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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通チャネル消去を実行するように構成された移動局であって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するように構成されたパラメータ
推定ユニットと、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生するように構成された共通チャ
ネル発生ユニットと、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算するように構成された加算器とを
備え、
　なお前記共通チャネル消去は、共通チャネルからの干渉を緩和するために実行され、
　前記共通チャネルは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））ネットワークにおける、パイロットシー
ケンスを有するパイロットチャネルとは異なる同期チャネル（ＳＣＨ）であり、
　前記パラメータは、様々な時間遅延におけるチャネルインパルス応答を得るために、様
々な遅延オフセットにおいてパイロットシーケンスを受信データサンプルと相関させるこ
とによって推定される、チャネルインパルス応答推定値と、ＳＣＨ利得とを備え、
　前記ＳＣＨ利得を推定することが、
　前記パイロットチャネルに対する相対ＳＣＨ利得を推定することと、
　前記パイロットチャネルの利得を推定することと、
　前記相対ＳＣＨ利得と前記パイロットチャネルの利得とを乗算することとを備え、
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　前記共通チャネル発生ユニットが、ＳＣＨシーケンスと前記チャネルインパルス応答推
定値とに対して畳み込み演算を実行する畳み込みユニットと、前記畳み込み演算の結果に
前記ＳＣＨ利得を乗算する乗算器とを備える、移動局。
【請求項２】
　マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項１に記載の移動局。
【請求項４】
　前記共通チャネルが、送信ダイバーシティを利用する基地局から受信され、前記パラメ
ータ推定ユニットが、前記基地局による送信ダイバーシティの使用を考慮するように構成
された、請求項１に記載の移動局。
【請求項５】
　前記パラメータが共通チャネル利得を備え、前記パラメータ推定ユニットが、チャネル
インパルス応答推定値と等化器タップとの異なるペア間の共通チャネル利得を推定するよ
うに構成された、請求項４に記載の移動局。
【請求項６】
　共通チャネル消去を実行するように構成された移動局であって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するための手段と、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生するための手段と、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算するための手段と
を備え、
　なお前記共通チャネル消去は、共通チャネルからの干渉を緩和するために実行され、
　前記共通チャネルは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ）ネットワークにおける、パイロットシーケンスを有す
るパイロットチャネルとは異なる同期チャネル（ＳＣＨ）であり、
　前記パラメータは、様々な時間遅延におけるチャネルインパルス応答を得るために、様
々な遅延オフセットにおいてパイロットシーケンスを受信データサンプルと相関させるこ
とによって推定される、チャネルインパルス応答推定値と、ＳＣＨ利得とを備え、
　パラメータを推定するための前記手段が、
　前記パイロットチャネルに対する相対ＳＣＨ利得を推定するための手段と、
　前記パイロットチャネルの利得を推定するための手段と、
　前記相対ＳＣＨチャネル利得と前記パイロットチャネルの利得とを乗算するための手段
とを備え、
　前記共通チャネル誤りを発生するための前記手段が、ＳＣＨシーケンスと前記チャネル
インパルス応答推定値とに対して畳み込み演算を実行するための手段と、前記畳み込み演
算の結果に前記ＳＣＨ利得を乗算するための手段とを備える、移動局。
【請求項７】
　マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項６に記載の移動局。
【請求項８】
　マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項６に記載の移動局。
【請求項９】
　前記共通チャネルが、送信ダイバーシティを利用する基地局から受信され、パラメータ
を推定するための前記手段が、前記基地局による送信ダイバーシティの使用を考慮するた
めの手段を備える、請求項６に記載の移動局。
【請求項１０】
　前記パラメータが共通チャネル利得を備え、送信ダイバーシティの使用を考慮するため
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の前記手段が、チャネルインパルス応答推定値と等化器タップとの異なるペア間の前記共
通チャネル利得を推定するための手段を備える、請求項９に記載の移動局。
【請求項１１】
　共通チャネル消去を実行するための方法であって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定することと、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生することと、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算することと
を備え、
　なお前記共通チャネル消去は、共通チャネルからの干渉を緩和するために実行され、
　前記共通チャネルは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ）ネットワークにおける、パイロットシーケンスを有す
るパイロットチャネルとは異なる同期チャネル（ＳＣＨ）であり、
　前記パラメータは、様々な時間遅延におけるチャネルインパルス応答を得るために、様
々な遅延オフセットにおいてパイロットシーケンスを受信データサンプルと相関させるこ
とによって推定される、チャネルインパルス応答推定値と、ＳＣＨ利得とを備え、
　前記ＳＣＨ利得を推定することが、
　前記パイロットチャネルに対する相対ＳＣＨ利得を推定することと、
　前記パイロットチャネルの利得を推定することと、
　前記相対ＳＣＨ利得と前記パイロットチャネルの利得とを乗算することとを備え、
　ＳＣＨシーケンスと前記チャネルインパルス応答推定値とに対して畳み込み演算が実行
され、前記畳み込み演算の結果に前記ＳＣＨ利得が乗算される、方法。
【請求項１２】
　マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　共通チャネル消去を実行するためのコンピュータプログラムであって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するためのコードと、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生するためのコードと、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算するためのコードと、を備え、
　なお前記共通チャネル消去は、共通チャネルからの干渉を緩和するために実行され、
　前記共通チャネルは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ）ネットワークにおける、パイロットシーケンスを有す
るパイロットチャネルとは異なる同期チャネル（ＳＣＨ）であり、
　前記パラメータは、様々な時間遅延におけるチャネルインパルス応答を得るために、様
々な遅延オフセットにおいてパイロットシーケンスを受信データサンプルと相関させるこ
とによって推定される、チャネルインパルス応答推定値と、ＳＣＨ利得とを備え、
　前記ＳＣＨ利得を推定することが、
　前記パイロットチャネルに対する相対ＳＣＨ利得を推定することと、
　前記パイロットチャネルの利得を推定することと、
　前記相対ＳＣＨ利得と前記パイロットチャネルの利得とを乗算することとを備え、
　ＳＣＨシーケンスと前記チャネルインパルス応答推定値とに対して畳み込み演算が実行
され、前記畳み込み演算の結果に前記ＳＣＨ利得が乗算される、コンピュータプログラム
。
【請求項１５】
　マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
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　マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信データ
