、１つまたは複数の空間処理技術が、MIMO-OFDM通信システムにおいて使用さ
れてもよい。様々な空間処理技術は、送信アンテナへの信号シンボルの異なるマッピング
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【数３２】

【００５９】
に対応する。空間処理は、通信を向上する、例えば、チャネルの信号対雑音比またはチャ
ネルのスループットを向上するために使用されてもよい。これらの例は次のものを含む。
【００６０】
　直接のマッピング（DM）：DMが採用されるとき、送信機による処理

【数３３】

【００６１】
は、単純に
【数３４】

【００６２】
である。なお、
【数３５】

【００６３】
は、NT×NT個の同一性マトリックスである。この場合、NSは、NTと同一であり、かつNR＞
＝NTである。このアプローチによって、各々の副搬送波（送信シンボル・ベクトル
【数３６】

【００６４】
の各々の要素）は、自分自身の送信アンテナへマップされる。
【００６５】
　固有ベクトル・ステアリング（ES）：ESが使用されるとき、送信機による処理は、
【数３７】

【００６６】
である。なお、副搬送波
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【００６７】
についての送信ステアリング・マトリックス

【数３９】

【００６８】
は、

【数４０】

【００６９】
のSVD（単一値分解）から導かれる。したがって、ESアプローチにおいては、

【数４１】

【００７０】
である。なお、

【数４２】

【００７１】
および
【数４３】

【００７２】
は、一元のマトリックスであり、および
【数４４】

【００７３】
は、減少していく順序における
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【００７４】
の固有値の平方根を含む正の実数の値の対角マトリックスである。特に、

【数４６】

【００７５】
は、

【数４７】

【００７６】
の最初のNs個の列からなる。
【００７７】
　空間拡散（SS）：空間拡散によって、送信機処理は、

【数４８】

【００７８】
として表記されることができる。なお、
【数４９】

【００７９】
は、列が直交しているNT x NS個の拡散マトリックスである。当該マトリックスは、例え
ば、サイクリック送信ダイバーシティーとの組み合わせによる、アダマールまたはフーリ
エ・マトリックスのような、単一周波数独立一元マトリックスであってもよい。結果とし
て、拡散マトリックスは、次のようになる。

【数５０】

【００８０】
なお、
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【数５１】

【００８１】
は、アダマールまたはフーリエ・マトリックスの最初のNS個の列からなる。

【数５２】

【００８２】
を周波数の関数とするために、各々の送信アンテナは、サイクルの遅れを割り当てられる
。マトリックスで表記される

【数５３】

【００８３】
は、線形位相シフトを表す。当該サイクルの変換は、NT x NT個の対角マトリックスによ
って、周波数領域において表されることができる。

【数５４】

【００８４】
なお、
【数５５】

【００８５】
は、送信アンテナ
【数５６】

【００８６】
についての遅れ間隔である。
【００８７】
　上記の技術とは別に、または当該技術に加えて、ビームフォーミングを含む他のアプロ
ーチ、時空ブロック符号化、または空間周波数ブロック符号化が利用されてもよい。
【００８８】
　上記のどの技術が使用されるかにかかわらず、信号の受領時に、当該受信機は、信号内
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に含まれるNS個のデータ・ストリームを復調しおよび分割しなければならない。ある実施
形態において、他の技術がストリームを分割するために採用される場合があるが、これは
、空間の均等化を適用することによって達成される。等価器重みは、受信機に見られるよ
うな有効なチャネルの推定に基づいて計算される。上記で説明された技術について、有効
なチャネルは、単に、DMの場合、ESの場合、およびSSの場合である。空間均等化において
使用されるチャネルの初期推定の決定は、周波数領域において、各々の副搬送波
【数５７】

【００８９】
について独立的に実行されることがある。
【００９０】
チャネルの初期推定
　上記のどの技術が使用されるかにかかわらず、当該受信機は、信号の受領時に信号内に
含まれるNS個のデータ・ストリームを分離し、復調しなければならない。ある実施形態に
おいて、このことは、空間均等化によって達成されてもよい。しかし、ストリームを分離
するために他の技術を採用することももちろん可能である。等化器重みは、受信機に見ら
れるように有効なチャネルの推定に基づいて計算される。上記で説明された技術について
、有効なチャネルは単に、DMの場合は

【数５８】

【００９１】
、ESの場合は

【数５９】

【００９２】
、およびSSの場合は
【数６０】

【００９３】
である。空間均等化において使用されるチャネルの初期推定の決定は、周波数領域におい
て、各々の副搬送波kについて独立に実行されることができる。
【００９４】
　いくつかの実施形態において、チャネルの初期推定は、トレーニング・シーケンスを使
用して得られる。このような実施形態において、送信機は、MIMOトレーニング・シーケン
スを送る。ここにおいて、空間ストリームは、IEEE802.11nの場合のように直交カバー・
マトリックスのアプリケーションによるか、トーン・インターリービングを採用すること
（つまり、各々の副搬送波におけるすべてのトレーニング・シンボルを単一空間ストリー
ム上で送信すること）によるか、または何らかの他のアプローチを採用するかのいずれか
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によって、直交化されている。受信機は、受信したシンボルを既知のトレーニング・シー
ケンスと関連させ、効果的に変調を除去することにより、MIMOチャネル・マトリックス係
数の推定を（副搬送波ごとに）計算する。トレーニング・シーケンスが使用されるとき、
データ・ペイロードに適用される空間マッピングと同一の空間マッピングがトレーニング
・シーケンスにも適用される。このことにより、受信機によって観察されるような有効な
チャネルは、両者について同一となる。したがって、トレーニング・シーケンスを使用し
て計算されるチャネル推定もまた、データ信号を分離し、復調するために適用されてもよ
い。
【００９５】
　IEEE802.11nのようなシステムにおいて、データ・ストリームごとの追加のサイクリッ
ク・シフトは、意図せざるビームフォーミング効果を回避するために、DM、ESの両方、お
よびSS送信スキームによって適用されてもよいということに留意するべきである。上記で
言及されたアンテナごとのサイクリック・シフトと同じように、当該サイクリック・シフ
トは、周波数領域において、次のようなNS x NSの対角マトリックスによって表されても
よい。
【数６１】

【００９６】
なお、

【数６２】

【００９７】
は、ストリーム

【数６３】

【００９８】
についての遅延間隔である。
【００９９】
　一般に、アンテナごとおよびストリームごとのサイクリック・シフトは、副搬送波上の
位相コヒーレンスの低減という結果となる。しかしながら、どのようなサイクリック・シ
フトが送信機において適用されたかを受信機が認識している限り、これらのシフトは有効
なチャネル推定を計算する際に補正されることができる。ストリームごとのサイクリック
・シフトの場合、これは、有効なチャネルの初期推定に共役複素数の
【数６４】

