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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線ネットワークにおいてアンテナ・アレイか
ら情報のビット・シーケンスを送信する方法の提供。
【解決手段】アンテナ・アレイは、複数のアンテナ１０
２、１０４、１０６を含み、該複数のアンテナのそれぞ
れのアンテナは、複数のフィードポイントを有する。ビ
ット・シーケンスの少なくとも一部を表すために、アン
テナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる複
数の組み合わせから、アンテナを選択するとともに、該
選択されるアンテナに対する前記複数のフィードポイン
トのうちの少なくとも一つのフィードポイントを選択す
ることと、前記選択された少なくとも一つのフィードポ
イントを駆動することによって、前記選択されたアンテ
ナから信号を送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークにおいてアンテナ・アレイから情報のビット・シーケンスを送信する
方法において、ここで、該アンテナ・アレイは、複数のアンテナを含み、該複数のアンテ
ナのそれぞれのアンテナは、複数のフィードポイントを有する、
　前記方法は、
　前記ビット・シーケンスの少なくとも一部を表すために、アンテナと少なくとも一つの
フィードポイントとからなる複数の組み合わせから、アンテナを選択するとともに、該選
択されるアンテナに対する前記複数のフィードポイントのうちの少なくとも一つのフィー
ドポイントを選択することと、
　前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを駆動することによって、前記選択
されたアンテナから信号を送信することを含む方法。
【請求項２】
　前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを駆動することが、前記アンテナに
、特有のチャネル・シグネチャーを有する信号を送信させる、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを駆動することが、前記アンテナに
、特有の偏波を有する信号を送信させる、請求項１の方法。
【請求項４】
　アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複数の組み合わせを選択
することを更に含む、請求項１の方法。
【請求項５】
　アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複数の組み合わせが、チ
ャネル状態情報に基づいて選択される、請求項４の方法。
【請求項６】
　受信機からエラーレートのインジケーションを受信することと、
　アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複数の組み合わせを変更
することを更に含む、請求項４の方法。
【請求項７】
　アンテナと、アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複数の組み
合わせにおける動作モードとの組み合わせについて、チャネル伝達関数の間に相関が存在
するかどうかを、前記エラーレートのインジケーションから判定することを更に含む、請
求項６の方法。
【請求項８】
　アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複数の組み合わせは、一
つのフィードポイント又は各アンテナ毎のフィードポイントの一つの組み合わせを含む、
請求項４の方法。
【請求項９】
　前記情報のビット・シーケンスは、第１の部分及び第２の部分を含み、
　前記方法は、前記ビット・シーケンスの前記第１の部分を表すために、前記選択された
アンテナ及び前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを選択することを更に含
み、
　前記少なくとも一つのフィードポイントを用いて前記選択されたアンテナから送信され
る前記信号は、前記第２の部分に依存する、請求項１の方法。
【請求項１０】
　送信機において、
　アンテナ・アレイと、ここで、該アンテナ・アレイは、複数のアンテナを含み、該複数
のアンテナのそれぞれのアンテナは、複数のフィードポイントを有する、
　アンテナを選択するとともに、該選択されるアンテナに対する少なくとも一つのフィー
ドポイントを選択するように構成されたセレクターと、
