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(57)【要約】
　本開示は無線通信システムに用いられる電子機器及び
方法に関する。無線通信システムに用いられる電子機器
は、処理回路を含み、この処理回路は、端末機器情報に
基づいてデータ伝送に対して端末機器の組分けを行うよ
うに配置され、同一グループ内の端末機器の複数のデー
タストリームはパターンドメイン多元接続によってリソ
ースを多重化する。この処理回路は、更に、データ伝送
の検出情報に基づいて端末機器の再組分け、グループ内
のリソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のう
ちの少なくとも１つを行うように配置され、データ検出
スキームは、シリアル検出アルゴリズムに基づいて、受
信データを復号するために用いられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムに用いられる電子機器であって、
　端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して端末機器の組分けを行い、同一グループ内
の端末機器の複数のデータストリームがパターンドメイン多元接続によってリソースを多
重化し、
　データ伝送の検出情報に基づいて端末機器の再組分け、グループ内のリソースの再配分
及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行い、
　データ検出スキームが、シリアル検出アルゴリズムに基づいて受信データを復号するた
めに用いられる
　ように配置される処理回路を含む電子機器。
【請求項２】
　前記端末機器情報がチャネル状態情報を含み、
　且つ端末機器の組分けは、
　チャネル状態情報に基づいて、同一グループ内の端末機器の間のチャンネル利得差を出
来るだけ大くし又は所定の閾値よりも大きくするように、端末機器をグループに組分けす
ることを含み、
　前記端末機器の組分けにより、同一グループの端末機器が同一グループのリソースを多
重化し、異なるグループの端末機器が異なるリソースを用いるようにする
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記処理回路は、更に、データ検出スキームを決定するように配置され、
　前記データ検出スキームは少なくとも一つのレベルに二つ又はより多い端末機器が含ま
れるようにグループ内の端末機器をレベル付けることを含み、
　レベルの異なる端末機器がシリアル検出アルゴリズムによって検出され、同一レベルの
複数の端末機器はパラレル検出アルゴリズムによって検出される
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　端末機器をグループに組分けすることは、
　端末機器をチャンネル利得に基づいて並べ替え、各端末機器を順次異なるグループに組
分けすること、及び
　チャンネル利得に基づいて、端末機器を、グループ内の端末機器数及び端末機器のチャ
ンネル利得レベルを指定するグループ配置テンプレートにマッチングさせること
　のうちの少なくとも１つを含む
　請求項２に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記処理回路は、更に、グループ内のリソースの配分を決定するように配置され、前記
リソースの配分により、同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバー
ラップを出来るだけ小さくする
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項６】
　グループ内の端末機器をレベル付けすることは、端末機器をチャンネル利得の高低に従
い相応のレベルに組分けすることを含み、比較的高いチャンネル利得に対応するレベル内
の端末機器のデータストリームの検出順位が早い
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項７】
　基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、特定の端末機器の復号能力が
シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、グループ内の端末機器をレベル付け
することは、該特定の端末機器に比較的高い下りリンク伝送電力を配分し、且つ該特定の
端末機器を単独で検出順位ができるだけ早いレベルに組分けすることを更に含む
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　請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、特定の端末機器の復号能力が
シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、端末機器をグループに組分けするこ
とは、シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする端末機器を同一グループに組分けす
ることを更に含み、該グループ内の端末機器がシリアル検出アルゴリズムのみによって検
出される
　請求項２に記載の電子機器。
【請求項９】
　検出情報が検出誤差情報を含み、データストリームに対する検出誤差がビット誤り率又
は再送率要求を満たさない場合、
　グループ内の端末機器のチャネル利得差を増大させるように端末機器の再組分けを行う
こと、
　グループ内の各端末機器のデータストリームのシリアル検出アルゴリズムにおける検出
順位を調整するようにデータ検出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおけるシリアル検出のレベル数を調整するようにデータ検
出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおける検出順位が早い端末機器のデータストリームと、検
出順位がその後の他のデータストリームとのリソースオーバーラップを減少させるように
グループ内のリソースの再配分を行うこと、
　同一グループ内の同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラッ
プを減少させるようにグループ内のリソースの再配分を行うこと
　のうちの少なくとも１つを実行する
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項１０】
　検出情報は検出誤差情報を含み、データ検出スキームの更新は、システム平均検出誤差
が平均ビット誤り率要求を満たさない場合にグループ内のレベル数を減少させることを含
む
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項１１】
　検出情報は検出複雑度情報を含み、データ検出スキームの更新は、検出複雑度が検出複
雑度閾値よりも高い場合に、端末機器グループ内の端末機器レベル数を増加させることを
含む
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項１２】
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを周期的に行い、且つ／又は
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを行うことはイベントをトリガーとし、トリガーイベントは
、検出誤差がビット誤り率又は再送率要求を満たさない時間が第１の所定の持続時間に達
し、且つ／又は検出複雑度が検出複雑度閾値より高い時間が第２の所定の持続時間に達し
たことを含む
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項１３】
　前記処理回路は、更に、端末機器から基地局への上りリンクデータ伝送に対して、リソ
ースの再配分を行った後、端末機器に相応のリソースの配分の結果を通知するように配置
される
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記処理回路は、更に、基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、端末
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機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１
つを行った後、端末機器に相応の端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及
び更新されたデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを通知するように配置される
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記処理回路は、更に、基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、端末
機器から下りリンクデータ伝送の検出情報を取得して、端末機器の再組分け、グループ内
のリソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行うように
配置される
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項１６】
　無線通信システムに用いられる電子機器であって、
　端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して決定された端末機器の組分けの結果を取得
し、同一グループ内の端末機器の複数のデータストリームはパターンドメイン多元接続に
よってリソースを多重化し、且つ、
　データ伝送の検出情報に基づいて決定された、端末機器の再組分けの結果、リソースの
再配分の結果及び更新されたデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを取得し、　　
　データ検出スキームは、前記電子機器がシリアル検出アルゴリズムに基づいて、受信さ
れた受信データを復号するために用いられる
　ように配置される処理回路を含む電子機器。
【請求項１７】
　前記端末機器情報はチャネル状態情報を含み、端末機器の組分けは、
　チャネル状態情報に基づいて、同一グループ内の端末機器間のチャンネル利得差を出来
るだけ大くし又は所定の閾値よりも大きくするように端末機器をグループに組分けするこ
とを含み、
　前記端末機器の組分けにより、同一グループの端末機器が同一グループのリソースを多
重化し、異なるグループの端末機器が異なるリソースを用いる
　請求項１６に記載の電子機器。
【請求項１８】
　前記処理回路は、更に、基地局からデータ検出スキームを取得するように配置され、基
地局がデータ検出スキームを決定することは、少なくとも一つのレベルに二つ又はより多
い端末機器が含まれるようにグループ内の端末機器をレベル付けすることを含み、
　レベルの異なる端末機器はシリアル検出アルゴリズムによって検出され、同一レベルの
複数の端末機器はパラレル検出アルゴリズムによって検出される
　請求項１６に記載の電子機器。
【請求項１９】
　端末機器をグループに組分けすることは、
　チャンネル利得に基づいて端末機器を並べ替え、各端末機器を順次異なるグループに組
分けすること、及び、
　チャンネル利得に基づいて、端末機器を、グループ内の端末機器数及び端末機器のチャ
ンネル利得レベルを指定するグループ配置テンプレートにマッチングさせることの少なく
とも１つを含む
　請求項１７に記載の電子機器。
【請求項２０】
　前記処理回路は、更に、基地局からグループ内のリソースの配分の結果を取得するよう
に配置され、このリソースの配分の結果により、同一レベルの端末機器のデータストリー
ム間のリソースオーバーラップを出来るだけ小さくする
　請求項１８に記載の電子機器。
【請求項２１】
　グループ内の端末機器をレベル付けすることは、端末機器をチャンネル利得の高低に従
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い相応のレベルに組分けすることを含み、比較的高いチャンネル利得に対応するレベル内
の端末機器のデータストリームの検出順位は早い
　請求項１８に記載の電子機器。
【請求項２２】
　前記電子機器の復号能力がシリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、この電
子機器に比較的高い下りリンク伝送電力を配分し、且つ該電子機器は単独で検出順位がで
きるだけ早いレベルに組分けされる
　請求項２１に記載の電子機器。
【請求項２３】
　前記電子機器の復号能力がシリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、この電
子機器は、シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする端末機器のグループに組分けさ
れ、このグループ内の端末機器はシリアル検出アルゴリズムのみによって検出される
　請求項１７に記載の電子機器。
【請求項２４】
　検出情報は検出誤差情報を含み、データストリームに対する検出誤差がビット誤り率又
は再送率要求を満たさない場合、基地局は、
　グループ内の端末機器のチャネル利得差を増大させるように端末機器の再組分けを行う
こと、
　グループ内の各端末機器のデータストリームのシリアル検出アルゴリズムにおける検出
順位を調整するようにデータ検出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおけるシリアル検出のレベル数を調整するようにデータ検
出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおける検出順位が早い端末機器のデータストリームと検出
順位がその後の他のデータストリームとのリソースオーラーラップを減少させるようにグ
ループ内のリソースの再配分を行うこと、及び
　同一グループ内の同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラッ
プを減少させるようにグループ内のリソースの再配分を行うこと
　のうちの少なくとも１つを実行する
　請求項１８に記載の電子機器。
【請求項２５】
　検出情報は検出誤差情報を含み、データ検出スキームの更新は、システム平均検出誤差
が平均ビット誤り率要求を満たさない場合にグループ内のレベル数を減少させることを含
む
　請求項１８に記載の電子機器。
【請求項２６】
　検出情報は検出複雑度情報を含み、データ検出スキームの更新は、検出複雑度が検出複
雑度閾値より高い場合に端末機器グループ内の端末機器レベル数を増加させることを含む
　請求項１８に記載の電子機器。
【請求項２７】
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを周期的に行い、且つ／又は
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを行うことはイベントをトリガとし、トリガーイベントは、
検出誤差がビット誤り率又は再送率要求を満たさない時間が第１の所定の持続時間に達し
、且つ／又は検出複雑度が検出複雑度閾値より高い時間が第２の所定の持続時間に達した
ことを含む
　請求項１６に記載の電子機器。
【請求項２８】
　前記処理回路は、更に、基地局に、基地局が行う端末機器の再組分け、グループ内のリ
ソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つに用いられる検出
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情報を報告する
　請求項１６に記載の電子機器。
【請求項２９】
　前記処理回路は、更に、基地局に端末機器の復号能力を報告するように配置される
　請求項２２又は２３に記載の電子機器。
【請求項３０】
　前記電子機器は、端末機器側に用いられるように配置され、前記端末機器は、端末機器
の再組分けの結果、リソースの再配分の結果、更新されたデータ検出スキームのうちの少
なくとも１つに基づいて基地局から受信された受信データを復号するように配置される
　請求項１６に記載の電子機器。
【請求項３１】
　通信に用いられる方法であって、
　端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して端末機器の組分けを行い、同一グループ内
の端末機器の複数のデータストリームはパターンドメイン多元接続によってリソースを多
重化すること、及び
　データ伝送の検出情報に基づいて端末機器の再組分け、グループ内のリソースの再配分
及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行うこと、を含み、
　データ検出スキームは、シリアル検出アルゴリズムに基づいて、受信データを復号する
ために用いられる
　方法。
【請求項３２】
　通信に用いられる方法であって、
　端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して決定された端末機器の組分けの結果を取得
し、同一グループ内の端末機器の複数のデータストリームがパターンドメイン多元接続に
よってリソースを多重化すること、及び
　データ伝送の検出情報に基づいて決定された、端末機器の再組分けの結果、リソースの
再配分の結果及び更新されたデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを取得すること
を含み、
　データ検出スキームは、シリアル検出アルゴリズムに基づいて、受信された受信データ
を復号するために用いられる
　方法。
【請求項３３】
　無線通信システムに用いられる電子機器であって、
　少なくとも２レベルのパラレル検出部を含むことで、受信されたパターンドメイン多元
接続信号に対してレベル付け、復号を行うように配置されるシリアル検出受信機を備え、
　各レベルのパラレル検出部は、パラレルなマルチ端末機器データ検出をサポートし、且
つ、
　前のレベルのパラレル検出部の復号出力が、後のレベルのパラレル検出部の既知干渉と
され、受信されたパターンドメイン多元接続信号から取り除かれ、前のレベルのパラレル
検出部の対象データストリームのリソースの直交性は、後のレベルのパラレル検出部の対
象データストリームのリソースの直交性より優れている
　電子機器。
【請求項３４】
　前記シリアル検出受信機は、ＳＩＣ受信機に対応し、前記パラレル検出部は、ＭＰＡユ
ニットに対応する
　請求項３３に記載の電子機器。
【請求項３５】
　パターンドメイン多元接続はＳＣＭＡ又はＰＤＭＡを含む
　請求項３４に記載の電子機器。
【請求項３６】
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　電子機器の１個又は複数のプロセッサーにて実行される時に該電子機器に請求項３１又
は３２に記載の方法を実行させる一つ又は複数の指令を記憶するコンピューター読み取り
可能な記憶媒体。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に無線通信システムに用いられる電子機器及び方法に関するものであり、
具体的にパターンドメイン（Ｐａｔｔｅｒｎ　Ｄｏｍａｉｎ）多元接続によりリソースを
多重化する電子機器及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術の大規模な応用と無線通信サービスの急速な発展に伴い、発展し続けるユ
ーザニーズに応えるために、無線通信システムのスループットやピークレートに対する要
求が日々高まっている。無線通信システムのスペクトル効率を向上させ、無線通信システ
ムにアクセス可能な端末機器の数を増加させるために、複数の新規な多元接続方式が提案
されている。これら新規な多元接続方式には、スパースコード多元接続（Ｓｐａｒｓｅ　
Ｃｏｄｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、ＳＣＭＡ）技術が含まれる。ＳＣＭＡでは
、一つ又は複数の端末機器のデータに対して、コンステレーションマッピング及びコード
ドメイン拡張を行うことにより、バイナリシンボルを多次元スパース符号帳における符号
語にマッピングすることで、一つ又は複数の端末機器のデータを同じ時間周波数リソース
で送信することができる。それに応じて、受信側は、検出アルゴリズムによって、受信し
た同じ時間周波数リソースにオーバーラップするデータを検出することで、各端末機器の
データを分離する。新規な多元接続方式には、更に、パターン分割多元接続（Ｐａｔｔｅ
ｒｎ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、ＰＤＭＡ）技術が含まれる
。ＰＤＭＡでは、パターン（ｐａｔｔｅｒｎ）によって一つ又は複数の端末機器のデータ
をリソースグループにマッピングすることで、一つ又は複数の端末機器のデータを同一の
リソースグループで送信することができる。それに応じて、受信側は、検出アルゴリズム
によって、受信した同一のリソースグループにオーバーラップするデータを検出すること
で、各端末機器のデータを分離する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　以下、本開示の簡単な概要について説明することで、本開示の幾つかの側面の基本的な
理解を提供するが、この概要は、本開示の全てを網羅するものではなく、本開示の肝心な
部分又は重要な部分を特定することや本開示の範囲を限定することを意図していなく、そ
の目的はただ簡単な形式で本開示に関する幾つかの概念を与えることにあり、これを後述
のより詳しい説明の前書きとすると解すべきである。
【０００４】
　本開示の一つの側面によれば、処理回路を含み、無線通信システムに用いられる電子機
器が提供される。この処理回路は、端末機器情報に基づいて、データ伝送に対して端末機
器の組分けを行うように配置されることができ、同一グループ内の端末機器の複数のデー
タストリームは、パターンドメイン多元接続によってリソースを多重化する。この処理回
路は、更に、データ伝送の検出情報に基づいて、端末機器の再組分け、グループ内のリソ
ースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行うように配置さ
れることができ、データ検出スキームは、シリアル検出アルゴリズムに基づいて受信デー
タを復号するために用いられる。
【０００５】
　本開示の他の側面によれば、処理回路を含み、無線通信システムに用いられる電子機器
が提供される。この処理回路は、端末機器情報に基づいてデータ伝送に対し決定された端
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末機器の組分けの結果を取得するように配置されることができ、同一グループ内の端末機
器の複数のデータストリームは、パターンドメイン多元接続によってリソースを多重化す
る。この処理回路は、更に、データ伝送の検出情報に基づいて決定された端末機器の再組
分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新されたデータ検出スキームのうちの少なく
とも１つを取得するように配置されることができ、データ検出スキームは、前記電子機器
がシリアル検出アルゴリズムに基づいて、受信された受信データを復号するために用いら
れる。
【０００６】
　本開示の他の側面によれば、通信に用いられる方法が提供される。この方法は、端末機
器情報に基づいて、データ伝送に対して端末機器の組分けを行うことを含んでも良い。同
一グループ内の端末機器の複数のデータストリームは、パターンドメイン多元接続によっ
てリソースを多重化する。この方法は、更に、データ伝送の検出情報に基づいて、端末機
器の再組分け、グループ内のリソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少
なくとも１つを行うことを含んでも良く、データ検出スキームは、シリアル検出アルゴリ
ズムに基づいて受信データを復号するために用いられる。
【０００７】
　本開示の他の側面によれば、通信に用いられる方法が提供される。この方法は、端末機
器情報に基づいてデータ伝送に対して決定された端末機器の組分けの結果を取得すること
を含んでも良い。同一グループ内の端末機器の複数のデータストリームは、パターンドメ
イン多元接続によってリソースを多重化する。この方法は、更に、データ伝送の検出情報
に基づいて決定された端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新され
たデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを取得することを含んでも良い。データ検
出スキームは、シリアル検出アルゴリズムに基づいて、受信された受信データを復号する
ために用いられる。
【０００８】
　本開示の他の側面によれば、シリアル検出受信機を備え、無線通信システムに用いられ
る電子機器が提供される。このシリアル検出受信機は、少なくとも２レベルのパラレル検
出部を含むことで、受信されたパターンドメイン多元接続信号に対してレベル付け、復号
し、各レベルのパラレル検出部は、パラレルなマルチ端末機器データ検出をサポートし、
前のレベルのパラレル検出部の復号出力を後のレベルのパラレル検出部の既知干渉とされ
、受信したパターンドメイン多元接続信号から取り除かれ、且つ、前のレベルのパラレル
検出部の対象データストリームのリソースの直交性は、後のレベルのパラレル検出部の対
象データストリームのリソースの直交性よりも優れている。
【０００９】
　本開示の他の側面によれば、一つ又は複数の指令を記憶するコンピューター読み取り可
能な記憶媒体が提供される。この一つ又は複数の指令は、電子機器の一つ又は複数のプロ
セッサーによって実行されることで、電子機器に本開示による相応の方法を実行させる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示の内容は、図面と併せて後述された詳細により、より良い理解が得られる。図面
全体にわたって同じ又は類似の部件に同じ又は類似の参照番号を付する。各図面は、以下
の具体的な説明と共に、本明細書に含まれ、本明細書の一部となって、本発明の実施例を
例示し説明し、本発明の原理及び利点を説明することを意図している。そのうちに、
【００１１】
【図１Ａ】図１Ａ～図１Ｃは、本開示の実施例に係るパターンドメイン多元接続技術によ
って伝送リソースを多重化する例示的な通信システムを示す。
【図１Ｂ】図１Ａ～図１Ｃは、本開示の実施例に係るパターンドメイン多元接続技術によ
って伝送リソースを多重化する例示的な通信システムを示す。
【図１Ｃ】図１Ａ～図１Ｃは、本開示の実施例に係るパターンドメイン多元接続技術によ
って伝送リソースを多重化する例示的な通信システムを示す。
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【図２】図２は、本開示の実施例に係る無線通信システムに用いられる例示的な電子機器
を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、端末機器の組分けに使用可能な一つの方式を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本開示の実施例に係る端末機器の組分けの例示的な動作を示す。
【図４Ａ】図４Ａ及び図４Ｂは、本開示の実施例に係る端末機器の組分けの例示的な動作
を示す。
【図４Ｂ】図４Ａ及び図４Ｂは、本開示の実施例に係る端末機器の組分けの例示的な動作
を示す。
【図５Ａ】図５Ａ～図５Ｄは、本開示の実施例に係る例示的なデータ検出スキームの検出
処理を示す。
【図５Ｂ】図５Ａ～図５Ｄは、本開示の実施例に係る例示的なデータ検出スキームの検出
処理を示す。
【図５Ｃ】図５Ａ～図５Ｄは、本開示の実施例に係る例示的なデータ検出スキームの検出
処理を示す。
【図５Ｄ】図５Ａ～図５Ｄは、本開示の実施例に係る例示的なデータ検出スキームの検出
処理を示す。
【図６】図６は、本開示の実施例に係るグループ内のリソースの配分の例を示す。
【図７】図７は、本開示の実施例に係る更新部２１０の例示的な更新動作組み合わせを示
す。
【図８Ａ】図８Ａ及び図８Ｂは、本開示の実施例に係る周期的に又はトリガーイベントで
更新動作組み合わせを実行する例示的な方法のフローチャートを示す。
【図８Ｂ】図８Ａ及び図８Ｂは、本開示の実施例に係る周期的に又はトリガーイベントで
更新動作組み合わせを実行する例示的な方法のフローチャートを示す。
【図９】図９は、本開示の実施例に係るグループ内のリソースの配分調整方式の例を示す
。
【図１０】図１０は、本開示の実施例に係る無線通信システムに用いられる他の例示的な
電子機器を示す。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本開示の実施例に係る通信に用いられる例示的な方法を示す。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本開示の実施例に係る通信に用いられる他の例示的な方法を示
す。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本開示の実施例に係る上りリンクデータ伝送に用いられる基地
局と端末機器との間の例示的なシグナリングインタラクション過程を示す。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本開示の実施例に係る下りリンクデータ伝送に用いられる基地
局と端末機器との間の例示的なシグナリングインタラクション過程を示す。
【図１３】図１３は、本開示の方法をコグニティブラジオ（Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　Ｒａｄ
ｉｏ）通信シーンに応用する例を示す。
【図１４】図１４は、本開示の実施例に利用可能な情報処理装置としてのパーソナルコン
ピューターの例示的な構成を示すブロック図である。
【図１５】図１５は、本開示の技術を応用できる発展型ノード（ｅＮＢ）の第１の概略構
成例を示すブロック図である。
【図１６】図１６は、本開示の技術を応用できるｅＮＢの第２の概略構成例を示すブロッ
ク図である。
【図１７】図１７は、本開示の技術を応用できるスマートフォンの概略構成例を示すブロ
ック図である。
【図１８】図１８は、本開示の技術を応用できるカーナビゲーション装置の概略構成例を
示すブロック図である。
【図１９】図１９は、本開示の実施例に係るデータ検出スキームの性能分析図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、添付図面を参照して、本開示の実施例について詳しく説明する。なお、本明細書
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及び図面において、同一の符号で基本的に同一の機能及び構造を有する構成要素を表し、
これら構成要素に対する説明を繰り返さない。
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本開示の例示的な実施例について説明する。明瞭さと簡潔
さのために、実際の実施形態のすべての特徴が明細書に説明されているわけではない。し
かしながら、そのような実際の実施形態の開発において、開発者の特定の目的を達成する
ためには、実施形態に固有の決定が行われなければならないことは明らかである。例えば
、システム及びビジネスに関連する制限を遵守し、これらの制限は、実施形態によって異
なる場合がある。また、開発作業はより複雑で時間がかかるが、このような開発作業は、
本開示から恩恵を受ける当業者にとって、日常的な仕事に過ぎないことも明らかである。
【００１４】
　不必要な詳細によって本開示を不明瞭にすることを避けるために、本開示による形態に
密接に関連する機器構成及び／又は動作ステップのみが添付図面に示され、本開示との関
係が薄い他の詳細は省略される。
【００１５】
　パターンドメイン多元接続によってリソースを多重化する通信方法が存在し、そのうち
、「パターン」は、複数の端末機器のデータによる複数のリソースに対する占有状態を定
義する。例えば、何らかの形式のコードを用いて、端末機器のデータによるリソースに対
する占有パターンを表すことができる。本開示において、「端末機器のデータ」又は「端
末機器のデータストリーム」とは、端末機器から送信され、又は端末機器へ送信されるデ
ータ又はデータストリームのことである。換言すれば、「端末機器のデータ」又は「端末
機器のデータストリーム」とは、幾つかの例において、上りデータ伝送において、端末機
器から基地局へ伝送されるデータ又はデータストリームを含み、他の幾つかの例において
、下りデータ伝送において、基地局から端末機器へ伝送されるデータ又はデータストリー
ムを含む。パターンドメイン多元接続として、上記のＳＣＭＡ及びＰＤＭＡが挙げられ、
それらはそれぞれ多次元スパース符号帳及び特徴パターンをパターンとして複数の端末機
器のデータによる複数のリソースに対する占有状態を定義し、且つこれに基づいて各端末
機器のデータを区別する。本開示において、パターンドメイン多元接続は、電力特徴によ
って端末機器のデータを区別する電力ドメイン多元接続と異なる。例えば、ＳＣＭＡにお
いて、スパース符号帳は、１、０によって端末機器のデータがあるリソースを占有するか
否かを表すように設計されることができる。ＰＤＭＡでは、端末機器毎に異なるパターン
を設計してリソースに対する占有状態を区分することができる。本開示の説明において、
リソースとは一般的に時間ドメインリソース及び周波数ドメインリソースを指すことがで
きる。当業者は、リソースは更に空間ドメインリソースや符号ドメインリソースなどの他
のリソースを含むことができると理解することができる。
【００１６】
　パターンドメイン多元接続技術では、パラレル検出アルゴリズムによって複数の端末機
器のそれぞれに用いられる複数のデータストリームに対して検出又は復号を行うことがで
きる。パラレル検出アルゴリズムは、反復方式で、全ての端末機器に用いられるデータス
トリームとして同時に復号することができる。換言すれば、パラレル検出アルゴリズムで
は、１つの端末機器のデータストリームに対する検出又は復号は、他の端末機器のデータ
ストリームに対する検出結果又は復号結果に依存する必要がない。パラレル検出アルゴリ
ズムとして、例えば、最大事後確率（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ａ　Ｐｏｓｔｅｒｉｏｒｉ、ＭＡ
Ｐ）検出アルゴリズム、最大尤度（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ、ＭＬ）検出
アルゴリズム及びメッセージパッシング（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｐａｓｓｉｎｇ　Ａｌｇｏｒ
ｉｔｈｍ、ＭＰＡ）検出アルゴリズムなどが挙げられる。パラレル検出アルゴリズムは、
比較的高い検出複雑度で良好な検出性能を得ることができる。なお、パラレル検出アルゴ
リズムの複雑度は、システムにおけるリソース数と端末機器数に関り、リソース数及び端
末機器数が大きいほど、検出複雑度は高くなる。
【００１７】