サンプルから減算される、請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に通信ネットワークに関する。より詳細には、本開示は、ワイヤレス通
信における共通チャネル消去のための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書で使用する「移動局」という用語は、ワイヤレス通信ネットワークを介したボ
イスおよび／またはデータ通信のために使用できる電子デバイスを指す。移動局の例には
、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ハンドヘルドデバイス、ワイヤレスモデム、
ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータなどがある。移動局は、代替的に、
アクセス端末、モバイル端末、加入者局、リモート局、ユーザ端末、端末、加入者ユニッ
ト、ユーザ機器などと呼ばれることがある。
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、多くの移動局に通信を与えることができ、各移動局は
基地局によってサービスされる。基地局は、代替的に、アクセスポイント、ノードＢ、ま
たは何らかの他の用語で呼ばれることがある。
【０００４】
　移動局は、アップリンクおよびダウンリンク上の伝送を介して１つまたは複数の基地局
と通信することができる。アップリンク（または逆方向リンク）は、移動局から基地局へ
の通信リンクを指し、ダウンリンク（または順方向リンク）は、基地局から移動局への通
信リンクを指す。
【０００５】
　ワイヤレス通信ネットワークのリソース（たとえば、帯域幅および送信電力）は複数の
移動局間で共有できる。符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、
周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を含む
、様々な多元接続技法が知られている。
【０００６】
　ワイヤレス通信ネットワークの動作に関係する改善された方法および装置によって、利
益が実現される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ワイヤレス通信ネットワークの一例を示す図。
【図２】基地局および移動局内に含むことができるいくつかの構成要素を示す図。
【図３】マルチパス処理が実行される前に同期チャネル（ＳＣＨ）消去を実行するように
構成された移動局内に含むことができるいくつかの構成要素を示す図。
【図４】マルチパス処理が実行された後にＳＣＨ消去を実行するように構成された移動局
内に含むことができるいくつかの構成要素を示す図。
【図５】ＳＣＨ発生ユニットの一例を示す図。
【図６】送信ダイバーシティを利用する基地局内に含むことができるいくつかの構成要素
と、ＳＣＨ利得を計算するときに送信ダイバーシティを考慮するように構成された移動局
内に含むことができるいくつかの構成要素とを示す図。
【図７】共通チャネル消去を実行するための方法の一例を示す図。
【図８】図７の方法に対応するミーンズプラスファンクションブロックを示す図。
【図９】共通チャネル消去を実行するように構成された移動局内に含むことができるいく
つかの構成要素を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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　共通チャネル消去を実行するように構成された移動局を開示する。本移動局は、共通チ
ャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するように構成されたパラメータ推定ユニ
ットを含むことができる。本移動局はまた、パラメータに基づいて共通チャネル誤りを発
生するように構成された共通チャネル発生ユニットを含むことができる。本移動局はまた
、受信データサンプルから共通チャネル誤りを減算するように構成された加算器を含むこ
とができる。
【０００９】
　共通チャネル消去を実行するように構成された移動局を開示する。本移動局は、共通チ
ャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するための手段を含むことができる。本移
動局はまた、パラメータに基づいて共通チャネル誤りを発生するための手段を含むことが
できる。本移動局はまた、受信データサンプルから共通チャネル誤りを減算するための手
段を含むことができる。
【００１０】
　共通チャネル消去を実行するための方法を開示する。本方法は、共通チャネル誤りを発
生するためのパラメータを推定することを含むことができる。本方法はまた、パラメータ
に基づいて共通チャネル誤りを発生することを含むことができる。本方法はまた、受信デ
ータサンプルから共通チャネル誤りを減算することを含むことができる。
【００１１】
　共通チャネル消去を実行するためのコンピュータプログラム製品を開示する。コンピュ
ータプログラム製品は、その上に命令を有するコンピュータ可読媒体を含むことができる
。命令は、共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するためのコードを含む
ことができる。命令はまた、パラメータに基づいて共通チャネル誤りを発生するためのコ
ードを含むことができる。命令はまた、受信データサンプルから共通チャネル誤りを減算
するためのコードを含むことができる。
【００１２】
　本明細書で説明する送信技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元
接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（
ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、空間分
割多元接続（ＳＤＭＡ）システム、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムなど、様々な通信
システムに対して使用できる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、本明
細書では互換的に使用されることがある。
【００１３】
　ＣＤＭＡシステムは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装することができる。Ｕ
ＴＲＡはＷｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）および他のＣＤＭＡ変形態を含む
。ｃｄｍａ２０００技術は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカ
バーする。ＴＤＭＡシステムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装することが
できる。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒ
ａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、ＩＥＥＥ８
０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ）、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ
（登録商標）などの無線技術を実装することができる。
【００１４】
　ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡはＵＭＴＳの一部である。３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースである
。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）という名称の組織か
らの文書に記載されている。ＵＭＢおよびｃｄｍａ２０００は、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）という名称の
組織からの文書に記載されている。
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【００１５】
　図１に、複数の基地局（ＢＳ）１０２および複数の移動局（ＭＳ）１０４とのワイヤレ
ス通信ネットワーク１００の一例を示す。基地局１０２は、移動局１０４と通信する局で
ある。基地局１０２は、アクセスポイント、ノードＢ、進化型ノードＢなどとも呼ばれる
ことがあり、それらの機能の一部または全部を含んでいることがある。各基地局１０２は
、特定の地理的エリア１０６に通信カバレージを与える。「セル」という用語は、その用
語が使用されるコンテキストに応じて基地局１０２および／またはそのカバレージエリア
１０６を指すことができる。システム容量を改善するために、基地局カバレージエリア１