【０１００】
を掛けることによって、周波数領域において容易に行われる。アンテナごとのサイクリッ
ク・シフトを除去するにあたり、受信機は、各々の送信アンテナから信号を分離するため
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に、空間マッピング・マトリックス
【数６５】

【０１０１】
の影響を最初に無効にしなければならない。このようにするために、受信機は、送信端に
おいてどの空間マッピング

【数６６】

【０１０２】
が使用されたのかを正確に知る必要がある。
【０１０３】
　いくつかの実施形態において、チャネルの初期推定が（上記で議論されたようなトレー
ニング・シーケンスを使用して、または他の方法によって）いったん得られれば、平滑化
作用または雑音フィルタリング作用のいずれかがチャネルの初期推定に適用され、これに
よって、チャネルの初期推定の品質を改善する。典型的な実施形態において、受信機は、
受信したMIMOトレーニング・シーケンスおよびサブシーケンス・データ・ペイロードの両
方について、平滑化または雑音をフィルタリングした後、サイクリック・シフトをチャネ
ル推定に組み込む。
【０１０４】
時間領域最大尤度雑音フィルタリング
　図３は、最大尤度推定雑音フィルタリングを使用して、チャネルの初期推定を改善する
例示的な方法のブロック図を示す。雑音フィルタリングに関して記述された手順は、送信
アンテナおよび受信アンテナの各々のペア間のNTNR 個のSISOチャネル（または、ESまた
はSSのようなNT 個の送信アンテナへのNS個のストリームのいずれかの空間マッピングが
使用される場合、NSNR個のチャネル）の各々に別々および独立に適用されてもよい。
【０１０５】
　下記の議論においては、表記の単純化のため、副搬送波インデックス
【数６７】

【０１０６】
は省略される。さらに、大文字の太字は、周波数領域ベクトルおよびマトリックスを表示
し、下付きの太字は、これらの時間領域の均等物を表示する。
【０１０７】
　単一SISOチャネルについての周波数領域チャネル推定

【数６８】

【０１０８】
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つ）は、次のように表されることができる。
【数６９】

【０１０９】
なお、
【数７０】

【０１１０】
は、Nf x Nfフーリエ・マトリックスであり、および
【数７１】

【０１１１】
は、選択されたチャネルについての時間領域インパルス応答である。時間領域インパルス
応答
【数７２】

【０１１２】
は、継続時間Nhであり、Nh<Npである、つまり、インパルス応答は、継続時間NpのOFDMサ
イクリック・プレフィックスに含まれる。
【数７３】

【０１１３】
は、長さNf - Nhのゼロの行ベクトルである。連結ベクトル
【数７４】

【０１１４】
は、ゼロないし長さNfで埋められる時間領域インパルス応答ベクトル
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【数７５】

【０１１５】
である。

【数７６】

【０１１６】
は、Nf x 1AWGN（付加的白色ガウス雑音）ベクトルである。

【数７７】

【０１１７】
は、ゼロの中間値および共分散

【数７８】

【０１１８】
のガウス確率変数である。したがって、

【数７９】

【０１１９】
は、中間値
【数８０】

【０１２０】
および共分散
【数８１】

【０１２１】
のガウス確率変数である。
【０１２２】
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　制限のある継続時間インパルス応答に対応する
【数８２】

【０１２３】
の部分は、

【数８３】

【０１２４】
の「信号部分」と呼ばれてもよい。信号部分は、

【数８４】

【０１２５】
の中間値によってまたがられる部分空間に含まれる。したがって、信号のみの部分空間お
よび雑音のみの部分空間は、次のように分離されてもよい。

【数８５】

【０１２６】
なお、
【数８６】

【０１２７】
および

【数８７】

【０１２８】
は、DFT（離散フーリエ変換）マトリックス、FFT（高速フーリエ変換）マトリックス、ま
たは他の時間・周波数変換マトリックスである。

【数８８】
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【０１２９】
および
【数８９】

【０１３０】
は、それぞれ、Nf x NhおよびNf x (Nf-Nh)のサイズである。低減された空間信号は、次
のように表すことができる。
【数９０】

【０１３１】
なお、
【数９１】

【０１３２】
は、
【数９２】

【０１３３】
によって与えられる
【数９３】

【０１３４】
のムーア・ペンローズ擬似逆変換を示す。確率変数
【数９４】

【０１３５】
は、ゼロの中間値および共分散マトリックス
【数９５】
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【０１３６】
の変数である。これ故、低減された空間信号についての対数尤度関数は、次のとおりであ
る。
【数９６】

【数９７】

【０１３７】
に関するlog尤度関数の最大化は、

【数９８】

【０１３８】
についてML（最大尤度）推定量を出力する。

【数９９】

【０１３９】
　選択されたチャネルについての最大尤度チャネル推定は、雑音部分から

【数１００】

【０１４０】
の信号部分を分離し、および雑音を構成する要素をフィルタリングすることによって決定
されることができる。図３を参照すると、これを達成するための例示的な方法は以下のと
おりである。
【０１４１】
　チャネルがいったん選択されると（304）、周波数領域チャネルの初期推定

【数１０１】

【０１４２】
は、上記で議論されたようなトレーニング・シーケンス方法のような任意の方法によって
決定されることができる（308）。例示的な実施形態として、周波数領域チャネル推定を
得ることは（ステップ308）、ストリームごとのサイクリック・シフトについて補正し、
および、任意の空間マッピングが使用されるアンテナごとのサイクリック・シフトおよび
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空間マッピングについて補正する
【数１０２】

【０１４３】
を含むことができる。
【０１４４】
　例示的な実施形態として、周波数領域チャネルの初期推定は、次のように

【数１０３】

【０１４５】
のIFFT（逆の高速フーリエ変換）を計算することによって、周波数領域チャネルの初期推
定の時間領域均等物（時間領域インパルス応答の初期推定
【数１０４】

【０１４６】
）へ変換される。
【数１０５】

【０１４７】
　例示的な実施形態として、雑音フィルタリングは、時間領域インパルス応答の初期推定
　　
【数１０６】

【０１４８】
の最大エネルギー部分を捕える、Nh個のサンプル・サブシーケンスを決定することによっ
て達成される（314）。なお、Nhは、インパルス応答の継続時間である。最大エネルギー
・サブ・シーケンスは、
【数１０７】

