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(57)【要約】
サブキャリアおよびシンボル位置から成るサブフレーム
を有するフレーム構造内に、パイロット系列（受信機が
チャネルを推定するのを支援する）を構成するための、
方法、デバイス、コンピュータ・プログラム製品、集積
回路、およびシステムが記載される。共通パイロット系
列の位置は予め定められており、それには、（１）各サ
ブフレームにて、パイロット系列が、少なくとも２つの
スタガードなサブキャリアの各々に関して１番目のシン
ボル位置に配置されることと、（２）少なくとも１つの
サブフレームにて、少なくとも１つのパイロット系列が
、１番目のシンボル位置以外、および上記の少なくとも
２つのスタガードなサブキャリアのうちのいずれとも異
なるサブキャリアに配置されることとが含まれる。専用
パイロット系列は、フレーム内での位置が予め定められ
ることはなく、無線リンクを介して受信されるチャネル
品質の指標に応じて配置される。共通パイロット系列は
１本または２本の送信アンテナに関連してもよく、専用
パイロット系列は、第３および第４送信アンテナの追加
を可能にしうる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム構造内に伝送用のデータを構成することであって、前記フレーム構造は一連の
サブフレームを含み、各サブフレームは複数の周波数分割されたサブキャリアを含み、各
サブキャリアは複数の時分割されたシンボル位置を含む、前記構成することと、
　前記サブキャリアを含むチャネルであって、前記データが伝送されることになるチャネ
ルを受信機が推定するのを支援するためのパイロット系列を決定することと、
　各サブフレームにおいて、少なくとも２つのスタガードなサブキャリアの各々について
、前記複数のシンボル位置のうちの１番目の位置に、パイロット系列を配置することと、
　少なくとも１つのサブフレームにおいて、前記１番目のシンボル位置以外の位置で、前
記少なくとも２つのスタガードなサブキャリアのいずれとも異なるサブキャリアに少なく
とも１つのパイロット系列を配置することと、
　前記データおよび配置されたパイロット系列を含む前記フレームを、前記チャネルを介
して伝送することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記１番目のシンボル位置以外の前記位置が、３番目から末尾までのシンボル位置であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パイロット系列が、シンボルおよびサブキャリアの定位置を有する共通パイロット
系列であって、前記定位置は、同一サブフレームのサブキャリアがそこにあるどのシンボ
ル位置でも１つを超える共通パイロット系列を搬送することのないように構成されている
、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１番目のシンボル位置にある前記パイロット系列が、前記伝送に用いられる各送信
アンテナに対して、３番目ごとまたは４番目ごとのサブキャリアのいずれかに規則的にス
タガードにされる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１番目のシンボル位置にある前記パイロット系列の各々が、第１および第２送信ア
ンテナそれぞれのための、互いに位相の異なる第１および第２パイロット・シンボルを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　さらに、前記１番目のシンボル位置以外にある前記少なくとも１つのパイロット系列が
、第３および第４送信アンテナそれぞれのための、互いに位相の異なる第３および第４パ
イロット・シンボルを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１、および前記第１以外のシンボル位置に配置された前記パイロット系列が共通
パイロット系列であり、前記方法が、
　移動局からのチャネル品質の指標の受信に応じて、前記共通パイロット系列に加えてパ
イロット系列が必要であると前記表示から判断することと、
　前記共通パイロット系列に加えてパイロット系列が必要であるという前記判断に基づい
て、前記フレームの少なくとも１つのサブフレーム内に、専用パイロット系列を配置する
ことと、
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記共通パイロット系列が、第１および第２アンテナそれぞれのための第１および第２
パイロット・シンボルを含み、前記第１および第２パイロット・シンボルは互いに位相が
異なっており、さらに前記専用パイロット系列が、前記第１および前記第２アンテナ以外
の少なくとも１つのアンテナのためのパイロット・シンボルを含む、請求項７に記載の方
法。
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【請求項９】
　前記専用パイロット系列が配置されている、前記フレームの少なくとも１つのサブフレ
ームの特定のサブキャリアおよび特定のシンボル位置の両方が、前記受信した指標に基づ
く、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　フレーム構造にあるパイロット系列の伝送のための動作を実行させるべく、記憶媒体上
に有形的に具現化されてプロセッサによって実行可能なコンピュータ・プログラムであっ
て、前記動作が、
　フレーム構造内に伝送用のデータを構成することであって、前記フレーム構造は一連の
サブフレームを含み、各サブフレームは複数の周波数分割されたサブキャリアを含み、各
サブキャリアは複数の時分割されたシンボル位置を含む、前記構成することと、
　前記サブキャリアを含むチャネルであって、前記データが伝送されることになるチャネ
ルを受信機が推定するのを支援するためのパイロット系列を決定することと、
　各サブフレームにおいて、少なくとも２つのスタガードなサブキャリアの各々について
、前記複数のシンボル位置のうちの１番目の位置に、パイロット系列を配置することと、
　少なくとも１つのサブフレームにおいて、前記１番目のシンボル位置以外の位置で、前
記少なくとも２つのスタガードなサブキャリアのいずれとも異なるサブキャリアに少なく
とも１つのパイロット系列を配置することと、
　前記データおよび配置されたパイロット系列を含む前記フレームを、前記チャネルを介
して伝送することと、
を含む、コンピュータ・プログラム。
【請求項１１】
　前記１番目のシンボル位置以外の前記位置が、第３から末尾までのシンボル位置である
、請求項１０に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１２】
　前記パイロット系列が、シンボルおよびサブキャリアの定位置を有する共通パイロット
系列であって、前記定位置は、同一サブフレームのサブキャリアがそこにあるどのシンボ
ル位置でも１つを超える共通パイロット系列を搬送することのないように構成されている
、請求項１０に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１３】
　前記１番目のシンボル位置にある前記パイロット系列が、前記伝送に用いられる各送信
アンテナに対し、３番目ごとまたは４番目ごとのサブキャリアのいずれかに規則的にスタ
ガードにされる、請求項１０に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１４】
　前記１番目のシンボル位置にある前記パイロット系列の各々が、第１および第２送信ア
ンテナそれぞれのための、互いに位相の異なる第１および第２パイロット・シンボルを含
む、請求項１０に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１５】
　さらに、前記１番目のシンボル位置以外にある前記少なくとも１つのパイロット系列が
、第３および第４送信アンテナそれぞれのための、互いに位相の異なる第３および第４パ
イロット・シンボルを含む、請求項１４に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１６】
　前記第１、および前記第１以外のシンボル位置に配置された前記パイロット系列が共通
パイロット系列であり、前記動作が、
　移動局からのチャネル品質の指標の受信に応じて、前記共通パイロット系列に加えてパ
イロット系列が必要であると前記表示から判断することと、
　前記受信した表示に基づいて、前記フレームの少なくとも１つのサブフレーム内に、専
用パイロット系列を配置することと、
をさらに含む、請求項１０に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１７】
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　前記共通パイロット系列が第１および第２アンテナそれぞれのための第１および第２パ
イロット・シンボルを含み、前記第１および第２パイロット・シンボルは互いに位相が異
なっており、さらに前記専用パイロット系列が、少なくとも１つの前記アンテナ、または
前記第１および前記第２アンテナ以外の別のアンテナのためのパイロット・シンボルを含
む、請求項１６に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１８】
　前記専用パイロット系列が配置されている、前記フレームの少なくとも１つのサブフレ
ームの特定のサブキャリアおよび特定のシンボル位置の両方が、前記共通パイロット系列
に加えてパイロット系列が必要であるという前記判断に基づく、請求項１６に記載のコン
ピュータ・プログラム。
【請求項１９】
　入力データをタイム・スロットに合わせるように構成されているインターリーバと、
　前記インターリーブされたデータを並列ブロックに組み立てるように構成されているシ
リアル－パラレル変換器と、
　前記ブロックをシンボルへマップするように構成されているエンコーダと、
　伝送フレーム内の固定位置のデータベースとプロセッサ用のコンピュータ命令とを保存
するように構成されているメモリと、
　前記インターリーバ、前記変換器、前記エンコーダ、および前記メモリと組み合わされ
るプロセッサであって、前記コンピュータ命令が、前記プロセッサに、パイロット系列を
前記固定位置へ配置させ、前記固定位置は、
・　伝送フレームの各サブフレームにおける、少なくとも２つのスタガードなサブキャリ
アの各々の、複数のシンボル位置のうちの１番目の位置と、
・　前記サブフレームのうちの少なくとも１つにおける、前記１番目のシンボル位置以外
にあり、前記少なくとも２つのスタガードなサブキャリアのいずれとも異なるサブキャリ
アにある位置と、
を含む固定位置である、プロセッサと、
を含むデバイスであって、前記デバイスが、
　前記プロセッサの出力と連結されている入力を有する少なくとも２本の送信アンテナを
さらに含み、前記送信アンテナは、前記伝送フレームにある前記入力データと前記パイロ
ット系列とを伝送するように構成されている、デバイス。
【請求項２０】
　前記１番目のシンボル位置以外の前記位置が、３番目から末尾までのシンボル位置であ
る、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記固定位置が、同一サブフレームのサブキャリアがそこにあるどのシンボル位置でも
１つを超える共通パイロット系列を搬送することのないように構成されている、請求項１
９に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記１番目のシンボル位置にある前記パイロット系列が、前記少なくとも２本の送信ア
ンテナ各々に対し、３番目ごとまたは４番目ごとのサブキャリアのいずれかに規則的にス
タガードにされる、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記少なくとも２本の送信アンテナが、第１および第２送信アンテナを含み、前記１番
目のシンボル位置にある前記パイロット系列の各々が、前記第１および第２送信アンテナ
それぞれのための、互いに位相の異なる第１および第２パイロット・シンボルを含む、請
求項１９に記載のデバイス。
【請求項２４】
　前記少なくとも２本の送信アンテナが、第３および第４送信アンテナをさらに含み、前
記１番目のシンボル位置以外にある前記少なくとも１つのパイロット系列が、前記第３お
よび第４送信アンテナそれぞれのための、互いに位相の異なる第３および第４パイロット
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・シンボルを含む、請求項２３に記載のデバイス。
【請求項２５】
　前記デバイスは、無線チャネルを介してチャネル品質の指標を受信するように構成され
ている受信機をさらに含み、前記プロセッサが、前記表示の受信に応じて、前記伝送フレ
ームの少なくとも１つのサブフレーム内に前記判断に基づいて専用パイロット系列を配置
するように構成されている、請求項１９に記載のデバイス。
【請求項２６】
　前記少なくとも２本の送信アンテナが、第１、第２、および第３送信アンテナを含み、
前記専用パイロット系列が、少なくとも前記第３アンテナのためのパイロット・シンボル
を含む、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２７】
　前記プロセッサが、前記受信した表示に基づいて前記専用パイロット系列を配置するた
めの、前記フレームの少なくとも１つのサブフレームの特定のサブキャリアおよび特定の
シンボル位置の両方を、決定するように構成されている、請求項２５に記載のデバイス。
【請求項２８】
　伝送フレームにパイロット系列を配置するように構成されている集積回路であって、前
記伝送フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームはサブキャリアおよびシン
ボル位置を次のように含み：
・　各サブフレームにおいて、共通パイロット系列が、規則的にスタガードなサブキャリ