(11) JP 2020-509644 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

　パターンドメイン多元接続技術では、シリアル検出アルゴリズムによってそれぞれ複数
の端末機器に用いられる複数のデータストリームに対して検出又は復号を行うこともでき
る。シリアル検出アルゴリズムは、所定の順序で、各端末機器のデータストリームに一つ
ずつ復号することができる。シリアル検出アルゴリズムがある端末機器のデータストリー
ムに対して行う検出又は復号は、前の端末機器のデータストリームの検出結果又は復号結
果に依存する。シリアル検出アルゴリズムとして、例えば、連続する干渉取り消し（Ｓｕ
ｃｃｅｓｓｉｖｅ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ、ＳＩＣ）検
出アルゴリズムが挙げられる。パラレル検出アルゴリズムと比較して、シリアル検出アル
ゴリズムの検出複雑度が比較的低いが、検出性能の損失がある。
【００１８】
　パターンドメイン多元接続技術の１つの典型的な利用シーンは、セルラ移動通信システ
ムである。図１Ａ～図１Ｃは、本開示の実施例に係るパターンドメイン多元接続技術によ
って伝送リソースを多重化する例示的な通信システムを示す。以下、ＳＣＭＡを例として
、図１Ａ～図１Ｃに示されるパターンドメイン多元接続システムについて説明するが、こ
のパターンドメイン多元接続システムとして、パターンドメイン多元接続技術のうちの何
れかの技術（例えば、ＰＤＭＡ）を利用できることは当業者に明らかである。
【００１９】
　図１Ａは、ＳＣＭＡシステムにおける送信側及び受信端の例示的な動作を示す。この例
では、システムにおける時間周波数リソース数をＫ、端末機器数をＪ、各端末機器の要す
るリソース数をＮとする。図１Ａに示すように、送信側では、まず、符号化動作によって
、バイナリビット情報（例えば、b∈B^log2M（正式表記は下記※1）。ここでＭがコンス
テレーション図におけるコンステレーションシンボルポイント数である）をＮ次元コンス
テレーション図シンボルに変調し（例えば、c∈CN（正式表記は下記※2））、マッピング
行列ＶによってＮ次元コンステレーション図シンボルをスパースＫ次元符号語（例えば、
x∈CK(N<K)（正式表記は下記※3））に変換する。複数の端末機器に用いられるマッピン
グ行列は一般的に因子グラフという表示形式を有してもよい。以下、図６には、Ｋ＝４、
Ｊ＝６、Ｎ＝２である場合のシステム因子グラフＦが表され、ここで、因子グラフＦにお
ける各行は、１つのリソースノードに対応し、各列は１個の端末機器に対応し、第ｉ行第
ｊ列要素が１であることは、端末機器ｊに対応するコンステレーションポイントがリソー
スｉを占有することを示し、第ｉ行第ｊ列要素が０であることは、端末機器ｊがリソース
ｉを占有しないことを示す。次に、Ｊ個の端末機器の信号は、多重化（ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｅｄ）された後に受信端に送信される。受信端で、受信信号（例えば、信号ｙ）に対し
て、チャネル状態情報、因子グラフＦ及びマルチ端末機器のコンステレーション図に基づ
いて、送信信号のスパース性を利用して、例えば、ＭＰＡアルゴリズムを利用して、マル
チ端末機器のデータ検出を実現することができ、即ち、端末機器の信号Ｘ＝（ｘ１，…ｘ

Ｊ)を検出することができる。
【数１】

【００２０】
　図１ＢにおけるＳＣＭＡシステム１００ａは、上りリンク伝送シーンに対応する。図１
Ｂに示すように、ＳＣＭＡシステム１００ａは、基地局１０５と、端末機器１１０＿１～
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１１０＿Ｊを含み、端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊは、上りリンク方向に時間周波数伝
送リソースを多重化して基地局１０５へデータを送信する。
【００２１】
　上りリンクＳＣＭＡに対して、端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊの何れかは各々のコン
ステレーション図、マッピング行列Ｖに基づいて、バイナリデータをコンステレーション
シンボルにマッピングし、更にマッピング行列Ｖによってスパース符号を得る。複数の端
末機器の信号は、無線チャネルによって多重化され、基地局１０５に送信される。基地局
１０５は、多重化された信号を受信した後、パラレル検出アルゴリズムによって、異なる
端末機器のデータに復号する。ＳＣＭＡシステムでは、例えば、メッセージパッシングア
ルゴリズム（ＭＰＡ）をパラレル検出アルゴリズムとすることができる。ＭＰＡアルゴリ
ズムにおいて、基地局１０５は、受信信号のスパース性を利用し、多重化された時間周波
数リソースで各端末機器のデータを検出する。具体的には、基地局１０５は、多重化され
た信号を受信した後、各端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊのマッピング行列Ｖに基づいて
因子グラフパターンＦを構築し、各端末機器を１つの変数ノードとし、各時間周波数リソ
ースを１つの因子ノードとする。そのうち、１個の端末機器は１つの時間周波数リソース
を占有し、この端末機器が対応する変数ノードとこの時間周波数リソースが対応する因子
ノードとの間の辺で示す。次に、各端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊのコンステレーショ
ン図に基づいて、各変数ノードの可能な値（即ち、この端末機器がデータを送信する時に
利用可能なコンステレーションシンボル）及び各値の確率（初期値を等確率に設定するこ
とができる）を決定する。その後、反復処理を行う。毎回の反復処理において、変数ノー
ドは、辺でそれと連結する各因子ノードにその可能な値の先験的確率を送信する。因子ノ
ードは、変数ノードが送信したこの情報を受信した後、受信した情報に基づいて、事後確
率を算出し、変数ノードに送信する。反復処理の終了条件は、所定の反復回数に達し、又
は２回の反復プロセスにおいて変数ノードが送信した情報の差が設定された閾値より小さ
いことである。反復が終了した後、各端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊが送信するコンス
テレーションポイントシンボルに復号することができる。各端末機器１１０＿１～１１０
＿Ｊのコンステレーション図に基づいて、その送信したバイナリデータに復調することが
できる。
【００２２】
　ＳＣＭＡシステムにおける信号のスパース性により、ＭＰＡアルゴリズムが比較的低い
複雑度でマルチ端末機器検出（即ち、各端末機器の信号を検出する）を実現することがで
きるが、システム端末機器数が比較的大きい場合（例えば、未来の通信に関るモノのイン
ターネットなどのシーンにおいて）、上りリンクの検出複雑度は基地局にとって依然とし
て大きい計算処理の負担となる。ＳＣＭＡシステムに対して、各リソース因子ノードでの
検出複雑度はM^df（正式表記は下記※4）に比例する。ここで、Ｍはコンステレーション
図におけるコンステレーションポイントの数を表し、dfは単独のリソース因子ノード上に
オーバーラップする端末機器の数の最大値を表し、マッピング行列によって決定される。
全てのリソース因子ノードでの検出複雑度はK・M^df（正式表記は下記※5）に比例する。
前に述べたように、Kはリソース因子ノードの数（即ち、時間周波数リソース数）である
。
【数２】

【００２３】
　図１ＣにおけるＳＣＭＡシステム１００ｂは、下りリンク伝送シーンに対応する。図１
Ｃに示すように、ＳＣＭＡシステム１００ｂは、図１Ｂと似たように、基地局１０５と端
末機器１１０＿１～１１０＿Ｊを含み、基地局１０５は、下りリンク方向に時間周波数伝
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送リソースを多重化して端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊにデータを送信する。
【００２４】
　下りリンクＳＣＭＡに対して、基地局１０５は、いずれかの端末機器１１０＿１～１１
０＿Ｊのバイナリデータをコンステレーションシンボルにマッピングし、更に、マッピン
グ行列Ｖによってスパース符号語を得る。複数の端末機器の信号は、多重化された後、各
端末機器に送信される。上りリンクＳＣＭＡとの相違点は、次に各端末機器１１０＿１～
１１０＿Ｊが、基地局１０５によって多重化された信号を受信した後、パラレル検出アル
ゴリズムによって、この端末機器自身に用いられるデータに復号することにある。例えば
、端末機器は、ＭＰＡアルゴリズムによって、受信信号のスパース性を利用して、多重化
された時間周波数リソースでこの端末機器自身に用いられるデータに復号する。各端末機
器１１０＿１～１１０＿ＪがＭＰＡアルゴリズムを利用して検出する処理は、上りリンク
ＳＣＭＡにおいて基地局１０５が実行した処理に類似しているため、説明を繰り返さない
。
【００２５】
　なお、下りリンクＳＣＭＡにおいて各端末機器にてＭＰＡアルゴリズムを実行するので
、端末機器の処理能力が基地局より弱いことを考慮して、このアルゴリズムの比較的高い
複雑度は端末機器に対する影響が大きい。下りリンクＳＣＭＡにおいて、検出複雑度は依
然としてK・M^df（正式表記は上記※5）に比例する。
【００２６】
　図１Ａ～図１ＣがＳＣＭＡ技術を例として説明したが、ＰＤＭＡなど他のパターンドメ
イン多元接続技術を応用する時も似た処理を行うことができることは、当業者にとって明
白である。例えば、ＰＤＭＡに対して、上記のマッピング行列の代わりに、パターン行列
を用いて、送信側符号化検出及び受信側復号検出を行い、残るの処理はＳＣＭＡの場合に
類似する。この時、パラレル検出アルゴリズムの複雑度は、同様にシステムリソース数、
単独のリソースにオーバーラップする端末機器数とコンステレーションにおけるコンステ
レーションポイントの数のうちの一つ又は複数に関わる。
【００２７】
　以下、図２を参照して、本開示の実施例に係る無線通信システムに用いられる例示的な
電子機器について説明する。一実施形態によれば、図２における電子機器２００は、例え
ば、図１Ａ及び図１Ｂにおける基地局１０５又は基地局１０５の一部であっても良く、基
地局を制御するために用いられる機器（例えば、基地局コントローラー）又は基地局に用
いられる機器又はその一部であっても良い。図２に示すように、一つの実施例において、
電子機器２００は、前処理部２０５及び更新部２１０を含んでも良い。他の実施例におい
て、電子機器２００は、更に、検出情報収集部２１５を含んでも良い。以下、電子機器２
００の各部が実行する動作について説明する。
【００２８】
　前処理部２０５は、例えば、端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して端末機器の組
分けを行うように配置されることができる。そのうち、同一グループ内の端末機器の複数
のデータストリームは、パターンドメイン多元接続によって、リソースを多重化する。一
つの例において、図１Ａ及び図１Ｂにおける端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊは、Ｇ個の
グループに組分けされることができ、それに応じて、システム全体の伝送リソースは、各
グループに配分されることができる。この例において、各グループ内の端末機器のデータ
ストリームは、例えば、ＳＣＭＡというパターンドメイン多元接続技術によってリソース
を多重化することができ、異なるグループ間のリソースが例えば直交する。グループ間の
リソースの直交性によって、各グループ内のみでデータ検出を行うことができる。前に述
べたように、パラレル検出アルゴリズム（例えば、ＭＰＡ）の複雑度は伝送リソース数に
関わる。この例において、各端末機器グループに配分される伝送リソースが減らされるの
で、パラレル検出アルゴリズム（例えば、ＭＰＡ）の複雑度をある程度低下させることが
できる。
【００２９】
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　更新部２１０は、例えば、データ伝送の検出情報に基づいて端末機器の再組分け、グル
ープ内のリソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行う
ように配置されることができる。例えば、データ伝送の検出性能が理想的でないことを検
出情報が表す場合には、システム更新部２１０は、端末機器のＧ個の既存グループ又は単
独のグループ内のリソースの配分を調整し、又はデータ検出スキームを更新し、又はこれ
ら動作に対して実行可能な任意の組み合わせを行うことにより、データ伝送の検出性能を
改善することができる。一つの実施例において、データ検出スキームは、シリアル検出ア
ルゴリズムに基づくデータ検出スキームであっても良く、このデータ検出スキームは、シ
リアル検出アルゴリズムに基づいて受信データを復号するために用いられることができる
。前に述べたように、パラレル検出アルゴリズム（例えば、ＭＰＡ）は、反復方式によっ
て、全ての端末機器のデータに同時に復号し、検出複雑度が比較的高い。これに対して、
本開示の実施例に係るシリアル検出アルゴリズムに基づくデータ検出スキームでは、比較
的低い検出複雑度を有する。本開示の実施例において、「シリアル検出アルゴリズムに基
づく」ことは、シリアル検出アルゴリズムのみを用いることに限定されず、データ検出ス
キームが少なくともシリアル検出を利用したという旨を指す。即ち、検査プロセスは、シ
リアル検出動作とパラレル検出動作を組み合わせることができる。
【００３０】
　前に述べたように、電子機器２００は、更に、検出情報収集部２１５を含んでも良い。
検出情報収集部２１５は、例えば、上り下りデータ伝送における検出情報、例えば、検出
誤差情報や検出複雑度情報などを収集するように配置されることができる。これにより、
更新部２１０は、これらの検出情報に基づいて、端末機器の再組分け、グループ内のリソ
ースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行う。電子機器２
００は検出情報収集部２１５を含まなく、他の手段（例えば、更新部２１０）にてその動
作及び機能を実行することができる。一つの実施例において、上り下りデータ伝送におけ
る検出情報を収集することによって、検出情報収集部２１５は、特定の端末機器に用いら
れる検出情報（例えば、この端末機器の検出誤差情報）、特定のグループに用いられる検
出情報（例えば、このグループ内の端末機器の平均検出誤差情報）及びシステム全体に用
いられる検出情報（例えば、システム全体における端末機器の平均検出誤差情報）を生成
するように配置されることができる。
【００３１】
　なお、電子機器２００は、上りリンクデータ伝送及び下りリンクデータ伝送のうちの少
なくとも一つに用いられることができる。一つの例において、電子機器２００は、基地局
１０５又は基地局１０５の一部であっても良い。例えば、上りリンク伝送において、電子
機器２００の組分け及び更新動作のうちの少なくとも一つは、基地局側の検出復号に用い
られることができ、下りリンク伝送において、電子機器２００の組分け及び更新動作のう
ちの少なくとも一つは、端末側の検出復号に用いられることができる。幾つかの実施形態
によれば、上りリンクデータ伝送において、検出情報収集部２１５は、基地局１０５から
検出情報を直接収集することができる。下りリンクデータ伝送において、検出情報収集部
２１５は、各端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊから検出情報を取得することができる。そ
れに応じて、各端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊにて各々の検出情報を報告することがで
きる。
【００３２】
　後で図５Ａ～図６を参照して具体的に説明するように、一つの例において、端末機器の
組分けに加えて、前処理部２０５は、更に、初期のリソースの配分を行い、初期のデータ
検出スキームを決定することができる。
【００３３】
　前処理部２０５、更新部２１０及び検出情報収集部２１５のうちの一つ又は複数は、例
えば、処理回路によって実現されることができる。ここで、処理回路は、コンピューティ
ングシステムにおいて機能を実行するデジタル回路システム、アナログ回路システム又は
混合信号（アナログとデジタルの組み合せ）回路システムの様々な実現方式を指すことが
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できる。処理素子は、例えば、集積回路（ＩＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）と
いう回路、独立のプロセッサーコアの一部のＯＲ回路、全体のプロセッサーコア、独立の
プロセッサー、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）というプログラマブ
ルハードウェア機器、及び／又は複数のプロセッサーを含むシステムを含むことができる
。
【００３４】
　なお、電子機器２００は、チップレベルで実現されることができ、又は他の外部部材を
含んで機器レベルで実現されることもできる。例えば、電子機器２００はコンプリートマ
シンとしていて、通信機器として動作することができる。
【００３５】
　注意すべきことは、上記各手段は、それが実現する具体的な機能に基づいて区分された
ロジックモジュールだけであり、具体的な実現方式を制限することを意図していない。実
際に実現される時、上記各機能部は、独立した物理エンティティとして実現されることが
でき、又はシングルのエンティティ（例えば、プロセッサー（ＣＰＵ又はＤＳＰ等）、集
積回路等）によって実現されることもできる。
【００３６】
　以下、図３Ａ～図９を参照して、電子機器２００及びその各手段が実行する具体的な例
示的な動作について詳しく説明する。
【００３７】
　まず、図３Ａ～図４Ｂを参照して、端末機器の組分けに関する例示的な動作について説
明する。一つの実施例において、端末機器情報は、チャネル状態情報を含んでも良く、こ
のチャネル状態情報は例えばチャンネル利得を含む。前処理部２０５が実行する端末機器
の組分けは、チャネル状態情報に基づいて端末機器（例えば、図１Ａ及び１Ｂに示される
端末機器１１０＿１～１１０＿Ｊ）をグループに組分けすることを含むことができる。一
つの実施例によれば、チャネル状態情報に基づいて端末機器をグループに組分けすること
により、同一グループ内の端末機器の間のチャンネル利得差を出来る限り大きくし、又は
所定の閾値よりも大きくする。「チャンネル利得差が所定の閾値よりも大きい」における
閾値は、予め定められた具体的な数値であっても良いし、アルゴリズムによって客観的に
表す何らかのチャンネル利得差の程度であっても良い。換言すれば、グループのアルゴリ
ズムが、客観的にそのグループ内に存在するチャンネル利得差を、ランダムに組分けする
時に生じるチャンネル利得差よりも大きくすることができれば、このような組分けのアル
ゴリズムは、チャンネル利得差を所定の閾値よりも大きくするものと見なされる。
【００３８】
　図３Ａは、端末機器の組分けに使用可能な一つの方式を示す。図３Ａにおけるパターン
ドメイン多元接続システムが用いた組分け方式により、同一グループ内の端末機器のチャ
ンネル利得が出来るだけ近くなる。これにより、異なるグループ間の端末機器は一般的に
比較的大きいチャンネル利得差を有するが、同一グループ内の端末機器は、比較的小さい
チャンネル利得差を有する。図３Ａに示すように、基地局に近く、チャンネル利得が比較
的大きい６個の端末機器は、同一グループに組分けされ、基地局から離れ、チャンネル利
得が比較的小さい６個の端末機器は他のグループに組分けされる。図３Ｂは、本開示の実
施例に係る端末機器の組分けの例示的な方式を示す。図３Ｂにおけるパターンドメイン多
元接続システムが用いた組分け方式により、同一グループ内の端末機器のチャンネル利得
差が出来るだけ大きくなる。チャンネル利得差が出来るだけ大きくなることは、同一グル
ープ内の端末機器のチャンネル利得が出来るだけ大きい多様性（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）を
有することである。同一グループ内の端末機器のチャンネル利得差を出来るだけ大きくす
るために、このグループ内の端末機器のチャンネル利得の分散を出来るだけ大きくするよ
うに要求することができる。一つの例において、グループ内の端末機器のチャンネル利得
の分散は、ある所定の閾値より大きければよく、即ち、この分散がある程度まで大きけれ
ばよい。図３Ｂに示すように、基地局に近く、チャンネル利得が比較的大きい３個の端末
機器と、基地局から離れ、チャンネル利得が比較的小さい３個の端末機器は、同一グルー
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プに組分けされ、残るの基地局に近い、及び基地局から離れた合計６個の端末機器は、他
のグループに組分けされる。図３Ａの組分け方式と比較して、図３Ｂにおける例示的な組
分け方式により、同一グループ内の端末機器のチャンネル利得差が比較的に大きくなる（
即ち、チャンネル利得が比較的大きい分散又は多様性を有する）ので、本開示の好ましい
組分け方式である。同一グループ内の端末機器のチャンネル利得差が比較的大きい場合、
シリアル検出アルゴリズムに基づいて、同一グループ内のデータに対して検出又は復号を
行うことにより、検出誤差を減少させることができる。これにより、パラレル検出アルゴ
リズムのみを使用する場合に比較して、検出又は復号の複雑度を減少させることができる
。
【００３９】
　一つの例において、端末機器の組分けの後、システムリソースを相応的に各グループに
配分し、かつ、一般的には、一つのグループに配分されるリソースは、一つの端末機器の
リソース需要より多く、グループ内の全ての端末機器のリソース需要より少ない。上記の
端末機器の組分けにより、同一のグループの端末機器は同一のグループのリソースを多重
化することができる。例えば、同一グループ内でパターンドメイン多元接続（例えば、Ｓ
ＣＭＡ）技術を使用することで、異なるグループの端末機器が異なるリソースを使用でき
るようにする。つまり、異なるグループに使用されるリソースは互に直交する。ＳＣＭＡ
技術を使用する場合、ＳＣＭＡは同期符号化技術であり、端末機器がシステムと同期する
ことを維持する必要がある。そのため、この場合、この同期条件を満たす端末機器を同一
グループに組分けすることができる。
【００４０】
　なお、端末機器情報は、それぞれ上り下りリンクに対応するチャネル状態情報、例えば
、上り下りリンクに対応するチャンネル利得を含むことができる。上り下りリンクのチャ
ネル状態情報に基づいて、上り下りリンクのそれぞれに対して端末機器の組分けを行い、
相応の端末機器の組分けのそれぞれを上り下りリンクデータ伝送に応用することができる
。なお、上り下りリンクチャネルが相互性（ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ）を満足する場合に
は、上りリンクのみ又は下りリンクのみに対して端末機器の組分けを行い、端末機器の組
分けの結果を上りリンクデータ伝送と下りリンクデータ伝送の両方に応用することによっ
て、端末機器の組分けに関連する演算負荷を軽減できるということは当業者にとって明白
である。この種類の典型的なシーンは、時分割二重化（ＴＤＤ）通信システムである。周
波数分割二重化（ＦＤＤ）通信システムにおいて、上り下り周波数帯が十分に接近する場
合も、上り下りリンクチャネルが基本的に相互性を満たすと見なされることができる。上
りリンク伝送に対して、基地局は例えば各端末機器から送信されるる上りリンクリファレ
ンスに基づいてチャネル推定を行うことで、各端末機器の上りリンクチャネル状態情報を
取得することができる。下りリンク伝送に対して、各端末機器は例えば基地局から送信さ
れる下りリンクリファレンスに基づいてチャネル推定を行うことで、各々の下りリンクチ
ャネル状態情報を取得してそれを基地局にフィードバックすることができる。
【００４１】
　幾つかの実施例において、端末機器をグループに組分けすることは、１）チャンネル利
得に基づいて端末機器を並べ替え、各端末機器を順次異なるグループに組分けすること、
２）チャンネル利得に基づいて、端末機器を、グループ中の端末機器数及び端末機器のチ
ャンネル利得レベルを指定するグループ配置テンプレートに整合することのうちの少なく
とも一方を含む。以下、図４Ａ及び図４Ｂを参照して、本開示の実施例に係る端末機器の
組分けの例示的な動作について説明する。
【００４２】
　図４Ａは、本開示の実施例に係る端末機器の組分けの例示的な動作を示す。図４Ａにお
いて、Ｊ個の端末機器４１０＿１～４１０＿ＪをＧ個のグループ４２０＿１～４２０＿Ｇ
に組分けするために、まず、これらの端末機器をチャンネル利得の低い順に又は高い順に
並び替える（この例では、チャンネル利得の高い順に並び替える）。次に、並べ替えられ
た端末機器を順次各グループに組分け又は配分する。例えば、第１ラウンドの配分におい
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て、端末機器４１０＿１はグループ４２０＿１に組分けされることができ、端末機器４１
０＿２はグループ４２０＿２に組分けされることができる。このように、最後に端末機器
４１０＿Ｇはグループ４２０＿Ｇに組分けされることができる。次に、第２ラウンドの配
分において、端末機器４１０＿（Ｇ＋１）からＧ個までの端末機器もこのＧ個のグループ
に順次組分けされることができる。その後、全ての端末機器がグループに組分けされるま
で次のラウンドの配分を行う。グループ４１０＿１を例とし、最後にこのグループに組分
けされる端末機器は、４１０＿１、４１０＿（Ｇ＋１）、４１０＿（２Ｇ＋１）などであ
る。このような方式によって、チャンネル利得が近い端末機器は、出来るだけ異なるグル
ープに組分けされ、これにより、同一グループ内の端末機器の間のチャンネル利得差を出
来るだけ大きくする。
【００４３】
　端末機器の組分けの他の例示的な動作において、電子機器２００に予め設定されたグル
ープ配置テンプレートを記憶しておき、このグループ配置テンプレートは、グループに組
分け可能な端末機器数及び相応の端末機器のチャンネル利得レベルを規定することができ
る。この例において、端末機器をグループに組分けする過程は、実際に、グループ配置テ
ンプレートに基づいて特定数のチャンネル利得レベルを満たす端末機器をこのグループ配
置テンプレートに整合することによって、一つ又は複数の端末機器の組分けをインスタン
ス化する過程である。図４Ｂは、本開示の実施例に係る端末機器の組分けに用いられるグ
ループ配置テンプレートの例を示す。図４Ｂに示すように、グループ配置テンプレート１
は、グループが８個の端末機器を有することができることを指定し、そのうち、２個の端
末機器のチャンネル利得が１２であり、２個の端末機器のチャンネル利得が８であり、２
個の端末機器のチャンネル利得が４であり、残るの２個の端末機器のチャンネル利得が１
である。同様に、グループ配置テンプレート２は、グループが６個の端末機器を有するこ
とができることを指定し、そのうち、３個の端末機器のチャンネル利得が１０であり、残
るの３個の端末機器のチャンネル利得が２である。端末機器の組分けを行うにあたり、例
えば、システムに４０個の端末機器がある場合、チャンネル利得レベルを満たす２４個の
端末機器がグループ配置テンプレート１に基づいて３つのグループにインスタンス化され
、チャンネル利得レベルを満たす１２個の端末機器がグループ配置テンプレート２に基づ
いて２つのグループにインスタンス化され、残る８個の端末機器がチャンネル利得が整合
しないため単独のグループに組分けされることができる。当然のことながら、他の例にお
いて、上記の残る８個の端末機器も他のグループ配置テンプレートに基づいてグループに
インスタンス化されることができる。
【００４４】
　なお、グループ内の端末機器数が大きいほど、このグループのリソース数が多くなるた
め、検出複雑度は大きくなり、その逆もまた然りである。グループ内の端末機器のチャン
ネル利得差が大きいほど、検出性能は良くなり、その逆もまた然りである。そのため、予
めグループ検出テンプレートを配置する時、異なる検出需要を考慮する必要があり、グル
ープ内の端末機器数及びチャンネル利得差によって検出需要を満たすグループ検出テンプ
レートを配置することができる。
【００４５】
　なお、グループ配置テンプレートにおける上記のチャンネル利得値は、チャンネル利得
の絶対値であってもよいし、正規化した値であってもよい。そして、チャンネル利得に基
づいて端末機器をグループ配置テンプレートに整合する過程に、端末機器のチャンネル利
得とグループ配置テンプレートにおいて指定されたチャンネル利得とが完全に同一である
ことを要求しなくても良く、両方が所定の許容範囲内で整合すればよい。このような方式
によって、グループ配置テンプレートにおける各チャンネル利得は、１個のチャンネル利
得の範囲であっても良く、この範囲に入るチャンネル利得であればグループ配置テンプレ
ートの相応の位置に整合することができる。例えば、グループ配置テンプレート２に対し
て、実際にこのテンプレートに整合する６個の端末機器のチャンネル利得は、［１０．９
，９．８，９．７，２．５，２．０，１．９］であっても良い。



