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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】多元接続無線通信システムにおけるシステム容
量を増加する装置および方法の提供。
【解決手段】空間次元を使用して、同じチャネルを使用
している複数の信号を区別し、それによってシステム容
量を増加させ得る。信号は、ユーザデバイス１０４と基
地局１０２との対の空間シグネチャに基づいて、ビーム
フォーミングの重みを加えることによって分けられ得る
。同じチャネル上の空間上直交しているか、または異な
るユーザデバイスのグループ化は、信号を分けること、
ユーザデバイスのスループットの性能の最大化を助ける
。ユーザデバイスは、定期的に、またはユーザデバイス
と基地局との間における空間関係の変化に基づいて、グ
ループに再割り当てされ得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信環境のシステム容量を増加する方法であって、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定することと、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てるこ
とであって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つ
に割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるよう
にすることと、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定することとを
含む方法。
【請求項２】
　　空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイ
スを少なくとも１つのサブセットに割り当てることと、
　　少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択して、複数のチャネルの１つ
に割り当てることであって、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り
当てられるようにすることとをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスに対する空間グループ化の特徴が所
定の閾値範囲を超えるとき、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスは異なる
サブセットに割り当てられる請求項２記載の方法。
【請求項４】
　グループ化の特徴は、基地局における信号の到来方向を含む請求項２記載の方法。
【請求項５】
　空間シグネチャは、第１のユーザデバイスからの信号の到来方向、信号のマルチパスの
数、および信号の減衰の少なくとも１つに基づいて決定される請求項１記載の方法。
【請求項６】
　チャネルへの第１のユーザデバイスの割り当ては、第１のユーザデバイスからの信号の
ＳＩＮＲに少なくとも部分的に基づく請求項１記載の方法。
【請求項７】
　重みは、第１のユーザデバイスと基地局との間の信号の最小平均平方誤差(minimum mea
n square error, MMSE)に少なくとも部分的に基づく請求項１記載の方法。
【請求項８】
　重みは、正規化されたチャネル応答に基づく単純なビームフォーミングと、最も大きい
固有ベクトルに基づく固有のビームフォーミングとの少なくとも一方に基づいて決定され
るビームフォーミングの重みである請求項１記載の方法。
【請求項９】
　第１のユーザデバイスを定期的に再割り当てすることをさらに含む請求項１記載の方法
。
【請求項１０】
　第１のユーザデバイスの空間シグネチャにおける変化に少なくとも部分的に基づいて、
第１のユーザデバイスを再割り当てすることをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　システムの性能に少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てす
ることをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　システムの性能は、チャネル品質指標および信号対雑音比の少なくとも一方に基づいて
評価される請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定し、第１のユーザデバイスをチ
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ャネルに割り当てて、第１のユーザデバイスが、そのチャネルに割り当てられた第２のユ
ーザデバイスと実質的に空間上異なるようにし、第１のユーザデバイスの空間シグネチャ
に少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイスと基地局との間の少なくとも１つ
の送信に加えられる重みを決定するプロセッサと、
　　プロセッサに連結され、第１のユーザデバイスに対する重みを記憶するメモリとを含
む無線通信装置。
【請求項１４】
　プロセッサは、空間グループ化の特徴に基づいて第１のユーザデバイスおよび第２のユ
ーザデバイスを少なくとも１つのサブセットに割り当てて、少なくとも１つのサブセット
からユーザデバイスを選択し、チャネルに割り当てて、実質的に空間上異なるユーザデバ
イスが同じチャネルに割り当てられるようにする請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　メモリは、所定の閾値の範囲を記憶し、プロセッサは、第１のユーザデバイスに対する
空間グループ化の特徴と、第２のユーザデバイスに対する空間グループ化の特徴との間の
差が、所定の閾値の範囲を超えていると決定すると、第１のユーザデバイスと第２のユー
ザデバイスとを異なるサブセットに割り当てる請求項１４記載の装置。
【請求項１６】
　グループ化の特徴は、基地局における信号の到来方向を含む請求項１４記載の装置。
【請求項１７】
　空間シグネチャは、第１のユーザデバイスからの信号の到来方向、信号のマルチパスの
数、および信号の減衰の少なくとも１つに基づいて決定される請求項１３記載の装置。
【請求項１８】
　プロセッサは、第１のユーザデバイスからの信号のＳＩＮＲに基づいて、第１のユーザ
デバイスをチャネルに割り当てる請求項１３記載の装置。
【請求項１９】
　重みは、第１のユーザデバイスと基地局との間の信号の最小平均平方誤差(ＭＭＳＥ)に
少なくとも部分的に基づく請求項１３記載の装置。
【請求項２０】
　重みは、正規化されたチャネル応答に基づく単純なビームフォーミングと、最も大きい
固有ベクトルに基づく固有のビームフォーミングとの少なくとも一方に基づいて決定され
るビームフォーミングの重みである請求項１３記載の装置。
【請求項２１】
　プロセッサは、第１のユーザデバイスを定期的に再割り当てする請求項１３記載の装置
。
【請求項２２】
　プロセッサは、第１のユーザデバイスの空間シグネチャの変化に少なくとも部分的に基
づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てする請求項１３記載の装置。
【請求項２３】
