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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線チャンネルの信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）を評価する方法であって、パイ
ロット部とノンパイロット部とをもつフレームが前記無線チャンネルを介して送信される
前記方法は、
　フレームのパイロット部を用いて適合イコライザを適合し、結果としてパイロット出力
を取得し、
　前記適合イコライザを前記フレームのノンパイロット部に適用し、結果として出力を取
得し、
　平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループから選択され、第１のパラメ
ータを備えるパラメータを、前記出力を用いて決定し、
　前記パラメータを用いて前記無線チャンネルのＳＩＮＲを評価し、結果としてノンパイ
ロットＳＩＮＲ評価値を取得し、
　平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループから選択される第２のパラメ
ータを、前記パイロット出力を用いて決定し、
　前記第２のパラメータを用いて前記無線チャンネルのＳＩＮＲを評価し、結果としてパ
イロットＳＩＮＲ評価値を取得し、
　前記ノンパイロットＳＩＮＲ評価値と前記パイロットＳＩＮＲ評価値とを用いてＳＩＮ
Ｒ補償ファクタを計算し、
　前記ＳＩＮＲ補償ファクタを複数のフレームにわたって平滑化し、
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　前記平滑化された補償ファクタにしたがって前記パイロット評価値を調整するようにし
た方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記平滑化は、Ｆが前記平滑化されたＳＩＮＲ補償ファクタ、λが１未満の正の実数で
ある場合、
【数１】

にしたがって行われるようにした方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記平滑化は、Ｆが前記平滑化されたＳＩＮＲ補償ファクタ、Ｍが前記複数のフレーム
の数である場合、

【数２】

にしたがって行われるようにした方法。
【請求項４】
　パイロット部とノンパイロット部とをもつフレームが無線チャンネルを経由して送信さ
れる無線チャンネルにおける信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）を評価する装置であっ
て、
　フレームのパイロット部を使って適合され、その結果であるパイロット出力を取得し、
フレームのノンパイロット部に適用され、その結果である出力を取得する適合イコライザ
と、
　前記出力を用いて、平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループから選択
されるパラメータを決定する手段と、
　前記パラメータを用いて前記無線チャンネルのＳＩＮＲを評価し、その結果であるノン
パイロットＳＩＮＲ評価値を評価する手段とを備え、
　前記ノンパイロット部は複数の制御シンボルをもつ制御部を備え、
　前記制御部の間の前記適合イコライザの出力は前記制御シンボルのソフト評価値を含み
、
　前記決定する手段は、
　ハード判定を前記ソフト評価値に適用し、その結果である前記制御シンボルのハード評
価値を取得する手段と、
　前記ソフト評価値と前記ハード評価値とを用いて前記パラメータを計算する手段とを備
えた装置。
【請求項５】
　パイロット部とノンパイロット部とをもつフレームが無線チャンネルを経由して送信さ
れる無線チャンネルにおける信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）を評価する装置であっ
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て、
　フレームのパイロット部を使って適合され、その結果であるパイロット出力を取得し、
フレームのノンパイロット部に適用され、その結果である出力を取得する適合イコライザ
と、
　前記出力を用いて、平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループから選択
されるパラメータを決定する手段と、
　前記パラメータを用いて前記無線チャンネルのＳＩＮＲを評価し、その結果であるノン
パイロットＳＩＮＲ評価値を評価する手段とを備え、
　前記ノンパイロット部は複数のエンコードされたデータビットをもつデータ部を備え、
　前記データ部の間の前記適合イコライザの出力は前記エンコードされたデータビットの
ソフト評価値を含み、
　この装置は更に複数のデコードされたデータビットになる前記ソフト評価値をデコード
するように構成されたチャンネルデコーダを備え、
　前記決定する手段は、
　前記デコードされたデータビットを再エンコードする手段と、
　前記ソフト評価値と前記再エンコードされたデータビットとを用いて前記パラメータを
計算する手段とを備えた装置。
【請求項６】
　パイロット部とノンパイロット部とをもつフレームが無線チャンネルを経由して受信さ
れる無線チャンネルにおける信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）を評価する装置であっ
て、
　フレームのパイロット部を使って適合され、その結果であるパイロット出力を取得し、
フレームのノンパイロット部に適用され、その結果である出力を取得する適合イコライザ
と、
　第１のパラメータを備え、平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループか
ら選択されるパラメータを、前記出力を用いて決定する手段と、
　前記パラメータを用いて前記無線チャンネルのＳＩＮＲを評価し、その結果であるノン
パイロットＳＩＮＲ評価値を評価する手段と、
　平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループから選択される第２のパラメ
ータを、前記パイロット出力を用いて決定する手段と、
　前記第２のパラメータを用いて無線チャンネルのＳＩＮＲを評価し、結果としてパイロ
ットＳＩＮＲ評価値を取得する手段と、
　前記ノンパイロットＳＩＮＲ評価値と前記パイロットＳＩＮＲ評価値とを用いてＳＩＮ
Ｒ補償ファクタを計算する手段と、
　複数のフレームを介して前記ＳＩＮＲ補償ファクタを平滑化する手段と、
　前記平滑化されたＳＩＮＲ補償ファクタにしたがって前記パイロットＳＩＮＲ評価値を
調整する手段と
を備えた装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の装置において、
　前記平滑化する手段は、Ｆが前記平滑化されたＳＩＮＲ補償ファクタ、λが１未満の正
の実数である場合、
【数３】

にしたがって行うように構成された装置。
【請求項８】
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　請求項６に記載の装置において、
　前記平滑化する手段は、Ｆが前記平滑化されたＳＩＮＲ補償ファクタ、Ｍが前記複数の
フレームの数である場合、
【数４】