(18) JP 2020-509644 A 2020.3.26

10

20

30

40

50

【００４６】
　以上の方法で端末機器をグループに組分けすることによって、同一グループ内の端末機
器の間のチャンネル利得差を出来るだけ大きくし、又は少なくとも所定の閾値よりも大き
くすることができる。当然のことながら、以上の方式はただ例示的なものであり、当業者
は、他の組分け方式を構想して、基本的に同様の効果を実現することができる。例えば、
端末機器をグループに組分けする過程において、各グループに対して、まず、１個の初期
端末機器を組分けし、その後、初期端末機器とのチャンネル利得差が最大である端末機器
を添加することができる。一つの実施例において、両端末機器間のチャネル利得差を下記
のｄｉ，ｊと定義することができる。
【数３】

【００４７】
　ここで、hiは第ｉ個の端末機器のチャンネル利得を表し、ｄｉ，ｊは第ｉと第ｊ個の端
末機器の間のチャネル利得差を表す。グループ数Ｇに基づいて、まず、グループ毎に初期
端末機器として１個の端末機器Ｕｇ，ｇ＝１，２，…，Ｇをランダムに組分けする。次に
、グループ毎に１個の添加すべき端末機器を選択し、この添加すべき端末機器と、このグ
ループに組分けされる初期端末機器とのチャンネル利得差を最大にし、即ちａｒｇｍａｘ

ｉｄｉ，ｇにする。各グループに選択された端末機器を添加した後、この選択及び添加プ
ロセスを繰り返す。即ち、全ての端末機器がグループに組分けされるまで、毎回グループ
に組分けされる初期端末機器とのチャネル利得差が最大である端末機器を選択し、添加す
る。
【００４８】
　前に述べたように、電子機器２００（例えば、前処理部２０５によって）は、更に、初
期データ検出スキームを決定するように配置されることができる。以下の例示的な方法に
加え、当業者は、任意の適当な方式を利用してデータ検出スキームを決定することができ
る。
【００４９】
　一つの実施例において、データ検出スキームを決定することは、グループ内の端末機器
をレベル付けすることを含む。これにより、少なくとも一つのレベルが二つ又はより多い
の端末機器を含むようになる。レベル付けの結果に基づいて、レベルの異なる端末機器は
シリアル検出アルゴリズムによって検出され、同一レベルの複数の端末機器はパラレル検
出アルゴリズムによって検出される。一つの例示的な実施例において、グループ内の端末
機器をレベル付けすることは、端末機器をチャンネル利得の高低に従い相応のレベルに組
分けすることを含み、比較的高いチャンネル利得に対応するレベル内の端末機器のデータ
ストリームの検出順位が早い。例えば、比較的高いチャンネル利得を有する端末機器は、
検出順位が早いレベルに組分けされ、中間のチャンネル利得を有する端末機器は、検出順
位が中間となるレベルに組分けされ、比較的低い利得を有する端末機器は、検出順位が遅
いレベルに組分けされる。このようにすることで、シリアル検出アルゴリズムによって、
チャンネル利得差が比較的大きい端末機器のデータストリームが形成した異なるレベルに
対してシリアル検出を行い、パラレル検出アルゴリズムによって、チャンネル利得が近い
端末機器のデータストリームに対してパラレル検出を行うことができる。
【００５０】
　前に述べたように、パターンドメイン多元接続システムにおいて、リソース数及び端末
機器数が大きいほど、パラレル検出アルゴリズムの複雑度は高くなる。シリアル検出アル
ゴリズムの複雑度がパラレル検出アルゴリズムより低くても良いことを考慮して、端末機
器の組分けに基づいて、検出複雑度をさらに低減させ、パラレル検出の性能が良好である
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利点を維持するために、次のような実行可能な例示的な方式があり得る。即ち、グループ
内の端末機器をレベル付けすることにより、一つ又は複数のレベルが複数の端末機器を含
むようにし、レベルの異なる端末機器をシリアル検出アルゴリズムによって検出され、同
一レベルの複数の端末機器をパラレル検出アルゴリズムによって検出されることができる
。このように、シリアル検出アルゴリズムに基づくデータ検出スキームを得て、該データ
検出スキームでは、端末機器グループ内の各レベル全体をシリアル検出対象として検出し
、単独のレベルにおける各端末機器をパラレル検出対象として検出する。
【００５１】
　上記の組分け方式により、同一グループ内の端末機器間のチャンネル利得差を出来るだ
け大きくし又は所定の閾値よりも大きくする場合、端末機器をチャンネル利得の高低に従
い相応のレベルに組分けすることにより、シリアル検出アルゴリズムが比較的低い検出誤
差を有するようにすることができ、これによって、シリアル検出アルゴリズム（シリアル
検出アルゴリズムとパラレル検出アルゴリズムを組み合わせたものを含む）に基づく検出
アルゴリズムが複雑度と検出誤差を両立させることができる。
【００５２】
　上記データ検出スキームは、上りリンクデータ伝送及び下りリンクデータ伝送の両方に
適用することができる。上りリンクデータ伝送に対して、基地局にてこのデータ検出スキ
ームを実行することができる。一方、下りリンクデータ伝送に対して、各端末機器にてこ
のデータ検出スキームを実行することができる。
【００５３】
　具体的には、上りリンクデータ伝送に対して、基地局にてシリアル検出アルゴリズムに
基づくデータ検出スキームにおける各レベルの検出を実行することができる。例えば、第
１レベルの検出に対して、この基地局は、特定のグループ内の各端末機器からのパターン
ドメイン多元接続技術（例えば、ＳＣＭＡ）によって多重化された信号を受信して入力と
し、パラレル検出アルゴリズム（例えば、ＭＰＡ）によってグループ内の第１レベルの端
末機器からの信号を検出することができる。第１レベルの検出において、その後のレベル
（即ち、第２レベル、第３レベルなど）の端末機器からの信号は干渉又はノイズと見なさ
れ、第１レベルの端末機器のデータストリームに対してパラレル検出を行う。その後、第
二レベルの検出を行うことができ、そのうち、上記の受信信号から第１レベルの端末機器
の信号に対応する部分を引いたものを第２レベルの検出の入力とし、パラレル検出アルゴ
リズムによって、グループ内の第２レベルの端末機器からの信号を検出する。同様に、第
２レベルの検出において、その後のレベル（即ち、第３レベル、第４レベルなど）の端末
機器からの信号は干渉又はノイズと見なされ、第２レベルの端末機器のデータストリーム
に対してパラレル検出を行う。その後、全てのレベルの検出を完成させるまで、同様に第
３レベル、第４レベルなどの検出を行う。これにより、グループ内の各レベルの端末機器
からの信号を検出する。なお、第１レベルの検出の入力は受信信号であってもよいが、第
２レベルの検出から、受信信号からその前のレベルの端末機器の信号に対応した部分を引
いたものを各レベルの検出の入力とする必要がある。好ましい例において、チャンネル利
得が比較的大きい端末機器を第１レベルに組分けする。その後のレベルの干渉が存在して
も、第１レベルの検出は依然として比較的高い正答率で完成させることができる。これに
よって、誤差がその後のレベルの検出に伝えることを避けることができる。レベル毎にこ
のようにすれば、全体の復号レートを向上させることができる。
【００５４】
　下りリンクデータ伝送に対して、特定のグループの各レベルの端末機器によってシリア
ル検出アルゴリズムに基づくデータ検出スキームにおける一部又は全部のレベルの検出を
実行することができる。上りリンクデータ伝送において基地局が全てのレベルの検出を実
行すると異なって、下りリンクデータ伝送において、各レベルの端末機器は、シリアル検
出に基づく検出スキームをそのレベルに対応する検出まで実行すればよい。例えば、第１
レベルの端末機器は、第１レベルの検出のみを実行することができ、そのうち、端末機器
は、基地局から特定のグループ内の各端末機器へ送信される、パターンドメイン多元接続
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技術（例えば、ＳＣＭＡ）で多重化された信号を受信して入力とし、パラレル検出アルゴ
リズム（例えば、ＭＰＡ）によって第１レベルの端末機器自身へ送信される信号を検出す
ることができる。第２レベルの端末機器は、第１レベル及び第２レベルの検出を実行する
必要があり、そのうち、第１レベルの検出の動作は、第１レベルの端末機器に類似する。
第２レベルの検出において、第２レベルの端末機器が上記の受信信号から第１レベルの端
末機器の信号に対応する部分を引いたものを第２レベルの検出の入力とし、パラレル検出
アルゴリズムによって、第２レベルの端末機器へ送信される信号を検出することができる
。第３レベルの端末機器は、第１～第３レベルの検出を実行する必要があり、第４レベル
の端末機器は、第１～第４レベルの検出を実行する必要がある。以降もこれに準じて、最
後のレベルの端末機器は、相応のレベルの端末機器に送信される信号を検出するために、
全てのレベルの検出を実行する必要がある。なお、第１レベルの検出の入力は受信信号で
あってもよいが、第２レベルの検出からは、受信信号からその前のレベルの端末機器の信
号に対応する部分を引いたものを各レベルの検出の入力とする必要がある。
【００５５】
　一つの例において、単独のグループ内の端末機器に対してシリアル検出アルゴリズム（
例えば、ＳＩＣ）に基づくデータ検出スキームを決定するために、各端末機器をチャンネ
ル利得の高低に従い若干のレベルに組分けすることができる。シリアル検出アルゴリズム
は、まず検出しやすい端末機器（例えば、チャンネル利得が比較的高いもの、受信信号対
雑音比が比較的高いもの）を検出することを特徴とするので、比較的高いチャンネル利得
に対応するレベル内の端末機器のデータストリームは検出順位が早い。一つの例において
、差が所定の閾値範囲内にあるチャンネル利得を１つのレベルに分けることができる。例
えば、６個の端末機器のチャンネル利得［１０．９，９．８，９．７，２．５，２．０，
１．９］に対して、一般的には、仮に閾値範囲が２であるとして、チャンネル利得［１０
．９，９．８，９．７］は、最大の差が１０．９－９．７＝１．２（＜２）であるため、
１つのレベルに対応すると見なされることができる。同様に、チャンネル利得［２．５，
２．０，１．９］は、最大の差が２．５－１．９＝０．６（＜２）であるため、他のレベ
ルに対応すると見なされることができる。その後、前の３個の端末機器を第１レベルに組
分けして、後の３個の端末機器を第２レベルに組分けすることができる。また、仮に閾値
範囲が１であるとして、１０．９－９．８＝１．１（＞１）であるため、チャンネル利得
１０．９は単独で１つのレベルに対応すると見なされることができる。チャンネル利得［
９．８，９．７］は、１つのレベルに対応すると見なされることができ、チャンネル利得
［２．５，２．０，１．９］は他のレベルに対応すると見なされることができる。
【００５６】
　以下、図５Ａ～図５Ｄを参照して、本開示の実施例に係る例示的なデータ検出スキーム
の検出処理について説明する。そのうち、図５Ａ～図５Ｃは、上りリンクデータ伝送に対
して検出を行う例であり、図５Ｄは、下りリンクデータ伝送に対して検出を行う例である
。本開示の幾つかの実施例は、一種類のシリアル検出受信機に関わり、このシリアル検出
受信機は、データ検出スキームの検出処理を実行するように配置されることができる。例
えば、このシリアル検出受信機は、受信したパターンドメイン多元接続信号を、レベル付
け、復号するために、少なくとも２レベルのパラレル検出部を含むように配置されること
ができる。そのうち、各レベルのパラレル検出部は、パラレルなマルチ端末機器データ検
出をサポートし、前のレベルのパラレル検出部の復号出力は、後のレベルのパラレル検出
部の既知の干渉とされ、受信信号から取り除かれ、前のレベルのパラレル検出部の対象デ
ータストリームのリソースの直交性は、後のレベルのパラレル検出部の対象データストリ
ームのリソースの直交性よりも優れている。一つの例において、パターンドメイン多元接
続はＳＣＭＡ又はＰＤＭＡを含む。本開示の無線通信システムに用いられる電子機器は上
記シリアル検出受信機を含んでもよい。
【００５７】
　図５Ａは、本開示の実施例に係るシリアル検出アルゴリズムに基づく例示的なデータ検
出スキームの検出処理を示す。図５Ａに示すように、パターンドメイン接続システムにお
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ける特定のグループ内の６個の端末機器１～６に対して、仮に端末機器１及び２が第１レ
ベルに分けられ、端末機器３及び４が第２レベルに分けられ、端末機器５及び６が第３レ
ベルに分けられるとする。これら６個の端末機器に用いられるデータは、パターンドメイ
ン多元接続方式によって多重化された後、無線伝送によって受信端で受信される。受信信
号をy=Σ6

j=1diag(hj)xj+n（正式表記は下記※6）で表すことができる。ここで、ｈｊは
端末機器ｊのチャネル行列を示し、ｘｊは端末機器ｊに用いられるデータを示し、ｎはノ
イズを示し、ｄｉａｇは括弧内のベクトルで対角行列を構築することを示す。受信信号ｙ
に対して、シリアル検出アルゴリズムに基づくデータ検出スキームは、レベル毎に各端末
機器に用いられるデータを検出することができる。まず、第１レベルの検出を行い（例え
ば、シリアル検出受信機の第１レベルのパラレル検出部にて実行することができる）、入
力信号ｙに対して、端末機器の第１レベルをシリアル検出対象とし、パラレル検出アルゴ
リズムによって端末機器１及び２に用いられるデータｘ１、ｘ２に復号する。次に、第２
レベルの検出を行い（例えば、第２レベルのパラレル検出部にて実行することができる）
、入力信号ｙから、復号されたデータｘ１、ｘ２に対応する部分を引いたものを入力とし
、端末機器の第２レベルをシリアル検出対象とし、且つパラレル検出アルゴリズムによっ
て端末機器３及び４に用いられるデータｘ３、ｘ４に復号する。第３レベルの検出に対し
て（例えば、第３レベルのパラレル検出部にて実行することができる）、前のレベルの入
力信号から、復号されたデータｘ３、ｘ４に対応する部分を引いたものを入力とし、端末
機器の第３レベルをシリアル検出対象とし、且つパラレル検出アルゴリズムによって端末
機器５及び６に用いられるデータｘ５、ｘ６に復号する。上りリンクデータ伝送において
、基地局は上記の動作によって端末機器１～６に用いられるデータに復号することができ
る。
【数４】