　プロセッサは、システムの性能に少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイス
を再割り当てする請求項１３記載の装置。
【請求項２４】
　無線通信環境のセクタにおけるシステム容量を増加する装置であって、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定する手段と、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てる手
段であって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つ
に割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるよう
にする手段と、
　　第1のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定する手段とを
含む装置。
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【請求項２５】
　　空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイ
スを少なくとも１つのサブセットに割り当てる手段と、
　　少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択し、チャネルに割り当てる手
段であって、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り当てられるよう
にする手段とをさらに含む請求項２４記載の装置。
【請求項２６】
　第１のユーザデバイスを定期的に再割り当てする手段をさらに含む請求項２４記載の装
置。
【請求項２７】
　第１のユーザデバイスの空間シグネチャの変化に少なくとも部分的に基づいて、第１の
ユーザデバイスを再割り当てする手段をさらに含む請求項２４記載の装置。
【請求項２８】
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャを決定し、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てて、
第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割り当てら
れるときに、第１および第２ユーザデバイスが実質的に空間上異なるようにし、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定するコンピュ
ータ実行可能命令を記憶させたコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項２９】
　　空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイ
スを少なくとも１つのサブセットに割り当てて、
　　少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択し、複数のチャネルの１つに
割り当てて、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り当てられるよう
にする命令をさらに含む請求項２８記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項３０】
　空間シグネチャ、システムの性能、および所定の時間間隔における変化の少なくとも１
つに基づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てする命令をさらに含む請求項２８記載
のコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項３１】
　多元接続無線通信環境におけるシステム容量を増加する命令を実行するプロセッサであ
って、命令は、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定することと、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てるこ
とであって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つ
に割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが、実質的に空間上異なるよ
うにすることと、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定することとを
含むプロセッサ。
【請求項３２】
　無線ネットワーク上の通信を助ける第１のユーザデバイスであって、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定する構成要素と、
　　チャネル割り当てを受信する構成要素であって、第１のユーザデバイスおよび第２の
ユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割り当てられるときに、第１および第２のユー
ザデバイスが実質的に空間上異なるようにする構成要素と、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定する構成要素
とを含む第１のユーザデバイス。
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【請求項３３】
　第１のユーザデバイスは、セルラ電話、スマートフォン、ハンドヘルド型通信デバイス
、ハンドヘルド型コンピューティングデバイス、衛星無線、全地球測位システム、ラップ
トップ、およびＰＤＡの少なくとも１つである請求項３２記載の移動デバイス。
【請求項３４】
　無線通信環境におけるチャネル割り当てを更新する方法であって、
　　グループ化の特徴の基準を得ることと、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定することと、
　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定することと、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
することと、
　　更新されたユーザデバイスに対する重みを決定することとを含む方法。
【請求項３５】
　グループ化の特徴の基準は、１つ以上のユーザデバイスに対する前のグループ化の特徴
の値の平均である請求項３４記載の方法。
【請求項３６】
　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスのグループ化の特徴との間の差
の決定は、定期的である請求項３４記載の方法。
【請求項３７】
　　グループ化の特徴の基準を得て、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ
化の特徴を決定し、グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在
のグループ化の特徴との間に大きい差があるかどうかを決定し、大きい差があるときは、
１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新し、更新された１つ以上のユ
ーザデバイスに対する重みを決定するプロセッサと、
　　プロセッサに連結されていて、第１のユーザデバイスに対する重みを記憶するメモリ