０６を複数のより小さいエリア、たとえば、３つのより小さいエリア１０８ａ、１０８ｂ
、および１０８ｃに区分することができる。各より小さいエリア１０８ａ　１０８ｂ、１
０８ｃは、それぞれの送受信基地局(base transceiver station)（ＢＴＳ）によってサー
ビスされる。「セクタ」という用語は、その用語が使用されるコンテキストに応じてＢＴ
Ｓおよび／またはそのカバレージエリア１０８を指すことができる。セクタ化されたセル
の場合、そのセルのすべてのセクタのＢＴＳは、一般に、そのセルの基地局１０２内に共
設される。
【００１６】
　移動局１０４は、一般に、ネットワーク１００全体にわたって分散される。移動局１０
４は、端末、アクセス端末、ユーザ装置、加入者ユニット、局などとも呼ばれることがあ
り、それらの機能の一部または全部を含んでいることがある。移動局１０４は、セルラー
電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスデバイス、ワイヤレスモデム、ハンドヘルド
デバイス、ラップトップコンピュータなどとすることができる。移動局１０４は、任意の
所与の瞬間に、ダウンリンク（ＤＬ）および／またはアップリンク（ＵＬ）上の０、１つ
、または複数の基地局１０４と通信することができる。ダウンリンク（または順方向リン
ク）は、基地局１０２から移動局１０４への通信リンクを指し、アップリンク（または逆
方向リンク）は、移動局１０４から基地局１０２への通信リンクを指す。
【００１７】
　集中型アーキテクチャの場合、システムコントローラ１１０は、基地局１０２に結合し
、これらの基地局１０２の調整および制御を行うことができる。システムコントローラ１
１０は、単一のネットワークエンティティまたはネットワークエンティティの集合とする
ことができる。分散型アーキテクチャの場合、基地局１０２は、必要に応じて互いに通信
することができる。
【００１８】
　図２に、基地局２０２および移動局２０４内に含むことができるいくつかの構成要素を
示す。基地局２０２において、送信（ＴＸ）データおよび制御プロセッサ２１２ａは、デ
ータソース（図示せず）からトラフィックデータを受信し、および／またはコントローラ
／プロセッサ２１４ａから制御情報を受信することができる。送信データおよび制御プロ
セッサ２１２ａは、トラフィックデータおよび制御情報を処理（たとえば、フォーマッテ
ィング、符号化、インターリーブ、およびシンボルマッピング）し、変調シンボルを与え
ることができる。変調器（ＭＯＤ）２１６ａは、（たとえば、ＯＦＤＭのために）変調シ
ンボルを処理し、出力チップを与えることができる。送信機（ＴＭＴＲ）２１８ａは、出
力チップを処理（たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバー
ト）し、アンテナ２２０ａを介して送信できるダウンリンク信号を発生することができる
。
【００１９】
　移動局２０４において、アンテナ２２０ｂは、基地局２０２および他の基地局からダウ
ンリンク信号を受信し、受信機（ＲＣＶＲ）２２２ｂに受信信号を与えることができる。
受信機２２２ｂは、受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート
、およびデジタル化）し、受信サンプルを与えることができる。復調器（ＤＥＭＯＤ）２
２４ｂは、（たとえば、ＯＦＤＭのために）受信サンプルを処理し、復調されたシンボル
を与えることができる。受信（ＲＸ）データおよび制御プロセッサ２２６ｂは、復調され
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たシンボルを処理（たとえば、シンボルデマッピング（symbol demap）、デインターリー
ブ(deinterleave)、および復号）し、移動局２０４のための復号データおよび制御情報を
取得することができる。
【００２０】
　アップリンク上では、移動局２０４において、移動局２０４によって送信されるべきデ
ータおよび制御情報は、ＴＸデータおよび制御プロセッサ２１２ｂによって処理され、変
調器２１６ｂによって変調され、送信機２１８ｂによって調整され、アンテナ２２０ｂを
介して送信される。基地局２０２において、移動局２０４および場合によっては他の移動
局からのアップリンク信号は、移動局２０４によって送信されたデータおよび制御情報を
復元するために、アンテナ２２０ａによって受信され、受信機２２２ａによって調整され
、復調器２２４ａによって復調され、ＲＸデータおよび制御プロセッサ２２６ａによって
処理される。アップリンク送信のための処理は、ダウンリンク送信のための処理と同様で
も、異なってもよい。
【００２１】
　コントローラ／プロセッサ２１４ａおよび２１４ｂは、それぞれ基地局２０２および移
動局２０４における動作を指示することができる。メモリ２２８ａおよび２２８ｂは、そ
れぞれ基地局２０２および移動局２０４のためのデータおよびプログラムコードを記憶す
ることができる。スケジューラ２３０は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク送信
について移動局２０４をスケジュールし、システムリソースの割当てを行うことができる
。
【００２２】
　ＷＣＤＭＡモバイルネットワークなどのワイヤレス通信ネットワークでは、同期、ペー
ジング、システム情報などを含む、様々なネットワーク保守目的のために使用されるいく
つかの共通チャネルがある。通常、共通チャネルは、ネットワーク運用を保証するために
電力がより高く、したがって、他のトラフィックチャネルに干渉を及ぼすことがある。
【００２３】
　いくつかの共通チャネルは、それらの干渉を低減するために同じセルにおいて他のチャ
ネルに直交するように見えるように設計できる。しかしながら、いくつかの共通チャネル
は、そのようなチャネルの特殊な目的のためにそのように設計できない。１つの例は、Ｗ
ＣＤＭＡネットワークにおける同期チャネル（ＳＣＨ）である。ＳＣＨは、移動局が他の
ネットワーク情報を収集することができる前に移動局がネットワークに同期するために使
用されるので、ＳＣＨは、セルの他のチャネルに適用される同じスクランブリングコード
を用いて拡散されず、したがって、ＳＣＨは、スクランブリングコードが除去された後に
は他のチャネルに直交するように見えなくなる。特定のセルにおける他のチャネルへのＳ
ＣＨの干渉は、ジオメトリ(geometry)（「ジオメトリ」とは他セル干渉に対する総セル信
号レベルを指す）が高くなるとより厳しくなり、他のセルからの干渉は、検討中のセルか
らの干渉よりも小さい。したがって、最適なネットワークパフォーマンスを達成するため
に、ＳＣＨおよび他の同様の共通チャネルからの干渉を適切に緩和することが望ましい。
【００２４】
　本開示は、１つの特定の例として、同期チャネル消去（ＳＣＨＩＣ）を行うことによっ
て、そのような共通チャネルの消去に対処する。まず、受信機データチェーンの特定の段
階においてＳＣＨを再生し、次いで、受信データサンプルからＳＣＨを減算することによ
って、受信機においてＳＣＨを消去することができる。
【００２５】
　本開示では、受信機においてＳＣＨ消去を実行するための様々な方法について説明する
。本開示ではまた、受信機においてＳＣＨを正確に再生するためにＳＣＨレベルおよび位
相を推定するためのいくつかの方法について説明する。
【００２６】
　ＳＣＨ消去は、受信機データ経路の様々な段階において適用できる。たとえば、マルチ
パス処理が実行される前にＳＣＨ消去を実行することができる。代替的に、マルチパス処
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理が実行された後にＳＣＨ消去を実行することができる。ＳＣＨ消去が行われる受信機デ
ータ経路の段階に応じて、ＳＣＨを再生するための様々な方法を利用することができる。
【００２７】
　本明細書で使用する「マルチパス処理」という用語は、マルチパスフェージング、送信
ダイバーシティなどによる、複数のデータ経路を介して送信される信号を緩和または合成
するデータ処理を指す。そのような処理は、最も高い信号対雑音電力比を達成するために
、適切にマルチパス干渉を除去し、複数の送信経路上に散乱された信号エネルギーを合成
する、レイク合成(rake combining)、等化(equvalization)、マルチユーザ検出、または
他の処理アルゴリズムによって実行できる。
【００２８】
　次に図３を参照する。図３に、マルチパス処理が実行される前にＳＣＨ消去を実行する
ように構成された移動局３０４内に含むことができるいくつかの構成要素を示す。
【００２９】
　移動局３０４は、２つの受信アンテナ（図示せず）を含む。第１の受信アンテナからの
受信データサンプル３３２ａおよび第２の受信アンテナからの受信データサンプル３３２
ｂは、第１のマルチプレクサ３３４ａによって多重化される。第１のマルチプレクサ３３
４ａの出力は加算器３３６に与えられる。
【００３０】
　パラメータ推定ユニット３３８は、ＳＣＨ誤り３４０を発生するためのパラメータを推
定する。これらのパラメータはＳＣＨ発生ユニット３４２に与えられる。