【００５８】
　一つの実施形態によれば、使用可能なシリアル検出アルゴリズムとしては、逐次干渉キ
ャンセラ（ＳＩＣ）アルゴリズムが挙げられ、使用可能なパラレル検出アルゴリズムとし
て、ＭＰＡアルゴリズムが挙げられる。この場合、依然として上記のシリアル検出受信機
を用いて検出処理を行うことができ、且つ、このシリアル検出受信機はＳＩＣ受信機とし
て実現されることができ、パラレル検出部はＭＰＡユニットとして実現されることができ
る。図５Ｂは、本開示の実施例に係るＳＩＣに基づく例示的なデータ検出スキームの検出
処理を示す。具体的なアルゴリズムが限定されたことを除き、この例は図５Ａに類似して
も良い。このデータ検出スキームは、例えば、ＳＣＭＡシステムに用いられることができ
る。図５Ｂに示すように、依然として３つのレベルに分けられる６個の端末機器１～６で
あり、これら６個の端末機器に用いられるデータはＳＣＭＡによって多重化された後、無
線伝送によって受信端で受信され、ｙと表される。受信信号ｙに対して、シリアル検出ア
ルゴリズムＳＩＣに基づくデータ検出スキームは、各端末機器に用いられるデータをレベ
ル毎に検出することができる。まず、第１レベルの検出を行い（例えば、ＳＩＣ受信機の
第１レベルのＭＰＡ手段にて実行することができる）、入力信号ｙに対して、端末機器の
第１レベルをＳＩＣ検出対象とし、ＭＰＡによって、端末機器１及び２に用いられるデー
タｘ１、ｘ２に復号する。図５Ｂの右側に示すように、ＭＰＡ復号は、端末機器１及び２
に対応する因子グラフＦ１（即ち、システム因子グラフから端末機器１及び２に対応する
列を取り出して形成する）を用いることができる。次に、第２レベルの検出を行い（例え
ば、第２レベルのＭＰＡ手段にて実行することができる）、入力信号ｙから、復号された
データｘ１、ｘ２に対応する部分を引いたものを入力とし、端末機器の第２レベルをＳＩ
Ｃ検出対象とし、ＭＰＡによって、端末機器３及び４に用いられるデータｘ３、ｘ４に復
号する。そのうち、図５Ｂの右側に示すように、ＭＰＡ復号は、端末機器３及び４に対応
する因子グラフＦ２（即ち、システム因子グラフから端末機器３及び４に対応する列を取
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り出して形成する）を用いることができる。第３レベルの検出に対して（例えば、第３レ
ベルのＭＰＡにて実行することができる）、前のレベルの入力信号から、復号されたデー
タｘ３、ｘ４に対応する部分を引いたものを入力とし、端末機器の第３レベルをＳＩＣ検
出対象とし、ＭＰＡによって、端末機器５及び６に用いられるデータｘ５、ｘ６に復号す
る。そのうち、図５Ｂの右側に示すように、ＭＰＡ復号は、端末機器５及び６に対応する
因子グラフＦ３（即ち、システム因子グラフから端末機器５及び６に対応する列を取り出
して形成する）を用いることができる。前に述べたように、ＳＣＭＡシステムに対して、
各リソース因子ノードでの検出複雑度はM^df（正式表記は上記※4）に比例する。図５Ｂ
における因子グラフＦ１～Ｆ３に示すように、グループ内の端末機器をレベル付けするこ
とにより、実際に、毎回のＭＰＡ検出において単独のリソース因子ノードにオーバーラッ
プする可能性のある端末機器数ｄｆを減少させるので、毎回のＭＰＡ検出の複雑度を減少
させることができる。
【００５９】
　図５Ｃは、本開示の実施例に係るＳＩＣに基づく他の例示的なデータ検出スキームの検
出処理を示す。グループ内の端末機器１～６が２つのレベルに分けられることを除き、図
５Ｃの例は図５Ｂに類似する。図５Ｃに示すように、端末機器１及び２は第１レベルに分
けられ、端末機器３～６は第２レベルに分けられる。これら６個の端末機器に用いられる
データは、ＳＣＭＡによって多重化された後、無線伝送によって受信端で受信され、ｙと
表される。受信信号ｙに対して、シリアル検出アルゴリズムＳＩＣに基づくデータ検出ス
キームにより、レベル毎に各端末機器に用いられるデータを検出することができる。まず
、第１レベルの検出を行い、入力信号ｙに対して、端末機器の第１レベルをＳＩＣの検出
対象とし、ＭＰＡによって、端末機器１及び２に用いられるデータｘ１、ｘ２に復号する
。そのうち、図５Ｃの右側に示すように、ＭＰＡ復号は、端末機器１及び２に対応する因
子グラフを用いることができる（即ち、システム因子グラフから端末機器１及び２に対応
する列を取り出して形成する）。次に、第２レベルの検出を行い、入力信号ｙから、復号
されたデータｘ１、ｘ２に対応する部分を引いたものを入力とし、端末機器の第２レベル
をＳＩＣの検出対象とし、ＭＰＡによって、端末機器３～６に用いられるデータｘ３、ｘ
４、ｘ５及びｘ６に復号する。そのうち、ＭＰＡ復号は、端末機器３～６に対応する因子
グラフ（即ち、システム因子グラフから端末機器３～６に対応する列を取り出して形成す
る）を用いることができる。図５Ｂの場合と似たように、図５Ｃの検出処理は、上記のＳ
ＩＣ受信機を用いて実行することができる。但し、ここで２レベルのＭＰＡ手段だけで検
出処理を完了させるのに対して、図５Ｂの検出処理では３レベルのＭＰＡ手段によって完
成させる必要があることが相違する。
【００６０】
　上記の図５Ａ～５Ｃは、具体的に上りリンクデータ伝送を例として本開示の応用例につ
いて説明した。当然のことながら、上り下りリンクデータ伝送に対して、このデータ検出
過程はそれぞれ基地局と各端末機器で実行され、データの流れるチャネルが異なることを
除き、他のフローは全て似ている。以下、図５Ｄを例として本開示に係る下りリンクデー
タ検出について簡単に説明する。図５Ｄに示すように、パターンドメイン接続システムに
おける特定のグループ内の６個の端末機器１～６に対して、仮に端末機器１及び２が第１
レベルに分けられ、端末機器３及び４が第２レベルに分けられ、端末機器５及び６が第３
レベルに分けられるとする。これら６個の端末機器に用いられる下りデータは、パターン
ドメイン多元接続方式によって多重化された後、無線伝送によって受信端ｉで受信される
。受信信号はyi=diag(hi)Σ6

j=1xj+n（正式表記は下記※7）と表されることができる。こ
こで、ｈｉは端末機器ｉのチャネル行列を示し、ｘｊは端末機器ｊに用いられるデータを
示し、ｎはノイズを示し、ｄｉａｇは括弧内のベクトルで対角行列を構築することを示す
。端末機器ｉの受信信号ｙｉに対して、シリアル検出アルゴリズムに基づくデータ検出ス
キームにより、レベル毎に各端末機器に用いられるデータを検出することができる。まず
、第１レベルの検出を行い（例えば、シリアル検出受信機の第１レベルのパラレル検出部
にて実行することができる）、入力信号ｙｉに対して、端末機器の第１レベルをシリアル
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検出対象とし、且つパラレル検出アルゴリズムによって端末機器１及び２に用いられるデ
ータｘ１、ｘ２に復号する。次に、第２レベルの検出を行い（例えば、第２レベルのパラ
レル検出部にて実行することができる）、入力信号ｙｉから、復号されたデータｘ１、ｘ
２に対応する部分を引いたものを入力とし、端末機器の第２レベルをシリアル検出対象と
し、且つパラレル検出アルゴリズムによって端末機器３及び４に用いられるデータｘ３、
ｘ４に復号する。第３レベルの検出に対して（例えば、第３レベルのパラレル検出部にて
実行することができる）、前のレベルの入力信号から、復号されたデータｘ３、ｘ４に対
応する部分を引いたものを入力とし、端末機器の第３レベルをシリアル検出対象とし、且
つパラレル検出アルゴリズムによって端末機器５及び６に用いられるデータｘ５、ｘ６に
復号する。下りリンクデータ伝送において、端末機器１及び２は、第１レベルの検出のみ
を実行しても良く、端末機器３及び４は、第１レベル及び第２レベルの検出を実行する必
要があり、端末機器５及び６は、第１レベル～第３レベルの検出を実行する必要がある。
これによって、端末機器自身に用いられるデータに復号する。仮に変調方式がＱＰＳＫ、
即ち、コンステレーション図におけるポイント数がＭ＝４であるとして、図５Ｂにおける
検知動作の複雑度は（41+41+41）にかかわり、図５Ｃにおける検知動作の複雑度が（41+4
2）に関わっても良い。同様の変調方式及びリソースの配分方式に対して、ＭＰＡのみを
行う複雑度が（43）に関わっても良く（Ｆ１～Ｆ３によって構成される因子グラフ全体に
おいて、各リソース因子ノード上にオーバーラップする端末機器数が３であるから）、シ
リアル検出のみを行う場合、検出複雑度が最も低い。上記から分かるように、図５Ｂ、５
Ｃにおける例示的なデータ検出スキームは、パラレル検出アルゴリズム（例えば、ＭＰＡ
アルゴリズム）とシリアル検出アルゴリズム（例えば、ＳＩＣアルゴリズム）の複雑度の
トレードオフを実現することができる。更に、図５Ｂ、５Ｃから分かるように、グループ
内のレベル数が多いほど、検出複雑度は小さくなるが、検出性能はそれに応じて低下する
。そのため、シリアル検出アルゴリズムとパラレル検出アルゴリズムを組み合わせて検出
アルゴリズム設計を行うことも検出複雑度と検出性能に対するトレードオフである。
【数５】