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　前記選択されたアンテナの前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを、駆動
信号で駆動するように構成されたドライバと、
　アンテナ及び少なくとも一つのフィードポイントからなる前記選択された組み合わせが
、送信されるべきビット・シーケンスの少なくとも一部を表すように、前記セレクターを
制御するように構成された変調器とを含む送信機。
【請求項１１】
　前記複数のアンテナの各アンテナは、パッチアンテナである、請求項１０の送信機。
【請求項１２】
　選択されたフィードポイント又はフィードポイントの選択された組み合わせを駆動する
ことが、前記アンテナに特有の偏波を有する出力信号を生成させるように、それぞれのア
ンテナが構成される、請求項１０の送信機。
【請求項１３】
　無線ネットワークにおいて情報のビット・シーケンスを受信する方法において、
　前記方法は、
　信号を受信することと、
　前記信号が送信されたアンテナ・アレイから、アンテナを推定するとともに、前記信号
が送信された前記推定されるアンテナの少なくとも一つのフィードポイントを推定するこ
とと、
　前記ビット・シーケンスの少なくとも一部を判定するために、前記推定されたアンテナ
及び前記推定された少なくとも一つのフィードポイントを使用することを含む方法。
【請求項１４】
　無線ネットワークのための受信機において、
　少なくとも一つのアンテナと、前記少なくとも一つのアンテナは、複数のチャネル・シ
グネチャーを有する信号を受信するように構成され、該複数のチャネル・シグネチャーは
、アンテナ・アレイの異なるアンテナ及び該アンテナ・アレイの該アンテナの異なるフィ
ードポイントに対応する、
　受信された信号に対するアンテナ及びフィードポイントのインジケーションを判定し、
前記アンテナ・アレイから送信された情報のビット・シーケンスの少なくとも一部を判定
するために、前記アンテナ及び前記フィードポイントの前記インジケーションを使用する
ように構成された復調器とを含む受信機。
【請求項１５】
　システムにおいて、
　請求項１０に従う送信機と、
　請求項１４に従う受信機とを含み、
　前記送信機の前記変調器は、複数の組み合わせから、アンテナ及び少なくとも一つのフ
ィードアンテナからなる組み合わせを選択するように構成され、
　前記送信機及び前記受信機は、前記複数の組み合わせにおける、アンテナ及びフィード
ポイントからなる前記組み合わせの間のチャネル・シグネチャーにおける相関を低減する
ために、前記複数の組み合わせを動的に決定するように構成される、システム。
【請求項１６】
　実行されたときにプロセッサに請求項１に従う方法を実行させるプロセッサ実行可能な
インストラクションを運ぶコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１７】
　実行されたときにプロセッサに請求項１３に従う方法を実行されるプロセッサ実行可能
なインストラクションを運ぶコンピュータ読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）　
　この出願は、２０１２年４月２５日付け提出の英国特許出願第１２０７２５５．９号に
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基づくものであり、また、その優先権の利益を主張する。そして、その内容の全体が参照
によって本明細書に組み込まれる。　
　（技術分野）　
　本明細書で説明される実施態様は一般に無線通信システムにおける空間シグナリング・
スキームに関係する。
【背景技術】
【０００２】
　空間シグナリング・スキーム（例えば「空間変調（spatial modulation）」及び「空間
偏移変調（space-shift keying）」など）は、データを、チャネルの空間シグネチャーの
上へ符号化する。これは、対象とする受信機に伝達すべきデータ・ビットに従って、１つ
又は複数のアンテナを選択することを通じてなされる。
【０００３】
　空間変調スキームでは、送信すべき情報の一部分が、例えば二位相偏移変調（ＢＰＳＫ
）変調のような変調テクニックを用いて符号化される。残りの部分は、最初の部分を表す
ＢＰＳＫシンボルが、アンテナ・アレイのうちのどのアンテナで送信されるかを指定する
ために用いられる。
【０００４】
　空間偏移変調は、同一の方法で実行されるが、情報は、アンテナのチャネル・シグネチ
ャーを使用して伝達されるだけであり、すなわち、ＢＰＳＫのような変調スキームは使用