【０１４９】
ベクトルの異なる開始点で、長さNhのウィンドウの位置を決めることにより、およびウィ
ンドウ内で、エネルギーを最大化するウィンドウの位置を選択することにより、固定され
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、当該サンプルのエネルギーが閾値を超す当該サンプルのみを選択することにより決定さ
れてもよい。さらに、インパルス応答の継続時間Nhは、必ずしも事前に知っている必要は
なく、いくつかの実施形態において、Nhの値は、選択されるかまたは決定されなければな
らない（312）。Nhの値を選択するか決定するためのいくつかの方法が下記においてさら
に議論される。
【０１５０】
　時間領域インパルス応答の初期推定
【数１０８】

【０１５１】
の最大エネルギー部分を捕えるNhのサンプル・サブシーケンスがいったん決定されると（
314）、

【数１０９】

【０１５２】
は、切り捨てられる（318）。ある実施形態として、時間領域インパルス応答の初期推定
　　
【数１１０】

【０１５３】
は、最大エネルギー・サブ・シーケンスの一部ではない、当該(Nf-Nh)サンプルをゼロに
セットすることで、切り捨てられ、効果的に雑音を取り除く。図8におけるステップ308、
310、312、314および318は、最大尤度推定の右端のマトリックス・ベクトルの掛け算を次
のとおりに、ひとまとまりとして行う。
【数１１１】

【０１５４】
　フィルターにかけられた（切り捨てられた）インパルス応答の初期推定
【数１１２】

【０１５５】
を使用して、時間領域重み付けインパルス応答推定は、次の方程式（11）にしたがって計
算されることができる（320）。
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【数１１３】

【数１１４】

【０１５６】
を変換して周波数領域に戻すこと（322）は、次の方程式のように、選択されたMIMOチャ
ネルについて、周波数領域最大尤度チャネル推定
【数１１５】

【０１５７】
を出力する。
【数１１６】

【０１５８】
　当該手順は、すべてのチャネルについて完全な最大尤度MIMOチャネル推定を生成するた
めに、すべてのNTNR送信・受信アンテナ・ペア（または、いずれかの空間マッピングが適
用される場合、NSNRチャネル）について繰り返されてもよい（324）。
【０１５９】
　さらに、上記において言及されたように、サイクリック・シフトは、受信されるMIMOト
レーニング・シーケンスおよびサブシーケンス・データ・ペイロードの両方について、同
一の有効なチャネルを維持するために、チャネル推定に組み込まれてもよい。
【０１６０】
　上記において言及されたように、いくつかの実施形態において、インパルス応答の継続
時間Nhは、所定の値を割り当てられる。理想的には、Nhの所定の値は、インパルス応答エ
ネルギーの大多数を捕えることと雑音をフィルターにかけることとの間の許容できるトレ
ードオフである。すなわち、Nhが小さすぎると、フィルタリング・プロセスは多すぎる信
号のサンプルを捨てるであろう。しかし、Nhが大きすぎると、雑音フィルタリングは効果
がなくなる可能性がある。
【０１６１】
　他の実施形態において、Nhはアルゴリズムによって決定されてもよい（312）。1セット
の所定の値から最適なNhを選択するための方法312のある例示的な実施形態が、図4のフロ
ーチャートで例証されている。図４で例証される方法において、プロセッサーは、メモリ
ー内に1セットのM個の所定の値

【数１１７】
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【０１６２】
を有する。図４に例証される方法は、雑音フロア－・レベルN0を所与として、時間領域イ
ンパルス応答の初期推定
【数１１８】

【０１６３】
のNf個のサンプル内のサイズNhの最大エネルギー・ウィンドウの位置のみならず、当該セ
ットからNhの最適な選択を決定する。
【０１６４】
　図4で例証される実施形態において、所定のNhが使用される場合（402）、Nhを選択する
方法は、バイパスされることができる。そうでなければ、最初の候補Nh値（

【数１１９】

【０１６５】
）が選択される（404）。その後、最大エネルギーを有する長さ

【数１２０】

【０１６６】
のサブ・シーケンスは、以下のように決定される。長さ

【数１２１】

【０１６７】
のウィンドウは、時間領域インパルス応答の初期推定
【数１２２】

【０１６８】
における各々の開始位置で考慮される。各々の開始位置について、長さ
【数１２３】

【０１６９】
のウィンドウにおけるエネルギーのすべてのポイントは、合計ポイントのエネルギーが閾
値エネルギー（雑音フロア－N0）を超えない当該合計ポイントから除いて、合計される（
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408、412）。長さ
【数１２４】

【０１７０】
のウィンドウ内の最高合計エネルギーを出力する開始位置は、対応するエネルギーと一緒
にセーブされる（412）。これは、1セット内の候補Nhの値について繰り返される。最後に
、最大エネルギーを有するNhの値は、最大尤度チャネル応答推定の計算における使用のた
めに選択される（418）。2つ以上の候補Nhの値が最大エネルギーを出力する場合（または
、代替的に、2つ以上のNhの値が所定の最大エネルギー閾値を超える場合）、最短のこの
ような候補Nhの値が選択される。図3のステップ318において、関連する開始位置は、時間
領域インパルス応答の初期推定