【００６１】
　前に述べたように、電子機器２００（例えば、前処理部２０５によって）は、更に、初
期のリソースの配分を行うように配置されることができる。以下、図６を参照して、本開
示の実施例に係るグループ内のリソースの配分の例を説明する。この例の他に、当業者は
任意の適当な方式で初期のリソースの配分を行うことができる。
【００６２】
　一つの実施例において、決定されたグループ内のリソースの配分は、同一レベルの端末
機器のデータストリーム間のリソースオーバーラップを出来るだけ小さくすることができ
る。図６は、ＳＣＭＡシステムを例として、本開示の実施例に係るグループ内のリソース
の配分の一例を示す。ＳＣＭＡシステムにおけるリソースの配分は、因子グラフマトリク
スＦによって表すことができる。そのうち、因子グラフマトリクスＦにおける各行は、一
つのリソースノードに対応し、各列は、１個の端末機器に対応し、第ｉ行第ｊ列の要素が
１であることは、端末機器ｊがリソースｉを占有することを示し、第ｉ行第ｊ列の要素が
０であることは、端末機器ｊがリソースｉを占有しないことを示す。図６における因子グ
ラフマトリクスＦは、図５Ｂにおける検出アルゴリズムに対応する例であり、Ｆ１、Ｆ２
及びＦ３は順にそれぞれＦの二列を取り出す。一つの例において、依然として端末機器１
及び２が第１レベルに分けられ、端末機器３及び４が第２レベルに分けられ、端末機器５
及び６が第３レベルに分けられるとする。図６に示すように、Ｆで表されるグループ内の
リソースの配分は、各レベル内で異なる端末機器のデータストリームがそれぞれ異なるリ
ソースを占有するようにする。即ち、リソースオーバーラップを出来るだけ小さくする（
この時も最も小さい）。他の例において、仮に端末機器３～６が１つのレベルに分けられ
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るとする。各端末機器のリソース需要制限によって（即ち、需要リソース数が２である）
、この時、Ｆで表されるグループ内のリソースの配分は、端末機器３～６のデータストリ
ームがそれぞれ異なるリソースを占有するようにすることができないが、リソースオーバ
ーラップを出来るだけ小さくすることができる。
【００６３】
　同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラップが出来るだけ小
さいことは、実際に、単独のリソース因子ノード上にオーバーラップする端末機器数ｄｆ
を減少させる。そのため、毎回のＭＰＡ検出の複雑度を減少させることができる。一つの
例において、グループ内のリソースの配分を行う時、レベルが前である端末機器のデータ
ストリーム間のリソースオーバーラップを優先的に出来るだけ小さくすることができる。
これにより、検出順位の早い端末機器の検出性能を良好にし、シリアル検出における誤差
が伝えられるのを避けることができる。さらに、他の例において、シリアル検出において
検出順位の早い端末機器のデータストリームと、検出順位がその後の他のデータストリー
ムとのリソースを出来るだけ直交させることができ、同様にシリアル検出における誤差が
伝えられるのを避けることに寄与する。
【００６４】
　上記のように、上りリンクデータ伝送及び下りリンクデータ伝送において、データ検出
スキームを実行する機器は異なっていてもよい。上りリンクデータ伝送に対して、基地局
側でデータ検出スキームを実行することができる。下りリンクデータ伝送に対して、端末
機器側でデータ検出スキームを実行することができる。基地局が比較的多い処理リソース
を有することができるので、復号能力が比較的強く、各種の複雑度の検出を実行すること
ができる。これに対して、端末機器は一般的に限られた処理リソースを有する可能性があ
り、それに応じて、復号能力は比較的弱い。そして、異なる端末機器では、復号能力に差
があるため、所定の検出複雑度のみをサポートする。例えば、一部の端末機器は、パラレ
ル検出アルゴリズム（例えば、ＭＰＡ）及びシリアル検出アルゴリズム（例えば、ＳＩＣ
）をサポートすることができ、他の端末機器は、シリアル検出アルゴリズム（例えば、Ｓ
ＩＣ）のみをサポートすることがある。そのため、下りリンクデータ伝送に対して、電子
機器２００（例えば、前処理部２０５）は、端末機器を組分けし、データ検出スキームを
決定する時、各端末機器の復号能力を考慮して、端末機器の組分け、グループ内のレベル
付け、リソースの配分を適切に行うべきである。
【００６５】
　一つの実施例において、基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、特定
の端末機器の復号能力がシリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、グループ内
の端末機器をレベル付けすることは、この特定の端末機器に比較的高い下りリンク伝送電
力を配分し、且つこの特定の端末機器を単独で検出順位ができるだけ早いレベルに組分け
することを含んでも良い。
【００６６】
　前に述べたように、一般的には、グループ内の端末機器をレベル付けすることは、端末
機器をチャンネル利得の高低に従い相応のレベルに組分けすることを含むことができる。
また、一般的には、比較的高いチャンネル利得に対応するレベル内の端末機器のデータス
トリームの検出順位が早い。端末機器の復号能力を考慮して、一つの例において、データ
検出スキームを決定する時、シリアル検出アルゴリズム（例えば、ＳＩＣ）のみをサポー
トする端末機器を単独で１つのレベルに組分けすることができる。これによって、この端
末機器はレベル内でパラレル検出を実行する必要がなく、シリアル検出アルゴリズムのみ
によって復号する。シリアル検出において、順位の早い検出処理は相対的に簡単であるた
め、シリアル検出アルゴリズム（例えば、ＳＩＣ）のみをサポートする端末機器の処理負
担をさらに低減させるために、それを単独で検出順位ができるだけ早いレベルに組分けす
ることができる。この時、シリアル検出はレベルは前の受信信号の強度が比較的高いこと
を要求することを考慮して、この端末機器の受信信号の強度を向上させるために、この端
末機器に比較的高い下りリンク伝送電力を配分する必要がある。
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【００６７】
　一つの実施例において、基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、特定
の端末機器の復号能力がシリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、端末機器を
グループに組分けすることは、更に、シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする端末
機器を同一グループに組分けすることを含み、このグループ内の端末機器はシリアル検出
アルゴリズムのみによって検出される。
【００６８】
　場合によって、端末機器の処理能力に基づいて端末機器の復号能力を定義することがで
き、処理能力が強いほど、復号能力は高くなる。逆もまた然りである。場合によって、更
に、サービスの復号レイテンシ要求に応じて、端末機器の復号能力を修正することができ
る。復号レイテンシ要求が高いほど、復号能力は低下する。逆もまた然りである。端末機
器の復号能力は異なる表現形式があり、以下は２種類の例示的な表現形式であり、当業者
は、他の適当な表現形式を構想することができる。
【００６９】
　１）復号能力インジケーター（ｄｅｃｏｄｉｎｇ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ）で示す。例えば、復号能力を５つのレベルに分け、復号能力インジケーター１
～５（又はＡ～Ｅ）で示し、５（又はＥ）は復号能力が最も高いことを示し、１（又はＡ
）は復号能力が最も低いことを示すことができる。更に、例えば、復号能力インジケータ
ー１を用いて、端末機器がパラレル検出アルゴリズム（例えば、ＭＰＡ。この時、端末機
器はＳＩＣなどのシリアル検出アルゴリズムをサポートすることもできる）をサポートで
きることを示し、復号能力インジケーター０を用いて、端末機器がシリアル検出アルゴリ
ズム（例えば、ＳＩＣ）のみをサポートすることを示す。
【００７０】
　２）具体的な数値パラメータで示す。例えば、このパラメータは、端末機器において復
号するための計算リソースであっても良く、例えば、ＧＨｚを単位とする。端末機器にお
いて復号するために用いられる計算リソースが多いほど、復号能力は強くなる。逆もまた
然りである。
【００７１】
　一つの実施例において、端末機器は、初期的に自身の復号能力を基地局に報告すること
ができる（例えば、ＲＲＣ層シグナリングの形など）。これにより、電子機器２００はそ
れを取得して、端末機器の組分け、グループ内のレベル付け又はリソースの配分を適切に
行うことができる。
【００７２】
　一つの実施例において、下りリンクデータ伝送に対して、電子機器２００（又は検出情
報収集部２１５）は、端末機器から下りリンクデータ伝送の検出情報を取得することによ
り、端末機器の再組分け、グループ内のリソースの再配分及びデータ検出スキームの更新
のうちの少なくとも１つを行うように配置されることができる。
【００７３】
　端末機器に対して組分けを行い、データ検出スキームを決定し、リソースを配分する前
処理の各種の実施例について説明したが、組分け、データ検出スキームの決定及びリソー
スの配分の具体的な態様は決してこれらの実施例に限定されず、例えば、前処理時には、
通常の方式を使用してデータ検出スキームを決定することができ（例えば、グループ内で
１つのレベルのみを含むパラレル検出アルゴリズムを利用して）、リソースの配分は、ラ
ンダムに行うか、又は通常の方式で行うことができる。
【００７４】
　以上のように、図３Ａ～図６を参照して電子機器２００の前処理部２０５が実行する具
体的な例示的な動作について詳細に説明した。前処理部２０５は、端末機器の組分け、初
期のリソースの配分を行い、初期のデータ検出スキームを決定した後、必要な相応の情報
を各端末機器に通知する必要がある。例えば、端末機器から基地局への上りリンクデータ
伝送に対して、リソースの配分を行った後、端末機器に相応のリソースの配分の結果を通
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知することができる。端末機器は、このリソースの配分の結果に基づいて、上りリンクデ
ータ伝送を行うことができる。更に、例えば、基地局から端末機器への下りリンクデータ
伝送に対して、端末機器の組分け、リソースの配分、データ検出スキームの決定のうちの
少なくとも１つを実行した後、端末機器に相応の端末機器の組分けの結果、リソースの配
分の結果及びデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを通知することができる。端末
機器は、このリソースの配分の結果に基づいて、下りリンクデータを受信し、データ検出
スキームに基づいて、所属するグループ内の他の端末機器の情報を組み合わせて検出を行
う。なお、上記の前処理部２０５について詳しく説明した端末機器の組分け、データ検出
スキームの決定及びリソースの配分の原則や動作は、同様に更新部２１０が実行する端末
機器の再組分け、データ検出スキームの更新及びリソースの再配分に適用することができ
る。
【００７５】
　以下、図７～図９を参照して、電子機器２００の更新部２１０が実行する具体的な例示
的な動作について詳しく説明する。本開示の実施例によれば、前に述べたように、更新部
２１０は、例えば、データ伝送の検出情報に基づいて、端末機器の再組分け、グループ内
のリソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行うように
配置されることができる。本開示の実施例によれば、検出情報は、検出誤差情報や複雑度
情報などを含むことができる。無線通信システムは、一般的には、データ復号に対して、
ビット誤り率又は再送率（ＨＡＲＱによって伝送する場合の再送数の統計情報）の要求が
存在する。それに応じて、一つの例において、検出誤差情報は、データ検出スキームによ
って検出する時のビット誤り率レベル又は再送率を含むことができる。検出誤差情報がビ
ット誤り率又は再送率要求を満たさない場合、端末機器の組分け、グループ内のリソース
の配分及び／又はデータ検出スキームを更新する必要があるかもしれない。場合によって
、特に、下りリンク伝送（処理能力が限られた端末機器によって復号するため）に対して
、データ復号時の検出複雑度レベルを更に考慮する必要があり、且つ実際の検出複雑度レ
ベルが所定の検出複雑度閾値より低いことが望ましい。検出複雑度が検出複雑度閾値より
も高い場合、同様に端末機器の組分け、グループ内のリソースの配分及び／又はデータ検
出スキームを更新する必要があるかもしれない。検出複雑度情報は、データ検出スキーム
によって検出する際の検出複雑度レベルを含んでも良い。一つの例において、検出複雑度
レベルは、データの復号に掛かる時間（復号遅延とも言う）で示すことができ、復号遅延
が大き過ぎると、無線通信システムのスペクトル効率に影響する恐れがある。上記のよう
に、上り下りリンクデータ通信に対して、各々の検出情報を有しても良い。そして、検出
情報は、特定の端末機器に用いられる検出情報（例えば、この端末機器の検出誤差情報）
、特定のグループに用いられる検出情報（例えば、このグループ内の端末機器の平均検出
誤差情報）及びシステム全体に用いられる検出情報（例えば、システム全体における端末
機器の平均検出誤差情報）を含む。
【００７６】
　一つの例示的な実施態様によれば、実行のタイミング又は条件が異なることを除き、更
新部２１０が実行する端末機器の再組分け、データ検出スキームの更新、リソースの再配
分の動作は、例えば、以上で詳細に説明された前処理部２０５が実行する端末機器の組分
け、データ検出スキームの決定、リソースの配分の原則及び動作と殆ど同じであるため、
詳しい実行過程に関する説明は繰り返さない。実行のタイミング又は条件に関して、前処
理部２０５は、データ伝送の前に、初期的に相応の動作を実行する。これに対して、更新
部２１０は、データ伝送中で相応の更新動作の組み合わせを実行する。データ伝送中で、
更新部２１０は、データ伝送の検出情報に基づいて更新動作の組み合わせを実行すること
ができ、更新動作の組み合わせは、端末機器の再組分け、グループ内のリソースの再配分
及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを含むことができる。以下、図７
を参照して、本開示の実施例に係る更新部２１０の例示的な更新動作の組み合わせについ
て説明する。
【００７７】
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　図７に示すように、更新動作組み合わせａは、グループ内のリソースの再配分動作のみ
を含んでも良い。例えば、グループ内の初期リソースの配分が、グループ内の同一レベル
の端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラップを出来るだけ小さくしていな
い場合、更新動作組み合わせａを実行することができる。グループ内のリソースの再配分
動作によって、グループ内の同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオー
バーラップを減少させて、且つ／又はシリアル検出アルゴリズムにおいて検出順位が早い
端末機器のデータストリームと検出順位がその後の他のデータストリームとのリソースオ
ーバーラップを減少させることができる。更新動作組み合わせａは、データ検出スキーム
の更新及び端末機器の再組分けに関わらず、グループ内の端末機器のデータストリーム間
のリソースの配分のみを調整することができる。図９は、本開示の実施例に係る更新動作
組み合わせａを実行する前及び実行した後の例示的なグループ内のリソースの配分の状況
を示す。そのうち、第１レベルの端末機器１のデータストリームとのリソースオーバーラ
ップを減少させるために、更新動作組み合わせａは、第１レベルにおける端末機器２のデ
ータストリームのリソースの配分を調整した。
【００７８】
　図７に示すように、更新動作組み合わせｂは、データ検出スキームの更新を含んでも良
く、更に、場合によって、グループ内のリソースの再配分を含んでも良い。一つの例にお
いて、更新動作組み合わせｂは、データ検出スキームの更新によって、グループ内の各端
末機器のデータストリームのシリアル検出アルゴリズムにおける検出順位、即ち検出レベ
ルを調整し（例えば、これによって、各端末機器をチャンネル利得の高低に従い、相応の
レベルに組分けする）、且つ／又はシリアル検出アルゴリズムにおけるシリアル検出のレ
ベル数を調整することができる。次に、更新動作組み合わせｂは、更に、グループ内のリ
ソースの再配分を行うことができる。これにより、グループ内の同一レベルの端末機器の
データストリーム間のリソースオーバーラップを減少させることができ、場合によって、
シリアル検出アルゴリズムにおいて検出順位が早い端末機器のデータストリームと、検出
順位がその後の他のデータストリームとのリソースオーバーラップを減少させることがで
きる。シリアル検出のレベル数を調整する例として、図５Ｂ及び図５Ｃにおける例示的な
検知動作を参照することができる。グループ内の検出レベルのレベル数を減少させる（例
えば、検知動作を図５Ｂから図５Ｃに調整する）ことで、検出性能を改善することができ
る。一方、グループ内の検出レベルのレベル数を増大させる（例えば、検知動作を図５Ｃ
から図５Ｄに調整する）ことで、検出複雑度を低下させることができる。
【００７９】
　図７に示すように、更新動作組み合わせｃは、端末機器の再組分け、データ検出スキー
ムの更新及びグループ内のリソースの再配分を含むことができる。一つの例において、更
新動作組み合わせｃは、システムにおける端末機器の再組分けによって、グループ内の端
末機器のチャンネル利得差を増大させることができる。例えば、各端末機器のチャネル状
態（例えば、チャンネル利得）は時間が経つにつれ変化する場合、再組分けを行う必要が
ある可能性がある。次に、更新動作組み合わせｃは、データ検出スキームの更新によって
、グループ内の各端末機器のデータストリームのシリアル検出アルゴリズムにおける検出
順位を調整することができ、且つ／又はシリアル検出アルゴリズムにおけるシリアル検出
のレベル数を調整することができる。その後、更新動作組み合わせｃは、更に、グループ
内のリソースの再配分を行うことができる。これにより、グループ内の同一レベルの端末
機器のデータストリーム間のリソースオーバーラップを減少させることができる。且つ、
場合によって、シリアル検出アルゴリズムにおける検出順位が早い端末機器のデータスト
リームと、検出順位がその後の他のデータストリームとのリソースオーバーラップを減少
させることができる。
【００８０】
　図７によると、更新動作組み合わせａ～ｃの実行複雑度は順次漸増することが分かる。
更新動作組み合わせａの複雑度が最も低く、端末機器の再組分けやデータ検出スキームの
更新を実行せず、グループ内のリソースの再配分のみを実行しても良い。更新動作組み合
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わせａを実行する場合、上りリンクデータ伝送に対して、基地局は、リソースが再配分さ
れた端末機器にこの端末機器の更新されたマッピング行列Ｖを通知することができる。下
りリンクデータ伝送に対して、基地局は、各端末機器に因子グラフマトリクスＦにおける
相応の列を更新する旨を通知することができる。更新動作組み合わせｂの複雑度は更新動
作組み合わせａより高く、既存のグループで端末機器を新たにレベル付けすることで、少
なくとも一つの端末機器のレベルを調整し、かつレベル付けした後でリソースの配分を行
う必要がある。更新動作組み合わせｂを実行する場合、上りリンクデータ伝送に対して、
データ伝送受信側としての基地局は、再レベル付けの状況に応じて、グループ内の端末機
器の検出順位を更新し、且つリソースが再配分された端末機器に、この端末機器の更新さ
れたマッピング行列Ｖを通知する必要がある。下りリンクデータ伝送に対して、基地局は
、グループ内の各端末機器にその更新されたシリアル検出レベルを通知し、各端末機器に
因子グラフマトリクスＦにおける相応の列を更新させる。更新動作組み合わせｃに対して
、その端末機器の再組分けは、少なくとも二つのグループにおける端末機器のグループを
変え、さらにはシステムにおける全ての端末機器に対して例えば図４Ａ又は図４Ｂに示さ
れる組分け動作を実行する可能性があり、しかも組分け動作の後に、調整されたグループ
に対してグループ内の再レベル付け及びグループ内のリソースの再配分を行う必要がある
。従って、更新動作組み合わせｃの複雑度が最も高い。更新動作組み合わせｃを実行する
場合、上りリンクデータ伝送に対して、データ伝送受信側としての基地局は、組分け、レ
ベル付けの状況を更新して、リソースが再配分された端末機器にこの端末機器の更新され
たマッピング行列Ｖを通知する必要がある。下りリンクデータ伝送に対して、基地局は各
端末機器に更新されたグループ、レベル付けの状況を通知し、各端末機器に因子グラフマ
トリクスＦを更新させる。
【００８１】
　一つの例において、図７に示される更新動作ｂのうち点線枠のグループ内のリソースの
再配分動作を実行しなくても良い。例えば、検出順位又はシリアル検出のレベル数を調整
した後、上記のリソースオーバーラップが出来るだけ小さい条件をを満たせば、グループ
内のリソースの再配分を行う必要がない。データ検出スキームの更新のみを含む更新動作
組み合わせを更新動作組み合わせｂ’と記することができる。更新動作組み合わせｂ’を
実行する場合、上りリンクデータ伝送に対して、基地局において再レベル付けの状況に基
づいてグループ内の端末機器の検出順位を更新することのみに関わる。下りリンクデータ
伝送に対して、基地局が各端末機器にその更新されたシリアル検出レベルを通知すること
のみに関わる。シグナリングの観点から、更新動作組み合わせａに比較して、更新動作組
み合わせｂ’のほうが複雑度が低い可能性がある。本開示の以下の内容では、一般性を失
わずに更新動作組み合わせａ～ｃについてより多く説明するが、更新動作組み合わせｂ’
も生じる可能性があり、他の更新動作組み合わせと同等の地位にある。また、その複雑度
が低いため、場合によって、より高い実行優先度を有してもよい（例えば、図８Ｂにおい
て、検出性能を満たす場合、組み合わせｂ’を組み合わせａに優先して実行することがで
きる）。
【００８２】
　異なる更新動作組み合わせの複雑度の差を考慮して、異なる方法によって複雑度が適切
な更新動作組み合わせを実行するように制御することができる。更新動作組み合わせの「
複雑度が適切である」とは、この更新動作組み合わせによって、無線通信システムの検出
性能要求を満たすことができることを指す。一つの例において、更新動作組み合わせａ～
ｃの優先度が順次漸減するように設定することができる。即ち、グループ内のリソースの
再配分を最も優先的に実行し、次に、データ検出スキームの更新を優先的に実行し、最後
に、端末機器の再組分けを優先的に実行することができる。それに応じて、まず優先度の
高い更新動作組み合わせを実行し、且つ、比較的高い優先度を有する更新動作組み合わせ
が検出性能要求を満たせない場合にのみ、次の優先度の更新動作組み合わせを実行する。
他の例において、主に更新動作組み合わせｃの実行複雑度が高過ぎることを考慮して、異
なる動作モードをシステムに設置することができる。例えば、モード１において、動作ｃ
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の実行を許可せず、動作ａ及びｂのみを実行できる。モード２において、動作ｃの実行を
許可し、動作ａ～ｃを実行できる。モード１及びモード２の間で選択することができ、且
つ、モード１が検出性能要求を満たせない場合にのみ、モード２をスタートすることがで
きる。
【００８３】
　一つの実施例において、検出情報に基づく端末機器の再組分け、リソースの再配分及び
データ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つは、周期的に行っても良い。他の実施
例において、検出情報に基づく端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出ス
キームの更新のうちの少なくとも１つは、イベントによりトリガーされてもよく、トリガ
ーイベントは、検出情報に反映された検出性能（ビット誤り率や再送率など）が性能要求
を満たさないことを含んでも良い。例えば、トリガーイベントは、検出誤差がビット誤り
率又は再送率の要求を満たさない時間が第１の所定の持続時間に達したこと、及び／又は
検出複雑度が検出複雑度閾値を超える時間が第２の所定の持続時間に達したことを含むこ
とができる。
【００８４】
　図８Ａ及び図８Ｂは、本開示の実施例に係る周期的に又はトリガーイベントに基づいて
更新動作組み合わせを実行する例示的な方法のフローチャートを示す。各端末機器の無線
チャネル利得が時間が経つにつれ変化するので、所定の周期に基づいて適切な更新動作組
み合わせを実行する必要があるかもしれない。例えば、異なる更新動作組み合わせの複雑
度又は優先度が異なることを考慮して、異なる更新動作組み合わせに対して相応の実行周
期を予め設定することができる。例えば、更新動作組み合わせｂに周期Ｔ１を予め設定し
、更新動作組み合わせｃに周期Ｔ２を予め設定することができる。ここで、Ｔ１＜Ｔ２で
、つまり、更新動作組み合わせｃの実行頻度は、更新動作組み合わせｂの実行頻度よりも
小さい。図８Ａは、本開示の実施例に係る周期的に更新動作組み合わせを実行する例示的
な方法８００のフローチャートを示す。図８Ａに示すように、方法８００によれば、枠８
０５において、無線通信システムは通常に動作する。枠８１０において、稼動開始時刻か
ら時間Ｔ１が経過した。枠８１５において、この経過時間がＴ２に達したか否かを判断す
る。達していない場合、枠８２０へ移行し、更新動作組み合わせｂを実行し、且つ枠８０
５に戻ってシステム動作を継続する。達した場合、これは枠８２０における更新動作組み
合わせｂを複数回実行した後で達した可能性があり（予め設定されたＴ１とＴ２の間の関
係による）、枠８２５へ移行して、更新動作組み合わせｃを実行し、そして枠８０５に戻
り、システム動作を継続する。その後、上記の過程を繰り返す。このフローチャートは、
周期的に更新動作組み合わせｂ及びｃを実行する例示的な過程を示すが、類似した方式で
、周期的に更新動作組み合わせａ及びｂ、更新動作組み合わせａ及びｃ、又は更新動作組
み合わせａ、ｂ及びｃを実行することもできる。
【００８５】
　検出情報を取得できる（特定の端末機器に用いられる検出情報、特定のグループに用い
られる検出情報及びシステム全体に用いられる検出情報を含む）場合、トリガーイベント
に基づいて適切な更新動作組み合わせを実行しても良い。検出情報は、検出誤差情報を含
むことができ、トリガーイベントは、例えば、検出誤差情報に基づいて決定された検出性
能がビット誤り率又は再送率要求を満たさないことであっても良い。一つの例において、
トリガーイベントは、検出性能がビット誤り率又は再送率要求を満たさない時間が予め設
定された時間に達したことであっても良い。図８Ｂは、本開示の実施例に係るトリガーイ
ベントに基づいて更新動作組み合わせを実行する例示的な方法８５０のフローチャートを
示す。なお、図８Ｂにおけるトリガー条件は、特定のグループの検出性能又はシステム全
体の検出性能に関するものであってよい。図８Ｂに示すように、開始時に、変数Ｂを０に
初期化する。そのうち、変数Ｂは計数用のものであり、更新動作組み合わせｂの実行回数
を示す。この例において、更新動作組み合わせｂを連続実行するために、１つの回数を予
め設定し、変数Ｂが所定の回数に達した後、比較的複雑な更新動作組み合わせｃを実行す
ることにより、グループ、リソースの配分及びデータ検出スキームを調整する。図８Ｂに
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示すように、方法８５０によれば、枠８５５において、無線通信システムは通常に動作す
る。枠８６０において、（特定のグループ又はシステム全体の）検出性能がビット誤り率
又は再送率要求を満たさない時間が所定時間に達した。枠８６５において、グループ内に
リソースを調整する余地があるか否かを判断する。グループ内にリソースを調整する余地
があることとは、例えば、グループ内に同一レベルの端末機器のデータストリーム間に比
較的大きいリソースオーバーラップが存在し、且つ調整によってこのリソースオーバーラ
ップを減少できることを指す。枠８６５において、「ＹＥＳ」と判断する場合、枠８７０
へ移行し、更新動作組み合わせａを実行し、そして枠８５５に戻って、システムは動作し
続ける。「ＮＯ」と判断する場合、枠８７５へ移行し、更新動作組み合わせｂを実行し、
Ｂの値に１をインクリメントし、その後、枠８８０に到達し、システムは動作し続ける。
枠８８０及び枠８８５の動作は、枠８５５と枠８６０の動作に類似する。枠８８０と枠８
８５の動作の後、枠８９０において変数Ｂが所定の回数に達成したか否かを判断する必要
がある。達していない場合、枠８７５に戻り、枠８７５～８９０の動作を繰り返す。達し
た場合、枠８９５に移行し、更新動作組み合わせｃを実行し、Ｂの値として０をとる。そ
の後、枠８８０に戻り、システムは動作し続ける。
【００８６】
　上りリンク伝送に対して、基地局にてデータ検出を実行する。従って、電子機器２００
（又はその検出情報収集部２１５）は検出情報をより容易に取得する。下りリンク伝送に
対して、各端末機器にてデータ検出を実行し、基地局に検出情報を報告する。従って、電
子機器２００（又はその検出情報収集部２１５）が検出情報を得るのは比較的複雑である
可能性がある。従って、図８Ｂに示す方法は、上りリンク伝送に適する可能性がある。し
かし、この方法は同様に下りリンク伝送に適用できる。
【００８７】
　一つの実施例によれば、検出情報は検出複雑度情報を含むことができる。データ検出ス
キームの更新は、検出複雑度が検出複雑度閾値より高い場合に端末機器グループ内の端末
機器レベル数を増加することを含むことができる。
【００８８】
　更に、トリガーイベントに基づいて更新動作組み合わせを実行する他の場合も存在する
。例えば、検出情報は、検出複雑度情報を含むことができ、トリガーイベントは、検出複
雑度が予め設定された閾値より高いことであっても良い。この場合、検出複雑度を低下さ
せるために、グループ内のシリアル検出のレベル数を増加することができ、例えば、この
動作を更新動作組み合わせｂに組み込むことで実現することができる。
【００８９】
　なお、更新動作のトリガー条件は、さらに、特定の端末機器の検出性能に対することが
できる。例えば、トリガーイベントは、特定の端末機器の検出性能がビット誤り率又は再
送率要求を満たさない時間が予め設定された時間に達したことであっても良い。本開示の
実施例によれば、この特定の端末機器に対して更新動作を行っても良い。例えば、まず、
更新動作組み合わせａによってグループ内のリソースの配分を調整することができる。次
に、更新動作組み合わせｂによってグループ内のレベル付けを調整することができ、例え
ば、図５Ｂに示される端末機器３の検出性能が要求を満たさない場合、検知動作を図５Ｃ
におけるレベル付けに調整することができる。これにより、レベル数を減らし、検出性能
を向上させることができる。更に、端末機器の再組分けを行うことができる。これにより
、この特定の端末機器が所属するグループ内の端末機器の間のチャンネル利得差を増大さ
せることができる。例えば、この特定の端末機器とそれが所属するグループ内の他の端末
機器の間のチャンネル利得差を特に増大させることができる。システムに１２個の端末機
器が存在することを考慮して、チャンネル利得を高い順に［８，８，８，８，４，４，４
，４，２，２，１，１］に並み替え、初期は２グループに組分けされ、いずれも［８，８
，４，４，２，１］である。これにより、チャンネル利得を出来るだけ大きくする。仮に
そのうちの１つのグループにおいて、チャンネル利得が８である１個の端末機器の検出性
能がビット誤り率要求を満たさないとする場合、この端末機器のグループを調整し、この
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端末機器とそれが所属するグループ内の他の端末機器のチャンネル利得差を増大させる必
要がある。調整することにより、検出性能がビット誤り率要求を満たさなかった端末機器
が所属するグループは［８，８，２，２，１，１］であり、他方のグループは［８，８，
４，４，４，４］である。
【００９０】
　図８Ｂに示す更新動作組み合わせを実行する例示的な方法によると、データストリーム
に対する検出誤差がビット誤り率又は再送率要求を満たさない場合、更新動作を実行する
ことは、グループ内の端末機器のチャネル利得差を増大させるように端末機器の再組分け
を行うこと、グループ内の各端末機器のデータストリームのシリアル検出アルゴリズムに
おける検出順位を調整するようにデータ検出スキームの更新を行うこと、シリアル検出ア
ルゴリズムにおけるシリアル検出のレベル数を調整するようにデータ検出スキームの更新
を行うこと、シリアル検出アルゴリズムにおいて検出順位が早い端末機器のデータストリ
ームと検出順位が後にある他のデータストリームとのリソースオーバーラップを減少させ
るようにグループ内のリソースの再配分を行うこと、及び同一グループ内の同一レベルの
端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラップを減少させるようにグループ内
のリソースの再配分を行うことのうちの少なくとも一つを実行することを含むことができ
る。一つの実施例によれば、検出情報は検出誤差情報を含むことができ、データ検出スキ
ームの更新は、システム平均検出誤差が平均ビット誤り率要求を満たさない場合にグルー
プ内のレベル数を減少させることを含むことができる。電子機器２００の前処理部２０５
及び更新部２１０が相応の動作を実行した後、電子機器２００は、一部の動作結果を各端
末機器に通知し、端末機器に使用される。端末機器から基地局への上りリンクデータ伝送
に対して、リソースの配分とリソースの再配分を行った後、電子機器２００は、端末機器
に相応のリソースの配分の結果を通知することができる。基地局から端末機器への下りリ
ンクデータ伝送に対して、端末機器の組分け及び再組分け、リソースの配分及び再配分、
データ検出スキームの決定及び更新のうちの少なくとも１つを実行した後、電子機器２０
０は、相応の端末機器の組分け又は再組分けの結果、リソースの配分又は再配分の結果及
び決定又は更新されたデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを端末機器に通知する
ことができる。
【００９１】
　上記のように、下りリンク伝送に対して、各端末機器にてデータ検出を実行し、基地局
に検出情報（例えば、検出誤差情報及び／又は検出複雑度情報）を報告することにより、
適切な更新動作組み合わせを実行する。それに応じて、基地局から端末機器への下りリン
クデータ伝送に対して、電子機器２００は、端末機器から下りリンクデータ伝送の検出情
報を取得することで、端末機器の再組分け、グループ内のリソースの再配分及びデータ検
出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行うように配置されることができる。
【００９２】
　以下、図１０を参照して、本開示の実施例に係る無線通信システムに用いられる他の例
示的な電子機器について説明する。１つの例示的な応用において、電子機器１０００は、
パターンドメイン多元接続システムの下りリンクデータ伝送に用いられることができる（
この時、電子機器１０００は、上りリンクデータ伝送機能を備えても良い）。図１０に示
すように、一つの実施例において、電子機器１０００は、取得部１００５を含むことがで
きる。以下、電子機器１０００及びその手段が実現する動作又は機能について説明する。
【００９３】
　一つの実施例において、取得部１００５は、端末機器の組分けの結果を取得するように
配置されることができる。この端末機器の組分けの結果は、端末機器情報に基づいてデー
タ伝送に対して決定されるものである。そのうち、同一グループ内の端末機器の複数のデ
ータストリームは、パターンドメイン多元接続によってリソースを多重化する。取得部１
００５は、更に、端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新されたデ
ータ検出スキームのうちの少なくとも１つを取得するように配置されることができ、前記
端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新されたデータ検出スキーム
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のうちの少なくとも１つは、データ伝送の検出情報に基づいて決定されるものである。そ
のうち、データ検出スキームは、前記電子機器がシリアル検出アルゴリズムに基づいて、
受信された受信データ復号するために用いられる。
【００９４】
　なお、本開示の実施例によれば、以上の端末機器の組分けの結果と端末機器の再組分け
の結果、リソースの再配分の結果及び更新されたデータ検出スキームのうちの少なくとも
１つは、電子機器２００にて以上のように詳細に説明された実施例に基づいて生成されて
もよい。一つの例において、取得部１００５は、基地局からこれらの結果を取得すること
ができる。
【００９５】
　また、一つの例において、取得部１００５は、更に、基地局から初期のデータ検出スキ
ームを取得するように配置されることができる。基地局がこのデータ検出スキームを決定
することは、少なくとも一つのレベルが二つ又はより多いの端末機器を含むように、グル
ープ内の端末機器をレベル付けすることを含む。そのうち、レベルの異なる端末機器はシ
リアル検出アルゴリズムによって検出され、同一レベルの複数の端末機器は、パラレル検
出アルゴリズムによって検出される。
【００９６】
　一つの例において、取得部１００５は、更に、基地局から初期のグループ内のリソース
の配分の結果を取得するように配置されることができ、このリソースの配分の結果により
、同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラップを出来るだけ小
さくする。
【００９７】
　他の実施例によれば、電子機器１０００は、報知部１０１５を更に含むことができる。
報知部１０１５は、基地局に、基地局にて実行する端末機器の再組分け、グループ内のリ
ソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つに用いられる検出
情報を報告するように配置されることができる。前記のように、検出情報は、検出誤差情
報（ビット誤り率又は再送率）及び検出複雑度情報を含むことができる。
【００９８】
　本開示の実施例によれば、電子機器１０００は、以下の例示的な方式によって検出情報
を決定することができる。一つの実施例において、基地局は電子機器１０００に専用の参
照信号又はパイロット又は任意の既知の系列を送信することができる。参照信号又はパイ
ロット又は他の系列は電子機器１０００に対して既知であるため、電子機器１０００は、
受信してそれを検出した後、検出誤差情報を決定することができる。一つの例において、
参照信号又はパイロット又は任意の既知の系列は各端末機器に対して同一であっても良い
。他の実施例において、電子機器１０００は、実際の下りリンクデータ伝送に基づいて検
出情報を決定することができ、例えば、チャネルコーデックに基づいて推定することがで
きる。実際の下りリンクデータ伝送過程において、電子機器１０００は、チャネル復号を
行うことができる。チャネルコーデックはエラービットを検出又は是正することができる
ので、電子機器１０００は、データ検出の誤差を推定することができる。具体的に、パリ
ティや巡回冗長符号などのエラー検出コードに対して、エラー発生のビット数を検出する
ことにより、検出誤差を決定することができる。ＬＤＰＣやＴｕｒｂｏ符号などのエラー
訂正コードに対して、チャネル復号の入力と出力を比較することで、訂正されたエラービ
ット数を得て、データ検出の誤差を推定することができる。この二つの実施例において、
電子機器１０００は、検出複雑度情報を決定することができ、例えば、検出時間遅延で示
す。
【００９９】
　なお、報知部１０１５は、周期的に又はトリガー条件又は両方に基づいて基地局に検出
情報を報告するように配置されることができる。周期的な報告に対して、報知部１０１５
は、所定の周期おきに基地局に検出情報をフィードバックすることができ、この周期は、
１０ｍｓなどの固定値であっても良い。ＳＣＭＡシステムにおいて、この周期は、マッピ
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ング行列又はコンステレーション図の有効期間に関わっても良い。例えば、この周期はマ
ッピング行列又はコンステレーション図の有効期間の１／４などであっても良い。トリガ
ー条件に基づく報告に対して、報知部１０１５は、例えば、ビット誤り率が所定の閾値（
例えば１０－３）を超えた時に基地局に検出誤差をフィードバックすることができる。
【０１００】
　一つの実施例によれば、報知部１０１５は、更に、基地局に端末機器の復号能力を報告
するように配置されることができる。端末機器の復号能力に関しては前記の関連説明を参
照することができるので、ここで説明を繰り返さない。
【０１０１】
　一つの実施例において、図１０における電子機器１０００は、例えば、図１Ａ及び図１
Ｂにおける端末機器又は端末機器の一部であっても良い。電子機器１０００は、端末機器
の組分けの結果、リソースの配分の結果及びデータ検出スキームのうちの少なくとも１つ
に基づいて受信データを復号することができる。更に、電子機器１０００は、端末機器の
再組分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新されたデータ検出スキームのうちの少
なくとも１つに基づいて受信データを復号することができる。電子機器１０００は、前記
実施例において端末機器が行った任意の動作を実行することができる。電子機器１０００
は、端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新されたデータ検出スキ
ームのうちの少なくとも１つに基づいて、基地局から受信された受信データを復号するよ
うに配置されることができる。
【０１０２】
　取得部１００５及び報知部１０１５のうちの一つ又は複数は、処理回路によって実現さ
れることができる。ここで、処理回路は、コンピューティングシステムにおいて機能を実
行するデジタル回路システム、アナログ回路システム又は混合信号（アナログとデジタル
の組み合せ）回路システムの様々な実現方式を指すことができる。処理素子は、例えば、
集積回路（ＩＣ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）という回路、独立のプロセッサー
コアの一部のＯＲ回路、全体のプロセッサーコア、独立のプロセッサー、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）というプログラマブルハードウェア機器、及び／又
は複数のプロセッサーを含むシステムを含むことができる。
【０１０３】
　なお、電子機器１０００は、チップレベルで実現されることができ、又は他の外部部材
を含んで機器レベルで実現されることもできる。例えば、電子機器１０００はコンプリー
トマシンとしていて、通信機器として動作することができる。
【０１０４】
　注意すべきことは、上記各手段は、それが実現する具体的な機能に基づいて区分された
ロジックモジュールだけであり、具体的な実現方式を制限することは意図していない。実
際に実現される時、上記各機能部は、独立した物理エンティティとして実現されることが
でき、又はシングルのエンティティ（例えば、プロセッサー（ＣＰＵ又はＤＳＰ等）、集
積回路等）によって実現されることもできる。
【０１０５】
　また、本開示の実施例は無線通信システムに用いられる他の電子機器に係り、パターン
ドメイン多元接続システムの上りリンクデータ伝送に用いられることができる（この時、
この電子機器は下りリンクデータ伝送機能を備えても良い）。一つの実施例によれば、こ
の電子機器は、リソースの配分の結果及びリソースの再配分の結果を取得することで、対
応する伝送リソースで上りリンクデータ伝送を行うように配置されることができる。
【０１０６】
　図１１Ａは、本開示の実施例に係る通信に用いられる例示的な方法を示す。図１１Ａに
示すように、方法１１００Ａは、端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して端末機器の
組分けを行う（枠１１０５）ことを含むができ、同一グループ内の端末機器の複数のデー
タストリームは、パターンドメイン多元接続によってリソースを多重化する。この方法１
１００Ａは、更に、データ伝送の検出情報に基づいて端末機器の再組分け、グループ内の
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リソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行う（枠１１
１０）ことを含み、データ検出スキームは、シリアル検出アルゴリズムに基づいて受信デ
ータを復号するために用いられる。この方法の詳細な例示的な動作は、上記の電子機器２
００に実行された動作及び機能に関する説明を参考することができるので、ここで説明を
繰り返さない。
【０１０７】
　図１１Ｂは、本開示の実施例に係る通信に用いられる他の例示的な方法を示す。図１１
Ｂに示すように、方法１１００Ｂは、端末機器の組分けの結果を取得する（枠１１５０）
ことを含むことができ、この端末機器の組分けの結果は、端末機器情報に基づいてデータ
伝送に対して決定されたものであり、そのうち、同一グループ内の端末機器の複数のデー
タストリームは、パターンドメイン多元接続によってリソースを多重化する。この方法１
１００Ｂは、更に、端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新された
データ検出スキームのうちの少なくとも１つを取得する（枠１１５５）ことを含むことが
でき、この端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及び更新されたデータ検
出スキームのうちの少なくとも１つは、データ伝送の検出情報に基づき決定されたもので
あり、データ検出スキームは、シリアル検出アルゴリズムに基づいて受信された受信デー
タに対してを復号するために用いられる。この方法の詳細な例示的な動作は、前記の電子
機器１０００に実行された動作及び機能に関する説明を参照することができるので、ここ
で説明を繰り返さない。
【０１０８】
　さらに、上記の本開示の実施例に係る各動作を理解しやすくするために、以下、図１２
Ａ及び図１２Ｂを参照して、基地局と端末機器との間のシグナリングインタラクション過
程について具体的に説明する。
【０１０９】
　図１２Ａは、本開示の実施例に係る上りリンクデータ伝送に用いられる基地局と端末機
器との間の例示的なシグナリングインタラクション過程を示す。具体的に、Ｓ１において
、各端末機器は、基地局に上りリンク参照信号を送信するように配置されることができ、
更に、例えば、スケジューリングリクエストＳＲ又はバッファ状態報告ＢＳＲの形で、基
地局に上りリンク伝送需要を報告するように配置されることができる。それに応じて、Ｓ
３において、基地局は、各端末機器からの上りリンク参照信号及び上りリンク伝送需要を
受信し、受信した上りリンク参照信号に基づいてチャネル推定を行うことで、各端末機器
の上りリンクチャネル状態情報を取得するように配置されることができる。Ｓ５において
、基地局は、端末機器情報（例えば、上りリンクチャネル状態情報）に基づいて上りリン
クデータ伝送に対して端末機器の組分けを行うように配置されることができる。Ｓ７にお
いて、基地局は、上りリンクデータ伝送に対してデータ検出スキームを決定するように配
置されることができる。このデータ検出スキームは、本明細書に記載された検出スキーム
に限定されず、一つの例において、このデータ検出スキームは、本開示の実施例に係るシ
リアル検出アルゴリズムに基づくデータ検出スキームであってもよい。Ｓ１１において、
基地局は、グループ内のリソースの配分を行い、各端末機器にリソースの配分の結果を通
知するように配置されることができる。基地局は、Ｓ１１において、任意の形式のグルー
プ内のリソースの配分を行うことができ、一つの例において、基地局は、Ｓ１１において
、本開示の実施例に係るグループ内のリソースの配分を行うことができる。ここでのリソ
ースの配分の結果は、端末機器が上りリンクデータ伝送を実行することに寄与する情報を
含むことができる。ＳＣＭＡを用いる例において、ここでのリソースの配分の結果は、対
象端末機器自身のマッピング行列Ｖ及びコンステレーション図を含む。Ｓ１３において、
各端末機器は、それぞれのリソースの配分の結果を取得することで、上りリンクデータを
送信するように配置されることができる。
【０１１０】
　その後、Ｓ１５において、各端末機器は、データ変調を行い、リソースの配分の結果に
基づいてリソースマッピングを行い、且つ信号伝送を行うように配置されることができる
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。次に、Ｓ１７において、基地局は、各端末機器からの信号を受信し、Ｓ７におけるデー
タ検出スキームに基づいてデータ復号を行うように配置されることができる。Ｓ１９にお
いて、基地局は、上りリンクデータ伝送に対して、現地で上りリンク検出情報（例えば、
検出誤差や検出複雑度などの情報を含む）を収集するように配置されることができる。Ｓ
２１において、基地局は、検出情報又は周期性に基づいて、本開示の実施例に係る適切な
更新動作組み合わせ（例えば、更新動作組み合わせａ～ｃ及びｂ’）を実行し、且つグル
ープ内のリソースの再配分を行った場合に各端末機器にリソースの配分の結果を再通知す
るように配置されることができる。Ｓ２３及びＳ２５において、各端末機器は、各々のリ
ソースの配分の結果を取得し、データ変調を行い、リソースの配分の結果に基づいてリソ