【００３１】
　加算器３３６は、受信データサンプル３３２（すなわち、第１のマルチプレクサ３３４
ａの出力）からＳＣＨ誤り３４０を減算する。加算器３３６の出力はマルチパス処理ユニ
ット３４４に与えられる。
【００３２】
　ＳＣＨ発生ユニット３４２の出力は、データ経路との同期中の時間に加算器３３６に適
用されるように、中間メモリ３４３、３４５に保存できる。
【００３３】
　コントローラ３４６は、ＳＣＨ発生ユニット３４２とマルチパス処理ユニット３４４と
に制御信号３４８を与える。マルチパス処理ユニット３４４はアドレス信号３５０を与え
る。
【００３４】
　次に図４を参照する。図４に、マルチパス処理が実行された後にＳＣＨ消去を実行する
ように構成された移動局４０４内に含むことができるいくつかの構成要素を示す。
【００３５】
　移動局４０４は、第１の受信アンテナおよび第２の受信アンテナ（図示せず）を含む。
第１の受信アンテナからの受信データサンプル４３２ａおよび第２の受信アンテナからの
受信データサンプル４３２ｂは第１のマルチプレクサ４３４ａによって多重化される。第
１のマルチプレクサ４３４ａの出力は、マルチパス処理を実行するマルチパス処理ユニッ
ト４４４に与えられる。マルチパス処理ユニット４４４の出力は加算器４３６に与えられ
る。
【００３６】
　パラメータ推定ユニット４３８は、ＳＣＨ誤り４４０を発生するためのパラメータを推
定する。これらのパラメータはＳＣＨ発生ユニット４４２に与えられる。ＳＣＨ発生ユニ
ット４４２は、パラメータ推定ユニット４３８によって与えられるパラメータに基づいて
ＳＣＨ誤り４４０を発生する。ＳＣＨ誤り４４０は加算器４３６に与えられる。加算器４
３６は、受信データサンプル４３２に対してマルチパス処理が実行された後に受信データ
サンプル４３２からＳＣＨ誤り４４０を減算する。加算器４３６の出力は１つまたは複数
の他の処理ユニット４５２に与えることができる。
【００３７】
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　また、ＳＣＨ適用をデータ経路タイミングと同期させる目的で、図３の場合のように、
加算器４３６に適用される前に中間メモリにＳＣＨ発生ユニット４４２の出力を保存する
ことが都合がよいことがある。
【００３８】
　コントローラ４４６は、ＳＣＨ発生ユニット４４２とマルチパス処理ユニット４４４と
に制御信号４４８を与える。
【００３９】
　ＳＣＨ誤りを発生するために使用されるパラメータはＳＣＨ利得を含むことがある。Ｓ
ＣＨ利得を判断するために、所望のＳＣＨ電力レベル（すなわち、消去の時点でＳＣＨ信
号が受ける電力レベル）を判断することができる。次に、ＳＣＨ電力レベルを判断するた
めの方法のいくつかの例について説明する。
【００４０】
　ＷＣＤＭＡシステムでは、セル負荷およびチャネル状態がたとえ変化しても、ＳＣＨ電
力レベルは共通パイロットチャネルに対してめったに変化しない。したがって、そのよう
な比を正確に推定し、次いで、所望のＳＣＨ電力レベルを得るために共通パイロット電力
レベルの瞬時推定を適用することが有利である。このようにして、共通パイロットチャネ
ル電力レベルに対するＳＣＨ電力レベルの推定された比に基づいてＳＣＨ利得を判断する
ことができる。
【００４１】
　そのような方法には、いくつかの潜在的な利点がある。第１に、そのような相対利得は
、一般に変化しないので、より長い推定時間またはより小さいフィルタ処理帯域幅を用い
て、少ない頻度でより正確に推定できる。第２に、そのような相対利得は、受信データ経
路の一部ではない処理ユニットによって推定できる。相対利得は影響を受けないので、相
対利得を推定する処理ユニットは、信号データ経路とは異なる利得を有することができる
。
【００４２】
　共通パイロットチャネルに対するＳＣＨチャネルの相対利得は、様々な方法によって推
定できる。たとえば、それは、同じ時間期間におけるＳＣＨシンボルレベルとパイロット
シンボルレベルとを推定し、ＳＣＨシンボルレベルをパイロットシンボルレベルで除算す
ることによって得られる。推定精度を高めるために、さらなるフィルタ処理を適用するこ
とができる。
【００４３】
　一般的に言って、ＳＣＨ利得は基準第２共通チャネルに対して推定できる。共通パイロ
ットチャネルは基準第２共通チャネルの一例である。
【００４４】
　相対利得推定の上記の方法の代替として、ＳＣＨ電力レベルを直接推定することもでき
る。言い換えれば、ＳＣＨ利得は、ＳＣＨ電力レベルの直接推定に基づいて判断できる。
【００４５】
　また、ＳＣＨ誤りを発生するために使用されるパラメータは、チャネルインパルス応答
（ＣＩＲ）を含むことができる。チャネルインパルス応答は様々な方法によって推定でき
る。たとえば、様々な時間遅延におけるチャネル応答を得るために、様々な遅延オフセッ
トにおいてパイロットシーケンスを受信データと相関させることによって、チャネルイン
パルス応答を推定することができる。チャネルインパルス応答は、ＳＣＨ消去が行われる
受信機データ経路の段階に応じて様々な方法で使用できる。
【００４６】
　次に図５を参照する。図５に、ＳＣＨ発生ユニット５４２の一例を示す。図５に示すＳ
ＣＨ発生ユニット５４２は、（図３にされた移動局３０４などの）マルチパス処理が実行
される前にＳＣＨ消去を実行するように構成された移動局において使用できる。
【００４７】
　ＳＣＨ発生ユニット５４２は、パラメータ推定ユニットからチャネルインパルス応答推
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ット５５８を含む。畳み込みユニット５５８は、チャネルインパルス応答推定値５５４と
ＳＣＨシーケンス５６０とに対して畳み込み演算を実行する。より詳細には、チャネルイ
ンパルス応答推定値５５４はＳＣＨシーケンス５６０を用いて畳み込まれる。ＳＣＨ発生
ユニット５４２は、畳み込み演算の結果にＳＣＨ利得５５６を乗算する乗算器５６２を含
む。
【００４８】
　ポストマルチパス処理方式について、等化器を使用する場合、ＳＣＨシンボルの等価利
得に達するために、チャネルインパルス応答を等化器タップ(equalizer taps)で畳み込む
ことができる。レイク受信機を使用する場合、各レイクフィンガ(rake finger)のパイロ
ット推定を、その経路上のチャネル利得として使用することができ、レイクコンバイナ出
力における等価利得を、パイロット推定および結合重み(combining weights)を用いて計
算することができる。
【００４９】
　ＷＣＤＭＡ規格によれば、ノードＢからの送信ダイバーシティがあるとき、ＳＣＨチャ
ネルを２つの送信アンテナから交互に送信することができる。送信ダイバーシティを利用
する場合、ＳＣＨチャネルを送信するためにどの送信アンテナを使用したかに応じて、異
なる送信アンテナからのチャネルインパルス応答を推定し、使用することができる。
【００５０】
　次に図６を参照する。図６に、送信ダイバーシティを利用する基地局６０２内に含むこ
とができるいくつかの構成要素と、ＳＣＨ利得６５６を計算するときに送信ダイバーシテ
ィを考慮するように構成された移動局６０４内に含むことができるいくつかの構成要素と
を示す。
【００５１】
　基地局６０２は２つの送信アンテナ６２０を含む。これらの送信アンテナ６２０を送信
アンテナ０（ＴＸ０）６２０ａおよび送信アンテナ１（ＴＸ１）６２０ｂと呼ぶ。同様に
、移動局６０４は、受信アンテナ０（ＲＸ０）６２０ｃおよび受信アンテナ１（ＲＸ１）
６２０ｄと呼ぶ２つの受信アンテナ６２０を含む。
【００５２】
　送信アンテナ０　６２０ａから受信アンテナ０　６２０ｃへのチャネルインパルス応答
６６４ａをＣＩＲ００　６６４ａと呼ぶ。送信アンテナ０　６２０ａから受信アンテナ１
　６２０ｄへのチャネルインパルス応答６６４ｂをＣＩＲ０１　６６４ｂと呼ぶ。送信ア
ンテナ１　６２０ｂから受信アンテナ０　６２０ｃへのチャネルインパルス応答６６４ｃ
をＣＩＲ１０　６６４ｃと呼ぶ。送信アンテナ１　６２０ｂから受信アンテナ１　６２０
ｄへのチャネルインパルス応答６６４ｄをＣＩＲ１１　６６４ｄと呼ぶ。
【００５３】
　移動局６０４において、受信アンテナ０　６２０ｃによって受信される信号は、等化器
０　６６６ａと呼ぶ等化器６６６ａによって処理される。同様に、受信アンテナ１　６２
０ｄによって受信された信号は、等化器１　６６６ｂと呼ぶ別の等化器６６６ｂによって
処理される。等化器０　６６６ａおよび等化器１　６６６ｂの両方がタップ付き遅延線(t
apped delay line)構造を使用することができる。
【００５４】
　移動局６０４は第１のパラメータ推定ユニット６３８ａを含む。第１のパラメータ推定
ユニット６３８ａは、ＣＩＲ００　６６４ａの推定値６７０ａとＣＩＲ１０　６６４ｃの
推定値６７０ｂとを判断する。第１のパラメータ推定ユニット６３８ａは第１のＳＣＨ利
得６５６ａを次のように計算する。
【００５５】
　ＳＣＨが送信アンテナ０　６２０ａから送信されている場合、第１のＳＣＨ利得６５６
ａは次のように計算される。
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【数１】