されない。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　以下において実施形態が次の各図を参照しながら説明される。
【図１】図１は、一実施態様に従った送信機を示す。
【図２】図２は、一実施態様のアンテナを示す。
【図３】図３は、一実施態様に従った、信号を送信する方法を示す。
【図４】図４は、一実施態様に従った、信号を送信する方法を示す。
【図５】図５は、一実施態様に従った送信機を示す。
【図６】図６は、一実施態様に従った受信機を示す。
【図７】図７は、一実施態様に従った、信号を受信する方法を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　一実施態様において、無線ネットワークにおいてアンテナ・アレイから情報のビット・
シーケンスを送信する方法は、ここで、該アンテナ・アレイは、複数のアンテナを含み、
該複数のアンテナのそれぞれのアンテナは、複数のフィードポイントを有する、　
　前記ビット・シーケンスの少なくとも一部を表すために、アンテナと少なくとも一つの
フィードポイントとからなる複数の組み合わせから、アンテナを選択するとともに、該選
択されるアンテナに対する前記複数のフィードポイントのうちの少なくとも一つのフィー
ドポイントを選択することと、　
　前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを駆動することによって、前記選択
されたアンテナから信号を送信することを含む。
【０００７】
　一実施態様において、前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを駆動するこ
とが、前記アンテナに、特有のチャネル・シグネチャーを有する信号を送信させる。
【０００８】
　一実施態様において、前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを駆動するこ
とが、前記アンテナに、特有の偏波を有する信号を送信させる。
【０００９】
　一実施態様において、前記方法は、アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとか
らなる前記複数の組み合わせを選択することを更に含む。
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【００１０】
　一実施態様において、アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複
数の組み合わせが、チャネル状態情報に基づいて選択される。
【００１１】
　一実施態様において、前記方法は、受信機からエラーレートのインジケーションを受信
することと、アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複数の組み合
わせを変更することを更に含む。
【００１２】
　一実施態様において、前記方法は、アンテナと、アンテナと少なくとも一つのフィード
ポイントとからなる前記複数の組み合わせにおける動作モードとの組み合わせについて、
チャネル伝達関数の間に相関が存在するかどうかを、前記エラーレートのインジケーショ
ンから判定することを更に含む。
【００１３】
　一実施態様において、アンテナと少なくとも一つのフィードポイントとからなる前記複
数の組み合わせは、一つのフィードポイント又は各アンテナ毎のフィードポイントの一つ
の組み合わせを含む。
【００１４】
　一実施態様において、前記情報のビット・シーケンスは、第１の部分及び第２の部分を
含み、前記方法は、前記ビット・シーケンスの前記第１の部分を表すために、前記選択さ
れたアンテナ及び前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを選択することを更
に含み、前記少なくとも一つのフィードポイントを用いて前記選択されたアンテナから送
信される前記信号は、前記第２の部分に依存する。
【００１５】
　一実施態様において、送信機は、　
　アンテナ・アレイと、ここで、該アンテナ・アレイは、複数のアンテナを含み、該複数
のアンテナのそれぞれのアンテナは、複数のフィードポイントを有する、　
　アンテナを選択するとともに、該選択されるアンテナに対する少なくとも一つのフィー
ドポイントを選択するように構成されたセレクターと、　
　前記選択されたアンテナの前記選択された少なくとも一つのフィードポイントを、駆動
信号で駆動するように構成されたドライバと、　
　アンテナ及び少なくとも一つのフィードポイントからなる前記選択された組み合わせが
、送信されるべきビット・シーケンスの少なくとも一部を表すように、前記セレクターを