にしたがって行うように構成された装置。
【請求項９】
　無線チャンネルの信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）を評価する装置であって、
　前記装置は、パイロット部とノンパイロット部とをもつフレームを、前記無線チャンネ
ルを経由して受信する受信器を備えており、
　前記受信器は、前記パイロット部を用いて適合され、前記ノンパイロット部に適用され
、その結果である出力を取得する適合イコライザを含み、
　前記受信器は、前記出力を用いてパラメータを決定するように構成され、
　前記パラメータは、平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループから選択
され、
　前記受信器は更に、前記パラメータを用いて無線チャンネルのＳＩＮＲを評価するよう
に構成され、
　前記ノンパイロット部は、複数の制御シンボルをもつ制御部を備え、
　前記制御部の間の前記適合イコライザの出力は、前記制御シンボルのソフト評価値を含
み、
　前記受信器は、ハード判定を前記ソフト評価値に適用し、その結果として前記制御シン
ボルのハード評価値を取得するように構成され、
　前記受信器は更に、前記ソフト評価値とハード評価値とを用いて前記パラメータを計算
するように構成された装置。
【請求項１０】
　無線チャンネルの信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）を評価する装置であって、
　前記装置は、パイロット部とノンパイロット部とをもつフレームを、前記無線チャンネ
ルを経由して受信する受信器を備えており、
　前記受信器は、前記パイロット部を用いて適合され、前記ノンパイロット部に適用され
、その結果である出力を取得する適合イコライザを含み、
　前記受信器は、前記出力を用いてパラメータを決定するように構成され、
　前記パラメータは、平均平方誤差（ＭＳＥ）またはバイアスからなるグループから選択
され、
　前記受信器は更に、前記パラメータを用いて無線チャンネルのＳＩＮＲを評価するよう
に構成され、
　前記ノンパイロット部は、複数のエンコードされたデータビットをもつデータ部を備え
、
　前記データ部の間の前記適合イコライザの出力は、前記エンコードされたビットのソフ
ト評価値を含み、
　前記受信器は更に、複数のデコードされたデータビットになる前記ソフト評価値をデコ
ードするように構成されたチャンネルデコーダを含み、
　前記受信器は、前記デコードされたデータビットを再エンコードするように構成され、
　前記受信器は更に、前記ソフト評価値と前記再エンコードされたデータビットとを用い
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て前記パラメータを計算するように構成された装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に通信に係り、更に詳しくは、無線チャンネルにおける信号対干渉及び
ノイズ比（ＳＩＮＲ： interference-plus-noise ratio）の評価に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在における通信システムは、様々なアプリケーションをサポートすることが要求され
ている。そのような通信システムの１つにコード分割多元アクセス（ＣＭＤＡ）システム
がある。これは、ＩＳ－９５規格と称される「TIA/EIA/IS-95 Mobile Station-Base Stat
ion Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular Syste
m」に適合している。ＣＤＭＡシステムは、地球上のリンクを通じて、ユーザ間の音声及
びデータの通信を可能とする。多重アクセス通信システムにおけるＣＤＭＡ技術の利用は
、特許文献１及び特許文献２に開示されている。これらは何れも本発明の譲受人に譲渡さ
れており、本明細書では参考文献として組み込まれている。「TIA/EIA/IS-2000規格」は
、次世代ｃｄｍａ２０００マルチキャリア１Ｘ及び３Ｘ空気インタフェース仕様を記載し
ており、以下、ｃｄｍａ２０００規格と称する。 
　ＣＤＭＡシステムにおいて、ユーザ間の通信は、１つ以上の基地局を介して実施される
。本明細書では、基地局は、ユーザ端末が通信するハードウェアに相当する。第１のユー
ザ端末は、逆方向リンクによって基地局にデータを送信することによって第２のユーザと
通信する。基地局はこのデータを受信し、このデータを別の基地局へルーティングするこ
とができる。このデータは、これと同一の基地局、あるいは第２の基地局の順方向リンク
によって、第２の移動局へと送信される。順方向リンクは、基地局からユーザ端末への送
信に相当し、逆方向リンクとは、ユーザ端末から基地局への送信に相当する。ＩＳ－９５
システムでは、順方向リンク及び逆方向リンクには、別の周波数が割り当てられる。
【０００３】
　無線データアプリケーションに対する益々増えつつある需要によって、極めて効率的な
無線データ通信システムに対する必要性がますます重要になった。ＩＳ－９５規格では、
順方向及び逆方向のリンクを介して、トラフィックデータ及び音声データを送信すること
ができる。固定サイズのコードチャンネルフレームでトラフィックデータを送信する方法
は、特許文献３に詳述されている。この特許は、本発明の譲受人に譲渡されており、本明
細書に参考文献として組み込まれている。更に、ＣＤＭＡシステムにおける高速パケット
データ通信を提供する高速データ（ＨＤＲ：high data rate）システムは、co-pendingで
ある特許文献４と同様に非特許文献１に詳記されている。特許文献４は、本発明の譲受人
に譲渡されており、本明細書では参考文献として組み込まれている。なお、非特許文献１
でいう「TIA/EIA/IS-856-cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specificatio
n」は、以下「ＨＤＲ規格」と称する。
【０００４】
　ＨＤＲシステムによれば、ユーザ端末は、データ速度制御（ＤＲＣ）メッセージを基地
局へと送信する。このＤＲＣ値は、ユーザ端末が順方向リンクでデータを受信することを
期待している速度と一致している。ＤＲＣ値は、少なくとも部分的には、ユーザ端末チャ
ンネルの信号対干渉及びノイズ比（ＳＩＮＲ）に基づいている。ノイズの少ないチャンネ
ルほどより高速なデータ速度をサポートすることができる。従って、ＤＲＣ値は、チャン
ネルＳＩＮＲが減少すると減少し、チャンネルＳＩＮＲが増加すると増加する。本システ
ムにおけるデータスループットが最大化される必要がある場合には、ＤＲＣ値は、可能な
限り高い値に設定されるべきである。しかしながら、ＤＲＣ値を正確に設定することは、
チャンネルＳＩＮＲの信頼できる評価の達成に依存している。チャンネルＳＩＮＲの過大
評価は、ユーザ端末において予期せぬ高い頻度でエラー発生をもたらすデータ速度を引き
起こしうる。
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【０００５】
　干渉を抑制し、システム性能を改善するために、ユーザ端末の受信器に、適合イコライ
ザを使用することができる。この適合イコライザのフィルタ係数は、特定のフレームにお
けるパイロット部の間で調整（ここでは単に適合イコライザの調整として記載されている
）することができる。ここで使用されているように、シンボルは特定の時間間隔の間に処
理される必要は必ずしもないが、フレームの特定の部分の「間」適合又は適用された適合
イコライザの記載は、このイコライザを、このフレームの部分内におけるシンボルに適合