とを含む無線通信装置。
【請求項３８】
　無線通信環境のチャネル割り当てを更新する装置であって、
　　グループ化の特徴の基準を得る手段と、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定する手段と、
　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定する手段と、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
する手段と、
　　更新された１つ以上のユーザデバイスに対する重みを決定する手段とを含む装置。
【請求項３９】
　　グループ化の特徴の基準を得て、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定し、
　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定し、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
し、
　　更新された１つ以上のユーザデバイスに対する重みを決定するコンピュータ実行可能
命令を記憶させたコンピュータ読み出し可能媒体。
【請求項４０】
　多元接続無線通信環境においてチャネル割り当て更新する命令を実行するプロセッサで
あって、命令は、
　　グループ化の特徴の基準を得ることと、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定することと、
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　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定することと、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
することと、
　　更新された１つ以上のユーザデバイスに対する重みを決定することとを含むプロセッ
サ。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　米国特許法第１１９条のもとでの優先権の主張
　本特許出願は、２００５年６月１６日に出願され、本発明の譲受人に譲渡され、参照に
よって本明細書に明示的に取り入れられる仮出願第６０／６９１，４３４号（“User Sep
aration In Space Division Multiple Access For A Multi-Carrier Communication Syst
em”）に対して優先権を主張している。
【０００２】
　次の説明は、概ね、無線通信、とくに、複数の搬送波の多元接続通信システム（multip
le-carrier, multiple-access communication system）における通信に関する。
【発明の背景】
【０００３】
　無線ネットワーキングシステムは、普及した手段になり、これによって、世界中の人々
の大半が通信するようになった。無線通信デバイスは、消費者のニーズを満たし、携帯性
と便利さとを向上するために、より小型で、より強力になった。セルラ電話、パーソナル
ディタル アシスタント(personal digital assistant, PDA)、等における処理能力が向上
したことにより、無線ネットワーク送信システムに対する需要が増加した。
【０００４】
　多元接続システムは、複数の移動デバイスまたは端末の通信を同時に支援することがで
きる。複数の端末が、無線ネットワーク送信システムの１つの基地局と同時に通信するこ
とができる。この同時通信は、データ送信が時間、周波数、符号、および／または空間領
域において相互に直交するように、複数のデータ送信を多重化することによって達成され
得る。通常、チャネルの状態、受信機の不備、等のような種々の要因のために、完全な直
交性は達成されない。それにも関わらず、実質的に直交して多重化させると、各移動デバ
イスのデータ送信は、他の移動デバイスのデータ送信に対して、確実に干渉を最小化する
。
【０００５】
　符号分割多重化に基づく技術では、信号は、直交または半直交符号のタイプで符号化さ
れる。符号分割システムは、個々の通信チャネルを固有に識別するのを助ける符号を使用
する。符号化された信号は、通常、その信号を復号するのに同じ符号を使用しない受信機
によって雑音として見なされる。同時に割り当てることができる符号の数は、一般に、符
号の長さによって制限される。
【０００６】
　時分割に基づく技術では、帯域が、時間に関して、一連のタイムスライスまたはタイム
スロットへ分割される。チャネルに割り当てられた各ユーザデバイスは、ラウンドロビン
式に情報を送受信するタイムスライスを与えられる。例えば、所与の時間ｔにおいて、ユ
ーザデバイスは、ショートバーストでチャネルへのアクセスを与えられる。その後で、ア
クセスは、情報を送受信する時間のショートバーストを与えられた別のユーザデバイスに
切り換わる。“交代（take turn）”のサイクルは続き、その結果、各ユーザデバイスは
複数の送信および受信バーストを与えられる。
【０００７】
　周波数分割に基づく技術は、通常、周波数スペクトルを帯域幅の均等なまとまり（chun
k）へ分割することによって、周波数スペクトルを別個のチャネルに分ける。例えば、無
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線セルラ電話通信に割り振られた周波数スペクトルまたは帯域は、３０チャネルに分割さ
れ、その各々は、音声の会話、またはディジタルサービスではディジタルデータを運ぶこ
とができる。各チャネルは、一度に、１つのみのユーザデバイスまたは端末に割り当てら
れる。１つの一般的に使用されている周波数分割システムは、直交周波数分割多元接続（
orthogonal frequency division multiple access, OFDMA）システムであり、これは直交
周波数分割多重化（orthogonal frequency division multiplexing, OFDM）を使用する。
ＯＦＤＭは、システムの帯域幅全体を、複数の直交周波数チャネルに効率的に分割する。
ＯＦＤＭＡシステムは、時分割多重化または周波数分割多重化、あるいはこの両者を使用
して、複数の端末に対する複数のデータ送信の直交性を達成し得る。例えば、異なる端末
は異なるチャネルを割り振られ、各端末に対するデータ送信は、その端末に割り振られた
チャネル上で送られ得る。異なる端末に対してばらばらのまたは重複していないチャネル
を使用することによって、複数の端末間の干渉を回避または低減することができ、向上し
た性能を達成することができる。
【０００８】
　データ送信に使用可能なチャネル数は、ＯＦＤＭＡシステムに使用されるＯＦＤＭ構造
によって（Ｋ本に）制限される。制限された数のチャネルは、互いに干渉することなく同
時に送信および／または受信することができる端末数に対する上限を与える。ある特定の
瞬間において、より多くの端末が同時に送信および／または受信し、例えば、使用可能な
システム容量をより良く使用できるようにすることが望ましい。
【０００９】
　(例えば、周波数、時間、および符号分割技術を使用する)典型的な無線通信ネットワー
クは、受信可能範囲領域を与える１つ以上の基地局と、その受信可能範囲領域内でデータ
を送受信することができる１つ以上の移動(例えば、無線)端末とを含む。典型的な基地局