制御するように構成された変調器とを含む。
【００１６】
　一実施態様において、前記複数のアンテナの各アンテナは、パッチアンテナである。
【００１７】
　一実施態様において、選択されたフィードポイント又はフィードポイントの選択された
組み合わせを駆動することが、前記アンテナに特有の偏波を有する出力信号を生成させる
ように、それぞれのアンテナが構成される。
【００１８】
　一実施態様において、無線ネットワークにおいて情報のビット・シーケンスを受信する
方法は、　
　信号を受信することと、　
　前記信号が送信されたアンテナ・アレイから、アンテナを推定するとともに、前記信号
が送信された前記推定されるアンテナの少なくとも一つのフィードポイントを推定するこ
とと、　
　前記ビット・シーケンスの少なくとも一部を判定するために、前記推定されたアンテナ
及び前記推定された少なくとも一つのフィードポイントを使用することを含む。
【００１９】
　一実施態様において、無線ネットワークのための受信機は、　
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　少なくとも一つのアンテナと、前記少なくとも一つのアンテナは、複数のチャネル・シ
グネチャーを有する信号を受信するように構成され、該複数のチャネル・シグネチャーは
、アンテナ・アレイの異なるアンテナ及び該アンテナ・アレイの該アンテナの異なるフィ
ードポイントに対応する、　
　受信された信号に対するアンテナ及びフィードポイントのインジケーションを判定し、
前記アンテナ・アレイから送信された情報のビット・シーケンスの少なくとも一部を判定
するために、前記アンテナ及び前記フィードポイントの前記インジケーションを使用する
ように構成された復調器とを含む。
【００２０】
　一実施態様において、システムは、実施形態に従う送信機及び受信機を含み、　
　前記送信機の前記変調器は、複数の組み合わせから、アンテナ及び少なくとも一つのフ
ィードアンテナからなる組み合わせを選択するように構成され、　
　前記送信機及び前記受信機は、前記複数の組み合わせにおける、アンテナ及びフィード
ポイントからなる前記組み合わせの間のチャネル・シグネチャーにおける相関を低減する
ために、前記複数の組み合わせを動的に決定するように構成される。
【００２１】
　実施形態は、コンピュータで実行されるとき、コンピュータに、上記に示したような方
法を実行させるコンピュータ実行可能なインストラクションを含むコンピュータ・プログ
ラムを提供する。コンピュータ・プログラムは、キャリア媒体において具体化されても良
い。キャリア媒体は、記憶媒体であっても良い。記憶媒体は、光学記憶手段（又は磁気記
憶手段）、又は電子記憶手段を含んでも良い。
【００２２】
　説明される実施形態は、特定のハードウェア・デバイスに、適切なソフトウェアにより
構成された汎用デバイスに、又はそれら両方を組み合せたものに、組み込むことができる
。態様は、完全なソフトウェア実装として、或いは、既存のソフトウェアの修正又は強化
のためのアドオンコンポーネント（例えばプラグイン）として、ソフトウェア製品におい
て具体化することができる。そのようなソフトウェア製品は、例えば記憶媒体（例えば、
光ディスク、又は、ＦＬＡＳＨメモリなどのような大容量記憶メモリ、など）又は信号媒
体（例えばダウンロードなど）のようなキャリア媒体において具体化することができる。
実施形態に適した特定のハードウェア・デバイスは、例えばＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ又はＤＳ
Ｐのような、アプリケーションに特有のデバイス、或いは、他の専用の機能ハードウェア
手段を含むことができる。ソフトウェア又はハードウェアにおける前述の実施形態の議論
が、まだ発見又は定義されていない実行の手段に関する発明の将来の実装を制限するもの
ではないことを読者は理解するであろう。
【００２３】
　図１は、一実施態様に従った送信機１００を示す。送信機１００は、第１のアンテナ１
０２と第２のアンテナ１０４と第３のアンテナ１０６とを含むアンテナ・アレイを有する
。アンテナのそれぞれが、４つのフィードポイントを有する。
【００２４】
　送信機１００は、セレクター１１０を有する。セレクター１１０は、該３つのアンテナ
のうちの１つのアンテナの該複数のフィードポイントのうちの１つのフィードポイントを
選択する。送信機１００は、駆動信号を発生するドライバ１１２を有する。セレクター１
１０は、ドライバ１１２により生成される駆動信号によって駆動されるべき１つのアンテ
ナ及び１つのドライブポイントを選択する。送信機１００は、ドライバ１１２及びセレク