又は適用されることに相当する。ＨＤＲシステムで送信されるフレーム（ここでは「パケ
ット」とも称される）は、例えば制御部やデータ部のような１つ以上のノンパイロット部
と同様に、パイロット部を含む。パイロットシンボルは、受信器において演繹的に知られ
ている。フィルタ係数を望ましい値に調整するための従来のアルゴリズムは、既知のパイ
ロットシンボルと、これらパイロットシンボルのイコライザの評価値との間の平均平方誤
差を最小化（ＭＭＳＥ：minimizing mean square error）するクライテリアにしばしば基
づいている。適用可能なＭＭＳＥアルゴリズムの２つの共通した例は、最小平均平方（Ｌ
ＭＳ：leastmean-square）アルゴリズムと、帰納的最小平方（ＲＬＳ：recursive-least-
squares）アルゴリズムである。
【０００６】
　一般に、既知のパイロットシンボルは、フレームの小数部（例えば１０％）を作る一方
、制御シンボルとデータシンボルは、フレームの残りを作る（例えば、それぞれ１０％、
及び８０％）。このパイロットシンボルは受信器において知られているが、制御シンボル
とデータシンボルは、受信器では演繹的に知られていない。多くの状況（コード化されて
いないシンボルエラー割合が十分高く、適用に導くための判定ができない場合や、さほど
複雑ではない実装が望まれている場合）において、イコライザ係数は、フレームのパイロ
ット部分の間にだけ再帰的に適用され、フレームのノンパイロット部の間に固定されて保
たれる。
【０００７】
　従来の受信器の設計によると、チャンネルＳＩＮＲは、特定のフレームのパイロット部
の間に評価された１つ以上のパラメータを用いて計算される。これら評価されたパラメー
タは、パイロットシンボルのイコライザの評価の平均平方誤差（ＭＳＥ）、パイロットシ
ンボルのイコライザの評価のバイアス、あるいはその他の評価を含んでいる。当業者にと
っては、ＳＩＮＲは、アプリケーション環境に基づいてなされた様々な仮定に基づく異な
る方法で定義されうることが明らかであろう。しかしながら、多くの定義によると、ＳＩ
ＮＲはＭＳＥと正反対に関連する。
【０００８】
　イコライザ係数がパイロット間隔のみの間に適合されるような場合、パイロットシンボ
ルと、このパイロットシンボルのイコライザの評価値との差は、データシンボル（あるい
は制御シンボル）と、このデータシンボル（あるいは制御シンボル）のイコライザ評価値
との間の差よりは平均して小さくなる。言い換えると、イコライザのＭＳＥは、パイロッ
ト部の間の方が、ノンパイロット部の間より小さくなる。このＭＳＥの差は、パイロット
部の間においてＭＳＥを最小化するために、適合アルゴリズムによって適合フィルタ係数
が調整されるものの、ノンパイロット部に対しては特に調整されないことから生じる。こ
の差の大きさは、ノンパイロット部を記載している基礎となるランダムプロセスを、パイ
ロット部が統計的に代表していない範囲にある程度依存する。この現象は、ここでは、パ
イロット部に対して「オーバフィット」している適合イコライザとして参照される。この
オーバフィットは、複数経路ＬＭＳのようなアルゴリズムが用いられた場合には拡大され
る。なぜなら、同じオブザベーションを介した連続経路によって、この係数は、自分自身
で、特定のデータセットに、より近くなるように調整するからである。
【特許文献１】米国特許登録番号 4,901,307, "SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMU
NICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS"
【特許文献２】米国特許登録番号 5,103,459, "SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING WAVE
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FORMS IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM"
【特許文献３】米国特許登録番号 5,504,773 「METHOD AND APPARATUS FOR THE FORMATTI
NG OF DATA FOR TRANSMISSION」
【特許文献４】米国出願番号 08/963,386、「METHOD AND APPARATUS FOR HIGH RATE PACK
ET DATA TRANSMISSION」（１９９７年１１月３日）
【非特許文献１】TIA/EIA/IS-856-cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Spec
ification
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　適合イコライザのオーバフィットは、ＭＳＥの計算のみならず、適合イコライザの評価
のバイアスのような他のパラメータの計算に対しても同様に影響を与える。上述したよう
に、これらのファクタは、チャンネルＳＩＮＲを評価するために使用できる。これらのパ
ラメータの計算の誤差は、結果として、チャンネルSINRの評価誤差となる。これは、受信
器に、順に、準最適なＤＲＣ値を選択させるかもしれない。例えば、パイロット間隔の間
にＭＳＥを計算する受信器は、パイロットシンボルに対してオーバフィットしているイコ
ライザによって、チャンネルＳＩＮＲを過大評価するかもしれない。仮に、このＳＩＮＲ
評価値に基づいてＤＲＣ値が選択される場合、送信器は、受信されたデータにおいて期待
されたよりも大きな数のエラーをもたらすようなデータ速度でフレームを送信するであろ
う。なぜなら、フレームが受信された品質（例えば、パケットエラー割合（ＰＥＲ：pack
et error rate））は、データ速度と、フレームのデータ部の間に経験されたチャンネル
ＳＩＮＲとに少なくとも部分的には依存するからである。
【００１０】
　従って、受信器における適合イコライザのオーバフィットを補償する無線チャンネルの
ＳＩＮＲを評価する改善された方法及び装置に対する技術におけるニーズがある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ここで開示された実施例は、受信フレームのパイロット部に対する適合イコライザのオ
ーバフィットによるチャンネルＳＩＮＲを補償することによって、上述したニーズに対処
する。本発明の局面によれば、無線チャンネルのＳＩＮＲは、受信フレームのパイロット
部を用いて適合イコライザを適合させ、この適合イコライザをフレームのノンパイロット
部（例えば、制御部又はデータ部）に適用し、この適合イコライザ出力を用いてパラメー
タを決定し、このパラメータを用いて無線チャンネルのＳＩＮＲを評価することによって
評価される。このパラメータは、例えば、ＭＳＥ又はイコライザ出力のバイアスを含みう
る。本発明のこの局面によれば、適合イコライザは、フレームの制御部又はデータ部に対
してそれほどオーバフィットしないので、（パイロット間隔の間に計算されたパラメータ
に基づいて評価されたＳＩＮＲに比べて）ＳＩＮＲ評価の精度は改善される。
【００１２】
　本発明の第２の局面によれば、受信フレームのパイロット部を用いて適合イコライザが
一旦適合されると、適合イコライザは、受信フレームの制御部に適用され、制御シンボル
のソフト評価値を生成する。ハード判定もまた、このソフト評価値に適用され、これら制
御シンボルのハード評価値を生成する。これら制御シンボルのソフト評価値及びハード評
価値を用いてパラメータが計算される。例えば、このＭＳＥは、ソフト評価値とハード評