【００５６】
　式（１）において、項「ＣＩＲ００」はＣＩＲ００推定値６７０ａを指し、項「ＥＱ０
」は等化器０　６６６ａのタップ６６８ａを指す。式「ＣＩＲ００＊ＥＱ０」は、時間０
におけるシーケンスの２つの組の畳み込みを指す。すなわち、

【数２】

【００５７】
　ＧｓはＳＣＨチャネルの相対利得である。ＣＩＲが共通パイロットチャネルのチャネル
応答を表すとき、Ｇｓは共通パイロットチャネルに対するＳＣＨチャネルの相対利得であ
る。記号×は乗算を意味する。
【００５８】
　ＳＣＨが送信アンテナ１　６２０ｂから送信されている場合、第１のＳＣＨ利得６５６
ａは次のように計算される。
【数３】

【００５９】
　式（３）において、項「ＣＩＲ１０」はＣＩＲ１０推定値６７０ｂを指し、項「ＥＱ０
」は等化器０　６６６ａのタップ６６８ａを指す。
【００６０】
　第１のＳＣＨ発生ユニット６４２ａは、第１のパラメータ推定ユニット６３８ａから受
信したパラメータに基づいてＳＣＨ誤りを判断する。第１の加算器６３６ａは、等化器０
　６６６ａの出力から（第１のＳＣＨ発生ユニット６４２ａによって判断された）ＳＣＨ
誤りを減算する。
【００６１】
　移動局６０４は第２のパラメータ推定ユニット６３８ｂを含む。第２のパラメータ推定
ユニット６３８ｂは、ＣＩＲ０１　６６４ｂの推定値６７０ｃとＣＩＲ１１　６６４ｄの
推定値６７０ｄとを判断する。
【００６２】
　第１のパラメータ推定ユニット６３８ａは第２のＳＣＨ利得６５６ｂを次のように計算
する。ＳＣＨが送信アンテナ０　６２０ａから送信されている場合、第２のＳＣＨ利得６
５６ｂは次のように計算される。
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【数４】