ター１１０を制御する変調器１１４を更に含む。
【００２５】
　使用にあたって、変調器１１４は、セレクター１１０に、アンテナの選択と、該選択さ
れるアンテナに対するフィードポイントの選択とをさせ、更に、ドライバ１１２に、駆動
信号を、該選択されたアンテナの該選択されたフィードポイントへ供給させる。
【００２６】
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　図２は、第１のアンテナ１０２、第２のアンテナ１０４及び第３のアンテナ１０６のう
ちの一つを示す。アンテナ２００は、マイクロストリップパッチアンテナである。アンテ
ナ２００は、４つのフィードポイントを有する。アンテナ２００がフィードポイント１で
駆動されるときは、垂直偏波を有する信号が出力される。アンテナ２００がフィードポイ
ント２で駆動されるときは、水平偏波を有する信号が出力される。アンテナ２００がフィ
ードポイント３で駆動されるときは、左旋円偏波を有する信号が出力される。アンテナが
フィードポイント４で駆動されるときは、右旋円偏波の出力信号が出力される。
【００２７】
　したがって、図１に示される送信機は、アンテナ・アレイのうちのどのアンテナが信号
を、またさらに、選択されたアンテナから出力される信号の偏波を、制御することができ
る。
【００２８】
　したがって、実施態様は、アンテナ・アレイからのアンテナの空間選択によって、また
さらに、選択されたアンテナに対するフィードポイントの選択によって、チャネル・シグ
ネチャーを定義することを可能にする。したがって、本発明の実施態様は、スペクトル効
率を増加させる。
【００２９】
　一実施態様において、図１に示されるシステムは、情報のビット・シーケンスを送信す
るために用いられる。変調器１１４は、情報のビット・シーケンスの一部分に基づいて、
アンテナ及びフィードポイントを選択する。変調器は、さらに、ドライバ１１２に、情報
のビット・シーケンスの第２の部分に基づいて、駆動信号を生成させる。したがって、送
信信号と、該送信信号が送信されるアンテナ及びフィードポイントの組み合せとの両方が
、情報を伝える。
【００３０】
　更なる実施態様において、アンテナ及びフィードポイントの選択が、送信されるべき情
報の全てを伝えても良い。
【００３１】
　一実施態様において、フィードポイント及びアンテナのすべての可能な組み合せの完全
セットからのフィードポイント及びアンテナの選択が、情報を送信するために使用されて
も良い。
【００３２】
　図３は、本発明の実施態様に従った、情報を送信する方法３００を示す。ステップＳ３
０２において、チャネル状態情報又はシステム・パフォーマンス情報が取得される。これ
は、受信機でなされても良く、また、該受信機は、フィードポイント及びアンテナのどの
組み合せが最小のエラーにより区別可能かを判定しても良い。ステップＳ３０４において
、情報を送信するためのフィードポイント及びアンテナの組み合せが選択される。したが
って、ステップＳ３０４において、受信機におけるエラーレートが最小にされるように、
確実に識別できる組み合せのセットが選択される。それから、ステップＳ３０６において
、ステップＳ３０４で選択されたフィードポイント及びアンテナの組み合せを用いて情報
が送信される。先に述べたように、情報は、アンテナ及びフィードポイントの選択の上で
部分的に符号化されても良く、あるいは、アンテナ及びフィードポイントの選択の上で完
全に符号化されても良い。
【００３３】
　図４は、本発明の実施態様に従った、情報を送信する方法４００を示す。方法４００は
、空間シグナリング・スキームに基づく。これは、いわゆる空間変調スキーム又は空間偏
移変調スキームであっても良い。方法４００において、情報は、アンテナの空間選択によ
って伝えられるものであり、アンテナに対する特定のフィードポイントの選択によって伝
えられるものではない。むしろ、アンテナの空間選択によって定義されるチャネルを受信
機が確実に区別することができるように、フィードポイントが選択される。ステップＳ４
０２において、受信機は、チャネル状態情報又はシステム・パフォーマンス情報を得る。
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この情報は、例えば、物理チャネル伝達関数の間の相関を示し得る。
【００３４】
　ステップＳ４０４において、利用されるアンテナすべてについてフィードポイントの選
択が更新される。それから、ステップＳ４０６において、空間シグナリングを用いて情報
が送信される。
【００３５】
　図５は、図４に関して上で説明された方法を使用する本発明の実施態様に従った送信機