価値との平方差の平均を計算することによって決定することができる。このパラメータに
基づいて評価されたＳＩＮＲの精度は改善される。なぜなら、この適合イコライザは、制
御部に対してさほどオーバフィットする傾向にはないからである。
【００１３】
　本発明の第３の局面によれば、受信フレームのパイロット部を用いて適合イコライザが
一旦適合されると、この適合イコライザは、データ部が複数のエンコードされたデータビ
ットを含んでいる受信フレームのデータ部に適用される。従って、適合イコライザの出力
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は、このエンコードされたデータビットのソフト評価値を示している。この受信器は、こ
のイコライザ出力を、デコードしてエンコードされていないデータビットを、一般に比較
的高い成功確立で回復させる。本発明のこの局面によれば、このデータビットは、再エン
コードされたデータビットが、送信器によって送信されたエンコードデータビットを表示
できるように、再エンコードされる。エンコードされたデータビットと、再エンコードさ
れたデータビットのソフト評価値とを用いてパラメータが計算される。例えば、このＭＳ
Ｅは、ソフト評価値と、再エンコードデータビットとの間の平方差の平均を計算すること
によって計算することができる。このパラメータに基づくＳＩＮＲ評価の精度は改善され
る。なぜなら、適合イコライザは、データ部に対してさほどオーバフィットする傾向にな
いからである。
【００１４】
　本発明の第４の局面によれば、フレームのノンパイロット部の間に計算されたパラメー
タは、ノンパイロットＳＩＮＲを評価するために使用され、フレームのパイロット部の間
に計算された第２のパラメータは、パイロットＳＩＮＲを評価するために使用される。Ｓ
ＩＮＲ補償ファクタは、ノンパイロットＳＩＮＲ評価値とパイロットＳＩＮＲ評価値とを
用いて計算される。このＳＩＮＲ補償ファクタは、複数のフレームに亘って平滑化され、
イコライザオーバフィットを補償するパイロットＳＩＮＲの調整に使用することが可能で
ある。すなわち、ＳＩＮＲ補償ファクタ評価値の精度（結果として、チャンネルＳＩＮＲ
の評価値）は、複数のフレームに亘る評価値の平滑化によって改善される。
【００１５】
　本発明の第５の局面によると、適合イコライザは、前のフレームの間に適用されたフィ
ルタ係数を用いて、現在のフレームのパイロット部に適用される。パラメータは、イコラ
イザ出力と、既知のパイロットシンボルとを用いて計算される。このパラメータは、チャ
ンネルＳＩＮＲを評価するために用いられる。このパラメータに基づくＳＩＮＲ評価値の
精度は、平均して改善される。なぜなら、適合イコライザは現在のフレームよりもむしろ
前のフレームからのパイロット部に調整され、その結果、イコライザは、現在のパイロッ
トに対してさほどオーバフィットする傾向にはないからである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、受信器における適合イコライザのオーバフィットを補償する無線チャ
ンネルのＳＩＮＲを評価する改善された方法及び装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、一般に、無線チャンネルのＳＩＮＲの評価に関する。図１（ａ）は、本発明
の動作範囲にある通信環境１００Ａの一例を示している。この通信環境１００Ａは、無線
チャンネル１１０を経由して受信器１０４と通信する送信器１０２を含んでいる。送信器
１０２は、無線チャンネル１１０を介して情報を送信することができるあらゆるデバイス
でありうる。同様に、受信器１０４は、無線チャンネル１１０を介して情報を受信するこ
とができるあらゆるデバイスでありうる。受信器１０４は、無線チャンネル１１０によっ
て導入されるノイズ及び干渉の効果を抑制する適合イコライザ１０８を含んでいる。無線
チャンネル１１０は、定義された通信プロトコルにしたがって情報を流すことができるあ
らゆる無線リンクでありうる。本発明の具体的な実施例によれば、無線チャンネル１１０
を介した通信は、ＩＳ－９５　ＣＤＭＡ規格、ｃｄｍａ２０００規格、及び／又はＨＤＲ
規格に対応可能である。
【００１８】
　この記載によって、本発明の具体的な実施例によれば、受信器１０４は、無線チャンネ
ル１１０のＳＩＮＲを評価するために構成されうる。このように構成された受信器は、多
くの異なる環境におけるアプリケーションを見出しうることも明らかになるであろう。例
えば、図１（ｂ）は、無線チャンネル１１０を経由してユーザ端末１２２と通信する基地
局１２０を含むモバイル通信環境１００Ｂを示している。この具体的な環境における無線
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チャンネル１１０は、順方向及び/又は逆方向のリンクを表すことができる。基地局１２
０とユーザ端末１２２はともに完全二重通信を行うトランシーバ１０６（基地局１２０で
は１０６Ａ、ユーザ端末１２２では１０６Ｂ）を備えている。ここで、トランシーバ１０
６は、送信部と受信部との両方を備えている。ユーザ端末１２２における受信部が、ここ
で記載されたように構成されている以下の記述では、順方向リンクのためのアプリケーシ
ョンに重点がおかれているが、両トランシーバ１０６ともに、受信器１０４に関して記載
されたように、適切な部分に構成されうる。
【００１９】
　受信器１０４は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれらの組み合わせとしてここで
記載された動作を実行するために構成されうる。これらの動作はここで記載され、追加さ
れたフローチャートにおいて説明される。当業者であれば、これら動作の多くが、本発明
の範囲から逸脱することなく、置き換えられることが明らかであろう。本発明を実行する
多くの異なる方法が、ソフトウェアであるか、又はハードウェアとソフトウェアとの組み
合わせによるコンピュータプログラムに存在しうること、また本発明は、コンピュータプ
ログラム指示の何れの組にも制限されると解釈されるべきではないこともまた明らかにな
ろう。更に、熟練したプログラマであれば、フローチャートと、ここに含まれる関連記載
に基づいて、本開示された発明を実行するための１つ以上のコンピュータプログラムを困
難なく書くことができるであろう。従って、本発明を活用及び使用する方法を適性に理解
するための特別なプログラムコード指示の開示が必要であるとは考えられない。クレイム
されたコンピュータプログラム及び／又はハードウェアデバイスの発明的な機能は、プロ
グラムフローを示している残りの図面に関連した以下の記載によって更に詳細に説明され
る。
【００２０】
　適合イコライザ１０８は、複数のフィルタ係数（図示せず）を持つ経時変化型のフィル
タ構造を表している。適合イコライザ１０８は、ハードウェア、ソフトウェア、又はそれ
らの組み合わせとして実装することができることは、当業者にとっては明白であろう。ま
た、フィルタ係数を選択するために、ＬＭＳアルゴリズムやＲＬＳアルゴリズムのような
種々の適合アルゴリズムを使用することができることもまた明白であろう。ここで開示さ
れた本発明の種々の具体的な実施例は、適合イコライザ１０８のために選択された特定の
構成又は適合アルゴリズムとは独立している。
【００２１】
　図１（ｃ）は、本発明の具体的な実施例にしたがった受信器１０４を詳細に説明する図
である。図１（ｃ）に示すように、デジタルデータｙ（ｎ）のシーケンスは、無線チャン
ネル１１０を介して送信され、付加的なノイズ及び場合によっては干渉によって信頼性が
低下する。以下のモデルは、適合イコライザ１０８の出力を示している。
【数５】