【００６３】
　式（４）において、項「ＣＩＲ０１」はＣＩＲ０１推定値６７０ｃを指し、項「ＥＱ１
」は等化器１　６６６ｂのタップ６６８ｂを指す。
【００６４】
　ＳＣＨが送信アンテナ１　６２０ｂから送信されている場合、第２のＳＣＨ利得６５６
ｂは次のように計算される。

【数５】

【００６５】
　式（５）において、項「ＣＩＲ１１」はＣＩＲ１１推定値６７０ｄを指し、項「ＥＱ１
」は等化器１　６６６ｂのタップ６６８ｂを指す。
【００６６】
　第２のＳＣＨ発生ユニット６４２ｂは、第２のパラメータ推定ユニット６３８ｂから受
信したパラメータに基づいてＳＣＨ誤りを判断する。第２の加算器６３６ｂは、等化器１
　６６６ｂの出力から（第２のＳＣＨ発生ユニット６４２ｂによって判断された）ＳＣＨ
誤りを減算する。
【００６７】
　したがって、図６では、パラメータ推定ユニット６３８ａ、６３８ｂは、基地局６０２
によって利用される送信ダイバーシティの使用を考慮するように構成される。より詳細に
は、パラメータ推定ユニット６３８ａ、６３８ｂは、チャネルインパルス応答推定値６７
０と等化器タップ６６８との異なるペア間のＳＣＨ利得を推定するように構成される。パ
ラメータ推定ユニット６３８ａおよび６３８ｂによって使用される相対ＳＣＨ利得６４４
は同じであり、これらの２つのユニット間で共有できる。
【００６８】
　次に図７を参照する。図７に、共通チャネル消去を実行するための方法７００の一例を
示す。方法７００は、（図３に示す移動局３０４または図４に示す移動局４０４などの）
移動局によって実行される。
【００６９】
　方法７００は、共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定すること７０２を
含むことができる。そのようなパラメータは共通チャネル利得（たとえば、ＳＣＨ利得）
とチャネルインパルス応答推定値とを含むことができる。
【００７０】
　方法７００はまた、７０２において判断されるパラメータに基づいて共通チャネル誤り
を発生すること７０４を含むことができる。マルチパス処理が実行される前に共通チャネ
ル誤りを判断する場合、これは、上述のように、チャネルインパルス応答推定値と共通チ
ャネルシーケンスとに対して畳み込み演算を実行することを含むことができる。ポストマ
ルチパス処理方式について、等化器を使用する場合、共通チャネルシンボルの等価利得に
達するために、チャネルインパルス応答を等化器タップで畳み込むことができる。レイク
受信機を使用する場合、各レイクフィンガのパイロット推定を、その経路上のチャネル利
得として使用することができ、レイクコンバイナ出力における等価利得を、パイロット推
定および結合重みを用いて計算することができる。
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【００７１】
　方法７００はまた、受信データサンプルから共通チャネル誤りを減算すること７０６を
含むことができる。これは、（図３に関して上述したように）マルチパス処理が実行され
る前または（図４に関して上述したように）マルチパス処理が実行された後のいずれかに
実行できる。
【００７２】
　上述の図７の方法７００は、図８に示すミーンズプラスファンクションブロック８００
に対応する様々なハードウェアおよび／またはソフトウェア構成要素（１つまたは複数）
および／またはモジュール（１つまたは複数）によって実行できる。言い換えれば、図７
に示すブロック７０２～７０６は、図８に示すミーンズプラスファンクションブロック８
０２～８０６に対応する。
【００７３】
　次に図９を参照する。図９に、共通チャネル消去を実行するように構成された移動局９
０４内に含むことができるいくつかの構成要素を示す。
【００７４】
　移動局９０４はプロセッサ９７２を含む。プロセッサ９７２は、汎用シングルまたはマ
ルチチップマイクロプロセッサ（たとえば、ＡＲＭ）、特殊目的マイクロプロセッサ（た
とえば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ））、マイクロコントローラ、プログラマブル
ゲートアレイなどとすることができる。プロセッサ９７２は中央処理ユニット（ＣＰＵ）
と呼ばれることがある。図９の移動局９０４には単一のプロセッサ９７２のみが示される
が、代替構成では、プロセッサ（たとえば、ＡＲＭとＤＳＰ）の組合せを使用することが
できる。
【００７５】
　移動局９０４はまたメモリ９２８を含む。メモリ９２８は、電子情報を記憶することが
可能な任意の電子構成要素とすることができる。メモリ９２８は、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気ディスク記憶メディア、光記憶メディ
ア、ＲＡＭ中のフラッシュメモリデバイス、プロセッサに含まれるオンボードメモリ、Ｅ
ＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタなど、およびそれらの組合せとして実施
できる。
【００７６】
　データ９７４および命令９７６はメモリ９２８に記憶できる。命令９７６は、様々な関
数を実装するためにプロセッサ９７２によって実行可能である。命令９７６を実行するこ
とは、メモリ９２８に記憶されたデータ９７４の使用を含むことができる。
【００７７】
　メモリ９２８中のデータ９７４のいくつかの例には、判断された共通チャネル誤り９８
４と、チャネルインパルス応答推定値９７０と共通チャネル利得９８８とを含む、共通チ
ャネル誤り９８４が基づいているパラメータ９８６とがある。また、本明細書で説明する
技法を実装することに関係する他のタイプのデータ９７４をメモリ９２８中に含めること
ができる。
【００７８】
　メモリ９２８中の命令９７６のいくつかの例には、共通チャネル誤りを発生するための
パラメータを推定するための命令９７８と、推定されたパラメータに基づいて共通チャネ
ル誤りを発生するための命令９８０と、受信データサンプルから共通チャネル誤りを減算
するための命令９８２とがある。また、本明細書で説明する技法を実装することに関係す
る他の命令９７６をメモリ９２８中に含めることができる。
【００７９】
　移動局９０４はまた、移動局９０４とリモートロケーション（たとえば、１つまたは複
数の基地局）との間の信号の送信および受信を可能にする送信機９１８と受信機９２２と
を含むことができる。送信機９１８と受信機９２２とをトランシーバ９９０と総称するこ
とができる。アンテナ９２０はトランシーバ９９０に電気的に結合できる。移動局９０４
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はまた、複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバおよび／または複数のアンテ
ナ（図示せず）を含むことができる。
【００８０】
　移動局９０４の様々な構成要素は、パワーバス、制御信号バス、ステータス信号バス、
データバスなどを含む、１つまたは複数のバスによって互いに結合できる。
【００８１】
　本明細書で使用する「判断(determining)」という用語は、多種多様な動作を包含し、
したがって、「判断」は、計算、算出、処理、導出、調査、探索（たとえば、テーブル、
データベースまたは別のデータ構造での探索）、確認などを含むことができる。また、「
判断」は、受信（たとえば、情報を受信すること）、アクセス（たとえば、メモリ中のデ
ータにアクセスすること）などを含むことができる。また、「判断」は、解決、選択、選
出、確立などを含むことができる。
【００８２】
　本明細書で使用する「に基づいて」という句は、別段に明示されていない限り、「のみ
に基づいて」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という句は、「のみに基づい
て」と「に少なくとも基づいて」の両方を表す。
【００８３】
　本明細書で説明した技法は、様々な方法で実装できる。たとえば、これらの技法は、ハ
ードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、またはそれらの組合せで実装できる。ハー
ドウェア実装の場合、本技法を実行するために使用される処理ユニットは、１つまたは複
数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル
信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、本明細書で説明した機能を実行するように設
計された他の電子ユニット、１つまたは複数のコンピュータ、個別ゲートまたはトランジ
スタロジック、個別ハードウェア構成要素、あるいはそれらの組合せ内に実装できる。
【００８４】
　ファームウェアおよび／またはソフトウェア実装の場合、本技法は、本明細書で説明し
た機能を実行するモジュール（たとえば、手順、関数、プログラム、ルーチン、サブルー
チンなど）を用いて実装できる。ファームウェア命令および／またはソフトウェア命令は
、メモリ内に記憶し、プロセッサによって実行することができる。メモリは、プロセッサ
内またはプロセッサの外部に実装できる。
【００８５】
　本明細書で使用する「プロセッサ」という用語は、汎用プロセッサ、マイクロプロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、コントローラ、マイクロコントローラ、状態機
械などを包含するものと広く解釈されたい。「プロセッサ」という用語は、処理デバイス
の組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッ
サ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他のそのよう
な構成を指すことができる。
【００８６】
　「メモリ」という用語は、電子情報を記憶することが可能な任意の電子構成要素を包含
するものと広く解釈されたい。メモリという用語は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）、プロ
グラマブル読取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、
ＦＬＡＳＨメモリ、コンパクトディスク（ＣＤ）、磁気または光データ記憶デバイスなど
、様々なタイプのプロセッサ可読媒体を指すことができる。プロセッサがメモリから情報
を読み取り、および／または情報をメモリに書き込むことができる場合、メモリはプロセ
ッサと電子的に通信していると言われる。メモリは、プロセッサに一体とすることができ
、その場合もプロセッサと電子通信していると言われる。
【００８７】
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　本明細書で使用する「コード」および「命令」という用語は、任意のタイプの（１つま
たは複数の）コンピュータ可読ステートメントを含むものと広く解釈されたい。たとえば
、「コード」および「命令」という用語は、１つまたは複数のプログラム、ルーチン、サ
ブルーチン、関数、プロシージャなどを指すことができる。「命令」および「コード」は
、単一のコンピュータ可読ステートメントまたは多くのコンピュータ可読ステートメント
を備えることができる。
【００８８】
　本明細書で使用する「コンピュータ可読媒体」という用語は、コンピュータによってア
クセスできる任意の利用可能な媒体を指す。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒
体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光ディスク記憶デバイ
ス、磁気ディスク記憶デバイスもしくは他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデー
タ構造の形態で所望のプログラムコードを担持または記憶するために使用でき、コンピュ
ータによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。本明細書では、ディ
スク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザ
ディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、
フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（
disc）を含み、この場合、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディス
ク（disc）はデータをレーザで光学的に再生する。
【００８９】
　ソフトウェアまたは命令は伝送媒体を介して伝送することもできる。たとえば、ソフト
ウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（Ｄ
ＳＬ）、または赤外線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブ
サイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファ
イバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線およびマイクロ波などのワイ
ヤレス技術は、送信媒体の定義に含まれる。
【００９０】
　さらに、図７によって示されたものなど、本明細書で説明した方法および技法を実行す
るためのモジュールおよび／または他の適切な手段を、移動局および／または基地局が、
適用可能な場合にダウンロードおよび／または他の方法で取得することができることを諒
解されたい。たとえば、本明細書で説明した方法を実行するための手段の転送を可能にす
るために、そのようなデバイスをサーバに結合することができる。代替的に、本明細書で
説明する様々な方法を記憶手段（たとえば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り
専用メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどの物
理的記憶媒体など）によって提供することができ、それにより、移動局および／または基
地局は、その記憶手段をデバイスに結合または供給すると、それらの様々な方法を取得す
ることができるようになる。さらに、本明細書で説明した方法および技法をデバイスに提
供するための任意の他の適切な技法を利用することができる。
【００９１】
　本明細書で開示した方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数のステップ
またはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、特許請求の
範囲から逸脱することなく互いに交換できる。言い換えれば、ステップまたはアクション
の特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクションの順序およ
び／または使用は特許請求の範囲から逸脱することなく変更できる。
【００９２】
　特許請求の範囲は、上記の正確な構成および構成要素に限定されないことを理解された
い。特許請求の範囲を逸脱することなく、本明細書で説明されたシステム、方法および装
置の構成、動作および詳細において、様々な改変、変更および変形を行うことができる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］共通チャネル消去を実行するように構成された移動局であって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するように構成されたパラメータ
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推定ユニットと、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生するように構成された共通チャ
ネル発生ユニットと、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算するように構成された加算器と備
える、移動局。
［２］前記共通チャネル誤りが、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ）ネットワークにおける同期チャネル（ＳＣＨ
）に対応する、［１］に記載の移動局。
［３］マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信デ
ータサンプルから減算される、［１］に記載の移動局。
［４］マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信デ
ータサンプルから減算される、［１］に記載の移動局。
［５］前記パラメータが共通チャネル利得を備える、［１］に記載の移動局。
［６］前記パラメータがチャネルインパルス応答推定値を備える、［１］に記載の移動局
。
［７］前記共通チャネル発生ユニットが、共通チャネルシーケンスとチャネルインパルス
応答推定値とに対して畳み込み演算を実行する畳み込みユニットを備える、［１］に記載
の移動局。
［８］前記共通チャネル発生ユニットが、前記畳み込み演算の結果に共通チャネル利得を
乗算する乗算器をさらに備える、［７］に記載の移動局。
［９］前記共通チャネルが、送信ダイバーシティを利用する基地局から受信され、前記パ
ラメータ推定ユニットが、前記基地局による送信ダイバーシティの使用を考慮するように
構成された、［１］に記載の移動局。
［１０］前記パラメータが共通チャネル利得を備え、前記パラメータ推定ユニットが、チ
ャネルインパルス応答推定値と等化器タップとの異なるペア間の共通チャネル利得を推定
するように構成された、［９］に記載の移動局。
［１１］前記パラメータが共通チャネル利得を備え、前記共通チャネル利得を推定するこ
とが、
　基準第２共通チャネルに対する前記共通チャネル利得を推定することと、
　前記基準第２共通チャネルの利得を推定することと、
　前記相対共通チャネル利得と前記基準第２共通チャネル利得とを乗算することと
を備える、請求項１に記載の移動局。
［１２］共通チャネル消去を実行するように構成された移動局であって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するための手段と、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生するための手段と、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算するための手段と
を備える、移動局。
［１３］前記共通チャネル誤りが、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ）ネットワークにおける同期チャネル（ＳＣ
Ｈ）に対応する、［１２］に記載の移動局。
［１４］マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信
データサンプルから減算される、［１２］に記載の移動局。
［１５］マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信
データサンプルから減算される、［１２］に記載の移動局。
［１６］前記パラメータが共通チャネル利得を備える、［１２］に記載の移動局。
［１７］前記パラメータがチャネルインパルス応答推定値を備える、［１２］に記載の移
動局。
［１８］前記共通チャネル誤りを発生するための前記手段が、共通チャネルシーケンスと
チャネルインパルス応答推定値とに対して畳み込み演算を実行するための手段を備える、
［１２］に記載の移動局。
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［１９］前記共通チャネル誤りを発生するための前記手段が、前記畳み込み演算の結果に
共通チャネル利得を乗算するための手段をさらに備える、［１８］に記載の移動局。
［２０］前記共通チャネルが、送信ダイバーシティを利用する基地局から受信され、パラ
メータを推定するための前記手段が、前記基地局による送信ダイバーシティの使用を考慮
するための手段を備える、［１２］に記載の移動局。
［２１］前記パラメータが共通チャネル利得を備え、送信ダイバーシティの使用を考慮す
るための前記手段が、チャネルインパルス応答推定値と等化器タップとの異なるペア間の
前記共通チャネル利得を推定するための手段を備える、［２０］に記載の移動局。
［２２］前記パラメータが共通チャネル利得を備え、パラメータを推定するための前記手
段が、
　基準第２共通チャネルに対する前記共通チャネル利得を推定するための手段と、
　前記基準第２共通チャネルの利得を推定するための手段と、
　前記相対共通チャネル利得と前記基準第２共通チャネル利得とを乗算するための手段と
を備える、［１２］に記載の移動局。
［２３］共通チャネル消去を実行するための方法であって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定することと、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生することと、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算することと
を備える、方法。
［２４］前記共通チャネル誤りが、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ）ネットワークにおける同期チャネル（ＳＣ
Ｈ）に対応する、［２３］に記載の方法。
［２５］マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信
データサンプルから減算される、［２３］に記載の方法。
［２６］マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信
データサンプルから減算される、［２３］に記載の方法。
［２７］前記パラメータが共通チャネル利得とチャネルインパルス応答推定値とを備える
、［２３］に記載の方法。
［２８］共通チャネル消去を実行するためのコンピュータプログラム製品であって、
　共通チャネル誤りを発生するためのパラメータを推定するためのコードと、
　前記パラメータに基づいて前記共通チャネル誤りを発生するためのコードと、
　受信データサンプルから前記共通チャネル誤りを減算するためのコードと、を備える命
令をその上に有するコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
［２９］前記共通チャネル誤りが、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷＣＤＭＡ）ネットワークにおける同期チャネル（ＳＣ
Ｈ）に対応する、［２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
［３０］マルチパス処理が実行される前に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信
データサンプルから減算される、［２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
［３１］マルチパス処理が実行された後に、前記共通チャネル誤りが発生され、前記受信
データサンプルから減算される、［２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
［３２］前記パラメータが共通チャネル利得とチャネルインパルス応答推定値とを備える
、［２８］に記載のコンピュータプログラム製品。