ースマッピングを行い、信号伝送を行うように配置されることができる。その後、Ｓ２７
において、基地局は、各端末機器からの信号を受信し、Ｓ２１における更新されたデータ
検出スキームに基づいてデータ復号を行うように配置されることができる。その後、基地
局及び各端末機器は、Ｓ１９～Ｓ２７の過程を実行するように配置されることができる。
Ｓ２１において実行される更新動作組み合わせは組み合わせａ～ｃ及びｂ’のうちのいず
れかである。ここでのリソースの配分の結果は依然として端末機器が上りリンクデータ伝
送を行うことに寄与する情報を含むことができる。ＳＣＭＡを用いる例において、組み合
わせａ～ｃのうちのいずれかを実行する場合、基地局が通知すべきリソースの配分の結果
は、更新されたマッピング行列Ｖ及びコンステレーション図である。組み合わせｂ’を実
行する場合には、グループ内のリソースの再配分が発生しなかったため、如何なる通知も
要しなく（Ｓ２３以降の動作も要しない）、Ｓ２１の後、基地局は更新された順位に従っ
て検出、復号を行えばよい。なお、一つの例において、基地局は優先して更新動作組み合
わせｂ’を実行してみることができ、検出性能を満たさない場合にのみ他の更新動作組み
合わせを実行してみても良い。例えば、図８Ｂにおいて、ステップ８６５の前に更新動作
組み合わせｂ’を実行してみることができる。
【０１１１】
　当然のことながら、図１２Ａは、上りリンクデータ伝送に用いられる基地局と端末機器
との間のシグナリングインタラクション過程の例に過ぎなく、当業者は、本開示の範囲内
で他の例を構想することができ、例えば、他の既知のステップを追加し、図１１における
ステップを合併、削除、順位変更することができる。
【０１１２】
　図１２Ｂは本開示の実施例に係る下りリンクデータ伝送に用いられる基地局と端末機器
との間の例示的なシグナリングインタラクション過程を示す。具体的に、Ｓ２において、
基地局は、各端末機器に下りリンク参照信号を送信するように配置されることができる。
それに応じて、Ｓ４において、各端末機器は、基地局からの下りリンク参照信号を受信し
、受信した下りリンク参照信号に基づいてチャネル推定を行うことで、各々の下りリンク
チャネル状態情報を取得するように配置されることができる。Ｓ６において、各端末機器
は、基地局に下りリンクチャネル状態情報及び各々の復号能力を報告するように配置され
ることができる。Ｓ８において、基地局は、端末機器情報（例えば、下りリンクチャネル
状態情報）に基づいて下りリンクデータ伝送に対して端末機器の組分けを行うように配置
されることができる。Ｓ１０において、基地局は、下りリンクデータ伝送に対してデータ
検出スキームを決定するように配置されることができる。このデータ検出スキームは、本
明細書に記載の検出スキームに限定されず、一つの例において、このデータ検出スキーム
は、本開示の実施例に係るシリアル検出アルゴリズムに基づくデータ検出スキームであっ
てもよい。Ｓ１２において、基地局は、グループ内のリソースの配分を行い、各端末機器
にリソースの配分の結果及びデータ検出スキームを通知するように配置されることができ
る。Ｓ１２における通知に関して、対象端末機器にそれが伝送データ検出を行うのに必要
な必要情報のみを通知しても良い。例えば、対象端末機器への通知は、少なくとも同一グ
ループ内の対象端末機器の所属するレベル及びその前のレベルの端末機器のリソースの配
分の結果を含むことができ、即ち、後のレベルの端末機器のリソースの配分の結果を通知
しなく、これによって、シグナリング消費を減少させる。図５Ｂ又は図５Ｃの検出スキー
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ムを用いてＳＣＭＡ復号を行う場合、対象端末機器への通知は、対象端末機器の所属する
ＳＩＣレベルと前のレベルの端末機器の因子グラフマトリクスＦ及びコンステレーション
図、ＳＩＣレベルの区分、対象端末機器自身のマッピング行列Ｖ（Ｆにおけるある列に対
応する）及びコンステレーション図のみを含んでも良く、対象端末機器自身のＳＩＣレベ
ル、即ち、通知の最後のレベルを暗黙に通知する。従来のＳＣＭＡのＭＰＡ復号と比較し
て、上記方法では、後のレベルの端末機器のリソースの配分の結果を通知しないので、シ
グナリング消費を減少させる。勿論、後続の更新動作の後の動作の調整に寄与するために
、グループ全体における全ての端末の因子グラフマトリクスＦとコンステレーション図及
び対象端末のＳＩＣレベルを対象端末機器に通知しても良い。基地局は、Ｓ１２において
、任意の形式のグループ内のリソースの配分を行うことができる。一つの例において、基
地局は、Ｓ１２において本開示の実施例に係るグループ内のリソースの配分を行うことが
できる。Ｓ１４において、各端末機器は、各々のリソースの配分の結果及びデータ検出ス
キームを取得することで、下りリンクデータを受信し復号するように配置されることがで
きる。
【０１１３】
　その後、Ｓ１６において、基地局は、データ変調を行い、リソースの配分の結果に基づ
いてリソースマッピングを行い、信号伝送を行うように配置されることができる。次に、
Ｓ１８において、各端末機器は、基地局からの信号を受信し、Ｓ１０におけるデータ検出
スキームに基づいてデータ復号を行うように配置されることができる。Ｓ２０において、
各端末機器は、基地局に下りリンク検出情報（例えば、検出誤差や検出複雑度などの情報
を含む）をフィードバックするように配置されることができる。それに応じて、Ｓ２２に
おいて、基地局は、各端末機器からの下りリンク検出情報を収集するように配置されるこ
とができる。Ｓ２４において、基地局は、検出情報又は周期性に基づいて、本開示の実施
例に係る適切な更新動作組み合わせ（例えば、更新動作組み合わせａ～ｃ）を実行し、相
応の更新動作（例えば、端末機器の再組分け、グループ内のリソースの再配分、データ検
出スキームの更新のうちの少なくとも１つ）を行った後、各端末機器に相応の更新結果を
通知するように配置されることができる。Ｓ１２に似たように、Ｓ２４に係る通知は、対
象端末機器にそれが伝送データ検出を行うために必要な更新情報のみを通知することがで
きる。例えば、対象端末機器への通知は、少くとも同一グループ内の対象端末機器の所属
するレベルと前のレベルの端末機器の更新結果を含むことができる。即ち、後のレベルの
端末機器の更新結果を通知しない。これによって、シグナリング消費を減少させる。図５
Ｂ又は図５Ｃにおける検出スキームを用いてＳＣＭＡ復号を行う場合、更新動作ａを実行
する場合には、通知内容は、更新された対象端末機器の所属するＳＩＣレベルと、前のレ
ベルの端末機器の因子グラフマトリクスＦ及びコンステレーション図を含むことができる
。この時、レベル更新に関わらないので、各端末機器の因子グラフＦにおける列は変わら
ない。更新動作組み合わせｂ又はｃを実行する場合には、関連する通知内容は、Ｓ１２の
ものと同じである。更新動作組み合わせｂ’を実行する場合、対象端末にそれが所属する
レベルの更新後のレベルのみを通知すればよい。Ｓ２６において、各端末機器は、更新結
果を取得するように配置されることができる。Ｓ２８において、基地局は、データ変調を
行い、リソースの配分の結果に基づいて（Ｓ２４においてリソースの配分が更新された場
合、Ｓ２４に更新されるものである。そうでない場合、Ｓ１２において決定されるもので
ある）リソースマッピングを行い、信号伝送を行うように配置されることができる。その
後、Ｓ３０において、各端末機器は、基地局からの信号を受信し、データ検出スキームに
基づいて（Ｓ２４においてリソースの配分が更新された場合、Ｓ２４に更新されるもので
あり、そうでない場合、Ｓ１０において決定されるものである）データ復号を行うように
配置されることができる。その後、基地局及び各端末機器は、Ｓ２０～Ｓ３０の過程を実
行するように配置されることができる。
【０１１４】
　なお、図１２Ｂは、下りリンクデータ伝送に用いられる基地局と端末機器との間のシグ
ナリングインタラクション過程の例に過ぎなく、当業者は、本開示の範囲内で他の例を構
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想することができ、例えば、他の既知のステップを追加し、図１１におけるステップを合
併、削除、順位変更などすることができる。
【０１１５】
　図１２Ａ及び図１２Ｂの例によると、上り下りリンクデータ伝送において、基地局と端
末機器との間のシグナリングインタラクション過程は、差が存在しても良い。この差は、
主に、下りリンクデータ伝送に対して、各端末機器にてデータ検出を実行するので、基地
局は、データ検出に必要な情報（例えば、端末機器の組分け、対象端末機器の復号に要す
る他の端末機器のリソースの配分、データ検出スキーム）を決定した後それを各端末機器
に通知する必要がある。一方、基地局が適切な決定／更新動作を行うように、各端末機器
は、基地局にその復号能力及び下りリンク検出情報を報告する必要がある。
【０１１６】
　以上、図１Ａ～図１２Ｂを参照して、セルラー移動通信アーキテクチャに関して本開示
の実施例の各側面について詳細に説明したが、本開示の発明的構想は、セルラー移動通信
アーキテクチャへの応用に限定されない。例えば、以下に具体的に説明するように、コグ
ニティブラジオシステムにこの発明的構想を応用することができる。
【０１１７】
　一般的に、コグニティブラジオシステムは、例えばプライマリシステムとサブシステム
を含む。プライマリシステムは、レーダーシステムなど正規なスペクトル利用権を有する
システムである。プライマリシステムには、マスターユーザなど複数のユーザが居ても良
い。サブシステムは、民間用の通信システムなど、スペクトル利用権を有しなく、プライ
マリシステムがこのスペクトルを使用しない時に適当にこのスペクトルを用いて通信する
システムである。サブシステムには、複数のユーザ、即ちサブユーザが居ても良い。代わ
りに、サブシステムは、スペクトル利用権を有するシステムであってもよいが、スペクト
ル使用上でプライマリシステムより低い優先度を有する。例えば、事業者が新しい基地局
を配置して新しいサービスを提供する場合、既存の基地局が提供したサービスは、プライ
マリシステムとされ、スペクトル利用優先権を有する。他の変形例において、プライマリ
システムが存在しなく、各サブシステムは、特定スペクトルに対して、いずれも機会利用
権しかなく、例えば、法規によってある種類の通信システムに指定されていない一部のス
ペクトルリソースを各種の通信システムの無認可スペクトルとして機会的に利用される。
【０１１８】
　このようなプライマリシステムとサブシステムが共存する通信モードでは、サブシステ
ムの通信がプライマリシステムの通信に悪影響を与えなく、又はサブシステムのスペクト
ル利用による影響がプライマリシステムの許容範囲内に収まるよう制御される（即ち、そ
の干渉閾値を超えない）ことが要求される。プライマリシステムに対する干渉が所定の範
囲内に収まることが確保されることを前提として、複数のサブシステムに利用可能なプラ
イマリシステムリソースを配分することができる。
【０１１９】
　現在では、プライマリシステムを保護する最も主要な方法は、プライマリシステムのカ
バレッジ情報をデータベースに格納することである。このデータベースには、更に、プラ
イマリシステムの許容できる干渉閾値が記憶されている。同一領域内のサブシステムは、
同一領域内でのプライマリシステムのスペクトルを利用する前に、まずこのデータベース
にアクセスし、サブシステムの状態情報、例えば位置情報、スペクトル放出マスク（ｓｐ
ｅｃｔｒｕｍ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ　ｍａｓｋ）、伝送帯域及びキャリヤー周波数などを提
出する必要がある。その後、データベースはサブシステムの状態情報に基づいてサブシス
テムによるプライマリシステムに対する干渉量を計算して、計算されたカレントステータ
スでのサブシステムによるプライマリシステムに対する干渉量に基づいて、カレントステ
ータスでのサブシステムの予測使用可能スペクトルリソースを計算する。
【０１２０】
　そのうち、データベースとサブシステムの間に、複数のサブシステムによる使用可能と
予測されるスペクトルリソースに対する利用を協調するためのスペクトルコーディネータ
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を設けることができる。これにより、スペクトル使用率を向上させ、サブシステムの間の
干渉を避ける。システム設計によって、シングルのエンティティによってデータベース及
びスペクトルコーディネータの両方を実現することができる。なお、プライマリシステム
のない例において、データベースを省略して、スペクトルコーディネータのみを設置する
ことができる。
【０１２１】
　一つの例において、サブシステムに複数のサブユーザ機器と１個のサブユーザ機器との
通信が存在する場合（例えば、Ｄ２Ｄ（マシンツーマシン）、Ｖ２Ｖ（車対車）などの形
で）、複数のサブユーザ機器から１個のサブユーザ機器への通信、及び／又は１個のサブ
ユーザ機器から複数のサブユーザ機器への通信に対して本開示の方法を適用することがで
きる。この例において、スペクトルコーディネータによって、サブユーザ機器のデータ伝
送を制御することができ、且つ本開示による組分け、リソースの配分、データ検出スキー
ムに関連する処理を行うことができる。例えば、複数のサブユーザ機器から１個のサブユ
ーザ機器への通信は上りリンクデータ伝送に対応することができ、１個のサブユーザ機器
から複数のサブユーザ機器への通信は下りリンクデータ伝送に対応することができる。複
数のサブユーザ機器全体は所定範囲の無認可スペクトルを用い、且つ複数のグループに組
分けされることができる。各グループに無認可スペクトルの１つの部分集合を配分される
ことにより、異なるグループ間の無認可スペクトルを直交させる。同一グループの複数の
サブユーザ機器は、このグループの無認可スペクトルを多重化して、パターンドメイン多
元接続によって（例えば、ＳＣＭＡ、ＰＤＭＡ）通信することで、スペクトル利用率を向
上させる。この例において、スペクトルコーディネータによって、本開示による組分け、
リソースの配分、データ検出スキームと関連する処理を実現することができ、サブユーザ
機器のチャネル状態情報、検出情報などを収集し、且つ相応の処理結果をサブユーザ機器
に通知する。この意味で、スペクトルコーディネータによって、上記の基地局の一部の機
能を実現することができる。但し、スペクトルコーディネータは、データ伝送の送信側、
受信側とされず、制御機能のみを実現する。データ伝送の送信側又は受信側とし、複数の
サブユーザ機器のデータに対して検出を行う意味で、その中の複数のサブユーザ機器は上
記の端末機器に対応することができ、その中の１個のサブユーザ機器は上記の基地局に対
応することができ、且つそれらはいずれもチャネル状態情報、検出情報などをスペクトル
コーディネータに報告することで、スペクトルコーディネータが制御機能を実現すること
に寄与する必要がある。
【０１２２】
　一つの例において、セルラ移動通信システムにおける各端末機器は、サブユーザとして
動作することができる。これにより、サブシステムを構成し、例えば、無認可の又は比較
的低い利用優先度を有するスペクトルを機会的に利用する。この時、基地局によってデー
タベース及びスペクトルコーディネータを実現することができる。図１３は、どのように
本開示の方法をこのコグニティブラジオ通信シーンに応用するかの例を示す。図１３の例
において、端末機器の間は例えばＤ２Ｄの形で通信することができ、端末機器１３１～１
３６は共通の通信対象、即ち端末機器１３７を有する。それに応じて、端末機器１３１～
１３６から端末機器１３７へのデータ伝送、及び／又は端末機器１３７から端末機器１３
１～１３６へのデータ伝送を有しても良い。そのうち、端末機器１３１～１３６から端末
機器１３７への通信は、上りリンクデータ伝送に対応し、端末機器１３７から端末機器１
３１～１３６への通信は、下りリンクデータ伝送に対応することができる。複数の端末機
器全体は、所定範囲の無認可又は比較的低い利用優先度を有するスペクトルを用いて、複
数のグループに分けられ、各グループにこのスペクトルの１個の部分集合を配分されるこ
とができる。これにより、異なるグループの間のスペクトルを直交させ、同一グループの
複数の端末機器がこのグループの無認可スペクトルを多重化してパターンドメイン多元接
続（例えば、ＳＣＭＡ、ＰＤＭＡ）によって通信することができる。この例において、ス
ペクトルコーディネータとしての基地局１３８によって、本開示による組分け、リソース
の配分及びデータ検出スキームに関連する処理を実現することができ、それが端末機器の
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チャネル状態情報、検出情報などを収集し、且つ相応の処理結果を端末機器に通知する。
ここでの基地局１３８と前記の基地局（例えば、１０５）の共通点は、いずれも制御機能
を実現することにある。しかし、基地局１３８は、データ伝送の送信側、受信側のうちの
何れか一方でない。データ伝送の送信側又は受信側として、マルチ端末機器のデータを検
出する意味で、その中の端末機器１３１～１３６は前記端末機器に対応し、その中の端末
機器１３７は前記基地局１０５に対応することができ、それらはいずれもチャネル状態情
報、検出情報などを基地局１３８に報告する必要がある。
【０１２３】
　他の例において、本開示の方法は、例えば、ＩＥＥＥ　Ｐ８０２．１９．１ａ規格を満
たすシステムやスペクトルアクセスシステム（Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ、ＳＡＳ）などのコグニティブラジオシステムに応用することができる。本開示か
ら教示を得た当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく、本開示による組分け、リソ
ースの配分、データ検出スキームに関連する処理とこれらのコグニティブラジオシステム
とを容易に組み合わせて使用できる。例えば、本開示における基地局の組分け、リソース
の配分機能エンティティは、ＩＥＥＥ　Ｐ８０２．１９．１ａ規格における共存マネージ
ャ（ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　ｍａｎａｇｅｒｓ（ＣＭｓ））として実現されて、本開示
における端末機器又は基地局のデータ送信、検出機能エンティティは、ＩＥＥＥＰ８０２
．１９．１ａ規格におけるジオロケーション能力対象Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ　Ｏｂｊｅｃｔ（ＧＣＯ）として実現されても良い。また、例えば、本開示
における基地局の組分け、リソースの配分機能エンティティは、ＳＡＳシステムにおける
ＳＡＳリソース管理エンティティとして実現されても良く、本開示における端末機器又は
基地局のデータ送信、検出機能エンティティは、ＳＡＳシステムにおける市民広帯域無線
サービスユーザー（Ｃｉｔｉｚｅｎｓ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　Ｄｅｖｉｃｅ、ＣＢＳＤ）として実現されても良い。理解されるべきことは、本開示
の実施例に係る記憶媒体とプログラムプロダクトにおける機器が実行可能な指令は、上記
装置の実施例に対応する方法を実行するように配置されることもできるので、ここで詳細
に説明されていない内容は、前の相応位置の説明を参照することができ、ここで繰り返し
説明しない。
【０１２４】
　相応に、上記の機器が実行可能な指令を含むプログラムプロダクトを記憶するための記
憶媒体も本発明の開示に含まれる。該記憶媒体は、フロッピィディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、メモリカード、メモリスティック等を含むが、これらに限定されない。
【０１２５】
　また、上記一連の処理と機器は、ソフトウェア及び／又はファームウェアによって実現
されても良い。ソフトウェア及び／又はファームウェアによって実現される場合に、記憶
媒体又はネットワークから専用ハードウェア構成を有すコンピューター、例えば図１４に
示す通用パソコン１３００へ、該ソフトウェアを構成するプログラムをインストールし、
該コンピューターは、様々なプログラムがインストールされた時、様々な機能等を実行す
ることができる。図１４は、本開示の実施例において利用可能な情報処理機器であるパソ
コンの例示的な構成を示すブロック図である。
【０１２６】
　図１４において、中央処理手段（ＣＰＵ）１３０１は、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ
）１３０２に記憶されたプログラム又は格納部分１３０８からランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）１３０３へロードされたプログラムに基づいて、様々な処理を実行する。ＲＡＭ
１３０３においても、必要に応じて、ＣＰＵ１３０１が様々な処理等を実行する時に必要
なデータを記憶する。
【０１２７】
　ＣＰＵ１３０１、ＲＯＭ１３０２とＲＡＭ１３０３はバス１３０４を介して相互に接続
される。入力／出力インターフェース１３０５もバス１３０４に接続される。
【０１２８】
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　キーボード、マウス等を含む入力部分１３０６と、例えば陰極管（ＣＲＴ）、液晶ディ
スプレイ（ＬＣＤ）等のディスプレイと、スピーカ等とを含む出力部分１３０７と、ハー
ドディスク等を含む格納部分１３０８と、ネットワークインターフェースカード、例えば
ＬＡＮカード、モデム等を含む通信部分１３０９とは、入力／出力インターフェース１３
０５に接続される。通信部分１３０９は、ネットワーク、例えばインターネットを介して
通信処理を実行する。
【０１２９】
　必要に応じて、ドライバ１３１０も入力／出力インターフェース１３０５に接続される
。取り外し可能な媒体１３１１、例えば磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、半
導体メモリ等は、必要に応じてドライバ１３１０にインストールされ、中から読み出され
たコンピュータープログラムが必要に応じて格納部分１３０８にインストールされる。
【０１３０】
　ソフトウェアによって上記系列処理を実現する場合に、ネットワーク、例えばインター
ネット、又は、記憶媒体、例えば取り外し可能な媒体１３１１から、ソフトウェアを構成
するプログラムをインストールする。
【０１３１】
　当業者が理解すべきことは、このような記憶媒体は、図１４に示すプログラムが記憶さ
れ、機器と分離され配布されてユーザへプログラムを提供する取り外し可能な媒体１３１
１に限定していない。取り外し可能な媒体１３１１の例は、磁気ディスク（フロッピィデ
ィスク（登録商標）を含み）、光ディスク（光ディスクリードオンリーメモリ（ＣＤ－Ｒ
ＯＭ）とデジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）を含み）、光磁気ディスク（ミニディ
スク（ＭＤ）（登録商標）を含み）と半導体メモリを含む。又は、記憶媒体は、ＲＯＭ１
３０２、格納部分１３０８に含まれるハードディスク等であることができ、中にプログラ
ムが記憶されており、且つそれらを含む機器と共にユーザに配布される。
【０１３２】
　本開示の技術は、様々なプロダクトに応用されることができる。例えば、本開示に言及
された基地局は、いずれかのタイプの進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、例えばマクロｅＮＢと
小型ｅＮＢとして実現されることができる。小型ｅＮＢは、マクロセルより小さいセルを
カーバするｅＮＢ、例えばＰｉｃｏｅＮＢ、ＭｉｃｒｏｅＮＢとＨｏｍｅ（Ｆｅｍｔｏ）
ｅＮＢであっても良い。代わりに、基地局は、いずれかの他のタイプの基地局、例えばＮ
ｏｄｅＢと基地局送受信台（Base　Transceiver　Station,BTS）として実現されることが
できる。基地局は、無線通信を制御するように配置される主体（基地局機器とも呼ばれる
）及び主体と異なる位置に設けられる一つ或いは複数の遠隔無線ヘッド（Remote　Radio
　Head,RRH）を含むことができる。また、以下に説明する様々なタイプの端末は、いずれ
も一時的に或いは半恒久的に基地局機能を実行することで基地局として働くことができる
。
【０１３３】
　例えば、本開示に開示された端末機器は、幾つかの例においてユーザ機器とも呼ばれ、
移動端末（例えばスマートフォン、タブレットパソコン（ＰＣ）、ノートＰＣ、携帯式ゲ
ーム端末、携帯式／暗号化ドッグツール型移動体ルータとデジタル撮像装置）或いは車載
端末（例えばカーナビ機器）として実現されることができる。ユーザ機器は、マシンツー
マシン（Ｍ２Ｍ）通信を実行する端末（機器タイプ通信（ＭＴＣ）端末とも呼ばれる）と
して実現されることもできる。また、ユーザ機器は、上記端末における端末毎に実装され
る無線通信モジュール（例えば単チップの集積回路モジュールを含む）であることができ
る。
【０１３４】
　以下、図１５から図１８を参照して本開示の応用例について説明する。
【０１３５】
［基地局に関する応用例］
　理解されるべきことは、本開示における基地局は、その通常の意味の全範囲を持ってお
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り、且つ少なくとも無線通信システム又は無線システムの一部として通信を行うように用
いられる無線通信局を含む。基地局の例として、例えば、基地局はＧＳＭシステムにおけ
る基地局送受信機（ＢＴＳ）と基地局コントローラー（ＢＳＣ）の一方又は両方であるこ
とができ、ＷＣＤＭＡシステムにおけるラジオネットワークコントローラー（ＲＮＣ）と
Ｎｏｄｅ　Ｂの一方又は両方であることができ、ＬＴＥとＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄシス
テムにおけるｅＮＢであることができ、又は未来の通信システムにおける対応するネット
ワークノード（例えば５Ｇ通信システムにおいて現れる可能性があるｇＮＢ等）であるこ
とができるが、これらに限定されていない。本開示の基地局中の一部の機能は、Ｄ２Ｄ、
Ｍ２Ｍ及びＶ２Ｖ通信のシーンに通信に対して制御機能を有すエンティティとして実現さ
れてもよく、又はコグニティブラジオ通信シーンにスペクトル調整の機能としてのエンテ
ィティとして実現されてもよい。
【０１３６】
　第一の応用例
　図１５は、本開示内容の技術を応用可能なｅＮＢの例示的な配置の第一の例を示すブロ
ック図である。ｅＮＢ１４００は、複数のアンテナ１４１０及び基地局機器１４２０を含
む。基地局機器１４２０と各アンテナ１４１０は、ＲＦケーブルを介して相互に接続され
ることができる。一つの実現方式において、ここでのｅＮＢ１４００（又は基地局機器１
４２０）は、上記電子機器２００に対応することができる。
【０１３７】
　アンテナ１４１０のそれぞれは、一つ或いは複数のアンテナ素子（例えば多入力多出力
（ＭＩＭＯ）アンテナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、且つ基地局機器１４２０
が無線信号に対して送信と受信を行うために用いられる。図１５に示すように、ｅＮＢ１
４００は、複数のアンテナ１４１０を含むことができる。例えば、複数のアンテナ１４１
０は、ｅＮＢ１４００が使用する複数の周波数帯に適合することができる。
基地局機器１４２０は、コントローラー１４２１、メモリ１４２２、ネットワークインタ
ーフェース１４２３及び無線通信インターフェース１４２５を含む。
【０１３８】
　コントローラー１４２１は、例えばＣＰＵ或いはＤＳＰであり、且つ基地局機器１４２
０の比較的に高い層の様々な機能を操作することができる。例えば、コントローラー１４
２１は、無線通信インターフェース１４２５によって処理される信号におけるデータに基
づいてデータパケットを生成し、ネットワークインターフェース１４２３を介して生成さ
れたパケットを伝達する。コントローラー１４２１は、複数のベースバンドプロセッサー
からのデータに対してバンドルを行ってバンドルパケットを生成し、生成されたバンドル
パケットを伝達することができる。コントローラー１４２１は、例えば無線リソース制御
、無線載置制御、移動性管理、収容制御とスケジューリング等の制御を実行するロジック
機能を有すことができる。該制御は、付近のｅＮＢ或いはコアネットワークノードに合わ
せて実行されることができる。メモリ１４２２は、ＲＡＭとＲＯＭを含み、且つコントロ
ーラー１４２１によって実行されるプログラムと様々なタイプの制御データ（例えば端末
リスト、伝送電力データ及びスケジューリングデータ）を記憶する。
【０１３９】
　ネットワークインターフェース１４２３は、基地局機器１４２０をコアネットワーク１
４２４に接続するための通信インターフェースである。コントローラー１４２１は、ネッ
トワークインターフェース１４２３を介してコアネットワークノード或いは他のｅＮＢと
通信を行うことができる。この場合に、ｅＮＢ１４００とコアネットワークノード或いは
他のｅＮＢとは、ロジックインターフェース（例えばＳ１インターフェースとＸ２インタ
ーフェース）によって相互に接続されることができる。ネットワークインターフェース１
４２３は、有線通信インターフェース或いは無線バックホール回線に用いられる無線通信
インターフェースであることもできる。ネットワークインターフェース１４２３が無線通
信インターフェースであれば、無線通信インターフェース１４２５によって使用される周
波数帯と比べて、ネットワークインターフェース１４２３は、より高い周波数帯を使用し
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て無線通信に用いることができる。
【０１４０】
　無線通信インターフェース１４２５は、任意のセルラ通信案（例えば長期進化（ＬＴＥ
）とＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、且つアンテナ１４１０を介してｅＮＢ１
４００のセルに位置する端末への無線接続を提供する。無線通信インターフェース１４２
５は、通常に、例えばベースバンド（ＢＢ）プロセッサー１４２６とＲＦ回路１４２７を
含むことができる。ＢＢプロセッサー１４２６は、例えば符号化／復号、変調／復調及び
多重／逆多重を実行することができ、且つ層（例えばＬ１、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
、無線リンク制御（ＲＬＣ）とパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）
）の様々なタイプの信号処理を実行することができる。コントローラー１４２１の代わり
に、ＢＢプロセッサー１４２６が、上記ロジック機能の一部或いは全部を有することがで
きる。ＢＢプロセッサー１４２６は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、或いはプロ
グラムを実行するように配置されるプロセッサーと相関回路を含むモジュールであること
ができる。更新プログラムは、ＢＢプロセッサー１４２６の機能を変更させることができ
る。該モジュールは、基地局機器１４２０のスロットに插入されるカード或いはブレード
であることができる。代わりに、該モジュールは、カード或いはブレード上に実装される
チップであってもよい。同時に、ＲＦ回路１４２７は、例えばミキサ、フィルタとアンプ
を含み、且つアンテナ１４１０を介して無線信号を伝送と受信することができる。図１５
は一つのＲＦ回路１４２７と一本のアンテナ１４１０とが接続されている例を示したが、
本開示は該図示に限定されておらず、一つのＲＦ回路１４２７は、同時に複数本のアンテ
ナ１４１０に接続されることができる。
【０１４１】
　図１５に示すように、無線通信インターフェース１４２５は、複数のＢＢプロセッサー
１４２６を含むことができる。例えば、複数のＢＢプロセッサー１４２６は、ｅＮＢ１４
００が使用する複数の周波数帯に適合することができる。図１５に示すように、無線通信
インターフェース１４２５は、複数のＲＦ回路１４２７を含むことができる。例えば、複
数のＲＦ回路１４２７は、複数のアンテナ素子に適合することができる。図１５は無線通
信インターフェース１４２５が複数のＢＢプロセッサー１４２６と複数のＲＦ回路１４２
７を含む例を示したが、無線通信インターフェース１４２５が一つのＢＢプロセッサー１
４２６或いは一つのＲＦ回路１４２７を含んでもよい。
【０１４２】
　第二の応用例
　図１６は、本開示内容の技術を応用可能なｅＮＢの模式的な配置の第二の例を示すブロ
ック図である。ｅＮＢ１５３０は、複数のアンテナ１５４０、基地局機器１５５０とＲＲ
Ｈ１５６０を含む。ＲＲＨ１５６０と各アンテナ１５４０は、ＲＦケーブルを介して相互
に接続されることができる。基地局機器１５５０とＲＲＨ１５６０は、例えばファイバケ
ーブルの高速回線を介して相互に接続されることができる。一つの実現方式において、こ
こでのｅＮＢ１５３０（又は基地局機器１５５０）は、上記電子機器２００に対応するこ
とができる。
【０１４３】
　アンテナ１５４０のそれぞれは、一つ或いは複数のアンテナ素子（例えばＭＩＭＯアン
テナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、且つＲＲＨ１５６０が無線信号を送信と受
信するために用いられる。図１６に示すように、ｅＮＢ１５３０は、複数のアンテナ１５
４０を含むことができる。例えば、複数のアンテナ１５４０は、ｅＮＢ１５３０が使用す
る複数の周波数帯に適合することができる。
【０１４４】
　基地局機器１５５０は、コントローラー１５５１、メモリ１５５２、ネットワークイン
ターフェース１５５３、無線通信インターフェース１５５５及び接続インターフェース１
５５７を含む。コントローラー１５５１、メモリ１５５２及びネットワークインターフェ
ース１５５３は、図１５を参照して説明したコントローラー１４２１、メモリ１４２２及
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びネットワークインターフェース１４２３と同じである。
【０１４５】
　無線通信インターフェース１５５５は、任意のセルラ通信案（例えばＬＴＥとＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、且つＲＲＨ１５６０とアンテナ１５４０を介してＲＲ
Ｈ１５６０に対応するセクタに位置する端末への無線通信を提供する。無線通信インター
フェース１５５５は、通常に、例えばＢＢプロセッサー１５５６を含むことができる。Ｂ
Ｂプロセッサー１５５６が接続インターフェース１５５７を介してＲＲＨ１５６０のＲＦ
回路１５６４に接続されることを除いて、ＢＢプロセッサー１５５６は、図１５を参照し
て説明したＢＢプロセッサー１４２６と同じである。図１６に示すように、無線通信イン
ターフェース１５５５は、複数のＢＢプロセッサー１５５６を含むことができる。例えば
、複数のＢＢプロセッサー１５５６は、ｅＮＢ１５３０が使用する複数の周波数帯に適合
することができる。図１６は無線通信インターフェース１５５５が複数のＢＢプロセッサ
ー１５５６を含む例を示したが、無線通信インターフェース１５５５が一つのＢＢプロセ
ッサー１５５６を含んでもよい。
【０１４６】
　接続インターフェース１５５７は、基地局機器１５５０（無線通信インターフェース１
５５５）をＲＲＨ１５６０に接続するためのインターフェースである。接続インターフェ
ース１５５７は、基地局機器１５５０（無線通信インターフェース１５５５）をＲＲＨ１
５６０に接続する上記高速回線における通信に用いられる通信モジュールであることもで
きる。
【０１４７】
　ＲＲＨ１５６０は、接続インターフェース１５６１と無線通信インターフェース１５６
３を含む。
【０１４８】
　接続インターフェース１５６１は、ＲＲＨ１５６０（無線通信インターフェース１５６
３）を基地局機器１５５０に接続するためのインターフェースである。接続インターフェ
ース１５６１は、上記高速回線における通信に用いられる通信モジュールであることもで
きる。
【０１４９】
　無線通信インターフェース１５６３は、アンテナ１５４０を介して無線信号を伝送と受
信することができる。無線通信インターフェース１５６３は、通常に、例えばＲＦ回路１
５６４を含むことができる。ＲＦ回路１５６４は、例えばミキサ、フィルタとアンプを含
み、且つアンテナ１５４０を介して無線信号を伝送と受信することができる。図１６は一
つのＲＦ回路１５６４が一本のアンテナ１５４０に接続される例を示したが、本開示は該
図示に限定されておらず、一つのＲＦ回路１５６４が同時に複数本のアンテナ１５４０に
接続されることができる。
【０１５０】
　図１６に示すように、無線通信インターフェース１５６３は、複数のＲＦ回路１５６４
を含むことができる。例えば、複数のＲＦ回路１５６４は、複数のアンテナ素子をサポー
トすることができる。図１６は無線通信インターフェース１５６３が複数のＲＦ回路１５
６４を含む例を示したが、無線通信インターフェース１５６３が一つのＲＦ回路１５６４
を含んでもよい。
【０１５１】
［ユーザ機器に関する応用例］
　第一の応用例
　図１７は、本開示内容の技術を応用可能なスマートフォン１６００の模式的な配置の例
を示すブロック図である。スマートフォン１６００は、プロセッサー１６０１、メモリ１
６０２、記憶装置１６０３、外部接続インターフェース１６０４、撮像装置１６０６、セ
ンサー１６０７、マイクロホン１６０８、入力装置１６０９、表示装置１６１０、スピー
カー１６１１、無線通信インターフェース１６１２、一つ或いは複数のアンテナスイッチ
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１６１５、一つ或いは複数のアンテナ１６１６、バス１６１７、電池１６１８及び補助コ
ントローラー１６１９を含む。一つの実現方式において、ここでのスマートフォン１６０
０（又はプロセッサー１６０１）は、上記端末機器１０００に対応することができる。
【０１５２】
　プロセッサー１６０１は、例えばＣＰＵ或いはシステムオンチップ（ＳｏＣ）であり、
且つスマートフォン１６００の応用層と他の層の機能を制御することができる。メモリ１
６０２は、ＲＡＭとＲＯＭを含み、且つデータとプロセッサー１６０１によって実行され
るプログラムを記憶する。記憶装置１６０３は、記憶媒体、例えば半導体メモリとハード
ディクス、を含むことができる。外部接続インターフェース１６０４は、外部装置（例え
ばメモリカードと汎用シリアルバス（ＵＳＢ）装置）をスマートフォン１６００に接続す
るためのインターフェースである。
【０１５３】
　撮像装置１６０６は、画像センサー（例えば電荷結合デバイス（ＣＣＤ）と互補型金属
酸化半導体（ＣＭＯＳ））を含み、且つ捕捉画像を生成する。センサー１６０７は、一組
のセンサー、例えば計測センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサーと加速度センサー
、を含むことができる。マイクロホン１６０８は、スマートフォン１６００に入力された
音をオーディオ信号に変換する。入力装置１６０９は、例えば表示装置１６１０のスクリ
ーン上のタッチを検出するように配置されたタッチセンサー、キーパッド、キーボード、
ボタン或いはスイッチを含み、且つユーザから入力された操作或いは情報を受信する。表
示装置１６１０は、スクリーン（例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）と有機発光ダイオー
ド（ＯＬＥＤ）ディスプレイ）を含み、且つスマートフォン１６００の出力画像を表示す
る。スピーカー１６１１は、スマートフォン１６００から出力されたオーディオ信号を音
に変換する。
【０１５４】
　無線通信インターフェース１６１２は、任意のセルラ通信案（例えばＬＴＥとＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、且つ無線通信を実行する。無線通信インターフェース
１６１２は、通常に、例えばＢＢプロセッサー１６１３とＲＦ回路１６１４を含むことが
できる。ＢＢプロセッサー１６１３は、例えば符号化／復号、変調／復調及び多重／逆多
重を実行することができ、且つ無線通信に用いられる様々なタイプの信号処理を実行する
ことができる。同時に、ＲＦ回路１６１４は、例えばミキサ、フィルタとアンプを含み、
且つアンテナ１６１６を介して無線信号に対して伝送と受信を行うことができる。無線通
信インターフェース１６１２は、ＢＢプロセッサー１６１３とＲＦ回路１６１４が集積さ
れた一つのチップモジュールであることができる。図１７に示すように、無線通信インタ
ーフェース１６１２は、複数のＢＢプロセッサー１６１３と複数のＲＦ回路１６１４を含
むことができる。図１７は、無線通信インターフェース１６１２は複数のＢＢプロセッサ
ー１６１３と複数のＲＦ回路１６１４を含む例を示したが、無線通信インターフェース１
６１２は、一つのＢＢプロセッサー１６１３或いは一つのＲＦ回路１６１４を含むことも
できる。
【０１５５】
　また、セルラ通信案以外に、無線通信インターフェース１６１２は、他のタイプの無線
通信案、例えば短距離無線通信案、近接通信案と無線ローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）案、をサポートすることができる。この場合に、無線通信インターフェース１６１２
は、無線通信案毎に対するＢＢプロセッサー１６１３とＲＦ回路１６１４を含むことがで
きる。
【０１５６】
　アンテナスイッチ１６１５のそれぞれは、無線通信インターフェース１６１２に含まれ
る複数の回路（例えば異なる無線通信案に用いられる回路）との間にアンテナ１６１６の
接続先を切替る。
【０１５７】
　アンテナ１６１６のそれぞれは、一つ或いは複数のアンテナ素子（例えばＭＩＭＯアン
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テナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、且つ無線通信インターフェース１６１２が
無線信号を伝送と受信するために用いられる。図１７に示すように、スマートフォン１６
００は、複数のアンテナ１６１６を含むことができる。図１７は、スマートフォン１６０
０が複数のアンテナ１６１６を含む例を示したが、スマートフォン１６００は、一つのア
ンテナ１６１６を含むこともできる。
【０１５８】
　また、スマートフォン１６００は、無線通信案毎に対するアンテナ１６１６を含むこと
ができる。この場合に、アンテナスイッチ１６１５は、スマートフォン１６００の配置か
ら省略されることができる。
【０１５９】
　バス１６１７は、プロセッサー１６０１、メモリ１６０２、記憶装置１６０３、外部接
続インターフェース１６０４、撮像装置１６０６、センサー１６０７、マイクロホン１６
０８、入力装置１６０９、表示装置１６１０、スピーカー１６１１、無線通信インターフ
ェース１６１２及び補助コントローラー１６１９を相互に接続する。電池１６１８は、フ
ィーダ線を介して図１７に示すようなスマートフォン１６００のそれぞれのブロックに電
力を提供し、フィーダ線は図において部分的に破線として表される。補助コントローラー
１６１９は、例えばスリープモードにスマートフォン１６００の最小限必要な機能を操作
する。
【０１６０】
　第二の応用例
　図１８は、本開示内容の技術を応用可能なカーナビ機器１７２０の模式的な配置の例を
示すブロック図である。カーナビ機器１７２０は、プロセッサー１７２１、メモリ１７２
２、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）モジュール１７２４、センサー１７２
５、データインターフェース１７２６、コンテンツプレーヤー１７２７、記憶媒体インタ
ーフェース１７２８、入力装置１７２９、表示装置１７３０、スピーカー１７３１、無線
通信インターフェース１７３３、一つ或いは複数のアンテナスイッチ１７３６、一つ或い
は複数のアンテナ１７３７及び電池１７３８を含む。一つの実現方式において、ここでの
カーナビ機器１７２０（又はプロセッサー１７２１）は、上記端末機器１０００に対応す
ることができる。
【０１６１】
　プロセッサー１７２１は、例えばＣＰＵ或いはＳｏＣであり、且つカーナビ機器１７２
０のナビゲーション機能と他の機能を制御することができる。メモリ１７２２は、ＲＡＭ
とＲＯＭを含み、且つデータとプロセッサー１７２１によって実行されるプログラムを記
憶する。
【０１６２】
　ＧＰＳモジュール１７２４は、ＧＰＳ衛星から受信されたＧＰＳ信号を使用して、カー
ナビ機器１７２０の位置（例えば緯度、経度と高度）を計測する。センサー１７２５は、
一組のセンサー、例えばジャイロセンサー、地磁気センサーと空気圧力センサー、を含む
ことができる。データインターフェース１７２６は、図示しない端末を介して、例えば車
載ネットワーク１７４１に接続され、且つ車両によって生成されたデータ（例えば車速デ
ータ）を取得する。
【０１６３】
　コンテンツプレーヤー１７２７は、記憶媒体（例えばＣＤとＤＶＤ）に記憶されたコン
テンツを再生し、該記憶媒体は、記憶媒体インターフェース１７２８に插入される。入力
装置１７２９は、例えば表示装置１７３０のスクリーン上のタッチを検出するように配置
されるタッチセンサー、ボタン或いはスイッチを含み、且つユーザから入力された操作或
いは情報を受信する。表示装置１７３０は、例えばＬＣＤ或いはＯＬＥＤディスプレイの
スクリーンを含み、且つナビゲーション機能の画像或いは再生されたコンテンツを表示す
る。スピーカー１７３１は、ナビゲーション機能の音或いは再生されたコンテンツを出力
する。
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【０１６４】
　無線通信インターフェース１７３３は、任意のセルラ通信案（例えばＬＴＥとＬＴＥ－
Ａｄｖａｎｃｅｄ）をサポートし、且つ無線通信を実行する。無線通信インターフェース
１７３３は、通常に、例えばＢＢプロセッサー１７３４とＲＦ回路１７３５を含むことが
できる。ＢＢプロセッサー１７３４は、例えば符号化／復号、変調／復調及び多重／逆多
重を実行し、且つ無線通信に用いられる様々なタイプの信号処理を実行することができる
。同時に、ＲＦ回路１７３５は、例えばミキサ、フィルタとアンプを含み、且つアンテナ
１７３７を介して無線信号を伝送と受信することができる。無線通信インターフェース１
７３３は、ＢＢプロセッサー１７３４とＲＦ回路１７３５が集積された一つのチップモジ
ュールであることもできる。図１８に示すように、無線通信インターフェース１７３３は
、複数のＢＢプロセッサー１７３４と複数のＲＦ回路１７３５を含むことができる。図１
８は、無線通信インターフェース１７３３が複数のＢＢプロセッサー１７３４と複数のＲ
Ｆ回路１７３５を含む例を示したが、無線通信インターフェース１７３３は、一つのＢＢ
プロセッサー１７３４或いは一つのＲＦ回路１７３５を含んでも良い。
【０１６５】
　また、セルラ通信案以外に、無線通信インターフェース１７３３は、他のタイプの無線
通信案、例えば短距離無線通信案、近接通信案と無線ＬＡＮ技術案、をサポートすること
ができる。この場合に、無線通信案毎に、無線通信インターフェース１７３３は、ＢＢプ
ロセッサー１７３４とＲＦ回路１７３５を含むことができる。
【０１６６】
　アンテナスイッチ１７３６のそれぞれは、無線通信インターフェース１７３３に含まれ
る複数の回路（例えば異なる無線通信案に用いられる回路）との間にアンテナ１７３７の
接続先を切替する。
【０１６７】
　アンテナ１７３７のそれぞれは、一つ或いは複数のアンテナ素子（例えばＭＩＭＯアン
テナに含まれる複数のアンテナ素子）を含み、且つ無線通信インターフェース１７３３が
無線信号を伝送と受信するために用いられる。図１８に示すように、カーナビ機器１７２
０は、複数のアンテナ１７３７を含むことができる。図１８は、カーナビ機器１７２０が
複数のアンテナ１７３７を含む例を示したが、カーナビ機器１７２０が一つのアンテナ１
７３７を含んでも良い。
【０１６８】
　また、カーナビ機器１７２０は、無線通信案毎に対するアンテナ１７３７を含むことが
できる。この場合に、アンテナスイッチ１７３６は、カーナビ機器１７２０の配置から省
略されることができる。
【０１６９】
　電池１７３８は、フィーダ線を介して、図１８に示すようなカーナビ機器１７２０のそ
れぞれのブロックに電力を提供し、フィーダ線は図において部分的に破線として表される
。電池１７３８は、車両から提供される電力を貯える。
【０１７０】
　本開示内容の技術は、カーナビ機器１７２０、車載ネットワーク１７４１及び車両モジ
ュール１７４２の一つ或いは複数のブロックを含む車載システム（或いは車両）１７４０
として実現されてもよい。車両モジュール１７４２は、車両データ（例えば車速、エンジ
ン速度と故障情報）を生成し、且つ生成されたデータを車載ネットワーク１７４１に出力
する。
【０１７１】
　最後に、発明者は、図１９によって、２種類のチャネル状態Ｈ下（即ち、６人のユーザ
の２種類のチャンネル利得Ｈ１=［４　４　２　２　１　１］及びＨ２=［８　８　４　４
　１　１］で、ＳＣＭＡアルゴリズム（６人のユーザの２次元コンステレーション図シン
ボルを４次元スパース符号語に変換する）に基づいて上記図５Ｂ、図５Ｃに示される２種
類のデータ検出スキームを利用する場合の誤り率性能シミュレーション結果を示す。図１
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９において、図５Ｃ、５Ｂのスキームの性能曲線をそれぞれＳＩＣ－１及びＳＩＣ－２と
表記し、対比としてのオリジナルメッセージパッシングアルゴリズムの性能曲線をＭＰＡ
と表記する。つまり、ＳＩＣ－１曲線は、受信端が受信信号ｙに基づいて、まず前の２人
のユーザ１、２の信号を復号し、この時の因子グラフマトリクスがＦ１であり、他のユー
ザの信号は干渉とみなされ、前の２人のユーザ１、２の信号ｘ１，ｘ２に復号した後、受
信信号ｙから復号した信号を引き、更に、ユーザ３、４、５、６に対してＭＰＡ復号を行
い、この時の因子グラフマトリクスがＦ２とＦ３の和集合であり、これによってユーザ３
、４、５、６のデータを復号することを反映する。ＳＩＣ－２の曲線は、受信端が受信信
号ｙに基づいて、まず前の２人のユーザの信号を復号し、この時の因子グラフマトリクス
がＦ１であり、他のユーザの信号が干渉とみなされ、前の２人のユーザの信号ｘ１，ｘ２