【００２２】
ここでαは、ｙ（ｋ）の評価値におけるバイアスであり、ｗ（ｋ）は無線チャンネル１１
０によって導入された全ての付加的な外乱を示している。当業者にとっては明らかとなる
であろうが、このモデルは、一定の条件の下で有効である。このモデルは、イコライザの
適合アルゴリズムが定常状態、及びフィルタ係数に対する最適解の近傍にある場合に、特
に良く適合する。実際に、我々は送信された位置の平均出力を知っているので、　
　Ｅ｛||ｙ（ｋ）||２｝＝σｙ

２　は知られている。
【００２３】
　本発明の具体的な実施例によれば、送信器１０２と受信器１０４とは、データフレーム
を用いて、無線チャンネル１１０を経由して情報を交換する。図２は、パイロット部２０
２と、制御部２０４とデータ部２０６である２つのノンパイロット部とを持つ具体的なフ
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レーム２００を示している。パイロット部２０２は、受信器１０４に演繹的に知られたパ
イロットシンボルを含む。これらのパイロットシンボルは、無線チャンネル１１０によっ
て導入されたノイズ及び干渉がキャンセルされるように、適合イコライザ１０８によって
使用され、フィルタ係数を適用する。制御部２０４は、受信器１０４内で種々の制御機能
を引き起こすために使用される制御シンボルを含む。
【００２４】
　データ部２０６は、特定のアプリケーションに依存し、チャンネルコード技術を用いて
エンコードされることが可能なデータビットを含んでいる。デジタル通信システムはしば
しばチャンネルコードを適用して、ビットエラー又はパケットエラーの確率を低減する。
図１（ｃ）に示すように、データシンボルをコーディングしているチャンネルを備えたシ
ステムでは、このデータビットを検出するために評価値（すなわち、データ期間の間にお
けるイコライザ出力）が復調器及びデコーダに渡される。更に、受信器１０４は、検出し
たビットに対して周期的冗長性チェック（ＣＲＣ）を実行することによって、フレームが
エラー無く受信されたか否かを高い信頼度で確かめることができる。チャンネルのコード
化及びＣＲＣの実行を行うための種々の技術は、関連技術では良く知られている。
【００２５】
　図３は、無線チャンネル１１０のＳＩＮＲを評価するための本発明の具体的な実施例に
関する方法を示すフローチャート３００である。動作３０２では、適合イコライザ１０８
が、現在のフレームのパイロット部２０２を用いて適合される。上述したように、関連技
術では、受信データが復調され、ノイズと干渉とが抑制されるように適合イコライザ１０
８のフィルタ係数を調整する様々なアルゴリズム（例えばＬＭＳアルゴリズムやＲＬＳル
ゴリズム）が知られている。これも明らかとなろうが、例えばＬＭＳアルゴリズムやＲＬ
Ｓアルゴリズムの場合、適合イコライザ１０８は、パイロットシンボルの演繹的に知られ
た値を用いて、イコライザ出力と既知の値との間のＭＳＥを最小にするように係数を適合
する。
【００２６】
　動作３０４では、適合イコライザ１０８は、例えば制御部２０４やデータ部２０６のよ
うなフレームのノンパイロット部に適用される。このイコライザ出力は、イコライザが適
用された部位に含まれるシンボルのソフト評価値を表している。フィルタ係数は、ノンパ
イロット部よりもむしろパイロット部２０２を用いて適合されるので、適合イコライザ１
０８は、フレームのノンパイロット部にさほどオーバフィットしない傾向にある。
【００２７】
　動作３０６では、動作３０４における適合イコライザの出力を用いて１つ以上のパラメ
ータが決定される。単独あるいは組み合わせからなるこのパラメータは、無線チャンネル
１１０のＳＩＮＲの評価値を決定するために使用される。第１の具体的な実施例によると
、ノンパイロット部の間におけるイコライザ出力のＭＳＥは、ＳＩＮＲを計算するための
パラメータとして使用される。ＭＳＥを求める式の一例は以下のように示される。　
【数６】