ア内の１番目のシンボル位置に配置され、
・　少なくとも１つのサブフレームにおいて、共通パイロット系列が、前記１番目のシン
ボル位置以外で前記規則的にスタガードなサブキャリア以外に配置され、
　そして、前記共通パイロット系列各々のための前記それぞれのシンボル位置およびサブ
キャリアが、予め定められている、集積回路。
【請求項２９】
　前記１番目のシンボル位置以外の前記位置が、３番目から末尾までのシンボル位置であ
る、請求項２８に記載の集積回路。
【請求項３０】
　前記共通パイロット系列が、同一サブフレームのサブキャリアがそこにあるどのシンボ
ル位置でも１つを超える共通パイロット系列を担うことのないように構成される、請求項
２８に記載の集積回路。
【請求項３１】
　前記１番目のシンボル位置にある前記パイロット系列が、前記伝送フレームの伝送に用
いられる各送信アンテナに対し、３番目ごとまたは４番目ごとのサブキャリアのいずれか
に規則的にスタガードにされる、請求項２８に記載の集積回路。
【請求項３２】
　前記１番目のシンボル位置にある前記パイロット系列の各々が、それぞれ第１および第
２送信アンテナのための、互いに位相の異なる第１および第２パイロット・シンボルを含
む、請求項２８に記載の集積回路。
【請求項３３】
　さらに、前記１番目のシンボル位置以外に配置されている前記パイロット系列が、第３
および第４送信アンテナそれぞれのための、互いに位相の異なる第３および第４パイロッ
ト・シンボルを含む、請求項３２に記載の集積回路。
【請求項３４】
　移動局から受信したチャネル品質の指標に基づいて、少なくとも１つのサブフレームの
シンボル位置およびサブキャリアに専用パイロット系列を配置するようにさらに構成され
ている、請求項２８に記載の集積回路。
【請求項３５】
　前記共通パイロット系列が第１および第２アンテナそれぞれのための第１および第２パ
イロット・シンボルを含み、前記第１および第２パイロット・シンボルは互いに位相が異
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なり、さらに前記専用パイロット系列が、少なくとも１つの前記アンテナのための、また
は前記第１および前記第２アンテナ以外の別のアンテナのためのパイロット・シンボルを
含む、請求項３４に記載の集積回路。
【請求項３６】
　トランシーバと、メモリと、チャネル品質の指標をネットワーク要素へ無線で送信する
ように構成されているプロセッサとを含む、移動局と、
　トランシーバと、メモリと、プロセッサとを含むネットワーク要素であって、該プロセ
ッサは、前記チャネル品質の指標を受信し、さらにデータおよびパイロット系列を、伝送
フレームのサブフレームのシンボル位置およびサブキャリアに、次のように構成する：よ
うに構成されており、それにより、
・　各サブフレームについて、共通パイロット系列が、規則的にスタガードなサブキャリ
アの１番目のシンボル位置に配置され、
・　少なくとも１つのサブフレームについて、共通パイロット系列が、前記１番目のシン
ボル位置以外で前記規則的にスタガードなサブキャリア以外に配置され、
　少なくとも１つのサブフレームについて、専用パイロット系列が、前記受信したチャネ
ル品質の指標に基づいて、シンボル位置およびサブキャリアに配置される、
ネットワーク要素と、
を含むシステムであって、前記共通パイロット系列のための前記シンボル位置およびサブ
キャリアが、予め定められ、前記移動局および前記ネットワーク要素の両方の前記メモリ
に保存されている、システム。
【請求項３７】
　トランシーバと、メモリと、プロセッサとを含む移動局であって、
　前記トランシーバにて、サブフレームと、サブキャリアと、シンボル位置とを含む伝送
フレームを、チャネルを介して受信することと、
　共通パイロット系列の所定の相対的な位置を前記メモリから決定することであって、前
記共通パイロット系列は、各サブフレームの１番目のシンボル位置にあり、規則的間隔の
サブキャリアの中にスタガードにされており、さらに少なくとも１つのサブフレームの他
のシンボル位置、および前記スタガードなサブキャリアのうちの１つ以外にある、前記決
定することと、
　前記共通パイロット系列を用いて前記チャネルを推定することと、
　前記推定されたチャネルを用いて前記伝送フレームのシンボルを復調することと、
　前記チャネル品質の指標を、前記トランシーバから無線で送信することと、
を行うように構成されている、移動局。
【請求項３８】
　前記チャネルを推定することが、予め定められていない位置にある専用パイロット系列
を使用することをさらに含む、請求項３７に記載の移動局。
【請求項３９】
　前記専用パイロット系列が、任意のサブフレームおよび任意のサブキャリアの前記１番
目のシンボル位置以外にある、請求項３８に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の例示的で限定されない実施形態は、一般に、ＯＦＤＭ、ＯＦＤＭＡおよびＭＣ
－ＣＤＭＡなどのマルチキャリア通信に関し、特に、かかるマルチキャリア・システムの
伝送におけるパイロット・シンボルの配置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有限の無線帯域幅を介して、より多くのユーザ発／宛のより多くのデータを通信しよう
という継続的な努力によって、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ，ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏ
ｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、お
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よびマルチキャリアＤＣＭＡ（ＭＣ－ＣＤＭＡ：ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉｅｒ　ＣＤＭＡ）
といったマルチキャリア通信の管理形態の改良が推し進められている。例えばＯＦＤＭは
、シンボルの期間（通常、約１０から１００マイクロ秒、長い場合には１ｍｓまで）に多
重周波数でデータを伝送することを伴う。サブキャリアと称される複数のキャリアを用い
ることにより、１つ以上のサブキャリアが狭帯域またはマルチパス干渉によって悪影響を
被る場合にも、通信が維持される。ＯＦＤＭの重要な側面は、サブキャリアが、個々のサ
ブキャリアをある程度まで重ね合わせる数学的な変換によって形成されていることである
。他の通信管理形態では、重なり合ったキャリアは干渉の原因となる。ＯＦＤＭでは、意
図的にサブキャリアを一部重ね合わせてデータ・スループットを高め、さらにサブキャリ
アを直交方式の数学的変換によって作成することで相互干渉を避けており、そのためサブ
キャリアは、周波数で一部重なり合うにも関わらず、互いに干渉することがない。複数の
サブキャリアを使用することは、非常に高度な拡張性を可能にする。すなわち、チャネル
を形成するサブキャリアの組み合わせを変えることにより、多様なデータ・レートに適応
的に対応することが可能である。例えば、周波数の多数のサブキャリア上に、数個の時間
シンボルにわたってシンボルを割り当てることによって、高データ・レートが可能となり
、１つの高速チャネルが作り出される。サブキャリアは、送信されているデータ全体の一
部分を各々搬送しつつ、並行に伝送される。
【０００３】
　ＯＦＤＭの場合、離散フーリエ変換または高速フーリエ変換を使用するとよい。さらに
他にも変換はあり、これらの変換としては、コサインもしくはサイン変換、フィルタバン
ク変換、または双直交変換が挙げられる。これらの変換の特性はＯＦＤＭの特性とは異な
るが、同様にマルチキャリア伝送を作り出すのに利用してもよい。ブロック化変換または
インターリーブ変換（ＩＦＤＭＡ）でも、同じように伝送スキームを作り出すことができ
、この場合はシンボルのブロックが、同時に多数の周波数ビンにて利用可能である。
【０００４】
　多様なマルチキャリア・サブチャネル間の直交性は、マルチアンテナ通信（多重入力多
重出力ＭＩＳＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）お
よびそのバリエーションである単一入力多重出力ＳＩＭＯ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）、ならびに多重入力単一出力ＭＩＳＯ（Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ））と非常にうまく調和して一体化し、
データ・スループットの向上、およびマルチパス・ダイバーシティの拡張を可能にしてい
る。マルチアンテナ伝送は、オーディオおよびグラフィック・ファイルなど大容量データ
の無線伝送が広く普及するにつれてますます望まれている、極めて高速の最大データ・レ
ートを可能にするものである。これらのデータの一部では、オーディオ、音楽およびビデ
オのストリームのように、リアル・タイムも要求される。帯域幅を増やすことなく、複数
ユーザ間における高データ・レートを促進するために、高シンボル・レートを伴うマルチ
アンテナ伝送では、パイロット系列およびパイロット構造に関する厳しい要件が設定され
ている。パイロット・シンボルは、信頼性のある復調および復号化に必要な正確なチャネ
ル推定を、広帯域にわたって可能にする。ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭおよび６４Ｑ
ＡＭのような多種多様な変調を適用する場合には、チャネル推定精度に対して復調が敏感
になるために、チャネル推定に関してさらに高い要件が定められる。さらに、通常、受信
において全てのアンテナからの全ての伝送系列に関する個別のチャネル推定を必要とする
ために、マルチアンテナ伝送および受信技術は、チャネル推定に関して高い要件を定める
。一方、パイロット・シンボルは、他の場合であればデータに使用され得る帯域をそれ自
体が占有するので、パイロット・シンボルの使用する帯域幅の量、および結果として得ら
れるチャネル推定の精度については、シンボル・フレーム構造にてそれらのパイロット・
シンボルが占めるオーバーヘッドに照らしてバランスをとる必要がある。
【０００５】
　UTRA（universal terrestrial radio access）は、ユニバーサルな地上無線接続のプロ
トコルであり、第三世代移動体通信システム標準化プロジェクト（3GPP：third generati
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on partnership project）によって規定される第三世代移動通信のための規格である。UT
RAは、広帯域スペクトル拡散多元接続およびハイブリッド時分割接続の方法に基づいてお
り、これらは周波数効率、移動性、およびサービス品質の要件に関して設計されたもので
ある。E－UTRAは進化型UTRA（evolved UTRA）を表しており、UTRAを基に拡張して、超低
速のビット・レートから100Mbpsに至るスループット値に対する、0km／hから350km／hま
での広範な移動速度での、広いマクロ・セルから狭いミクロ・セルまでの広域な受信可能
範囲にわたる高度な性能要件の確立を追求している。これを言い換えると、広範な信号対
雑音比を介しての動作、自分自身の（地理上の）セルと他の（地理上の）セルとの干渉比
を介しての動作、および非常に異なるチャネル・コヒーレンス特性を介しての動作となる
。このような共通点のない検討材料は、信号対雑音比（SNR：signal to noise ratios）
の異なる状態、干渉、またはデータ・スループット最大化の限定要因になりかねないあら
ゆるものに対処するためには、別々のソリューションが必要であることを示す傾向がある
。
【０００６】
　上記の要件に対処するべく、マルチアンテナ技術を用いた研究が進行中である。研究者
らは、低い信号対雑音比において、干渉除去用の合成を用いた送信および／または受信ダ
イバーシティによって、スループット値の大幅な向上を達成できると予想している。それ
に対し、信号対雑音比の高い場合、チャネルの現実的なランクの状況が許すのであれば、
数個の送信アンテナから数個の受信アンテナへのマルチストリーム伝送が実行可能である
。かかるマルチアンテナ構成に関しては、シンボル・ストリームの伝送、およびその回転
に関するいくつかの技術がよく知られている。同様に、チャネル符号化のいくつかの方法
も周知である。
【０００７】
　過度のオーバーヘッド付加およびフレーム構造の効率低下を伴わずに、これらの機能豊
富なマルチアンテナ伝送技術が可能になるようなパイロット構造を、どのように設計する
かという問題が生じる。いかなる場合も、端末がパイロット系列のシンボルのありかを確
実に知る必要があるので、上述のようなパイロット・パターンは、フレーム構造において
先験的に既知となっている必要があり、変更されてはならない。このことは、伝送に関す
るいかなる情報もまだ有さない端末の場合にも、言い換えれば初期のセル探索においても
、同様に可能とする。従って、パイロット・パターンおよびパイロット・コード系列は、
通常固定されており、システム固有の規格に書かれている。
【０００８】
　E－UTRA用のOFDMシステムに関しては、多様なパイロット・シンボルのスキームが提案
されてきた。この関連では以下の文献を参照するとよい。「進化型UTRAダウンリンクにお
ける直交共通パイロット・チャネルおよびスクランブル・コード（ORTHOGONAL COMMON PI
LOT CHANNEL AND SCRAMBLING CODE IN EVOLVED UTRA DOWNLINK）」，NTT DoCoMo，NEC，S
harp（ロンドン，英国，2005年8月29日－9月2日）；「進化型UTRAダウンリンクにおける
パイロット・シンボル構造（PILOT SYMBOL STRUCTURE IN EVOLVED UTRA DOWNLINK）」，N
TT DoCoMo，NEC，Sharp（ロンドン，英国，2005年8月29日－9月2日）；「EUTRAダウンリ