【数１２５】

【０１７１】
内のどの(Nf-Nh)サンプルが、ゼロにセットされるのかを決定する。
【０１７２】
　上記で説明された改善されたチャネル推定技術は、様々な方法で実装されてもよい。例
えば、これらの技術は、ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせにおい
て実装されてもよい。ハードウェア実装において、これらの技術のための処理ユニットは
、1つまたは複数のASIC（特定用途集積回路）、DSP（デジタル信号プロセッサー）、DSPD
（デジタル信号処理デバイス）、PLD（プログラマブル論理デバイス）、FPGA（フィール
ド・プログラマブル・ゲートアレー）、プロセッサー、コントローラー、マイクロ・コン
トローラー、マイクロプロセッサー、本件明細書において説明された機能を行うために設
計された他の電子ユニット、またはそれらの組み合わせにおいて実装されてもよい。
【０１７３】
　ソフトウェア実装について、本件明細書において説明された技術は、本件明細書におい
て説明された機能を実行するための、１つまたは複数のプロセッサーによって実装される
命令を含むモジュール（例えば、手順、機能などなど）で実装されてもよい。当該命令、
例えば、図2のメモリー972、リムーバル・メディア、または類似するものは、１つまたは
複数のプロセッサー（例えば、コントローラー970）によって読み取られおよび実行され
る、メモリー・ユニットによって記憶されてもよい。メモリー・ユニットは、プロセッサ
ーの内部またはプロセッサーの外部で実装されてもよい。ここにおいて、当該メモリー・
ユニットは、当該技術者に周知の様々な方法を介して通信的にプロセッサーへ連結される
ことができる。
【０１７４】
　図５は、上記において説明された改善されたチャネル推定の方法を実行するためのシス
テム設計の例示的な実施形態のブロック図を示す。当該ブロック図の各々の要素は、前の
段落で説明されたようなハードウェアおよびソフトウェアで構成される要素のような、ハ
ードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせにおいて実装されてもよい。さら
に、図５において別々に示されるモジュールは、いくつかの実施形態において、多目的の
モジュールに組み合わされてもよい。同様に、図５の各モジュールは、それ自体、説明さ
れた機能の部分を実行する１つまたはサブ・モジュールを含む。
【０１７５】
　例示的な実施形態において、システムは、物理アンテナまたはアンテナ・アレーであっ
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てもよく、かつMIMOシステムにおける複数のアンテナのうちの１つであってもよいアンテ
ナ502を含む。アンテナ502は、受信機モジュール504に接続されている。受信機モジュー
ル504は、受信信号を増幅することができ、かつ任意の望ましい事前の処理を行うことが
できる。チャネル推定器モジュール508は、例えば、上記において言及されるトレーニン
グ・シーケンス方法によって、または任意の他の適当な方法によって、選択されたチャネ
ルについて周波数領域チャネルの初期推定
【数１２６】

【０１７６】
を計算する。変換モジュール510は、時間領域インパルス応答の初期推定
【数１２７】

【０１７７】
を得るために、周波数領域チャネルの初期推定
【数１２８】

【０１７８】
を時間領域のものに変換する。フィルター・モジュール512は、インパルス応答の切り捨
て推定を生成するために、図3および図4に関連して上記において説明されるように、時間
領域インパルス応答の初期推定

【数１２９】

【０１７９】
がゼロにセットされるために、当該部分を選択する。最後に、最大尤度チャネル推定機モ
ジュール514は、選択されたチャネルについて周波数領域最大尤度チャネル推定

【数１３０】

【０１８０】
を計算するために、インパルス応答の切り捨て初期推定を使用する。周波数領域最大尤度
チャネル推定

【数１３１】
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は、その後、入力データ・ストリームの処理における使用のために他のプロセッサーへ渡
されてもよい。
【０１８２】
周波数領域平滑化
　図６は、チャネルの初期推定を強化するための代替的な方法である周波数領域平滑化の
例示的な実施形態についてのフローチャートを例証する。当該方法は、周波数領域のサン
プル上で作動する。上記で議論された時間領域最大尤度雑音フィルタリング方法のように
、周波数領域平滑化の手段は、送信・受信アンテナの各々のペア間のNTNR個のSISOチャネ
ル（または、ESまたはSSのようなNT 個の送信アンテナへNS個のストリームの任意の空間
マッピングが使用される場合、NSNR個のチャネル）の各々に別々および独立に適用されて
もよい。
【０１８３】
　チャネルがいったん選択されると（602）、選択されたチャネルについての周波数領域
チャネルの初期推定
【数１３２】

【０１８４】
は、上記で議論されたトレーニング・シーケンス方法のような任意の方法によって決定さ
れてもよい（604）。例示的な実施形態として、周波数領域チャネルの初期推定

【数１３３】

【０１８５】
を得ることは（604）、任意の空間マッピングが使用されるストリームごとのサイクリッ
ク・シフトについて補正することを含んでもよく、かつ空間マッピングおよびアンテナご
とのサイクリック・シフトについて補正することを含んでもよい。
【０１８６】
　周波数領域チャネルの初期推定
【数１３４】

【０１８７】
がいったん決定されると、次のステップ（608）は、
【数１３５】

【０１８８】
のNf個のサンプルに関して位相傾斜
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【数１３６】

【０１８９】
の平均を推定することである。

【数１３７】

【０１９０】
　代替的な実施形態として、単一チャネルのチャネルの初期推定
【数１３８】

【０１９１】
に関する位相傾斜の平均を計算する代わりに、位相傾斜は、すべてのNTNR（またはNSNR）
個のSISOチャネルに関して平均されてもよい。
【０１９２】
　平均位相傾斜がいったん計算されると、当該位相傾斜は、チャネルの初期推定

【数１３９】

【０１９３】
のNf個のサンプルから除去される（610）。

【数１４０】

【０１９４】
　位相傾斜の平均を除去すると、平滑チャネル推定は、隣接するサンプルの所定のある数
Nの重み付け平均をとることにより得られることができる（612）。つまり、チャネルの初
期推定
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【数１４１】

【０１９５】
における各々のサンプルを、ある数のサンプルによる当該各々のサンプルの重み付け平均
によって当該各々のサンプルのいずれかの側へ置き換え、チャネル推定における有効な雑
音を低減する。ある実施形態において、次の平滑機能が使用される。

【数１４２】

【０１９６】
なお、
【数１４３】

【０１９７】
は、重み付け係数を示す。例示的な実施形態として、
【数１４４】

【０１９８】
である。重み付け平均の中心サンプルの前（低域側において）または後（高域側において
）に平均を含むためのサンプルがないので、終点
【数１４５】

【０１９９】
は、上記の方程式にわずかな修正を要求する。これは、例えば、終点に近づくにつれて重
み付け平均のサンプル数を減らすことによって、対処されることができる。例示的な実施
形態として、中心サンプルが一方の端子ポイントから(N-1)/2よりも接近するとき、重み
付け平均は、サンプルの所定のある数より小さい数N’を使用するように調節されること
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【数１４６】

【０２００】
のとき、次の方程式を使用し、
【数１４７】

【０２０１】
また
【数１４８】

【０２０２】
のとき、次の方程式を使用する。
【数１４９】

【０２０３】
チャネル推定の終点の近くで、サンプルの所定の数Nよりも小さい数N’ が使用されると
き、N’’の重み付け係数
【数１５０】

【０２０４】
は、それらの合計が1のままであるように、調節されなければならない。
【０２０５】
　最後に、平滑化が完了するとき、ステップ610において除去された位相傾斜は、選択さ
れたチャネルの平滑チャネル推定
【数１５１】

【０２０６】
を得るために、ステップ614において掛け戻されてもよい。
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【数１５２】