【００２８】
ここで、ｙ＾（ｋ）は、イコライザによって出力されたシンボルのソフト評価値を示し、
ｙ（ｋ）は、送信器１０２によって送信された既知のシンボル値を示している。
【００２９】
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　第２の具体的実施例によると、イコライザ出力のバイアスは、ＳＩＮＲを計算するため
のパラメータとして使用される。バイアスを求めるための式の一例は以下の通り表される
。　
【数７】

【００３０】
これらＭＳＥ及びバイアスを求める式の例の両方に関し、パラメータを計算するためには
、送信されたシンボル値の知識（すなわち、無線チャンネル１１０によって信頼性が低下
する前に送信されたシンボル値）が必要である。受信器において演繹的にシンボル値が知
られていないフレームのノンパイロット部に対して送信されたシンボル値を決定するため
に、本発明による種々の具体的な実施例が以下に記載されている。
【００３１】
　動作３０８では、動作３０６で計算された１つ以上のパラメータが、無線チャンネル１
１０のＳＩＮＲを評価するために使用されている。ＳＩＮＲを評価するために用いられる
式は、この評価が基づいているパラメータに依存する。さらに、同一のパラメータを用い
た異なる式を用いることも可能である。例えば、以下に示す式は、ＭＳＥパラメータに基
づいて、無線チャンネル１１０のＳＩＮＲを評価するために使用することができる。　