ンクのパイロット要件および設計（EUTRA DOWNLINK PILOT REQUIREMENTS AND DESIGN）」
，Motorola（ロンドン，英国，2005年8月29日－9月2日）；「EUTRAにおけるダウンリンク
OFDMに関するセルの間に直交パイロットを用いたセル間干渉軽減（INTER－CELL INTERFER
ENCE MITIGATION USING ORTHOGONAL PILOT AMONG CELLS FOR DOWNLINK OFDM IN EUTRA）
」，Panasonic（ロンドン，英国，2005年8月29日－9月2日）；「E－UTRA DLにおける共通
パイロット・チャネルに対するDRX／DTXの影響（DRX／DTX IMPACT ON COMMON PILOT CHAN
NEL IN E－UTRA DL）」，Nokia（ロンドン，英国，2005年8月29日－9月2日）。さらに、3
GPP TR25．814，第1．2版「進化型UTRA用の物理層側面（PHYSICAL LAYER ASPECTS FOR EV
OLVED UTRA）リリース7（Release7）」は、発明者らがパイロット・シンボル構成を最適
化するソリューションを考え出すにあたり採用した、構造上の制約に関する背景を成して
いる。
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【非特許文献１】NTT DoCoMo, NEC, Sharp, "ORTHOGONAL COMMON PILOT CHANNEL AND SCR
AMBLING CODE IN EVOLVED UTRA DOWNLINK", London, UK, August 29-September 2, 2005
【非特許文献２】NTT DoCoMo, NEC, Sharp, "PILOT SYMBOL STRUCTURE IN EVOLVED UTRA 
DOWNLINK", London, UK, August 29-September 2, 2005
【非特許文献３】Motorola, "EUTRA DOWNLINK PILOT REQUIREMENTS AND DESIGN", London
, UK, August 29-September 2, 2005
【非特許文献４】Panasonic, "INTER-CELL INTERFERENCE MITIGATION USING ORTHOGONAL 
PILOT AMONG CELLS FOR DOWNLINK OFDM IN EUTRA", London, UK, August 29-September 2
, 2005
【非特許文献５】Nokia, "DRX/DTX IMPACT ON COMMON PILOT CHANNEL IN E-UTRA DL", Lo
ndon, UK, August 29-September 2, 2005
【非特許文献６】3rd Generation Partnership Project, Technical Specification Grou
p Radio Access Network, Technical Report, 3GPP TR 25.814, Version 1.2, June 2006
, "PHYSICAL LAYER ASPECTS FOR EVOLVED UTRA (Release 7)"
【概要】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、データを、伝送用にフレーム構造内に構成する方法があり、
ここでフレーム構造は一連のサブフレームを含み、各サブフレームは周波数分割された複
数のサブキャリアを有し、さらに各サブキャリアは時分割された複数のシンボル位置を有
する。この方法では、データがそれによって伝送されるサブキャリアを含んだチャネルの
受信機による推定を支援する、パイロット系列が決定される。各サブフレームにおいて、
パイロット系列は、少なくとも２つのスタガード（staggered，スタガ）なサブキャリア
のそれぞれについて、複数のシンボル位置のうちの第１の位置に配置される。さらに、少
なくとも１つのサブフレームにおいて、少なくとも１つのパイロット系列が、１番目のシ
ンボル位置以外の位置、および上記の少なくとも２つのスタガードなサブキャリアのいず
れとも異なるサブキャリアに、配置される。データおよび配置されたパイロット系列を含
むフレームは、その後チャネルを介して伝送される。
【００１０】
　本発明の別の態様によれば、記憶媒体上に有形的に具現化されてプロセッサによって実
行可能なコンピュータ・プログラムが、フレーム構造内のパイロット系列の伝送に向けて
動作を実行するようになっている。動作は、フレーム構造内に伝送用にデータを構成する
ことを含み、ここでフレーム構造は一連のサブフレームを含み、各サブフレームは周波数
分割された複数のサブキャリアを有し、各サブキャリアは時分割された複数のシンボル位
置を有する。動作は、さらに受信機のチャネル推定を支援するパイロット系列を決定し、
ここでチャネルには、データがそれによって伝送されることになるサブキャリアが含まれ
る。各サブフレームにおいて、パイロット系列は、少なくとも２つのスタガードなサブキ
ャリアのそれぞれについて、複数のシンボル位置のうちの第１の位置に配置される。さら
に、少なくとも１つのサブフレームにおいて、少なくとも１つのパイロット系列が、１番
目のシンボル位置以外の位置、および上記の少なくとも２つのスタガードなサブキャリア
のいずれとも異なるサブキャリアに、配置される。データおよび配置されたパイロット系
列を伴ったフレームは、その後チャネルを介して伝送される。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、例えば基地局またはその他のネットワーク要素といったデ
バイスがあり、デバイスには、インターリーバと、シリアル－パラレル変換器と、エンコ
ーダと、メモリと、プロセッサと、少なくとも２本の送信アンテナとが含まれる。インタ
ーリーバは、入力データをタイム・スロットに合わせるように構成されている。シリアル
－パラレル変換器は、インターリーブ・データをパラレルブロックに組み立てるように構
成されている。エンコーダは、シンボルのブロックをマップするように構成されている。
メモリは、伝送フレーム内の固定位置のデータベースを保存し、さらにプロセッサ用のコ
ンピュータ命令も保存するように構成されている。プロセッサは、インターリーバ、変換
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器、エンコーダ、およびメモリと連結されている。コンピュータ命令は、プロセッサに、
パイロット系列を固定位置へ配置させる。具体的には、固定位置には、１）伝送フレーム
の各サブフレーム内の、少なくとも２つのスタガードなサブキャリアそれぞれについて、
複数シンボル位置のうちの第１の位置と、２）１番目のシンボル位置以外の位置、および
サブフレームのうちの少なくとも１つの、上記の少なくとも２つのスタガードなサブキャ
リアのいずれとも異なるサブキャリアと、が含まれる。送信アンテナは、プロセッサの出
力と連結されている入力を有し、伝送フレーム内の入力データとパイロット系列とを送信
するように構成されている。
【００１２】
　本発明の別の態様によれば、伝送フレーム内にパイロット系列を配置するように構成さ
れている集積回路があり、ここで伝送フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレ
ームはサブキャリアおよびシンボル位置を有する。具体的には、パイロット系列の配置は
、各サブフレーム内で規則的にスタガードなサブキャリアの１番目のシンボル位置に共通
パイロット系列が配置されるように、行われる。さらに少なくとも１つのサブフレームに
おいて、共通パイロット系列が、１番目のシンボル位置以外、および前記の規則的にスタ
ガードなサブキャリア以外に、配置される。各共通パイロット系列が配置される各々のシ
ンボル位置およびサブキャリアは、予め定められている。
【００１３】
　本発明の別の態様によれば、移動局およびネットワーク要素を含むシステムがある。移
動局は、トランシーバと、メモリと、プロセッサとを含み、このプロセッサは、チャネル
品質の指標をネットワーク要素へ無線で送信するように構成されている。ネットワーク要
素は、トランシーバと、メモリと、プロセッサとを含み、このプロセッサは、チャネル品
質の指標を受信して、伝送フレームのサブフレームのシンボル位置およびサブキャリアに
、データおよびパイロット系列を配置するように構成されている。ネットワーク要素によ
るパイロット系列の配置において、共通パイロット系列は、フレームの各サブフレームに
ついて規則的にスタガードなサブキャリアの、１番目のシンボル位置に配置される。さら
に、サブフレームのうちの少なくとも１つについて、共通パイロット系列が、１番目のシ
ンボル位置以外、および前記の規則的にスタガードなサブキャリア以外に、配置される。
さらに、少なくとも１つのサブフレームについて、専用パイロット系列が、移動局から受
信したチャネル品質の指標に基づいて選択されたシンボル位置およびサブキャリアに、配
置される。共通パイロット系列用のシンボル位置およびサブキャリアは、予め定められて
おり、移動局およびネットワーク要素双方のメモリに保存されている。
【００１４】
　本発明の別の態様によれば、移動局があり、この移動局には、トランシーバと、メモリ
と、プロセッサとが含まれ、これらが総合的に構成されて、チャネルを介してトランシー
バにて、サブフレームとサブキャリアとシンボル位置とを含んだ伝送フレームを受信する
。さらに移動局は、メモリをもとに、共通パイロット系列の所定の位置を決定するように
構成されている。一実施形態では、このことが行われるのは、移動局が時間および周波数
同期を得て、（例えば相互相関および平均化技術によって）シンボル系列を検出可能にな
った後であり、そのため所定の位置および共通パイロットの系列が、得られた周波数およ
びタイミング基準、またはこれらの候補となる値に関連して決められる。上記の共通パイ
ロット系列の所定の位置は、１）各サブフレームの１番目のシンボル位置にあって、規則
的間隔のサブキャリアの中にスタガードにされており、さらに２）少なくとも１つのサブ
フレームの他のシンボル位置、およびスタガードなサブキャリアのうちの１つ以外にある
。移動局はさらに、共通パイロット系列を用いてチャネルを推定し、推定されたチャネル
を用いて伝送フレームのシンボルを復調して、チャネル品質の指標をトランシーバから無
線で送信するように、構成されている。
【００１５】
　上記および他の態様について、以下に詳細に明示する。
【図面の簡単な説明】
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【００１６】
　以下の説明は、下記の図面を参照する。
【００１７】
【図１Ａ】本発明の実施形態を実現するのに使用され得る送信機のブロック図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態を実現するのに使用され得る受信機のブロック図である。
【００１８】
【図２】フレーム／サブフレーム構造およびパイロット・シンボル配置の従来技術の概略
図である。
【００１９】
【図３】図３Ａ～３Ｃは、参考文献「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパイロット要件および設
計」で提案されたソリューションによるパイロット系列配置を示す図である。
【００２０】
【図４】図４Ａ、図４Ｂは、送信アンテナ２本の環境における、本発明の実施形態による
共通パイロット系列配置のバリエーションを示す図である。
【００２１】
【図５】図５Ａは、送信アンテナ２本の環境における共通パイロット系列配置を表した、
例示的なフレームのサブフレームを示す図である。図５Ｂは、送信アンテナ４本の環境に
おける共通パイロット系列配置を表した、例示的なフレームのサブフレームを示す図であ
る。図５Ｃは、送信アンテナ２本の環境における共通パイロット系列配置を表した、例示
的なフレームのサブフレームを示す図である。
【００２２】
【図６】送信アンテナ４本の環境における、共通パイロット系列の配置と専用パイロット
系列の例示的な配置とを表したサブフレームを示す図である。
【００２３】
【図７】図６に類似するが、同様に送信アンテナ４本の環境で使用され得る代替的なパイ
ロットの配置を示す図である。
【詳細な説明】
【００２４】
　本発明の実施形態は、セルラ通信システムの基地局において容易に実装可能となるよう
に考慮されており、基地局は、本明細書に開示されている共通パイロット構造を作り出し
、さらにそれらを伝送フレーム内の指定された位置に配置する。基地局へ通じるネットワ
ークに接続する移動局、すなわち無線ユーザ機器が、次にこれらのパイロット信号を処理
しこれらを使用して、受信シンボルの復調および復号化のために重要なチャネル推定を行
う。記載されている専用パイロット系列の配置は、通常、移動局／受信端末からのフィー
ドバック・チャネルにて受信される、チャネルの品質状態およびその他のシグナリング次
第で決まる。本明細書に記載の教示は、他の多数の実装にて容易に使用することができる
。本明細書では、パイロット系列／信号／構造を参照信号と呼ぶこともある。
【００２５】
　Ｅ－ＵＴＲＡに関して提案されている他のパイロット構造（背景の項にて言及したもの
など）とは対照的に、本発明のパイロット構造は、他に類を見ない形で、既存のフレーム
構造を保持し、かつ、多様なマルチアンテナ伝送スキームに対してなお調整が可能な最低
限のシグナリング・オーバーヘッドで、効率の良さを保持すると考えられる。具体的には
、上記で言及した提案では、チャネル、データ・スループット、および送信アンテナ数の
変化する状況に対して、全般的なソリューションが提供されているとは考えられない。本
発明の多様な実施形態は、下記の機能の一部または全てを発揮することができる。
・　検出およびチャネル推定に十分なパイロット・エネルギーを提供する。
・　十分なパイロット・シンボルの時間および周波数分解能を提供する。
・　効率的なフレーム構造を提供し、過度なパイロット・オーバーヘッドを回避する。