５００を示す。送信機５００は、４つのアンテナ５０２、５０４、５０６及び５０８を含
む。上で図２に関して説明されたように、アンテナのそれぞれは、複数のフィードポイン
トを有する。伝送用の入力データ５１０は、空間シグナリング・パート５１１と二位相偏
移変調（ＢＰＳＫ）パート５１２とに分割される。空間偏移変調パート５１１は、アンテ
ナのうちの一つを選択するスイッチ・コントロール５１４を制御するために使用される。
二位相偏移変調マッパー５１６は、二位相偏移変調パート５１２を用いて信号を生成する
。このようにして、入力データ５１０は、アンテナの選択の上で符号化され（このケース
ではアンテナ５０４）、またさらに、選択されたアンテナから送信される二位相偏移変調
情報の上でも部分的に符号化される。図５に示される実施態様では、アンテナ５０２、５
０４、５０６及び５０８に関するキーポイントは、受信機が確実に各アンテナを区別する
のを可能にするために、各アンテナに対して可能なフィードポイントの中から選択される
。したがって、この実施態様は、受信機が個々のアンテナからのチャネルを区別する能力
を向上させる。これは、各アンテナに対して特定のフィードポイントを選択することによ
って、個々のアンテナのチャネル伝達関数を、それらの間の起こり得る相関を低減するよ
うに、適応させることによって達成される。
【００３６】
　上で説明される実施態様では、情報は二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）を用いて送信される
。当業者は、他のデジタル・スキーム又はアナログ・スキームが使用可能であると認識す
るであろう。
【００３７】
　図６は、本発明の実施態様に従った受信機６００を示す。受信機６００は、２つのアン
テナ６０２及び６０４を有する。２つのアンテナ６０２及び６０４の上で受信される信号
を比較することによって、異なる送信アンテナを区別することができるように、該２つの
アンテナ６０２及び６０４が異なる方向で配置されても良い。２つのアンテナ６０２及び
６０４は、複数のフィードポイントを有する。フィードポイントのそれぞれは、復調器６
０６に接続される。復調器６０６は、アンテナ６０２及び６０４のフィードポイントから
受信される信号を比較し、そして、例えば図１に示されるそれのように、アンテナ・アレ
イのうちのどのアンテナからかを判定するために、受信された情報を使用する。さらに、
アンテナ６０２及びアンテナ６０４の異なるフィードポイントは、入力信号の異なる偏波
に対して異なるように応答するであろうから、復調器６０６は、入力信号の偏波を、した
がって、どのフィードポイントから入力信号が送信されたかを、判定するために、異なる
フィードポイントからの情報を使用する。この情報に基づいて、復調器６０６は、送信機
によるアンテナ及びフィードポイントの選択の上で符号化された情報を判定することがで
きる。
【００３８】
　代わりの実施態様において、受信機は、送信機において使用された、選択されたアンテ
ナ及び偏波の組み合せに由来する、チャネル・シグネチャーを判定するために、最尤検出
器（maximum likelihood detector）を用いて、信号の上で符号化された情報を復号化す
るように構成される。そのような実施態様は、強い散乱環境で有利であろう。ここで、偏
波は、電波信号が受信機に到達する時までに、反射、回折及び散乱に起因して、失われる
可能性がある。しかし、送信機において特定の偏波が使用されたという事実は、特定のチ
ャネル・シグネチャー（すなわち、特定のインパルス／周波数応答）を誘導し得る。この
シグネチャーは、送信機において異なる偏波を使用することによって得られるそれとは異
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なり得る。一実施態様において、受信機は、単一の受信アンテナを有しても良く、そして
、送信機において使用された、選択された偏波／アンテナの組み合せに由来する、チャネ
ル・シグネチャーを判定するために、最尤検出器を使用しても良い。当業者は、受信機が
、ダイバーシティーのために、２以上のアンテナを含むことができると認識するであろう
。チャネル・シグネチャーにおいて、そして、黙示的には使用された特定の偏波において
、情報が符号化されるので、受信機は、実際には、送信されたメッセージを復号化するた
めに、偏波についての知識を必要としない。
【００３９】
　図７は、一実施態様に従った、情報を受信する方法７００を示す。ステップＳ７０２に
おいて、信号が受信される。
【００４０】
　ステップＳ７０４において、信号が送信されたアンテナ及びフィードポイントが推定さ
れる。ステップＳ７０６において、推定されたアンテナ及びフィードポイントを使用して