【数８】

【００３２】
ここで、ＭＳＥは、動作３０６で計算されたＭＳＥパラメータを示し、σｙ

２は、送信位
置の平均出力を示している。ＳＩＮＲを評価するために異なる式が使用されうることもま
た明らかとなろう。本発明に係りここに記載されている原理は、ＳＩＮＲのいかなる特別
な式にも依存しない。むしろ、フレームのノンパイロット部の間に計算されたパラメータ
に基づくチャンネルＳＩＮＲを評価するための多くの式が可能であり、これらは本発明の
範囲内で実行される。
【００３３】
　更に、ＳＩＮＲ評価値の精度を改善するために、２つ以上のパラメータが組み合せて使
用される。例えば、ＭＳＥ及びバイアスの両方を含む式が、本発明の範囲内で実行され、
改善されたＳＩＮＲ評価値を与える。
【００３４】
　したがって、図３における動作は、チャンネルＳＩＮＲを評価するための方法を記載し
ている。ここで、ＳＩＮＲを計算するために使用されるパラメータは、適合イコライザの
オーバフィットによって誤って評価されることはない。これは、イコライザの適用に使用
されないフレームのノンパイロット部の間にパラメータを計算することによって達成され
る。この改善されたチャンネルＳＩＮＲ評価値は、受信器１０４において、たとえば、無
線チャンネル１１０を介した送信のための正確なデータ速度の設定など様々な目的に使用
することができる。以下に示すセクションでは、図３の一般的な動作を、例えば制御部や
データ部のような特定のノンパイロット部のフレームに適用する本発明に係る種々の技術
を記述している。
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【００３５】
　　（制御シンボルを用いたパラメータの計算）　
　図４は、本発明の具体的な実施例に係るものであって、適合イコライザの出力を用いて
１つ以上のパラメータを決定する動作（動作３０６）をより詳細に示すものである。ここ
では、適合イコライザ１０８が、動作３０４で受信されたフレームの制御部２０４に適用
されている。
【００３６】
　動作４０２では、ハード判定が制御部２０４の間に適合イコライザ１０８の出力に適用
され、制御シンボルのハード評価値が決定される。制御部２０４の間の適合イコライザ１
０８の出力は、制御シンボルのソフト評価値を示す。ハード判定のプロセスは、これらソ
フト評価値に適用され、ハード評価値が決定される。仮に、制御シンボルが正しく検出さ
れた場合、ハード評価値は、送信器１０２におけるソフト値に一致するであろう。ＣＤＭ
Ａシステムは、仮に制御データをコード化しなくても、受信器１０４において制御シンボ
ルが極めて小さいエラー確率で決定されるようにしばしば設計されている。よって、これ
らのシステムでは、閾値や量子化を適用するような簡単なハード判定プロセスを、制御シ
ンボルを正確に検出するために使用されることが可能である。
【００３７】
　動作４０２において決定されたシンボルのハード評価値と同様に、動作４０４では、適
合イコライザ１０８が制御シンボル出力のソフト評価値を用いることによって、１つ以上
のパラメータが計算される。例えば、ｙ＾（ｋ）がイコライザによって出力された制御シ
ンボルをソフト評価値を示している場合、ＭＳＥ又はバイアスパラメータに対する上述し
た式を計算することが可能である。制御シンボルのハード評価値は、上記式において送信
されたシンボルｙ（ｋ）の代わりに使用される（ハード評価値は、動作４０２において正
しいハード判定がなされた場合にはいつでも送信されたシンボルに対応する）。図３に示
すように、この１つ以上のパラメータは、その後、動作３０８で使用され、無線チャンネ
ル１０８のＳＩＮＲが評価される。本発明の具体的な実施例によると、チャンネルＳＩＮ
Ｒは、さほど過大評価されない傾向にある。というのも、このイコライザは、制御部２０
４に対してさほどオーバフィットする傾向にはないからである。
【００３８】
　　（再エンコードされたデータビットを用いたパラメータの計算）　
　図５は、本発明の具体的に実施例に係り、適合イコライザの出力を用いて１つ以上のパ
ラメータを決定する動作（動作３０６）をより詳細に示すフローチャートである。ここで
、適合イコライザ１０８は、動作３０４で受信されたフレームのデータ部２０６に適用さ
れる図１（ｃ）に示すように、データ部の間における適合イコライザ１０８の出力（すな
わち、エンコードされたデータシンボルのソフト評価値）は、復調器／デコーダへとダウ
ンストリームされ、送信されたデータビットの評価値が回復される。上述したように、Ｃ
ＲＣは、データビットが正しく復調されかつデコードされる高信頼度を保証するための使
用が可能である。
【００３９】
　動作５０２では、チャンネルデコーダから出力されたデータビットは、チャンネルコー
ドスキームにしたがって再変調、及び再エンコードがなされる。ＣＲＣは、動作５０２に
先だってビットが正しく回復されたことを保証するチェックとして使用されることが可能
である。従って、この再エンコードされたデータビットは、データ部２０６の間に適合イ
コライザ１０８の出力におけるソフト評価値に一致している送信シンボル値に一致するは
ずである。
【００４０】
　動作５０４では、動作５０２からの再エンコードデータビットと同様に、１つ以上のパ
ラメータが、適合イコライザ１０８によって出力されたデータシンボルのソフト評価値を
用いて計算される。例えば、ＭＳＥ又はバイアスパラメータ用の上記式が計算されること
が可能である。ここでｙ＾（ｋ）は、イコライザによって出力されたデータシンボルのソ
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フト評価値を示し、ｙ（ｋ）は再エンコードされたデータビットを示す。図３では、１つ
以上のパラメータが動作３０８で使用され、無線チャンネル１０８のＳＩＮＲが評価され
る。本発明の具体的な実施例では、チャンネルＳＩＮＲは、さほど過大評価される傾向に
はない。なぜなら、イコライザは、データ部２０６に対してさほどオーバフィットされる
傾向にはないからである。
【００４１】
　　（補償ファクタの平滑化によるＳＩＮＲ評価値の改善）　
　図６は、受信器１０４において図３、図４、又は図５における動作と関連して実行し、
ＳＩＮＲ評価値の精度を向上することが可能な動作を示すフローチャート６００である。
動作６０２では、動作３０２の適合過程の間のイコライザ出力を用いて１つ以上のパラメ
ータが決定される。動作６０４では、これら１つ以上のパイロットパラメータが使用され
、チャンネルＳＩＮＲが評価される。上述したように、このパイロットＳＩＮＲ評価値は
、パイロット部２０２に対するオーバフィットによって実際のチャンネルＳＩＮＲをしば
しば過大評価する。
【００４２】
　動作６０６では、ＳＩＮＲ補償ファクタＦが計算される。これは、パイロットＳＩＮＲ
評価値が、オーバフィットによって無線チャンネル１１０のＳＩＮＲを強調する程度を反
映している。このファクタＦは、例えば、ノンパイロットＳＩＮＲ評価値（フレームにお
けるノンパイロット部の間に計算されたパラメータに基づいて動作３０８で決定される）
によってパイロットＳＩＮＲが除されることによって計算される。
【００４３】
　動作６０８では、ＳＩＮＲ補償ファクタＦが、複数のフレームに亘って平滑化され（す
なわち、時間平均され）、更に正確なＦの評価値が得られる。本発明の第１の具体的な公
式化では、ＳＩＮＲ補償ファクタが以下に示す式にしたがって計算される。　
【数９】

【００４４】
ここで、λは１未満の正の実数、SINR_Pilotは動作６０４からのパイロットＳＩＮＲ評価
値、SINR_NonPilotは動作３０８からのノンパイロットＳＩＮＲ評価値である。この具体
的な式において、λは、ファクタＦが平滑化された部分に亘るウィンドウサイズを効果的
に制御する。
【００４５】
　本発明における第２の具体的な公式化では、ＳＩＮＲ補償ファクタＦが以下に示す式に
したがう最後のＭ個の観察に亘る平均値を計算することによって平滑化される。　
【数１０】

【００４６】
　動作６１０では、パイロットＳＩＮＲ評価値は、動作６０８で計算されたＳＩＮＲ補償
ファクタにしたがって調整され、次式に示すような補償されたＳＩＮＲ評価値を生成する
。