に復号した後、受信信号ｙから復号した信号を引き、更にユーザ３、４に対して復号し、
この時の因子グラフマトリクスがＦ２であり、後の２人のユーザの信号は干渉とみなされ
、ユーザ３、４の信号ｘ３，ｘ４に復号した後、復号した信号を引き、最後にユーザ５、
６に対して復号し、この時の因子グラフマトリクスがＦ３であることを反映する。
【０１７２】
　図１９の性能シミュレーション結果によると、ユーザーチャネル利得差の増大につれて
、誤り率性能の面で、シリアル干渉キャンセラに基づくデータ検出スキームとメッセージ
パッシングアルゴリズムの差が小さくなり、即ち、性能損失が小さくなることが分かる。
ユーザーチャネル利得の差が比較的大きい時（例えば、Ｈ２=［８　８　４　４　１　１
］）、ＳＩＣ－１の誤り率性能上の損失を無視することができる。また、復号複雑度から
、SIC-2<SIC-1<MPAであっても良い。上記から分かるように、本開示によるスキームは、
システムの具体的な状況に応じて適切なユーザ組分け、再組分け、グループ内のリソース
の再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行うことができ、これ
によって、復号複雑度、ビット誤り率のトレードオフを実現し、パターンドメイン多元接
続スキームが実際の応用に適するようにする。
【０１７３】
　以上、図面を参照して本開示の例示的な実施例を説明したが、本開示は以上の例に限定
されない。当業者は、添付の請求の範囲内に様々な変更と修正を得ることができ、且つこ
れら変更と修正は本開示の技術の範囲内に含まれると理解すべきである。
【０１７４】
　例えば、以上の実施例において一つの手段に含まれる複数の機能は、分離された装置に
よって実現されることができる。代わりに、以上の実施例において複数の手段によって実
現される複数の機能は、それぞれに分離された装置によって実現されることができる。ま
た、以上の機能の一つは、複数の手段によって実現されることができる。もちろん、この
ような配置は、本開示の技術の範囲に含まれる。
【０１７５】
　該明細書において、フロー図に記載されたステップは、記載の順位で時間系列的に実行
される処理だけでなく、必ずも時間系列でなく並行又は個別に実行される処理も含む。ま
た、もちろん、ひいては時間系列的に処理されるステップも適当に該順位を変更してもよ
い。
【０１７６】
　本開示及びその利点を詳細に説明したが、理解すべきことは、添付の請求の範囲に限定
された本開示の精神と範囲外でない場合に、様々な変更、代替と変換を行うことができる
。更に、本開示の実施例の用語“含む”、“有す”又はそのいずれかの他の変体は、非排
他的な含有を示すことで、一系列の要素を含む過程、方法、物品又は機器は、それらの要
素だけでなく、明示されていない他の要素も含み、又はこのような過程、方法、物品又は
機器に固有の要素も含む。さらなる制限がない場合に、“一つの……を含む”によって限
定される要素は、前記要素を含む過程、方法、物品又は機器にほかの同じ要素も含むこと
を除外しない。
 