・　最適なオーバーヘッドおよび効率で、任意の数の送信アンテナに対応する。
・　受信機のスリープ・モードを可能にする一方で、パイロット・シンボルの位置が容易
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に見つかるように受信機の複雑性を避ける。
・　チャネル推定アルゴリズムに加えて同期化アルゴリズムにも役立つパイロット系列を
提供する。
【００２６】
　上記に言及したスリープ・モードとは、受信機（例えば移動局）が活発に通信を行うの
ではなく、不連続に、予想されるページング・メッセージを時々監視する場合であり、多
数の機能および回路の電力供給低減を可能とし、それにより待機時間が延長される。
【００２７】
　本開示は、パイロット信号構造について記載しており、この構造によって、ビーム形成
を含む、全ての単一アンテナまたはマルチアンテナ構成に対する効率的なチャネル推定が
、フレーム構造における最適なオーバーヘッドで可能になる。ビーム形成は、多様な複数
のアンテナからの送信の差分重み付け、および受信機における受信信号ベクトルの必然的
な重み付けである。本発明の多様な実施形態は、概要を示せば、下記の一部または全てを
提供することができる。
・　２本までの送信アンテナのための共通パイロット・シンボル
・　任意の割り当てリソース・ユニット（時間、周波数、拡散コードのユニット）での任
意の数の専用パイロット・シンボル
・　２本を超える送信アンテナに関するフィードバック情報を可能にする、多数のサブフ
レームに対する追加的共通パイロット・シンボル
【００２８】
　さらに、本発明の実施形態は、時間領域（ＴＤ：ｔｉｍｅ　ｄｏｍａｉｎ）のパイロッ
ト・シンボルのスパースな周波数ビン（またはサブキャリア）を活用する、パイロット系
列を提供する。これらの系列は、同一のセクタ、すなわち無線ネットワークの（地理上の
）セルの送信アンテナに関しては、周波数領域（ＦＤ：ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｏｍａｉ
ｎ）で直交する。これらのパイロット系列は、コードのフルセットにおける全ての位相シ
フトにて良好な相互相関特性を有する。
【００２９】
　一般命題として、本発明の実施形態は、時分割多重パイロット構造に基づいていると最
も有利であり、これは他のＯＦＤＭ研究活動の焦点となっている周波数分割または符号分
割の多重パイロット構造およびスタガードな構造とは対照的である。一方、一部の実施形
態では、周波数分割多重および／またはスタガードなパイロット構造との関連にても、本
発明を同様に使用することができる。以下に示すように、発明者らは、ＴＤパイロットは
、周波数分割または符号分割のパイロット技術より性能が優れており、スタガードなパイ
ロット技術とは同等に機能するという結論を下している。以下に記載する比較データは、
周波数内に複数の直交サブキャリアを有することから利益を得る、マルチキャリア信号に
関するものである。単一キャリア信号に関しても、同様の比較結果が生ずると推測される
。
【００３０】
　図１Ａおよび１Ｂを参照すると、これらは本発明を実現するのに使用され得る、代表的
な送信機１００（例えば基地局）および受信機１０２（例えば移動局）をそれぞれ簡略化
したブロック図である。図１Ａにおいて、データが、別の発信源（インターネットまたは
発呼移動局など）から受信されて受信端末を通じて伝えられるなどして、左上のブロック
１０４に入る。データは、入ってくるビットをタイム・スロットに合わせるインターリー
バ・プレコーダ１０６と、ビットの連続ストリームを、パラレル方式で処理されるブロッ
クＳＭ１、ＳＭ２、ＳＭｋに組み立てるシリアル－パラレル変換器１０８とによって処理
される。発明的なパイロット系列が配置されるのは、これらのタイム・スロットである。
【００３１】
　エンコーダ・ブロック１１０は、一連のコーダ１１２を含み、これらコーダは、ビット
のブロックを、シンボル・コンステレーションから選択されたシンボルＣＳ１，ＣＳ２，
・・・，ＣＳｋへ、システム設計者が規定したマッピングによってマップする。図１Ａの
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左下では、データベース１１４が、使用中のシンボル・コンステレーションにあるシンボ
ル、および伝送フレーム内で本発明のパイロット系列が配置される場所の構造など、多様
な保存項目を含んでいる。
【００３２】
　中央下では、コントローラ１１６が、フィードバック１１８に応じてデータベース１１
４から多様な保存項目を選択しており、図の説明によればこのフィードバックは、データ
１０４の送信先となる相手からの無線フィードバック・チャネルを表す線１２０を伝わっ
て、到達する。例えば、送信機１００が、セルラまたは無線ネットワークの基地局にある
とよく、フィードバックは、基地局１００と通信している多様な移動局１０２から、各種
サブチャネルの伝送品質に関するデータを含んで到着するとよい。マルチアンテナ伝送の
場合、このフィードバック１１８は、複数の送信アンテナに関して提供されることになっ
ている。ブロック１２２に示すように、代替的または追加的に、送信機１００自体が、一
部のチャネル品質フィードバックを評価してもよい。
【００３３】
　特定の呼またはデータ・セッションのパケットを搬送するのに使用されているチャネル
のうちの１つが、干渉またはフェージング伝搬状態に陥っている場合、コントローラ（単
数または複数）１１６、１１６'が、伝送パラメータに調整を施して、例えばそのチャネ
ルの電力を増加させ、同時に十分な信号品質を有している別のチャネルの電力を減少させ
て平均電力を限度内に維持することにより、またはリソース・ユニットを異なる時間およ
び周波数にスケジュールすることにより、あるいは伝送に時間、周波数、またはマルチア
ンテナのダイバーシティを加えることによって、そのチャネルを伝わる伝送を改善する。
「リソース・ユニット」という語は、特定のユーザに割り当てることのできる、時間／周
波数／サブキャリア／コードのリソースの、特定の数値を意味する。通常、ネットワーク
１００が、ユーザ１０２に、このユーザのために確保されている特定のリソースを通知す
るとき、ネットワーク１００は、同時にそれらのリソースで使用する伝送形式についても
信号で伝える。本明細書に記載の教示によれば、送信機１００は、専用パイロット系列を
適応的に付加して、フェージングまたは干渉下のチャネルでも受信端末が高品質なチャネ
ル推定を維持できるようにするとよい。さらに、これらの教示によれば、送信機１００が
、伝送フレームおよびサブフレーム内の固定位置へ共通パイロット系列を付加し、これに
よって受信端末がチャネルを得る。受信端末１０２は、チャネルを維持するのに共通およ
び専用パイロット系列の両方を使用するとよいが、フレーム内の専用パイロットの配置は
、フィードバック１１８、１２２に大いに依存する。
【００３４】
　エンコーダ・ブロック１１０の出力は、逆高速フーリエ変換ブロック１２４を通過して
変換領域ユニット１２６へ至り、このユニットが別個のデータ・ストリームを必要に応じ
て再フォーマットし、ユニット１２８および１３０へ渡す。マトリクス変調ブロック１２
８は、複数の送信アンテナからの伝送に向けて変調を行い、アップコンバージョン・ブロ
ック１３０は、キャリアを変調し、信号を増幅し、周波数をアップコンバートして、最終
的にＲＦ出力を一連のアンテナＴＡ１，・・・，ＴＡＭへ送信する。以下の詳細な説明で
は、４本までのアンテナに関する事例を提示しているが、本明細書に詳述される原理の単
純な拡張によってさらに多くを用いてもよい。
【００３５】
　図１Ｂは、受信端末１０２を示し、これは図１Ａの送信機によって送信されたデータの
受信者に相当する。信号は、アンテナＲＡ１，・・・，ＲＡＮにて受信されて、ＲＦ信号
を増幅し周波数ダウンコンバージョンを実行する増幅器／ダウンコンバータ１３２を通過
する。増幅器／ダウンコンバータ１３２の出力は、ブロック１３４にて高速フーリエ変換
される。信号は、任意の便利な方法（当技術分野にて多くが周知である）でチャネル推定
を実行するチャネル推定器１３６によって検証され、推定されたチャネルを等化する等化
器１３８へ渡される。受信処理ブロック１４０にて、推定されたチャネル・パラメータを
使用して、送信および受信した信号のストリームを復調および復元する。
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【００３６】
　次に、復号化ブロック１４４の一連のデコーダ１４２が、送信機において実行された符
号化処理の反対を施す。出力は、パラレル－シリアル変換器１４６およびデインターリー
バ１４８を通過して、その結果、元データの適当な復元を再構成するシリアルビットのス
トリームとなる。図１Ｂの受信機１０２は、上述のように図１Ａの元の送信機へフィード
バック１１８を提供するための送信機をさらに有する。このフィードバック１１８は、推
定されたチャネル・パラメータに少なくとも部分的に由来する。チャネル推定の精度は、
情報ブロックの復調の品質、および正しい復号の確率に対して影響を及ぼす。
【００３７】
　図１Ａの送信機および図１Ｂの受信機の両方に、デジタル・プロセッサ１１６、１１６
'、１５０が含まれ、一般の信号処理および上記の教示によるパイロット系列処理に関係
するデータベース１１４、１５２から、プログラムおよびデータを読み出す。少なくとも
データベースまたは局部記憶装置１１４、１５２がコンピュータ・プログラム命令を含み
、このコンピュータ・プログラム命令は、以下にさらに詳細に説明するように、関連する
プロセッサ１１６、１１６'、１５０によって実行されると、これらのプロセッサを本発
明の例示的な実施形態に従って動作できるようにする。
【００３８】
　一般に、図１Ａの送信機１００および図１Ｂの受信機１０２の多様な実施形態には、セ
ルラ電話、無線通信能力を有するパーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ：ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、無線通信能力を有する携帯用コン
ピュータ、無線通信能力を有するデジタル・カメラなどの画像取り込み用デバイス、無線
通信能力を有するゲーム・デバイス、無線通信能力を有する音楽保存および再生用機器、
無線インターネット接続およびブラウジングを可能にするインターネット機器のほか、上
述のような機能の組み合わせを内蔵した携帯型ユニットまたは端末を含めることができる
が、これらに限定されるものではない。さらに、フィードバックを受け取る送信機は、無
線ネットワークの基地局またはその他のネットワーク要素など、非移動性のものであって
もよい。
【００３９】
　本発明の実施形態は、図１Ａ－１Ｂの送信機および受信機のデジタル・プロセッサによ
って実行可能な、コンピュータ・ソフトウェアによって実現されてもよいし、ハードウェ
アによって、またはソフトウェアとハードウェアとの組み合わせによって実現されてもよ
い。
【００４０】
　データベース１１４、１５２は、データおよび命令を保存するいかなるコンピュータ可
読媒体であってもよいし、局部的な技術環境に適切ないかなるタイプのものであってもよ
く、半導体ベースのメモリ・デバイス、磁気メモリ・デバイスおよびシステム、光メモリ
・デバイスおよびシステム、固定メモリおよび取り外し可能メモリなど、いかなる適切な
データ記憶装置技術を用いて実現してもよい。デジタル・プロセッサは、局部的な技術環
境に適切ないかなるタイプのものであってもよく、１つ以上の汎用コンピュータ、専用コ
ンピュータ、マイクロ・プロセッサ、特定用途向けＩＣ（ASIC: application specific I
C）、デジタル・シグナル・プロセッサ（DPS: digital signal processor）およびマルチ
コア・プロセッサ・アーキテクチャに基づいたプロセッサなどが、限定されない例として
挙げられる。
【００４１】
　以下は、特定の発明的なパイロット・シンボル構造の考察である。Ｅ－ＵＴＲＡにおけ
るコヒーレンス帯域幅は、サブキャリア帯域幅よりもはるかに広いために、発明者らは、
全てのサブキャリアに常にパイロット・シンボルを置くことは非効率であると考える。代
わりに、発明者らは、パイロット・シンボル配置の規則的なパターン［例えば、サブキャ
リア８個につき１個（１２０ｋＨｚ）］を用いるのであるが、この規則性は、受信機がチ
ャネルの正確な周波数推定をするのに十分なものである。
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【００４２】
　発明者らは、さらにチャネルのコヒーレンス時間は、通常、サブフレームの長さ（例え
ば０．５ミリ秒または１ｍｓ）よりも長いと判断した。そのため、コヒーレンス間隔より
も頻繁なパイロット系列は不要であり、サブフレームにつき１つのパイロット系列（シン
ボル全体を占有していてもしていなくてもよい）があれば、ほとんどの場合、信頼性のあ
るチャネル推定が可能となる。短いコヒーレンス時間で高ドップラのチャネルなど、この
一般命題の例外に対処するために、前のサブフレームから次のサブフレームにかけて、パ
イロットに２次元フィルタリングをかけることが可能であり、これにより、サブフレーム
より多少短いコヒーレンス間隔を伴うチャネルに関してさえも、十分に正確なチャネル推
定が提供される。非常に高速で移動する可能性のあるユーザのニーズに対しては、追加的
な専用パイロットが使用されるとよい。非連続性の送信／受信および評価では、少なくと
もサブフレームごとに１回はパイロット系列が容易に利用可能となっている必要のあるた
め、本発明の実施形態では、ヒーレンス間隔に関わりなく、全てのサブフレームにパイロ
ット系列を配置するとよく、それにより、チャネル推定の必要なあらゆる端末が、容易に
利用可能なパイロットを有するようになる。
【００４３】
　フレーム／サブフレーム構造を説明するために、図２では、Ｅ－ＵＴＲＡフレーム構造
内のパイロット系列に関する従来技術の提案を示す。１０ｍｓに亘る１つのフレーム２０
１が、個数Ｎのサブフレーム２０２ａ、２０２ｂ，・・・，２０２Ｎを含む。各サブフレ