(14) JP 4152878 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

【数１１】

【００４７】
　補償されたＳＩＮＲ評価値は、単一のフレームで計算されたパラメータに基づく評価値
よりもむしろ、平均すると、より正確なチャンネルＳＩＮＲ評価値を反映するであろう。
【００４８】
　　（前に適用されたフィルタ係数を用いたパラメータの計算）　
　図７は、本発明の具体的な実施例に係るものであり、受信器１０４の動作を示すフロー
チャート７００である。ここで、適合イコライザ１０８は、前のフレームの間に適合され
たフィルタ係数を用いてパイロット部２０２に適用される。
【００４９】
　動作７０２では、適合イコライザ１０８が現在のフレームのパイロット部２０２に適用
される。ここで、このイコライザは、前のフレームのパイロット部２０２の間に適合され
たフィルタ係数を用いている。たとえばこれは、現在のフレームを受信すると、イコライ
ザを現在のフレームに適合する（動作３０２）のに先だって適合イコライザ１０８をパイ
ロット部２０２に適用し、前のフレームからのイコライザに既にロードされているフィル
タ係数を用いることによって達成することができる。
【００５０】
　動作７０４では、動作３０６で示したように、動作７０２における適合イコライザ１０
８の出力を用いて１つ以上のパラメータが決定される。同様に、動作７０６では、動作３
０８で示したように、無線チャンネル１１０のＳＩＮＲが動作７０４で計算された１つ以
上のパラメータを用いて評価される。この具体的な例によれば、適合イコライザ１０８は
、現在のパイロット部に対してさほどオーバフィットするようなことは傾向にはない。な
ぜなら、フィルタ係数は、前のパイロット部の間に適合されるからである。結果として、
ＳＩＮＲ評価値は、それほど強調されそうではない。
【００５１】
　図１（ｂ）に示すように、受信器１０４は、上述された具体的な実施例の何れかにした
がって構成し、無線チャンネル１１０のＳＩＮＲの更に正確な評価値を得ることができる
。受信器１０４は、この改善されたチャンネル評価値を用いて、無線チャンネル１１０を
介した送信用の適切なデータ速度をより正確に選択することができる。モバイル通信環境
１００Ｂの例では、ユーザ端末１２２は、改善された評価値に基づいてデータ速度を決定
する基地局１２０にＤＲＣメッセージを送信する。ここに記載した技術を適用することに
よって、ユーザ端末１２２は、現在のチャンネル条件で与えられた受信フレームに対する
エラー割合を更に正確に予測することが可能となる。
【００５２】
　当業者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技法を用いて表される
ことを理解するであろう。例えば、上述した記載で引用されているデータ、手順、コマン
ド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または
磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの結合によって表現されうる
。
【００５３】
　これらの知識によって、ここで開示された実施例に関連する様々に例示された論理ブロ
ック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハードウェア、コン
ピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして適用されることが更に理解さ
れよう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するために、様々に例
示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して
一般的に記述された。それら機能がハードウェアとしてあるいはソフトウェアとして適用
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されているかは、特有の応用例および全体システムに課せられている設計条件による。熟
練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更することによって上述し
た機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から逸脱したものと
解釈すべきではない。
【００５４】
　様々に示された論理ブロック、モジュール、および上述された実施例に関連して記載さ
れた回路もまた実装され、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、アプリ
ケーションに固有の集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはト
ランジスタ論理、ディスクリートハードウェア部品、あるいは上述された機能を実現する
ために設計された何れかの組み合わせとともに実行されうる。汎用プロセッサとしてマイ
クロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッサ、コ
ントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である。プロ
セッサは、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアに接続された１つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他の配置のよ
うな計算デバイスの組み合わせとして実装することも可能である。
【００５５】
　ここで開示された実施例に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハー
ドウェアや、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールや、これらの組み合
わせによって直接的に具現化される。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ、フラッシュメ
モリ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に
収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情
報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッ
サに不可欠となりうる。このプロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣに収納することができる
。ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に収納することもできる。または、このプロセッサと記憶媒
体が、ユーザ端末におけるディスクリートな部品として収納されることもある。
【００５６】
　開示された実施例における上述の記載は、いかなる当業者であっても、本発明の活用ま
たは利用を可能とするようになされている。これらの実施例への様々な変形例もまた、当
業者に対しては明らかであって、ここで定義された一般的な原理は、本発明の主旨または
範囲を逸脱しない他の実施例にも適用されうる。このように、本発明は、上記で示された
実施例に制限されるものではなく、ここで記載された原理と新規の特徴に一致した広い範
囲に相当するものを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明が動作する通信環境、無線チャンネルを経由してユーザ端末と通信する基
地局を含むモバイル通信環境、無線受信器の構成の一例をそれぞれ示す図。
【図２】パイロット部と２つのノンパイロット部（制御部とデータ部）とを有するフレー
ムの一例を示す図。
【図３】無線チャンネルのＳＩＮＲを評価するための本発明の実施例にしたがった方法を
示すフローチャート。
【図４】適合イコライザが受信フレームの制御部に適用されている本発明の実施例にした
がって、適合イコライザの出力を用いて１つ以上のパラメータを決定する流れを詳細に示
すフローチャート。
【図５】適合イコライザが受信フレームのデータ部に適用されている本発明の実施例にし
たがって、適合イコライザの出力を用いて１つ以上のパラメータを決定する流れを詳細に
示すフローチャート。
【図６】チャンネルＳＩＮＲ評価値の精度を向上するために受信器によって実行すること
ができる動作を示すフローチャート。
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【図７】前のフレームの間に加えられたフィルタ係数を用いたパイロット部に適合イコラ
イザが加えられた本発明の実施例にしたがった受信器の動作を詳細に示すフローチャート
。
【符号の説明】
【００５８】
　１００Ａ…通信環境、１００Ｂ…モバイル通信環境、１０２…送信器、１０４…受信器
、１０６…トランシーバ、１０８…適合イコライザ、１１０…無線チャンネル、１２０…
基地局、１２２…ユーザ端末、２００…受信フレーム、２０２…パイロット部、２０４…
制御部、２０６…データ部

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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