【０２０７】
　例示的な実施形態として、当該手順は、すべてのNTNR送信・受信アンテナ・ペアについ
て繰り返され（618）、完全なる平滑MIMOチャネル推定を生成する。
【０２０８】
　いくつかの実施形態として、受信機はまた、受信したMIMOトレーニング・シーケンスお
よびサブ・シーケンス・データ・ペイロードの両方について同一の有効なチャネルを維持
するために、いずれかのサイクル・シフトをチャネル推定へ再挿入する。　
　固有ベクトル・ステアリングが採用される実施形態において、上記で説明されたような
周波数領域平滑化をMIMOトレーニングに適用するときは、送信機ステアリング・マトリッ
クス
【数１５３】

【０２０９】
を修正することによって、送信機における副搬送波間のあるタイプの位相連続性を実行す
ることが望ましいかもしれない。これは、ステアされるチャネル
【数１５４】

【０２１０】
の周波数コヒーレンスを維持する。言い換えると、これは、サンプルとサンプルの間の位
相の変形がスムーズであってほぼ線形であるという、方程式13および14の仮定の正確さを
確実にするということである。固有ベクトルは、不変の位相シフトであるので、修正され
たマトリックス

【数１５５】

【０２１１】
は、固有ベクトル・マトリックスのままである。送信機において位相連続性を実行するた
めの２つの例示的な代替案は、位相連続ステアリングおよび正の実数による第１要素ステ
アリングである。位相連続ステアリングについて、送信機ステアリング・マトリックス
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【数１５６】

【０２１２】
は、次のように修正されることができる。

【数１５７】

【０２１３】
これは、近隣のサンプルのペアについてのステアリング・マトリックス

【数１５８】

【０２１４】
における位相差を計算し、および位相連続性を有する修正されたステアリング・マトリッ
クス

【数１５９】

【０２１５】
を生み出すよう、しかるべくステアリング・マトリックスを調節する。あるいは、次の修
正が、正の実数による第１要素ステアリング

【数１６０】

【０２１６】
を達成するために、
【数１６１】

【０２１７】
へ適用されてもよい。
【０２１８】
　最大尤度チャネル推定技術と同様に、本件明細書において説明された周波数領域平滑化
チャネル推定技術は、様々な方法において実装されてもよい。例えば、これらの技術は、
ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせにおいて実装されてもよい。ハ
ードウェア実装において、これらの技術のための処理ユニットは、1つまたは複数のASIC
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（特定用途集積回路）、DSP（デジタル信号プロセッサー）、DSPD（デジタル信号処理デ
バイス）、PLD（プログラマブル論理デバイス）、FPGA（フィールド・プログラマブル・
ゲートアレー）、プロセッサー、コントローラー、マイクロ・コントローラー、マイクロ
プロセッサー、本件明細書において説明された機能を行うために設計された他の電子ユニ
ット、またはそれらの組み合わせにおいて実装されてもよい。
【０２１９】
　ソフトウェア実装について、本件明細書において説明された技術は、本件明細書におい
て説明された機能を実行するための、１つまたは複数のプロセッサーによって実装される
命令を含むモジュール（例えば、手順、機能などなど）で実装されてもよい。当該命令、
例えば、図2のメモリー972、リムーバル・メディア、または類似するものは、１つまたは
複数のプロセッサー（例えば、コントローラー970）によって読み取られおよび実行され
る、メモリー・ユニットによって記憶されてもよい。メモリー・ユニットは、プロセッサ
ーの内部またはプロセッサーの外部で実装されてもよい。ここにおいて、当該メモリー・
ユニットは、当該技術者に周知の様々な方法を介して通信的にプロセッサーへ連結される
ことができる。
【０２２０】
　図7は、上記において説明された改善されたチャネル推定の方法を実行するためのシス
テム設計の例示的な実施形態のブロック図を示す。当該ブロック図の各々の要素は、前の
段落で説明されたようなハードウェアおよびソフトウェアで構成される要素のような、ハ
ードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせにおいて実装されてもよい。さら
に、図7において別々に示されるモジュールは、いくつかの実施形態において、多目的の
モジュールに組み合わされてもよい。同様に、図7の各モジュールは、当該モジュール自
体、説明された機能の部分を実行する１つまたはサブ・モジュールを含む。
【０２２１】
　例示的な実施形態として、システムは、物理アンテナまたはアンテナ・アレーであって
もよく、かつMIMOシステムにおける複数のアンテナのうちの１つであってもよいアンテナ
702を含む。アンテナ702は、受信信号を増幅することができ、かつ任意の望ましい事前の
処理を行うことができる受信機モジュール704に接続する。チャネル推定器モジュール708
は、例えば、上記において言及されるトレーニング・シーケンス方法によって、または任
意の他の適当な方法によって、選択されたチャネルについて周波数領域チャネルの初期推
定
【数１６２】