ーム２０２は、ＯＦＤＭシンボルに分割されており、このうちの一部がデータ２０４また
はペイロードに相当する。図２の提案されているソリューションでは、トレーニング系列
（ＴＳＳＣＨ２０６と略記されている）や共通パイロット系列、割り当てテーブルが、サ
ブフレーム２０２各々の第１の時間領域シンボルに多重化されている。加えて、複数の送
信アンテナをビーム形成の適応下で使用しようとする場合や動きの速い移動局への送信（
一般に、コヒーレンス間隔の減少が生じる）に対する場合には、送信機がサブフレームご
とに付加する専用共通パイロット２０８を、任意のサブフレーム２０２ａ－Ｎによって搬
送することができる。ＳＣＨ２０６は同期を可能にし、専用共通パイロット・シンボル２
０８は、受信機と送信機との間のチャネルに使用されているあらゆるサブキャリアに関す
るチャネル推定を可能にし、すなわちこのパイロット・シンボルは、それらのサブキャリ
アに「共通」となっている。
【００４４】
　図２に示す構成に対する改良として、本発明の実施形態では、図２のようにサブフレー
ムの第５シンボルではなく、サブフレームの第４シンボルに専用共通パイロット・シンボ
ルを配置する。これはなぜなら、例えば3GPP TR 25.814（第1.2版）に示されるようなサ
ブフレーム構造、言い換えればサブフレーム当たり７シンボルのサブフレーム（ユニキャ
スト）と、サブフレーム当たり６シンボルのサブフレーム（広域セルでのユニキャスト、
またはＭＢＭＳ）との、いずれのサブフレーム構造においても、より円滑なチャネル推定
をもたらすからである。なお、このことは本発明の唯一の発展を表すものではない。
【００４５】
　従来技術に対する別の改良として、本発明の実施形態では、同期化のためのトレーニン
グ系列をパイロット系列とともに第１時間領域シンボルへ含めるのではなく、パイロット
系列自体がトレーニング系列としても使用可能となるように設計することが提案される。
【００４６】
　図３Ａから３Ｃは、背景の項で言及した参考文献「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパイロッ
ト要件および設計」に記載されているような、パイロット・シンボル構造に関する別の従
来技術のソリューションを示している。図の各々は１つのサブフレームを表しており、こ
こで各横列はサブキャリアまたは周波数ビンを表し、各縦列はサブフレーム内のシンボル
時間を表す。当該のマルチキャリア伝送システム、およびその選択された動作可能帯域に
もよるが、通常は、サブキャリア（周波数ビン）の数は、少なくとも５０サブキャリアか
ら数百サブキャリアまでであり、ときには千を超えるサブキャリア（例えば２０ＭＨｚの
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帯域にて）にまでなる。初期の事案として、「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパイロット要件
および設計」の文献では、サブフレームごとの第２シンボルで、さらに２個に１個のサブ
キャリアのみに載せてパイロット系列を送信するという、或る従来技術の文献を参照して
いる。これは、パイロット系列：

に関する７．１４％のオーバーヘッド・コストをもたらす。同一のパイロット系列が、全
サブキャリアおよび全アンテナから送信されるが、チャネル推定を可能にするべく位相シ
フトを伴う。参考文献「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパイロット要件および設計」の等式（
１）に示されるように、

であり、ここでx(k)はセクタ固有のパイロット系列であり、ｍは送信アンテナを表し、ｋ
はサブキャリアを表す。
【００４７】
　図３Ａは、送信アンテナ４本のシナリオにおけるパイロット系列の提案を表す。図３Ａ
－３Ｃでは、Ｐ１２と示す第１および第２送信アンテナ用のパイロット系列が、サブキャ
リア３個に１個の、第２シンボルにて、伝送される。図３ＡにてＰ３４と示す第３および
第４送信アンテナ用のパイロット系列は、第１および第２送信アンテナ用のパイロット系
列Ｐ１２を搬送するのと同じサブキャリアである３個に１個のサブキャリアの、末尾（第
７）のシンボルにて、常に伝送される。これは、パイロット［２／（３＊７）］に関する
９．５２％のオーバーヘッドをもたらす。
【００４８】
　図３Ｂ－３Ｃは、文献「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパイロット要件および設計」による
、アンテナ２本の環境における別の提案を示している。図３Ｂでは、単にアンテナ３およ
び４用のパイロット系列が排除され、故にそれらのスロットをデータに使用し得るために
、図３Ａに比べてオーバーヘッドが半分に減少している。図３Ｃでは、図３Ａの第３およ
び第４アンテナ・パイロットＰ３４を第１および第２アンテナ用の追加的なパイロットＰ

１２に置き換えることによって、第１および第２アンテナ用のパイロットの数が、図３Ａ
または３Ｂに比べて２倍になっている。これらのアンテナ２本のソリューションに関する
パイロット・オーバーヘッドは、故に、図３Ｂの場合は４．７６％、図３Ｃの場合は９．
５２％である。パイロット構造における上述のような代替的な方法については、実際には
、デフォルトのパイロット構造のみを用いて復号可能な（例えば、システム情報チャネル
のような）共通シグナリング・チャネルにて、信号で伝えられる必要がある。上記記載の
文献「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパイロット要件および設計」に比べると、２個につき１
個のサブキャリアから３個につき１個のサブキャリアへ変更することによって、３ＧＰＰ
　ＴＲ　２５．８１４（第１．２版）に記載の利用可能なサブキャリア数（２ｎ＊７５＋
１）によりうまく適合するようになり、さらにアンテナ２本のシナリオの場合にはパイロ
ット・オーバーヘッドが１／３の率で減少する。図３Ａのアンテナ４本のシナリオの場合
（または図３Ｃのアンテナ２本の提案に対して複数の追加的パイロットのある場合）の、
９．５２％というパイロット・オーバーヘッドは、チャネル推定およびチャネル品質の評
価のためには、いささか大きいという印象を発明者らに与える。本発明の例示的な実施形
態では、パイロット構造に共通および専用パイロットの両方を備えることによって、アン
テナ４本のシナリオの場合（同様に送信アンテナ２本のシナリオの場合）に、このオーバ
ーヘッドの減少が可能である。
【００４９】
　パイロット系列のための周波数ビンの設計は、送信アンテナの数に大いに依存する。図
４Ａ－４Ｂに示すように、まずアンテナ２本のシナリオに適応させた本発明の例示的な実
施形態を説明する。これらの実施形態では、第１の基礎的な共通パイロット系列が、最高
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でも２本の送信アンテナのためのシンボルを含む。これは送信アンテナが１本および２本
のスキームに関して、同様に効率的で正確なチャネル推定を可能とし、１つのスキームが
他のスキームより好ましいということはない。この場合４．７６％のパイロット・オーバ
ーヘッドを生じ、さらに、３個に１個ではなく、４個に１個のサブキャリアの第１シンボ
ルのみにパイロット系列を配置するのであれば、３．７５％に減少させることができる。
同一チャネル干渉を避けるために、同一セクタのアンテナから伝送されるパイロットにつ
いては直交性が保証されている必要があるので、一実施形態では、このような２つのアン
テナ・パイロット系列は、別々の周波数ビンと考えることもできる別々のサブキャリアへ
、周波数領域多重化される。このことは図４Ａに示され、ここではＰ１が第１送信アンテ
ナ用のパイロット系列であり、Ｐ２が第２送信アンテナ用のパイロット系列であって、こ
れらは、３個に１個のサブキャリアの第１シンボル（文献「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパ
イロット要件および設計」の専門用語を用いると、ゼロ番目のシンボル位置）に交替で位
置する。言うまでもなく、共通パイロット系列の規則性は、サブキャリアの任意の１／Ｎ
の繰り返しのうちに存在し得る。発明者らは、３個または４個に１個のサブキャリア（送
信アンテナ２本であれば、各々の送信アンテナに関しては６個または８個に１個のサブキ
ャリアとなる）というのが、最低限のパイロット・オーバーヘッドを用いて、通常のチャ
ネル・フェージングおよび干渉の状況下でＱｏＳ要件を満たすようなチャネルを推定する
には、最適またはほぼ最適な条件であると考える。提示される上述のような代替的な方法
は、別の伝送システムに適用してもよいが、選択されたいかなる伝送システムに関しても
、上記の数が未確定の変数として残されることは想定されておらず、むしろ、確定したパ
ターンが標準規格に書かれているものとする。論理として、全ての移動端末が、いかなる
状況下でも、どのようなパイロット系列が利用可能であるのか、およびそれらがフレーム
構造の中のどこにあるのかを、先験的に知ることが可能になる必要があるためである。
【００５０】
　図４Ｂに示す別の実施形態では、２つのアンテナ・パイロット系列が、同一のサブキャ
リアに多重化されているとよい。第１および第２送信アンテナ用のパイロット系列Ｐ１２

が、３個に１個のサブキャリアの第１シンボルに多重化されている。送信アンテナ１本の
シナリオであれば図４Ａに類似したものになると考えられるが、その場合には全ての共通
パイロット系列が第1の（かつ唯一の）送信アンテナ用Ｐ１となるため、単独アンテナ用
のパイロット系列が３個に１個のサブキャリアについて各サブフレームの第１シンボル・
スロットに現れる。図３Ｃの提案とは異なり、図４Ａ－４Ｂに示すように、パイロットが
１番目のシンボル位置にのみあればよい。これらの共通パイロット系列は、代わりに第２
、第３またはその他任意の予め構成されたシンボル時間に置かれてもよく、それは、本発
明の一部の利点は、後に図６を参照して説明する専用パイロット系列によっても、同様に
実現されるからである。それらの専用パイロットは、高速フェージング・チャネルに関す
るチャネル・コヒーレンスの問題に対処する。上記で言及したように、コヒーレンス間隔
がサブフレームの長さよりもわずかに短い場合であれば、既に詳述した共通パイロット・
シンボルは、受信機によって複数のサブフレームにわたりフィルタをかけられればよい。
このことは、その特定のチャネル状況のための追加的な専用パイロット使用によってシグ
ナリング・オーバーヘッドが増加するのを、回避することになる。
【００５１】
　図４Ｂの実施形態を検討すると、２つのアンテナ・パイロット系列Ｐ１２は、双方のア
ンテナに関し、別個かつ非相対のチャネル推定をできるようにする必要がある。かかるス
キームは、パイロット系列を担っているシンボルの適切な位相変調によって可能になる。
マルチキャリア・システムは、一般に、時間の流れに沿って長いシンボル（約１０から１
００マイクロ秒）を用いているので、はるかに短いシンボル（約２６０－３０ナノ秒）を
用いる単一キャリア・システムの場合ほど、位相精度の問題は深刻ではない。
【００５２】
　図５Ａ－５Ｃは、パイロット系列配置に関するアンテナ４本のソリューションを示し、
それぞれがフレームの第１、第２および末尾のサブフレームを表している。なお、サブフ
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レームに対する、第１、第２などの用語は、例示的なものであって限定的なものではない
。図５Ａの第１サブフレームは、図４Ｂにおけるものと同じであり、すなわち第１および
第２送信アンテナ用のパイロット系列が同一のサブキャリアに多重化されており、３個に
１個のサブキャリアの第１シンボルに位置する。
【００５３】
　図５Ｂの第２サブフレームでは、図５Ａのパイロット系列の管理形態が繰り返されるが
、加えて、第３および第４アンテナ用のパイロット系列Ｐ３４が、Ｐ１２とは異なる時間
シンボル位置に多重化される。Ｐ３４は、チャネル品質推定と、アンテナ４本のスキーム
を採用するか否かの決定フィードバックとに使用される。フィードバックは、さらにアン
テナ３および４を用いた伝送に関する、割り当ておよびスケジューリングの決定をも可能
にする。アンテナ３および４のためのこれらの追加的パイロット系列Ｐ３４がなかったら
、アンテナ３および４を含むいかなる伝送スキームにおいても、上述のようなフィードバ
ックを利用可能とすることは容易ではないと考えられる。
【００５４】
　受信機は、これらの同じ第３および第４アンテナ用パイロット系列Ｐ３４を使用して、
図５Ａの第１サブフレームにて受信した４本アンテナ伝送を復号することも可能であり、
このフレームの以降のサブフレームについては、当然の成り行きとしてコヒーレンス間隔
によって制約される。コヒーレンス間隔が相当に長い（例えば、サブフレーム数個分、と
きには１フレーム分）場合には、パイロット系列Ｐ３４がフレームの１つまたは少数のサ
ブフレームにあれば十分となる。コヒーレンス間隔が短すぎて、受信機が第２サブフレー
ム内の上記の追加的共通パイロット系列Ｐ３４だけを使用して第３および第４送信アンテ
ナからのチャネルを推定できない場合には、送信機は、２本アンテナ伝送のスキームへ戻
すこともできるし、あるいは専用パイロットを付加するという図６の手法で４本アンテナ
伝送のスキームに対応することもできる。
【００５５】
　図５Ｃの末尾のサブフレームは、図５Ａに示す第１サブフレームと同じであり、すなわ
ち第１および第２送信アンテナの共通パイロット系列Ｐ１２のみが使用され、これらが３
個に１個のサブキャリアの１番目のシンボル位置にある。第３および第４共通パイロット
系列Ｐ３４は、全てのサブフレームではなく一部のサブフレームのみに存在し、フレーム
につき１つまたは２つのサブフレームのみにあることが好ましい。図５Ａ－５Ｃのように
、Ｐ３４が１つのサブフレームにのみ存在する場合、パイロット・オーバーヘッドの合計
は約５％であって、図４Ａ－４Ｂのアンテナ２本のソリューションの場合（３．６から４
．７％）をわずかに上回るのみであるが、これによってアンテナ３および４からの伝送を