、信号によって伝えられる情報が判定される。
【００４１】
　一実施態様において、システムは、図５を参照して上で述べたような送信機と、複数の
アンテナからどのアンテナが信号を送信したかについて判定するように動作可能である受
信機とを含む。
【００４２】
　先に述べたように、一実施態様において、異なる放射素子又は放射モードのチャネル伝
達関数の間の相関を制御又は低減することができる、空間シグナリング・スキームを実装
することができる。空間シグナリング・システムのパフォーマンスは、主に、この相関に
よって決定付けられ、そして、良好なパフォーマンスは、チャネルに十分に相関の無いこ
とを要求する。実施態様は、スペクトル効率（すなわち、レート）のデグラデーションを
招くことなく、より少ない物理アンテナを使用して、空間シグナリング・メカニズムを実
装する方法を提供することによって、この複雑さの低減を可能にする。さらに、実施態様
は、システム・パフォーマンスをモニターし、そして、パフォーマンスの向上を達成する
ために、シグナリング・スキームを適応的に更新する方法を提供する。
【００４３】
　一実施態様において、アンテナフィードポイントは、パフォーマンスを向上するために
、システム・パフォーマンスについてのタイムリーな知識を使用して、適応的に選択され
る。一実施態様において、システム・パフォーマンス情報は、チャネル相互関係を利用す
ることによって達成される。そのようなチャネル相互関係は、例えば、時分割デュプレッ
クス（ＴＤＤ）システムにおいて、又は、周波数分割デュプレックス（ＦＤＤ）システム
において専用フィードバック・チャネルを用いることによって、存在する。この情報は、
プアなパフォーマンスのインジケーションのために、パケット交換ネットワークにおいて
、パケットごとに、直接、モニターされる。その場合には、異なるアンテナフィードポイ
ントは、使用される放射素子のセットに対応する物理チャネル伝達関数における相関を低
減させる目的で、したがって、パフォーマンスを向上させる目的で、ランダムに又はイン
テリジェントに選択され得る。
【００４４】
　パフォーマンスは、受信信号強度に対して干渉又はデグラデーションが入り込むことに
よって低下され得る。一実施態様において、チャネル状態情報がモニターされる。チャネ
ル状態情報から、相関情報が直接測定され、そして、アンテナフィードポイントは、これ
に基づいて選択されることができる。最終的に、任意の所与のアンテナフィードパターン
について適正なパフォーマンスがすでに達成された無相関のシナリオにおいて、ロバスト
ネスを向上するために、最も強いチャネルに対応する（１又は複数の）送信（又は受信）
アンテナが通信のために選択される従来のアンテナ選択技術と同類の方法で、異なる偏波
モードが選択されても良い。この場合、物理アンテナが選択される代わりに、偏波モード
を選択することができる。
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【００４５】
　異なるアンテナ偏波特性又は同様の放射モードを利用することによって、システム・デ
ザイナーは、実際の放射素子の数を削減しても良く、またさらに、目標スペクトル効率を
達成しても良い。例えば、１６個のアンテナ（それぞれ、単一の偏波状態で動作する）を
もつ従来の空間偏移変調は、４ｂｐｓ／チャネル・ユースのスペクトル効率を持つ。しか
し、一つは、各々のアンテナを、２つの偏波状態で放射することができるように、設計し
ても良い。この場合、４ｂｐｓ／チャネル・ユースは、８つのアンテナを使用するだけで
達成することができる。あるいは、４つのアンテナ（それぞれ、４つの偏波状態をもつ）
を使用することによって、同一のスペクトル効率を達成することができる。
【００４６】
　アンテナの数が削減されても良く、それゆえ、フォームファクターを低減するので、実
施態様は、より小さなハンドヘルド・デバイスの上で空間シグナリング・スキームの使用
を可能にし得ると考えられる。
【００４７】
　特定の実施形態が説明されたが、これらの実施形態はただ例として提示されたものであ
り、本発明の範囲を制限することが意図されるものではない。実際に、本明細書で説明さ
れた新しい回路は、種々の他のフォームで表現されても良い;さらに、様々な省略、置き
換え及び変形が本発明の趣旨を逸脱しない範囲でなされても良い。添付の特許請求の範囲
及びそれらの均等物は、本発明の範囲及び趣旨に含まれるであろうそのようなフォーム又
は変形をカバーすることが意図される。

【図１】 【図２】
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