(48) JP 2020-509644 A 2020.3.26

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】



(49) JP 2020-509644 A 2020.3.26

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６】

【図７】

【図８Ａ】



(50) JP 2020-509644 A 2020.3.26
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【手続補正書】
【提出日】令和1年7月25日(2019.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムに用いられる電子機器であって、
　端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して端末機器の組分けを行い、同一グループ内
の端末機器の複数のデータストリームがパターンドメイン多元接続によってリソースを多
重化し、
　データ伝送の検出情報に基づいて端末機器の再組分け、グループ内のリソースの再配分
及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行い、
　データ検出スキームが、シリアル検出アルゴリズムに基づいて受信データを復号するた
めに用いられる
　ように配置される処理回路を含む電子機器。
【請求項２】
　前記端末機器情報がチャネル状態情報を含み、
　且つ端末機器の組分けは、
　チャネル状態情報に基づいて、同一グループ内の端末機器の間のチャンネル利得差を出
来るだけ大くし又は所定の閾値よりも大きくするように、端末機器をグループに組分けす
ることを含み、
　前記端末機器の組分けにより、同一グループの端末機器が同一グループのリソースを多
重化し、異なるグループの端末機器が異なるリソースを用いるようにする
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記処理回路は、更に、データ検出スキームを決定するように配置され、
　前記データ検出スキームは少なくとも一つのレベルに二つ又はより多い端末機器が含ま
れるようにグループ内の端末機器をレベル付けることを含み、
　レベルの異なる端末機器がシリアル検出アルゴリズムによって検出され、同一レベルの
複数の端末機器はパラレル検出アルゴリズムによって検出される
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　端末機器をグループに組分けすることは、
　端末機器をチャンネル利得に基づいて並べ替え、各端末機器を順次異なるグループに組
分けすること、及び
　チャンネル利得に基づいて、端末機器を、グループ内の端末機器数及び端末機器のチャ
ンネル利得レベルを指定するグループ配置テンプレートにマッチングさせること
　のうちの少なくとも１つを含む
　請求項２に記載の電子機器。
【請求項５】
　前記処理回路は、更に、グループ内のリソースの配分を決定するように配置され、前記
リソースの配分により、同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバー
ラップを出来るだけ小さくする
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項６】
　グループ内の端末機器をレベル付けすることは、端末機器をチャンネル利得の高低に従
い相応のレベルに組分けすることを含み、比較的高いチャンネル利得に対応するレベル内
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の端末機器のデータストリームの検出順位が早い
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項７】
　基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、特定の端末機器の復号能力が
シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、グループ内の端末機器をレベル付け
することは、該特定の端末機器に比較的高い下りリンク伝送電力を配分し、且つ該特定の
端末機器を単独で検出順位ができるだけ早いレベルに組分けすることを更に含む
　請求項６に記載の電子機器。
【請求項８】
　基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、特定の端末機器の復号能力が
シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、端末機器をグループに組分けするこ
とは、シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする端末機器を同一グループに組分けす
ることを更に含み、該グループ内の端末機器がシリアル検出アルゴリズムのみによって検
出される
　請求項２に記載の電子機器。　
【請求項９】
　検出情報が検出誤差情報を含み、データストリームに対する検出誤差がビット誤り率又
は再送率要求を満たさない場合、
　グループ内の端末機器のチャネル利得差を増大させるように端末機器の再組分けを行う
こと、
　グループ内の各端末機器のデータストリームのシリアル検出アルゴリズムにおける検出
順位を調整するようにデータ検出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおけるシリアル検出のレベル数を調整するようにデータ検
出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおける検出順位が早い端末機器のデータストリームと、検
出順位がその後の他のデータストリームとのリソースオーバーラップを減少させるように
グループ内のリソースの再配分を行うこと、
　同一グループ内の同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラッ
プを減少させるようにグループ内のリソースの再配分を行うこと
　のうちの少なくとも１つを実行し、又は
　検出情報は検出誤差情報を含み、データ検出スキームの更新は、システム平均検出誤差
が平均ビット誤り率要求を満たさない場合にグループ内のレベル数を減少させることを含
み、又は
　検出情報は検出複雑度情報を含み、データ検出スキームの更新は、検出複雑度が検出複
雑度閾値よりも高い場合に、端末機器グループ内の端末機器レベル数を増加させることを
含む
　請求項３に記載の電子機器。
【請求項１０】
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを周期的に行い、且つ／又は
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを行うことはイベントをトリガーとし、トリガーイベントは
、検出誤差がビット誤り率又は再送率要求を満たさない時間が第１の所定の持続時間に達
し、且つ／又は検出複雑度が検出複雑度閾値より高い時間が第２の所定の持続時間に達し
たことを含み、又は
　前記処理回路は、更に、端末機器から基地局への上りリンクデータ伝送に対して、リソ
ースの再配分を行った後、端末機器に相応のリソースの配分の結果を通知するように配置
される
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項１１】
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　前記処理回路は、更に、基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、端末
機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１
つを行った後、端末機器に相応の端末機器の再組分けの結果、リソースの再配分の結果及
び更新されたデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを通知するように配置され、又
は
　前記処理回路は、更に、基地局から端末機器への下りリンクデータ伝送に対して、端末
機器から下りリンクデータ伝送の検出情報を取得して、端末機器の再組分け、グループ内
のリソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つを行うように
配置される
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項１２】
　無線通信システムに用いられる電子機器であって、
　端末機器情報に基づいてデータ伝送に対して決定された端末機器の組分けの結果を取得
し、同一グループ内の端末機器の複数のデータストリームはパターンドメイン多元接続に
よってリソースを多重化し、且つ、
　データ伝送の検出情報に基づいて決定された、端末機器の再組分けの結果、リソースの
再配分の結果及び更新されたデータ検出スキームのうちの少なくとも１つを取得し、
　データ検出スキームは、前記電子機器がシリアル検出アルゴリズムに基づいて、受信さ
れた受信データを復号するために用いられる
　ように配置される処理回路を含む電子機器。
【請求項１３】
　前記端末機器情報はチャネル状態情報を含み、端末機器の組分けは、
　チャネル状態情報に基づいて、同一グループ内の端末機器間のチャンネル利得差を出来
るだけ大くし又は所定の閾値よりも大きくするように端末機器をグループに組分けするこ
とを含み、
　前記端末機器の組分けにより、同一グループの端末機器が同一グループのリソースを多
重化し、異なるグループの端末機器が異なるリソースを用いる
　請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記処理回路は、更に、基地局からデータ検出スキームを取得するように配置され、基
地局がデータ検出スキームを決定することは、少なくとも一つのレベルに二つ又はより多
い端末機器が含まれるようにグループ内の端末機器をレベル付けすることを含み、
　レベルの異なる端末機器はシリアル検出アルゴリズムによって検出され、同一レベルの
複数の端末機器はパラレル検出アルゴリズムによって検出される
　請求項１２に記載の電子機器。
【請求項１５】
　端末機器をグループに組分けすることは、
　チャンネル利得に基づいて端末機器を並べ替え、各端末機器を順次異なるグループに組
分けすること、及び、
　チャンネル利得に基づいて、端末機器を、グループ内の端末機器数及び端末機器のチャ
ンネル利得レベルを指定するグループ配置テンプレートにマッチングさせることの少なく
とも１つを含む
　請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記処理回路は、更に、基地局からグループ内のリソースの配分の結果を取得するよう
に配置され、このリソースの配分の結果により、同一レベルの端末機器のデータストリー
ム間のリソースオーバーラップを出来るだけ小さくし、又は
　グループ内の端末機器をレベル付けすることは、端末機器をチャンネル利得の高低に従
い相応のレベルに組分けすることを含み、比較的高いチャンネル利得に対応するレベル内
の端末機器のデータストリームの検出順位は早い
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　請求項１４に記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記電子機器の復号能力がシリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、この電
子機器に比較的高い下りリンク伝送電力を配分し、且つ該電子機器は単独で検出順位がで
きるだけ早いレベルに組分けされる
　請求項１６に記載の電子機器。
【請求項１８】
　前記電子機器の復号能力がシリアル検出アルゴリズムのみをサポートする場合、この電
子機器は、シリアル検出アルゴリズムのみをサポートする端末機器のグループに組分けさ
れ、このグループ内の端末機器はシリアル検出アルゴリズムのみによって検出される
　請求項１３に記載の電子機器。
【請求項１９】
　検出情報は検出誤差情報を含み、データストリームに対する検出誤差がビット誤り率又
は再送率要求を満たさない場合、基地局は、
　グループ内の端末機器のチャネル利得差を増大させるように端末機器の再組分けを行う
こと、
　グループ内の各端末機器のデータストリームのシリアル検出アルゴリズムにおける検出
順位を調整するようにデータ検出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおけるシリアル検出のレベル数を調整するようにデータ検
出スキームの更新を行うこと、
　シリアル検出アルゴリズムにおける検出順位が早い端末機器のデータストリームと検出
順位がその後の他のデータストリームとのリソースオーラーラップを減少させるようにグ
ループ内のリソースの再配分を行うこと、及び
　同一グループ内の同一レベルの端末機器のデータストリーム間のリソースオーバーラッ
プを減少させるようにグループ内のリソースの再配分を行うこと
　のうちの少なくとも１つを実行する
　請求項１４に記載の電子機器。
【請求項２０】
　検出情報は検出誤差情報を含み、データ検出スキームの更新は、システム平均検出誤差
が平均ビット誤り率要求を満たさない場合にグループ内のレベル数を減少させることを含
み、又は
　検出情報は検出複雑度情報を含み、データ検出スキームの更新は、検出複雑度が検出複
雑度閾値より高い場合に端末機器グループ内の端末機器レベル数を増加させることを含み
、又は
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを周期的に行い、且つ／又は
　検出情報に基づいて端末機器の再組分け、リソースの再配分及びデータ検出スキームの
更新のうちの少なくとも１つを行うことはイベントをトリガとし、トリガーイベントは、
検出誤差がビット誤り率又は再送率要求を満たさない時間が第１の所定の持続時間に達し
、且つ／又は検出複雑度が検出複雑度閾値より高い時間が第２の所定の持続時間に達した
ことを含み、又は
　前記処理回路は、更に、基地局に、基地局が行う端末機器の再組分け、グループ内のリ
ソースの再配分及びデータ検出スキームの更新のうちの少なくとも１つに用いられる検出
情報を報告する
　請求項１４に記載の電子機器。
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