利用するか否かについても同様に決定される。その上これは、伝送形式の選択およびスケ
ジューリングの決定のフィードバックにも十分である。
【００５６】
　ここまで詳述してきたパイロット系列は全て共通パイロットであり、フレーム内での配
置が固定されている。図示した例で言えば、第１および第２送信アンテナ用の共通パイロ
ットＰ１２は全サブフレームを通じて３個に１個のサブキャリアの第１シンボルにあると
見込まれること、さらに第３および第４送信アンテナ用の共通パイロットＰ３４は第２サ
ブフレームの中にだけ３個に１個のサブキャリアの第５シンボルにあると見込まれること
が、受信機には分かっている。以下、図６に関連して、受信機において信頼性のあるチャ
ネル推定を行うのに、フレームあたり１つのサブフレームの共通パイロット系列Ｐ３４だ
けでは不十分な状況に対処するべく、第３および第４送信アンテナ用の専用パイロット系
列を用いることについて詳述する。
【００５７】
　１つのパイロットがサブキャリアの８番目ごとに１個に現れる必要があるとすれば、２
本のアンテナを周波数に多重化するとサブキャリアの４番目ごとに１個を占めることにな
る。さらに、無線ネットワークのセクタまたは（地理上の）セル３つに分かれているとこ
ろでは、相互相関の低いまたは直交の系列が必要とされる。これは、別々のセクタのチャ
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ネル推定が、特にそれらのセクタの境界において、過度の干渉によって損害を被らないよ
うにするためである。かかる相互相関の低いパイロット系列は、同一の位相基準で伝送さ
れれば、容易に設計することができる。空間の単一点は常に多くて３つのセクタにしかま
たがることができないため、現在のネットワークのセクタ化（例えば、六角形セクタ、多
重する境界を最小限に抑えるための不定形セクタなど）を前提とし、３つのセクタ間の低
い相互相関用に設計しておけば、事実上、どのような数のセクタでも対応できる。
【００５８】
　ネットワークのセクタの間（例えば異なる基地局）のパイロット系列の設計は、パイロ
ット系列コードのフルセット中の任意の２つのコード間における相互相関性が十分に確保
される系列を作成することによって、行うことができる。現在のところ別々の基地局から
伝送される信号間に共通する位相基準は存在しないため、ここで相互相関性は、全ての位
相シフトにおいて低くなっている必要がある。これは長い拡散コードまたはスクランブル
・コードの選択を示唆していると言える。一方で、より好ましいのは、（長い拡散または
スクランブル・コードを用いる代わりに）全ての位相シフトにて良好な相互相関特性を有
することが分かっている特別のコード系列を設計することである。ネットワークの別々の
セクタで伝送されているパイロット系列間に良好な相互相関特性を導入する特に効率的な
方法は、周波数または時間で直交するパイロットを使用することである。セクタあたり２
本のアンテナから共通パイロット系列が伝送される本発明の一態様では、３セクタの基地
局からの共通パイロット系列の伝送について、１本のアンテナからは６個に１個のサブキ
ャリアに載せてパイロット系列を伝送し、さらに異なるアンテナおよびセクタでは異なる
サブキャリアを用いることによって、周波数で直交させることができる。何らかのソフト
再利用または電力系列の設計が使用されていたら、各基地局から送信されたパイロット系
列を、割り当て電力が最も高くなっている周波数ビンに置くことができる。このような方
法が使用されていなかったら、隣接した基地局のパイロット系列は、サブキャリア・イン
デックスの既知の（または無作為の）開始位相によって作り出すことができる。
【００５９】
　上記の考察は、個々の基地局の観点から検討されるようなパイロット系列設計につなが
りやすい。全てのサブフレームに関するリソース割り当てが、好ましくは上述のように最
初のＴＤシンボルで（または場合によっては最初の２つのシンボルの範囲内で）、指示さ
れる必要があるため、割り当て指示は、パイロット系列と一緒に、第１ＴＤシンボル内へ
多重化される。そのとき第１ＴＤシンボルに任意の適正な数の割り当て指示を適合させる
ために、本発明の実施形態によれば、フレームのこの第１ＴＤシンボルには、送信アンテ
ナ２本までのパイロット系列が存在する。
【００６０】
　本発明の実施形態では、追加的なパイロット系列の不定期に生じる必要性の問題を解決
し、それによりあらゆるリソース・ユニットについて、割り当てリソース・ユニット自体
に追加的な専用パイロット・シンボルを含めることができるようにする。これらの追加的
な専用パイロットは、超高速度な受信端末用の単一または２本アンテナ伝送のために機能
することができ、任意の数の送信アンテナから受信端末へのビーム形成伝送のために機能
することができ、さらに任意の数の送信アンテナから受信端末へのマルチストリームおよ
び／またはダイバーシティ伝送のために機能することができる。このときパイロット・シ
ンボルが、そのときにリソース割り当てのある周波数ビンに正確に存在するので、これは
最も柔軟性のあるソリューションである。さらに、パイロット・シンボルは、チャネル推
定またはリソース復号化のためにそれを必要としている全ての受信機に存在するとよいが
、その一方で、共通パイロット系列のフィルタリング（例えば、上記で言及したような複
数のサブフレーム間のフィルタリング）のみによって既にチャネル推定精度が獲得できて
いる端末にはどれにも存在する必要はない。この適応的な手法の利点は、さらに、共通パ
イロットに加えてどのくらいの精度向上が必要とされているかに応じて、リソース割り当
てごとに専用パイロット系列の量を正確に調整できることにもある。この考察では、いう
までもなく、当該のリソース・ユニット用に選択された特定の伝送形式を考慮に入れるこ
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とができる。かかる伝送形式には、通常、少なくともサブキャリアの変調（ＢＰＳＫ、Ｑ
ＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡＭ）が含まれる。
【００６１】
　最適に機能する場合でさえ、共通パイロット単独では不十分であるが、それは、共通パ
イロットは、どのリソース・ユニットをどの端末に割り当てるのか、および２本を超える
送信アンテナの場合に各端末への割り当てに各々どの伝送形式を適用するのかを評価して
送信機に通知する受信機を、サポートしないからである。図４Ａ－４Ｂのパイロット系列
だけであると仮定すると、第１ＴＤシンボル期間中の全帯域にわたって、最初の２本の送
信アンテナ用の共通パイロット系列Ｐ１２のみが存在するので、受信機では、上述のよう
な情報は、多くて２本の送信アンテナに関してのみ利用可能となる。本発明の実施形態で
は、例えば図５Ｂのような、ところどころのサブフレームの第５のデータ・シンボルとい
うように、不定期に、最初の２本のアンテナ以外の送信アンテナの共通パイロット・シン
ボルへ、データ・シンボルからビンを割り当てる。これらの共通パイロット系列（例えば
Ｐ３４）は、そのシンボル期間中、全帯域にわたって存在する。従って、受信機は、（第
１および第２以外の）これらの追加的アンテナからの完全なチャネル情報を評価すること
ができ、その後フィードバック・シグナリングを用いて、この特定の受信機へはこれらの
（第３および第４の）アンテナから伝送する方が好ましい場合には送信機に通知し、その
ほかリソースを置くのに最も効率的な形式および最も好ましい周波数ビンについても、送
信機に通知すればよい。割り当てリソースが専用パイロットを有することになるので、図
５Ｂに示すこの追加的共通パイロットＰ３４は、チャネル推定に十分なほどの精度でなく
てもよいが、一方で、必要とされるチャネル品質フィードバックを提供するには足りる精
度でなければならない。
【００６２】
　上述のような追加的共通パイロットＰ３４の利点は、第３および第４の送信アンテナに
関する評価を行いフィードバックを作成する全ての受信端末に対して、必要な場合にのみ
、普通に現れるようにできることである。受信機から肯定的なフィードバックが無かった
ら、基地局の送信機は、その受信機に対しては２本までのアンテナ伝送を継続する。別の
利点は、追加的共通パイロットＰ３４は、全てのサブフレームで利用可能となる必要はな
く、図５Ａ－５Ｃに関して詳述したように、フレームにつき１回などのかなり低い頻度で
現れるものとできる。チャネル・コヒーレンス時間は、通常サブフレームに比べて長く、
特に、低速度のチャネルにおいて実現可能な、想定されているマルチストリームのマルチ
アンテナ伝送においては長いので、チャネル品質情報のフィードバック、あるいはチャネ
ルの完全な固有マトリクスのフィードバックさえも、それほど頻繁である必要はない。伝
送形式の選択に対して何らかの誤差が生じた場合にも、それらの誤差は、実際のチャネル
推定、復調、および復号の品質を具体的に低下させることはなく、これらは割り当てリソ
ースの内部に正確に存在する専用パイロットをもとに行われる。故に、不正確なフィード
バックの可能性は大きくはなく、特に実際の復調および復号処理に対するその影響はなお
さら小さいものである。
【００６３】
　さらにスタガードなパイロットも提案され、良好な性能を示してきた。スタガードな構
造には、完全なスタガードか、またはわずかなスタガード性を伴うスタガードが含まれる
。発明者らに既知の全ての提案は、スタガードなパイロットが常に全てのサブフレームに
存在するという特性によって損害を被っている。このことは、本明細書に開示されるパイ
ロット管理形態に比べて著しく大きなパイロット・オーバーヘッドの原因となる。さらに
、パイロット・シンボルが周波数および時間に広く散在していることは、リソース割り当
てアルゴリズムに複雑性を付加し、このために割り当ておよび符号化の後で、リソースが
、ペイロード・シンボルのパンクチャ（puncturing）を施さねばならない。スタガードな
パイロット系列のシンボルが存在するのは、このパンクチャされた同一の位置であり、そ
の結果、パイロット・エネルギーの量が既に十分にある、端末に割り当てられたリソース
・ユニットに関して、何の利益もないまま、パイロット・オーバーヘッドが増加すること
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になる。
【００６４】
　図５Ｂに示す共通パイロットＰ３４（例えば、フレームあたり１つであり、３個に１個
のサブキャリアにある）に加えて、第３および第４アンテナ用に追加的なパイロット系列
が必要とされる場合、または受信機が、第１および第２送信アンテナ用にさえも、３個に
１個のサブキャリア上で各サブフレームの第１シンボルにある１つの多重化された系列Ｐ

１２のほかに、追加的なパイロット系列を必要とする場合に対処するために、本発明の例
示的な実施形態では、専用パイロット系列ＤＰと称するものを使用する。専用パイロット
系列は、単一の送信アンテナ用であってもよいし、または共通パイロット系列と同様の方
式で、２本までの送信アンテナ用に周波数多重化されてもよい。この構想について、フレ
ームの任意のサブフレームを表した図６に示す。専用パイロット系列ＤＰ1、ＤＰ２また
はＤＰ１２は、超高速度な端末に対する任意のサブフレームにて必要とされ得る。専用パ
イロットＤＰ３４は、第３および第４送信アンテナ用の追加的共通パイロット系列Ｐ３４

を含まないサブフレームにおいてのみ、必要とされる。専用パイロット・シンボルＤＰは
、サブフレームの割り当てリソース・ユニットの内部で、任意の時間シンボルの任意の周
波数サブキャリアに置かれる。
【００６５】
　具体的には、図６では、第１送信アンテナ用の専用パイロットＤＰ1が、第３サブキャ
リアの第５シンボル位置に示され、第１および第２送信アンテナ用の専用パイロットＤＰ

１２が、第４サブキャリアの第５シンボルのほか、第９サブキャリアの第６シンボルに示
されている（サブキャリアは上から下へ数える）。図６では、さらに第３および第４送信
アンテナ用の専用パイロット系列ＤＰ３４が、第１および第８サブキャリアの第２シンボ
ルのほか、第６サブキャリアの第３シンボルに示されている。ここで図６は、１つのサブ
フレームにおける専用パイロット系列の、何らかの想定される配列を示しているが、当然
のことながら、いかなるサブフレームにおけるいかなるＤＰ構造も実現可能である。
【００６６】
　図７には別の配列が示されている。ここでは、リソース・ユニットが、共通パイロット
を担わない６つのシンボル（シンボル２－７）の２５のサブキャリアから成ると想定され
る。かかるリソース・ユニットでは、図７に示すように、専用パイロット用として想定さ
れる場所が６つある。この例では、６つの場所は別々のサブキャリアに散在しているので
、シンボル２－７の各々においては、１個のサブキャリアを専用パイロットに使用すれば
よい。想定される専用パイロットは、ＤＰ１およびＤＰ２の２セットに分けられる。専用
パイロットをアンテナ３および４のチャネル推定に使用する場合には、ＤＰ１で示された
位置をアンテナ３の送信パイロット系列に使用し、ＤＰ２で示された位置をアンテナ４の
送信パイロット系列に使用すればよい。かかる構成によって、アンテナ３および４からの
チャネル推定に使用され得るパイロット系列の密度は、アンテナ１および２からの伝送の
推定に使用される共通チャネル・パイロットの密度よりも、特にアンテナ１および２の場
合は常に次のサブフレームからの共通パイロット・チャネルについて考慮するとよいこと
を踏まえると、低下すると考えられる。このことを補償するために、専用パイロットの電
力を変えるとよい。かかるパイロット・オフセットとは、シンボル２－７の間のデータ・
サブキャリアに使用される伝送電力を若干減少させればよく、それに応じてＤＰの電力が
増加され得ることを指している。専用パイロットが、２本アンテナ伝送にて、高ドップラ
のユーザによって使用される場合、ＤＰ１をアンテナ１用に使用し、ＤＰ２をアンテナ２
用に使用すればよい。このような場合には、パイロット電力オフセットは必要はないと言
える。専用パイロットが、単一ビームで専用パイロットを送信するのに使用されるならば
、場合によりパイロット位相オフセットまたは電力オフセットを伴って、ＤＰ１およびＤ