(18) JP 5714486 B2 2015.5.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(19) JP 5714486 B2 2015.5.7

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(20) JP 5714486 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100158805
            弁理士　井関　守三
(74)代理人  100172580
            弁理士　赤穂　隆雄
(74)代理人  100179062
            弁理士　井上　正
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(72)発明者  シェン、チアン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  イー、ナサン・ディー．
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５
(72)発明者  サブラーマンヤ、パーバサナサン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１－１７１４、サン・ディエゴ、モアハウス・ドラ
            イブ　５７７５

    合議体
    審判長  菅原　道晴
    審判官  田中　庸介
    審判官  山本　章裕

(56)参考文献  英国特許出願公開第２３８４６６２（ＧＢ，Ａ）
              特表２００３－５２１８２２（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第２００６／０７１７６１（ＷＯ，Ａ１）
              特開２００１－２５１２２８（ＪＰ，Ａ）
              佐和橋　衛　他３名，Ｗ－ＣＤＭＡ下りリンク直交多重チャネルにけるマルチパス干渉キャンセ
              ラ，電子情報通信学会技術研究報告，２００１年　１月１２日，Ｖｏｌ．１００，Ｎｏ．５５８
              ，ｐｐ．２７－３３，ＲＣＳ２０００－１９５
              Ｓｉｅｍｅｎｓ，Ｒｅｍｏｖａｌ　ｏｆ　ＯＤＭＡ　ｒｅｌａｔｅｄ　ａｂｂｒｅｖｉａｔｉｏ
              ｎｓ　ａｎｄ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ，３ＧＰＰ　Ｒ１－００－



(21) JP 5714486 B2 2015.5.7

              １０３１，２０００年　８月２５日

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04J 13/00-13/22
              H04B  1/69-1/719


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