【０２２２】
を計算する。
【０２２３】
　位相修正モジュール710は、図6との関係で上記において説明されたように、平均位相を
計算し、および当該平均位相を周波数領域チャネルの初期推定から除去する。平滑化モジ
ュール712は、図6との関係で上記においても説明されたように、平滑化機能をチャネル推
定へ適用する。位相回復モジュール714は、位相傾斜をチャネル推定へ戻す。最後に、シ
フティング・モジュール718は、サイクリック・シフトが採用される実施形態における任
意のサイクリック・シフトを戻す。滑らかにされ、シフトされたチャネル推定は、その後
、入力されたデータ・ストリームの処理における使用のために、他のプロセッサー・モジ
ュールへ渡されることができる。
【０２２４】
　本開示の以上の説明は、どのような当業者も、本開示の発明を製造し、または使用する
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ことができるように提供されている。これらの実施形態に対する様々な修正は、当業者に
とって直ちに明白であろう。また、本明細書において定義された一般原則は、本開示の要
旨または範囲から逸脱することなく、他の変形に対して適用可能である。本発明は、本件
明細書に開示された原則および新規な特徴と一致する最も広い範囲が与えられるべきこと
を意図する。
【０２２５】
　上記に説明されたものは、１つまたは複数の実施形態の例を含む。前記の実施形態を説
明する目的のために、考えられるすべての構成要素または方法の組み合わせを説明するこ
とはもちろん不可能であるが、一般の当業者であれば、様々な実施形態のたくさんのさら
なる組み合わせおよび入れ替えを認識することが可能であろう。よって、説明された実施
形態は、追記される特許請求の範囲内に含まれる、すべてのそのような変更、修正、およ
び変形を包括するように意図される。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］通信システムにおける最適化チャネル推定の方法であって、
　前記通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選
択すること、
　前記選択されたチャネルについて、チャネルの初期推定を決定すること、
　前記チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備する時間領域インパルス応答
の初期推定に変換すること、
　前記サンプル・シーケンスからサンプル・サブシーケンスを選択すること、
　前記選択されたサンプル・サブシーケンス内にはない前記時間領域インパルス応答の初
期推定における前記サンプルをゼロにセットすることによって、時間領域インパルス応答
の切り捨て推定を生成すること、
　前記選択されたチャネルについて、前記時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使用
して時間領域重み付けインパルス応答推定を計算すること、および
　前記時間領域重み付けインパルス応答推定を周波数領域のものに変換することによって
、前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算すること
　を具備する方法。
［２］前記サンプル・サブシーケンスを選択することは、
　チャネル応答の継続時間を決定することと、および
　前記時間領域インパルス応答の初期推定から前記サンプル・サブシーケンスとして最適
化サンプル・シーケンスを選択することと、ここにおいて、前記最適化サンプル・シーケ
ンスは、前記チャネル応答の継続時間と等しい継続時間を有し、および前記最適化サンプ
ル・シーケンスにおいてエネルギーを最大にするように選択されること
　を具備する、［１］に記載の方法。
［３］前記チャネル応答の継続時間を決定することは、入力として前記チャネル応答を受
信することをさらに具備する、［２］に記載の方法。
［４］前記チャネル応答の継続時間を決定することは、１セットの所定の値から前記チャ
ネル応答の継続時間を選択することをさらに具備する、［２］に記載の方法。
［５］１セットの所定の継続時間の値から前記チャネル応答の継続時間を選択することは
、
　前記１セットの所定の値における各々の値について、最適化サブシーケンスを見つけだ
すことと、ここにおいて、前記最適化サブシーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間
のサブシーケンスであって、前記最適化サブシーケンスは、エネルギーが閾値を超える当
該サブシーケンス内のすべてのサンプルのエネルギーの合計を最大にするように選択され
る、および
　前記チャネル応答の継続時間として、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネル
ギーを有する値を前記1セットの所定の値から選択することと
　をさらに具備する、［４］に記載の方法。
［６］前記選択された値は、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有す
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る最も小さい値である、［５］に記載の方法。
［７］サイクリック・シフトを最大尤度チャネル推定に適用することをさらに具備する、
［１］に記載の方法。
［８］前記通信システムが、１つまたは複数の送信アンテナを含む、［１］に記載の方法
。
［９］前記通信システムが、１つまたは複数の受信アンテナを含む、［８］に記載の方法
。
［１０］前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つお
よび前記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、前記方法は、前記
通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択することから
前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算することまでのすべてのス
テップを繰り返すことをさらに具備する、［９］に記載の方法。
［１１］前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうち
の１つおよび前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、前
記方法は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選
択することから前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算することま
でのすべてのステップを繰り返すことをさらに具備する、［９］に記載の方法。
［１２］通信システムにおけるチャネル推定を最適化する装置であって、
　受信アンテナと、
　前記受信アンテナから信号を受信するように適合させられている受信機と、
　前記通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選
択し、および前記選択されたチャネルについて、前記受信信号に基づいてチャネルの初期
推定を決定するように適合させられているチャネルの初期推定器モジュールと、
　前記チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備するインパルス応答の初期推
定に変換するように適合させられている変換モジュールと、
　前記サンプル・シーケンスからサンプル・サブシーケンスを選択し、および前記選択さ
れたサンプル・サブシーケンス内にはない前記インパルス応答の初期推定における前記サ
ンプルをゼロにセットすることによって、インパルス応答の切り捨て初期推定を生成する
ように適合させられているフィルタリング・モジュールと、および
　前記選択されたチャネルについて前記時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使用し
て時間領域重み付けインパルス応答推定を計算し、および前記時間領域重み付けインパル
ス応答推定を周波数領域のものに変換することによって、前記選択されたチャネルについ
て最大尤度チャネル推定を計算するように適合させられている最大尤度チャネル推定・モ
ジュールとを具備する装置。
［１３］前記フィルタリング・モジュールは、
　チャネル応答の継続時間を決定し、および
　前記時間領域インパルス応答の初期推定から前記サンプル・サブシーケンスとして最適
化サンプル・シーケンスを選択する
　ようにさらに適合させられている、［１２］に記載の装置であって、前記最適化サンプ
ル・シーケンスは、前記チャネル応答の継続時間と等しい継続時間を有し、および前記最
適化サンプル・シーケンスにおけるエネルギーを最大にするように選択されることを特徴
とする、［１２］に記載の装置。
［１４］前記フィルタリング・モジュールは、入力として前記チャネル応答の継続時間を
受信するようにさらに適合させられている、［１３］に記載の装置。
［１５］前記フィルタリング・モジュールは、１セットの所定の値から前記チャネル応答
の継続時間を選択するようにさらに適合させられている、［１３］に記載の装置。
［１６］前記フィルタリング・モジュールは、
　前記１セットの所定の値における各々の値について、最適化サブシーケンスを見つけだ
し、ここにおいて、前記最適化サブシーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間のサブ
シーケンスであって、前記最適化サブシーケンスは、エネルギーが閾値を超えるサブシー
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ケンス内のすべてのサンプルのエネルギーの合計を最大にするように選択される、および
　前記チャネル応答の継続時間として、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネル
ギーを有する値を前記１セットの所定の値から選択する
　ように適合させられている、［１５］に記載の装置。
［１７］前記選択された値は、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有
する最も小さい値である、［１６］に記載の装置。
［１８］前記受信アンテナが、複数の受信アンテナのうちの１つである、［１２］に記載
の装置。
［１９］前記通信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナおよび前記受信アン
テナからなる送信・受信ペアに対応する、［１８］に記載の装置。
［２０］前記通信システムにおける各々のチャネルは、データ・ストリームおよび前記受
信アンテナからなるストリーム・受信ペアに対応する、［１８］に記載の装置。
［２１］通信システムにおけるチャネル推定を最適化する方法を実行するための命令を転
送する機械可読媒体であって、前記方法は、
　前記通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選
択すること、
　前記選択されたチャネルについて、チャネルの初期推定を決定すること、
　前記チャネルの初期推定を、サンプル・シーケンスを具備する時間領域インパルス応答
の初期推定に変換すること、
　前記サンプル・シーケンスからサンプル・サブシーケンスを選択すること、
　前記選択されたサンプル・サブシーケンス内にはない前記時間領域インパルス応答の初
期推定における前記サンプルをゼロにセットすることによって、時間領域インパルス応答
の切り捨て推定を生成すること、
　前記選択されたチャネルについて、前記時間領域インパルス応答の切り捨て推定を使用
して時間領域重み付けインパルス応答推定を計算すること、および
　前記時間領域重み付けインパルス応答推定を周波数領域のものに変換することによって
、前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算すること
　を具備する、機械可読媒体。
［２２］前記サンプル・サブシーケンスを選択することは、
　チャネル応答の継続時間を決定すること、および
　前記時間領域インパルス応答の初期推定から前記サンプル・サブシーケンスとして最適
化サンプル・シーケンスを選択すること、ここにおいて、前記最適化サンプル・シーケン
スは、前記チャネル応答の継続時間と等しい継続時間を有し、および前記最適化サンプル
・シーケンスにおいて前記エネルギーを最大にするように選択されること
　をさらに具備する、［２１］に記載の機械可読媒体。
［２３］前記チャネル応答の継続時間を決定することは、入力として前記チャネル応答の
継続時間を受信することをさらに具備する、［２２］に記載の機械可読媒体。
［２４］前記チャネル応答の継続時間を決定することは、1セットの所定の値から前記チ
ャネル応答の継続時間を選択することをさらに具備する、［２２］に記載の機械可読媒体
。
［２５］１セットの所定の継続時間の値から前記チャネル応答の継続時間を選択すること
は、
　前記１セットの所定の値における各々の値について、最適化サブシーケンスを見つけだ
すこと、ここにおいて、前記最適化サブシーケンスは、当該各々の値に等しい継続時間の
サブシーケンスであって、前記最適化サブシーケンスは、エネルギーが閾値を超える当該
サブシーケンス内のすべてのサンプルのエネルギーの合計を最大にするように選択される
、および
　前記チャネル応答の継続時間として、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネル
ギーを有する値を前記1セットの所定の値から選択することをさらに具備する、［２４］
に記載の機械可読媒体。
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［２６］前記選択された値は、対応する最適化サブシーケンスが最も高いエネルギーを有
する最も小さい値である、［２５］に記載の機械可読媒体。
［２７］前記方法は、サイクリック・シフトを前記最大尤度チャネル推定に適用すること
をさらに具備する、［２１］に記載の機械可読媒体。
［２８］前記通信システムは、１つまたは複数の送信アンテナを含む、［２１］に記載の
機械可読媒体。
［２９］前記通信システムは、１つまたは複数の受信アンテナを含む、［２８］に記載の
機械可読媒体。
［３０］前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つお
よび前記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、ここにおいて、前
記方法は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選
択することから前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を計算することま
でのすべてのステップを繰り返すことをさらに具備する、［２９］に記載の機械可読媒体
。
［３１］前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうち
の１つおよび前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、こ
こにおいて、前記方法は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択され
るチャネルを選択することから前記選択されたチャネルについて最大尤度チャネル推定を
計算することまでのすべてのステップを繰り返すことをさらに具備する、［２９］に記載
の機械可読媒体。
［３２］通信システムにおける強化チャネル推定の方法であって、
　前記通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選
択すること、
　前記選択されたチャネルについて、周波数領域サンプル・シーケンスを具備するチャネ
ルの初期推定を決定すること、
　前記チャネルの初期推定の位相傾斜を決定すること、
　前記チャネルの初期推定から、前記位相傾斜を除去することにより、平面位相チャネル
推定を生成すること、および
　平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することによって、前記選択されたチャ
ネルについて、強化チャネル推定を生成すること
を具備する方法。
［３３］前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定することは、前記チャネルの初期
推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスに関する平均位相傾斜を決定すること
を具備する、［３２］に記載の方法。
［３４］前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定することは、前記通信システムに
おけるすべてのチャネルについての平均位相傾斜を決定することを具備し、各々のチャネ
ルは、前記少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つおよび前記少なくとも１つの受信
アンテナのうちの１つのペアを具備する、［３２］に記載の方法。
［３５］平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することは、前記周波数領域サン
プル・シーケンスから隣接するサンプルの所定の数の重み付け平均を計算することをさら
に具備する、［３２］に記載の方法。
［３６］前記重み付け平均は、方程式
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【数１６３】