Ｐ２の両方を使用することが考えられる。２つのビームが同時に送信されるのであれば、
場合によってはパイロット・オフセットを伴って、ビーム１の専用パイロットはＤＰ１に
て、ビーム２の専用パイロットはＤＰ２にて、送信される。
【００６７】
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　図７の専用パイロットの配置では、ＤＰサブキャリアをシンボル２から７より取り除く
と、後にリソース・ユニットに残るのは矩形状になったサブキャリアとシンボルとのセッ
トであるという利点がある。このようになると、全てのシンボルが基本的に同一の方式で
処理されるため、処理が容易になる。図７に示された複数のＤＰは、自己完結型に設計さ
れている。故に、最上部および最下部のサブキャリアから、ＤＰのある最も近いサブキャ
リアまでの間隔は１となり、これは、大部分のサブキャリアから、ＤＰのあるサブキャリ
アまでの最大間隔よりも小さい（例えば、サブキャリア４からの、ＤＰを伴った最も近い
サブキャリアまでの間隔は２である）。このことは、（２つのＤＰの間にあるサブキャリ
アに用いることができる）内挿的チャネル推定は、（端部に用いる必要がある）外挿的チ
ャネル推定よりも精度が高いことに起因している。
【００６８】
　全体的な簡略化のために、ＤＰの対象となる用途に関わりなく、リソース・ユニットに
おける専用パイロットの配置は同一であることが有利である。故に、ＤＰが用いられてい
る場合には、受信機が、ＤＰ（例えば図７のＤＰ１およびＤＰ２）およびデータを多重分
離して、それらを使用法に応じたやり方で処理すると考えられる。従って、ＤＰの用途に
関わりなく、多重分離ユニットは同じであると考えられる。さらに、簡略化のために、Ｄ
Ｐの使用法はできるだけ予め定義されていることが好ましい。故に、規定の伝送形式と相
まって、常に関連するＤＰ使用法が存在すると考えられる。このことは、ＤＰがどのよう
に使用されるかを別個に信号で伝える必要が無いという点で、シグナリングを軽減すると
考えられる。例えば、伝送形式が４本アンテナ伝送である場合、専用パイロットＤＰ１お
よびＤＰ２は、規定のパイロット・オフセットを伴って、常に上記に明示したように使用
されることが考えられる。同様に、ビーム形成ソリューションでは、ＤＰは常に上記に明
示したように使用されると考えられる。
【００６９】
　全体的なスキームは以下の通りである。送信機（基地局）は、図５Ａ－５Ｃに示すよう
な共通パイロット系列Ｐを、必要に応じて第１および第２送信アンテナ用の専用パイロッ
トＤＰを付加送信しつつ、送信する。受信機は、無線フレームの特定のサブフレームのみ
に存在する、第３および第４アンテナ用の共通パイロット系列Ｐ３４をもとに、チャネル
の状態が４本アンテナ伝送に好適であると判断する。受信機は、送信機に対し、４本アン
テナ伝送に移行して欲しいという要望とともに、４本アンテナ伝送に有利な伝送形式およ
び周波数ビンを、フィードバックする。この同じフィードバックは、送信機にチャネル品
質の指標を提供し、さらに場合によっては、各種のアンテナ用の専用パイロットＤＰを適
切なスロットに置くのに使用するコヒーレンス間隔を決定し、それにより受信機が、全て
の送信アンテナ用にチャネルを維持することができる。送信機は、次に４本全てのアンテ
ナを使用して割り当てリソースを送信するが、このとき同時に、予め配列されたシンボル
およびサブキャリア・スロットに位置する共通パイロットＰの間に、選択された伝送形式
の要求に応じて、特定のアンテナ用の専用アンテナＤＰを点在させる。受信機は、引き続
き送信機にフィードバックを提供し、専用パイロットＤＰが、そのフィードバックによっ
て決定された通りに、同じくそのフィードバックによって決定されたアンテナ用に、点在
させられる。専用パイロットＤＰは、フレーム内でアンテナと配置の両方について適応的
であるとよく、さらに、受信機によって評価されて送信機へフィードバックされる（また
はフィードバック・リンクから送信機によって直接評価される）チャネル品質に対して応
答性に優れるとよい。
【００７０】
　ＤＰの構成の有利なスキームでは、使用法に関わらずサブフレームにおけるのと同一の
ＤＰ配置を用いて、各々異なる伝送形式におけるＤＰの位置が決まる。このように、異な
る伝送形式で動作している異なるユーザ（および異なる伝送形式で動作している同一ユー
ザ）を対象とするリソース・ユニットに応じて、ＤＰの配置が異なるという点で、ＤＰス
キームは適応的である。共通パイロットは適応的ではなく、アンテナおよびフレーム位置
に対して固定されている。受信機がチャネルを維持するのに必要な最低限の専用パイロッ
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ナ伝送が有利にならない状況下では、それらのアンテナ用の専用パイロットは送信されな
い。最小限のパイロットが好適な状況においては、共通パイロット系列Ｐのみが送信され
る。
【００７１】
　上記の実施形態は、時間領域パイロット構造と見られるものであるが、同様にスタガー
ドなパイロット構造を作成する特有の方法とも見られる。第１に、時間領域シンボルの周
波数ビンが全て共通パイロット系列Ｐに割り当てられる訳ではないので、周波数でのスタ
ガードが適用される。第２に、専用パイロットがサブフレームのスタガードな位置に存在
するが、常設的または半常設的な位置にあるのではなく、任意のペイロードの具体的なチ
ャネル推定の必要性に単に従っているものである。最初の２つを超える、送信アンテナ用
の第３の追加的なパイロットは、スタガードにされる。このスタガードは、先と同様に周
波数のスタガードを伴う時間領域構造であり、そのためパイロット系列には最低限足りる
数の周波数ビンだけが割り当てられる。さらに、この時間領域シンボルはＮ番目ごとに１
個のサブフレームに対してのみスタガードにされる（Ｎはフレーム内のサブフレーム数）
。スタガードな追加的共通パイロットＰ３４に割り当てられた時間領域シンボルを１つ有
していることは、非連続性の送信／受信に対応するという利点がある。移動端末は、追加
的パイロット系列を伴ったこのシンボルがどこに位置するかを先験的に知ることになり、
それにより移動端末は、自分の動作上必須である場合には、このシンボルを評価するべく
、省電力のスリープ・モードを明示的に中断することができる。完全にスタガードなパイ
ロット系列（例えば、共通ではなく専用）であるならば、移動端末は、適切なフィードバ
ックのために十分な周波数サンプルを時間をかけて収集するために、継続的にアクティブ
となる必要があると考えられる。
【００７２】
　本発明の例示的な実施形態は、利用可能な、および現在開発の最終段階にある、移動受
信機／端末の限界を考慮に入れている。かかる移動端末は、一般に、２本を超えるアンテ
ナを推定する機能は有していない。本発明の実施形態は、フレーム構造内の追加的共通パ
イロットＰ３４の存在は、それら旧来の受信機に悪影響を及ぼすことにはならないという
点で、上記の側面に対応している。さらに、受信する移動端末のチャネル状態によって、
移動端末の全てが２本を超える送信アンテナの推定を利用できることは期待されない。そ
れらの移動端末にとっても、フレーム構造内に追加的共通パイロットＰ３４が存在するこ
とは、悪影響を及ぼさない。
【００７３】
　本発明の例示的な実施形態が提供する利点として、パイロット処理を高速かつ確定的に
する、パイロットの時間領域構造が挙げられる。これによって端末が、必要に応じてスイ
ッチのオフおよびオン（非連続的な送信／受信）をできるようになる。当技術分野にて周
知の他のタイプのパイロット構造では、移動受信機／端末に、相当に長い時間アクティブ
であり続ける（スリープ・モードに入らない）ことを要求する。
【００７４】
　発明者らが特に設計した別の利点は、以下の表１に示されるように、本発明の実施形態
で必要とされる最低限のパイロット・オーバーヘッドが小さいことである。上述の教示に
よれば、伝送技術に複雑性および多機能性を付加することは、それらの技術が実際に一時
に使用されない限りは、フレーム構造にオーバーヘッドを付加するという意味にはならな
い。発明者らの知っている他の全てのパイロット構造の提案では、その時マルチアンテナ
伝送が活発に使用されているか否かに関わらず、フレーム構造にかなり大きな静的オーバ
ーヘッドが付加される。
【００７５】
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【００７６】
　表１では、上記に詳述した実施形態による、送信（ＴＸ：ｔｒａｎｓｍｉｔ）アンテナ
の数に応じた共通パイロット・オーバーヘッドを示す。アンテナ１および２は、全てのサ
ブフレームに存在する共通パイロット系列である。２本を超える送信アンテナの場合、共
通パイロット・オーバーヘッドは、追加的共通パイロットの繰り返しに応じて付加され、
ここでは１０ｍｓに１回、または５ｍｓに１回のそれぞれについて計算されている。計算
は、周波数ビンの割り当て例２つに関して示されており、これらは少なくとも、１２０ｋ
Ｈｚと同等またはそれよりも良好な周波数分解能を提供する。ことによるとペイロードに
存在する専用パイロット系列のための追加的オーバーヘッドについては表１に示さないが
、それは、それらが発生するのはフレーム当たりゼロから数シンボル（サンプル）までと
することができるからである。
【００７７】

【００７８】
　表２では、文献「ＥＵＴＲＡダウンリンクのパイロット要件および設計」の提案による
、送信アンテナ数に応じたパイロット・オーバーヘッドを示す。表２に示された手法にお
いては、専用パイロット系列が無いため、あらゆる数のアンテナのパイロット系列を頻繁
に繰り返すことを余儀なくされ、この相違する提案においてはサブフレームごとに繰り返
されている。
【００７９】
　セルの配置によっては、２本を超える送信アンテナからの伝送が有利にならないことも
あると想定される。このような例では、追加的共通パイロットは不要である。このような
、特定のセルで追加的共通パイロットが使用されているか否かというような情報は、シス
テム情報メッセージへ容易に組み込むことができる。システム情報メッセージ自体を２本
より多くのアンテナから伝送することは、作用の対象となるあらゆる移動端末があらゆる
状況下でメッセージを復号可能となっている必要があるために、現在のところ実現不可能
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であることに注意すべきである。追加的共通パイロットがサブフレーム構造に存在しなか
った場合でも、アンテナ１および２のための専用パイロットを、現在使われている端末に
おいて使用可能にすることができる。
【００８０】
　当業者であれば、添付の図面に関連させて読むと、上記記載に照らした多様な変更およ
び調節が明らかとなり得る。一部の例として、当業者によって、別の類似または同等のパ
イロット・スキームの使用が試みられることもある。しかし、本発明の教示に関する上記
または同様の変更も全て、本発明の限定されない実施形態の範囲内に含まれる。
【００８１】
　さらに、本発明の限定されない多様な実施形態の一部の機能を利用して、他の機能の肩
代わりをさせることもできる。このように、上記の記述は、本発明の原理、教示および例
示的な実施形態の説明的なものに過ぎず、これを制限するものと見なしてはならない。
【００８２】
　例示的な実施形態において、共通パイロット系列は以下のように配置されるが、ここで
共通パイロット系列は、フレーム内の固定位置（サブキャリアおよびシンボル位置）を指
す。多くて２本のアンテナ用の共通パイロット・シンボルが、フレーム内で規則的に（例
えば各サブフレームに１つ）Ｎ個に１個のサブキャリアに配置され、Ｎは、３もしくは４
、または６もしくは８であることが好ましい。さらに、他の送信アンテナ用の追加的共通
パイロット・シンボルも、好ましくはフレームにつき１つに頻度を減らして、同様にＮ個
に１個のサブキャリアに配置される。次いで、単独または対になったアンテナである任意
の送信アンテナ用に、専用パイロット系列が、チャネルの状態およびリソース割り当てに
基づいて適応的に、有利なサブキャリアに配置されるが、その受信機が、フィードバック
・チャネルにて、どのサブチャネルが有利と言えるかを信号で伝えるとよい。専用パイロ
ット系列は、フレーム内の常設的または半常設的なサブキャリア位置およびシンボル位置
を占有することはない。複数アンテナからの共通パイロット系列と複数アンテナからの専
用パイロット系列との両方が、同一のサブキャリアおよびシンボル・スロットに多重化さ
れてもよいし、それらが別々のサブキャリアに周波数多重化されてもよい。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年4月22日(2008.4.22)
【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】
　フレーム構造内に伝送用のデータを構成することであって、前記フレーム構造は一連の
サブフレームを含み、各サブフレームは複数の周波数分割されたサブキャリアを含み、各
サブキャリアは複数の時分割されたシンボル位置を含む、前記構成することと、
　前記サブキャリアを含むチャネルであって、前記データが伝送されることになるチャネ
ルを受信機が推定するのを支援するためのパイロット系列を決定することと、
　各サブフレームについて、２Ｎ個に１個（Ｎは少なくとも３に等しい整数）のサブキャ
リアの割合で、該サブキャリアにおける前記複数のシンボル位置のうちの１番目の位置に
、第１送信アンテナのためのパイロット系列を配置することと、
　各サブフレームについて、２Ｎ個に１個のサブキャリアの割合で、該サブキャリアにお
ける１番目のシンボル位置に、第２送信アンテナのためのパイロット系列を配置すること
と、
　前記データおよび配置されたパイロット系列を含む前記フレームを、前記第１および前
記第２送信アンテナから前記チャネルを介して伝送することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　少なくとも１つの追加的なパイロット系列を、サブフレーム内で、３番目から末尾まで