に従って計算され、ここにおいて、
【数１６４】

は、前記平面位相チャネル推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスのｋ番目の
サンプルであり、
【数１６５】

は、前記ｋ番目のサンプルに対応する前記重み付け平均値であり、Nは、前記重み付け平
均におけるサンプルの前記所定の数であり、Nfは、前記平面位相チャネル推定におけるサ
ンプルの前記全体の数であり、および
【数１６６】

は、重み付け係数である、［３３］に記載の方法。
［３７］
【数１６７】

である、［３６］に記載の方法。
［３８］強化チャネル推定を生成することは、前記位相傾斜を前記強化チャネル推定に戻
すことをさらに具備する、［３２］に記載の方法。
［３９］サイクリック・シフトを前記強化チャネル推定に挿入することをさらに具備する
、［３８］に記載の方法。
［４０］前記通信システムが、１つまたは複数の送信アンテナを含む、［３２］に記載の
方法。
［４１］前記通信システムが、１つまたは複数の受信アンテナを含む、［４０］に記載の
方法。
［４２］前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つお
よび前記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、前記方法は、前記
通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択することから
前記選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでのすべてのステッ
プを繰り返すことをさらに具備する、［４１］に記載の方法。
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［４３］前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうち
の１つおよび前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、前
記方法は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選
択することから前記選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでの
すべてのステップを繰り返すことをさらに具備する、［４１］に記載の方法。
［４４］位相連続ステアリングを使用して前記選択されたチャネルを送信すること
　をさらに具備する、［３２］に記載の方法。
［４５］正数による第１要素ステアリングを使用して前記選択されたチャネルを送信する
ことをさらに具備する、［３２］に記載の方法。
［４６］通信システムにおいてチャネル推定を強化する装置であって、
　受信アンテナと、
　前記受信アンテナから信号を受信するように適合させられている受信機と、
　前記受信アンテナおよび少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つに対応するチャネ
ルを選択し、および前記選択されたチャネルについて、前記受信信号に基づいてチャネル
の初期推定を決定するように適合させられたチャネルの初期推定器モジュールであって、
前記チャネルの初期推定は、周波数領域のサンプル・シーケンスを具備する、チャネルの
初期推定器モジュールと、
　前記チャネルの初期推定の位相傾斜を決定し、および前記チャネルの初期推定から前記
位相傾斜を除去することによって平面位相チャネル推定を生成するように適合させられて
いる位相修正モジュールと、および
　平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することによって、前記選択されたチャ
ネルについて強化チャネル推定を生成するように適合させられている平滑化モジュールを
具備する装置。
［４７］前記位相修正モジュールは、前記チャネルの初期推定における前記周波数領域サ
ンプル・シーケンスに関する平均位相傾斜を決定することによって、前記チャネルの初期
推定の前記位相傾斜を決定するようにさらに適合させられている、［４６］に記載の装置
。
［４８］前記位相修正モジュールは、前記通信システムにおけるすべてのチャネルについ
ての平均位相傾斜を決定することにより、前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定
するようにさらに適合させられており、各々のチャネルは、前記少なくとも１つの送信ア
ンテナのうちの１つおよび前記少なくとも１つの受信アンテナのうちの１つのペアを具備
する、［４６］に記載の装置。
［４９］前記平滑化モジュールは、前記周波数領域サンプル・シーケンスから隣接するサ
ンプルの所定の数の重み付け平均を計算するようにさらに適合させられている、［４６］
に記載の装置。
［５０］前記重み付け平均は、方程式
【数１６８】