のシンボル位置に配置することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　Ｎ＝３または４であって、前記第１送信アンテナのための前記パイロット系列が、前記
第２送信アンテナのための前記パイロット系列とは異なるサブキャリアにある、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　さらに、第３および第４送信アンテナのための少なくとも１つのパイロット系列を、前
記１番目のシンボル位置以外に配置することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１番目のシンボル位置に配置された前記パイロット系列が共通パイロット系列であ
り、前記方法が、前記フレームの少なくとも１つのサブフレーム内に専用パイロット系列
を配置することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記専用パイロット系列を配置することが、前記共通パイロット系列に加えてパイロッ
ト系列が必要であるという判断に基づいており、前記判断は、移動局からのチャネル品質
の指標の受信に応えて行われたものである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記専用パイロット系列を配置することが、前記共通パイロット系列に加えてパイロッ
ト系列が必要であるという判断に基づいており、前記判断は、システム情報メッセージに
基づく、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記専用パイロット系列が、前記フレームの少なくとも１つのサブフレーム内の、或る
伝送形式で動作しているリソース・ユニットのための所定の位置に配置される、請求項５
に記載の方法。
【請求項９】
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　前記専用パイロット系列が、前記少なくとも１つのサブフレームの第４および第７シン
ボル位置に配置される、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記共通パイロット系列が、第１および第２アンテナそれぞれのための第１および第２
パイロット・シンボルを含み、前記第１および第２パイロット・シンボルは互いに周波数
および位相のうち少なくとも１つが異なっており、さらに前記専用パイロット系列が、前
記第１および前記第２アンテナ以外の少なくとも１つのアンテナのためのパイロット・シ
ンボルを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記専用パイロット系列が配置されている、前記フレームの少なくとも１つのサブフレ
ームの特定のサブキャリアおよび特定のシンボル位置の両方が、受信したチャネル品質の
指標に基づく、請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　フレーム構造にあるパイロット系列の伝送のための動作を実行させるべく、記憶媒体上
に有形的に具現化されてプロセッサによって実行可能なコンピュータ・プログラムであっ
て、前記動作が、
　フレーム構造内に伝送用のデータを構成することであって、前記フレーム構造は一連の
サブフレームを含み、各サブフレームは複数の周波数分割されたサブキャリアを含み、各
サブキャリアは複数の時分割されたシンボル位置を含む、前記構成することと、
　前記サブキャリアを含むチャネルであって、前記データが伝送されることになるチャネ
ルを受信機が推定するのを支援するためのパイロット系列を決定することと、
　各サブフレームについて、２Ｎ個に１個（Ｎは少なくとも３に等しい整数）のサブキャ
リアの割合で、該サブキャリアにおける前記複数のシンボル位置のうちの１番目の位置に
、第１送信アンテナのためのパイロット系列を配置することと、
　各サブフレームについて、２Ｎ個に１個のサブキャリアの割合で、該サブキャリアにお
ける１番目のシンボル位置に、第２送信アンテナのためのパイロット系列を配置すること
と、
　前記データおよび配置されたパイロット系列を含む前記フレームを、前記第１および前
記第２送信アンテナから前記チャネルを介して伝送することと、
を含む、コンピュータ・プログラム。
【請求項１３】
　少なくとも１つの追加的なパイロット系列を、サブフレーム内で、第３から末尾までの
シンボル位置に配置することをさらに含む、請求項１２に記載のコンピュータ・プログラ
ム。
【請求項１４】
　Ｎ＝３または４であって、前記第１送信アンテナのための前記パイロット系列が、前記
第２送信アンテナのための前記パイロット系列とは異なるサブキャリアにある、請求項１
２に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１５】
　さらに、第３および第４送信アンテナのための少なくとも１つのパイロット系列を、前
記１番目のシンボル位置以外に配置することを含む、請求項１２に記載のコンピュータ・
プログラム。
【請求項１６】
　前記１番目のシンボル位置に配置された前記パイロット系列が共通パイロット系列であ
り、前記動作が、前記フレームの少なくとも１つのサブフレーム内に、専用パイロット系
列を配置することをさらに含む、請求項１２に記載コンピュータ・プログラム。
【請求項１７】
　前記専用パイロット系列を配置することが、前記共通パイロット系列に加えてパイロッ
ト系列が必要であるという判断に基づいており、前記判断は、移動局からのチャネル品質
の指標の受信に応えて行われたものである、請求項１６に記載のコンピュータ・プログラ
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ム。
【請求項１８】
　前記専用パイロット系列を配置することが、前記共通パイロット系列に加えてパイロッ
ト系列が必要であるという判断に基づいており、前記判断は、システム情報メッセージに
基づく、請求項１６に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項１９】
　前記専用パイロット系列が、前記フレームの少なくとも１つのサブフレーム内の、或る
伝送形式で動作しているリソース・ユニットのための所定の位置に配置される、請求項１
６に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２０】
　前記専用パイロット系列が、前記少なくとも１つのサブフレームの第４および第７シン
ボル位置に配置される、請求項１６に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２１】
　前記共通パイロット系列が第１および第２アンテナそれぞれのための第１および第２パ
イロット・シンボルを含み、前記第１および第２パイロット・シンボルは互いに周波数お
よび位相のうち少なくとも１つが異なっており、さらに前記専用パイロット系列が、少な
くとも１つの前記アンテナ、または前記第１および前記第２アンテナ以外の別のアンテナ
のためのパイロット・シンボルを含む、請求項１６に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２２】
　前記専用パイロット系列が配置されている、前記フレームの少なくとも１つのサブフレ
ームの特定のサブキャリアおよび特定のシンボル位置の両方が、受信したチャネル品質の
指標に基づく、請求項１６に記載のコンピュータ・プログラム。
【請求項２３】
　入力データをタイム・スロットに合わせるように構成されているインターリーバと、
　前記インターリーブされたデータを並列ブロックに組み立てるように構成されているシ
リアル－パラレル変換器と、
　前記ブロックをシンボルへマップするように構成されているエンコーダと、
　伝送フレーム内の固定位置のデータベースとプロセッサ用のコンピュータ命令とを保存
するように構成されているメモリと、
　前記インターリーバ、前記変換器、前記エンコーダ、および前記メモリと組み合わされ
るプロセッサであって、前記コンピュータ命令が、前記プロセッサに、パイロット系列を
前記固定位置へ配置させ、前記固定位置は、
・　伝送フレームの各サブフレームにおける、第１送信アンテナのための位置であって、
２Ｎ個中１個（Ｎは少なくとも３に等しい整数）のサブキャリアにおける複数のシンボル
位置のうちの１番目の位置と、
・　前記伝送フレームの各サブフレームにおける、第２送信アンテナのための位置であっ
て、２Ｎ個中１個のサブキャリアにおける１番目のシンボル位置と、
を含む固定位置である、プロセッサと、
を含むデバイスであって、前記デバイスが、
　前記プロセッサの出力と連結されている入力を有する前記第１および前記第２の送信ア
ンテナを少なくともさらに含み、前記送信アンテナは、前記伝送フレームにある前記入力
データと前記パイロット系列とを伝送するように構成されている、デバイス。
【請求項２４】
　前記サブフレーム内の前記固定位置が、３番目から末尾までのシンボル位置をさらに含
む、請求項２３に記載のデバイス。
【請求項２５】
　Ｎ＝３または４であって、前記第１送信アンテナのための前記パイロット系列が、前記
第２送信アンテナのための前記パイロット系列とは異なるサブキャリアにある、請求項２
３に記載のデバイス。
【請求項２６】



(31) JP 2009-510820 A 2009.3.12

　前記少なくとも第１および第２の送信アンテナが、第３および第４送信アンテナをさら
に含み、前記第３および第４送信アンテナのための少なくとも１つのパイロット系列が、
前記１番目のシンボル位置以外にある、請求項２３に記載のデバイス。
【請求項２７】
　前記コンピュータ命令がさらに、前記プロセッサに、前記伝送フレームの少なくとも１
つのサブフレーム内に専用パイロット系列を配置させる、請求項２３に記載のデバイス。
【請求項２８】
　前記デバイスは、受信機をさらに含み、前記コンピュータ命令が、前記プロセッサに、
前記共通パイロット系列に加えてパイロット系列が必要であるという判断に基づいて前記
専用パイロット系列を配置させ、前記判断は、移動局からチャネル品質の指標を受信する
受信機に応えて行われたものである、請求項２７に記載のデバイス。
【請求項２９】
　前記デバイスは、受信機をさらに含み、前記コンピュータ命令が、前記プロセッサに、
前記共通パイロット系列に加えてパイロット系列が必要であるという判断に基づいて前記
専用パイロット系列を配置させ、前記判断は、前記受信機にて受信されるシステム情報メ
ッセージに基づく、請求項２７に記載のデバイス。
【請求項３０】
　前記コンピュータ命令が、前記プロセッサに、前記専用パイロット系列を、前記フレー
ムの少なくとも１つのサブフレーム内の、或る伝送形式で動作しているリソース・ユニッ
トのための所定の位置に配置させる、請求項２７に記載のデバイス。
【請求項３１】
　前記コンピュータ命令が、前記プロセッサに、前記専用パイロット系列を、前記少なく
とも１つのサブフレームの第４および第７シンボル位置に配置させる、請求項２７に記載
のデバイス。
【請求項３２】
　伝送フレームにパイロット系列を配置するように構成されている集積回路であって、前
記伝送フレームは複数のサブフレームを含み、各サブフレームはサブキャリアおよびシン
ボル位置を次のように含み：
・　各サブフレームにおいて、第１送信アンテナのための共通パイロット系列が、２Ｎ個
中の１個（Ｎは少なくとも３に等しい整数）のサブキャリアの割合で、該サブキャリアの
１番目のシンボル位置に配置され
・　各サブフレームにおいて、第２送信アンテナのための共通パイロット系列が、２Ｎ個
中の１個のサブキャリアの割合で、該サブキャリアの１番目のシンボル位置に配置され
　そして、前記共通パイロット系列各々のための前記それぞれのシンボル位置およびサブ
キャリアが、予め定められている、集積回路。
【請求項３３】
　追加的なパイロット系列が、サブフレーム内の、３番目から末尾までのシンボル位置に
配置される、請求項３２に記載の集積回路。
【請求項３４】
　Ｎ＝３または４であって、前記第１送信アンテナのための前記パイロット系列が、前記
第２送信アンテナのための前記パイロット系列とは異なるサブキャリアにある、請求項３
２に記載の集積回路。
【請求項３５】
　さらに、第３および第４送信アンテナのための少なくとも１つのパイロット系列が、前
記１番目のシンボル位置以外に配置される、請求項３２に記載の集積回路。
【請求項３６】
　移動局から受信したチャネル品質の指標に基づいて、少なくとも１つのサブフレームの
シンボル位置およびサブキャリアに専用パイロット系列を配置するようにさらに構成され
ている、請求項３２に記載の集積回路。
【請求項３７】
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　前記共通パイロット系列が第１および第２アンテナそれぞれのための第１および第２パ
イロット・シンボルを含み、前記第１および第２パイロット・シンボルは互いに周波数お
よび位相の少なくとも１つが異なる、請求項３６に記載の集積回路。
【請求項３８】
　トランシーバと、メモリと、プロセッサとを含む移動局であって、
　前記トランシーバにて、サブフレームと、サブキャリアと、シンボル位置とを含む伝送
フレームを、チャネルを介して受信することと、
　共通パイロット系列の所定の相対的な位置を前記メモリから決定することであって、第
１送信アンテナのための前記共通パイロット系列は、各サブフレームの１番目のシンボル
位置であって２Ｎ個中１個（Ｎは少なくとも３に等しい整数）のサブキャリアに存し、さ
らに第２送信アンテナのための前記共通パイロット系列は、各サブフレームの１番目のシ
ンボル位置であって２Ｎ個中１個のサブキャリアに存する、前記決定することと、
　前記共通パイロット系列を用いて前記チャネルを推定することと、
　前記推定されたチャネルを用いて前記伝送フレームのシンボルを復調することと、
を行うように構成されている、移動局。
【請求項３９】
　前記チャネルを推定することが、予め定められていない位置にある専用パイロット系列
を使用することをさらに含む、請求項３８に記載の移動局。
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