に従って計算され、ここにおいて、
【数１６９】
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は、前記平面位相チャネル推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスのk番目の
サンプルであり、
【数１７０】

は、前記k番目のサンプルに対応する前記重み付け平均値であり、Nは、前記重み付け平均
におけるサンプルの前記所定の数であり、Nfは、前記平面位相チャネル推定におけるサン
プルの前記全体の数であり、および

【数１７１】

は、重み付け係数である、［４９］に記載の装置。
［５１］

【数１７２】

である、［５０］に記載の装置。
［５２］前記位相傾斜を前記強化チャネル推定に戻すように適合させられている位相回復
モジュールをさらに具備する、［４６］に記載の装置。
［５３］サイクリック・シフトを前記強化チャネル推定に挿入するように適合させられて
いるシフティング・モジュールをさらに具備する、［５２］に記載の装置。
［５４］前記受信アンテナは、複数の受信アンテナのうちの１つである、［４６］に記載
の装置。
［５５］前記通信システムにおける各々のチャネルは、送信アンテナおよび前記受信アン
テナからなる送信・受信ペアに対応する、［５４］に記載の装置。
［５６］前記通信システムにおける各々のチャネルは、データ・ストリームおよび前記受
信アンテナからなるストリーム・受信ペアに対応する、［５４］に記載の装置。
［５７］位相連続ステアリングを使用して前記選択されたチャネルを送信する送信機
をさらに具備する、［４６］に記載の装置。
［５８］正数による第１要素ステアリングを使用して前記選択されたチャネルを送信する
送信機をさらに具備する、［４６］に記載の装置。
［５９］通信システムにおけるチャネル推定を強化する方法を実行するための命令を転送
する機械可読媒体であって、
　前記通信システムにおける１つまたは複数のチャネルの中から選択されるチャネルを選
択すること、
　前記選択されたチャネルについて、周波数領域サンプル・シーケンスを具備するチャネ
ルの初期推定を決定すること、
　前記チャネルの初期推定の位相傾斜を決定すること、
　前記チャネルの初期推定から前記位相傾斜を除去することによって、平面位相チャネル
推定を生成すること、および
　平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することによって、前記選択されたチャ
ネルについて、強化チャネル推定を生成することを具備する方法。
［６０］前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定することは、前記チャネルの初期
推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスに関する平均位相傾斜を決定すること
具備する、［５８］に記載の機械可読媒体。
［６１］前記チャネルの初期推定の前記位相傾斜を決定することは、前記通信システムに
おけるすべてのチャネルについての平均位相傾斜を決定することを具備し、各々のチャネ
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ルは、前記少なくとも１つの送信アンテナのうちの１つおよび前記少なくとも１つの受信
アンテナのうちの１つのペアを具備する、［５８］に記載の機械可読媒体。
［６２］平滑化機能を前記平面位相チャネル推定に適用することは、前記サンプル・シー
ケンスから隣接するサンプルの所定の数の重み付け平均を計算することをさらに具備する
、［５８］に記載の機械可読媒体。
［６３］前記重み付け平均は、方程式
【数１７３】

に従って計算され、ここにおいて、
【数１７４】

は、前記平面位相チャネル推定における前記周波数領域サンプル・シーケンスのｋ番目の
サンプルであり、
【数１７５】

は、前記ｋ番目のサンプルに対応する前記重み付け平均値であり、Nは、前記重み付け平
均におけるサンプルの前記所定の数であり、Nfは、前記平面位相チャネル推定におけるサ
ンプルの前記全体の数であり、および
【数１７６】

は、重み付け係数である、［６２］に記載の機械可読媒体。
［６４］
【数１７７】

である、［６３］に記載の機械可読媒体。
［６５］強化チャネル推定を生成することは、前記位相傾斜を前記強化チャネル推定に戻
すことをさらに具備する、［５８］に記載の機械可読媒体。
［６６］前記方法は、サイクリック・シフトを前記強化チャネル推定に挿入することをさ
らに具備する、［６５］に記載の機械可読媒体。
［６７］前記通信システムが、１つまたは複数の送信アンテナを含む、［５８］に記載の
機械可読媒体。
［６８］前記通信システムが、１つまたは複数の受信アンテナを含む、［６７］に記載の
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機械可読媒体。
［６９］前記通信システムにおける各々のチャネルは、前記送信アンテナのうちの１つお
よび前記受信アンテナのうちの１つからなる送信・受信ペアに対応し、かつ前記方法は、
前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネルを選択すること
から前記選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することまでのすべてのス
テップを繰り返すことをさらに具備する、［６８］に記載の機械可読媒体。
［７０］前記通信システムにおける各々のチャネルは、複数のデータ・ストリームのうち
の１つおよび前記受信アンテナのうちの１つからなるストリーム・受信ペアに対応し、か
つ前記方法は、前記通信システムにおける各々のチャネルについて、選択されるチャネル
を選択することから前記選択されたチャネルについて強化チャネル推定を生成することま
でのすべてのステップを繰り返すことをさらに具備する、［６８］に記載の機械可読媒体
。
［７１］位相連続ステアリングを使用して前記選択されたチャネルを送信すること
をさらに具備する、［５９］に記載の機械可読媒体。
［７２］正数による第１要素ステアリングを使用して前記選択されたチャネルを送信する
こと
　をさらに具備する、［５９］に記載の機械可読媒体。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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