は、同報通信、マルチキャスト、および／またはユニキャストサービスのために複数のデ
ータストリームを同時に送信することができる。データストリームとは、端末にとって受
信に対する関心が独立しているデータのストリームである。その基地局の受信可能範囲領
域内の端末は、複合ストリームによって運ばれるデータストリームの１本、２本以上、ま
たは全てを受信することに関心をもち得る。同様に、端末は、データを基地局または別の
端末へ送信することができる。基地局と端末との間、または端末間におけるこのような通
信は、チャネルの変動または干渉電力の変動、あるいはこの両者によって劣化し得る。例
えば、これらの変動は、１つ以上の端末に対する基地局のスケジューリング、電力制御、
および／またはレート予測に影響を与え得る。
【００１０】
　従来のネットワークデータ送信プロトコルは、スケジューリングの制限および送信容量
の限度の影響を受け易く、このために、ネットワークのスループットが低減する。送信機
および受信機における複数のアンテナは、データ送信の空間次元（space dimension）を
広げ、システム容量を増加する。使用可能な追加の空間次元を使用し、無線ネットワーク
システムにおけるスループットを高め、システム容量を最大化するシステムまたは方法、
あるいはこの両者が、技術的に必要とされている。
【発明の概要】
【００１１】
　次に、１つ以上の実施形態の基本的な理解を与えるために、そのような実施形態の単純
化された概要を提示する。この概要は、全ての熟考された実施形態の広範な概要ではなく
、全ての実施形態の主要または重要な要素を識別することも、任意のまたは全ての実施形
態の範囲を定めることも意図していない。その唯一の目的は、後で提示されるより詳細な
説明に対する前置きとして、１つ以上の実施形態の一部の概念を単純化された形で提示す
ることである。
【００１２】
　１つ以上の実施形態およびその対応する開示にしたがって、種々の態様が、多元接続無
線通信システムにおけるシステム容量を増加することに関連して説明される。空間次元を
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使用し、同じチャネルを使用する複数の信号を区別し、それによって、システム容量を増
加し得る。信号は、ユーザデバイスと基地局との対の空間シグネチャ（spatial signatur
e）に基づいて、ビームフォーミング(beamforming)の重みを加えることによって分けられ
得る。同じチャネル上の実質的に空間上異なる（disparate）ユーザデバイスをグループ
化することは、信号を分けるのを助ける。ユーザデバイスは、定期的に、またはユーザデ
バイスと基地局との間の空間関係における変化に基づいて、グループに再割り当てされ得
る。
【００１３】
　関連する態様によると、無線通信環境のシステム容量を増加する方法は、第１のユーザ
デバイスに対する空間シグネチャを決定することと、第１のユーザデバイスおよび第２の
ユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てることであって、第１のユーザデバイスおよ
び第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割り当てられるときに、第１および第
２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるようにすることと、第１のユーザデバイスの
空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、重みを決定することとを含むことができ
る。重みは、第１のユーザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる
。さらに、方法は、空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２
のユーザデバイスを少なくとも１つのサブセットに割り当てることと、少なくとも１つの
サブセットからユーザデバイスを選択して、チャネルに割り当てることであって、実質的
に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り当てられるようにすることとを含む
ことができる。さらに、方法は、定期的に、または空間シグネチャの変化に少なくとも部
分的に基づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てすることを含むことができる。
【００１４】
　別の態様によると、無線通信装置は、第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを
決定し、第１のユーザデバイスをチャネルに割り当てて、第１のユーザデバイスが、その
チャネルに割り当てられた第２のユーザデバイスと実質的に空間上異なるようにし、第１
のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、重みを決定するプロ
セッサを含むことができる。装置は、メモリをさらに含むことができ、メモリはプロセッ
サに連結され、第１のユーザデバイスの重みを記憶する。重みは、第１のユーザデバイス
と基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる。プロセッサは、空間グループ化の
特徴に基づいて第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを少なくとも１つのサ
ブセットに割り当てて、少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択し、チャ
ネルに割り当てて、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り当てられ
るようにすることができる。プロセスは、定期的に、あるいは空間シグネチャまたはシス
テムの性能の変化に少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てす
ることができる。
【００１５】
　また別の態様によると、無線通信環境におけるシステム容量を増加する装置は、第１の
ユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定する手段と、第１のユーザデバイスおよび
第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てる手段であって、第１のユーザデバイ
スおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割り当てられるときに、第１お
よび第２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるようにする手段と、第1のユーザデバ
イスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイスと基地局と
の間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定する手段とを含む。さらに、装置は
、空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイス
を少なくとも１つのサブセットに割り当てる手段と、少なくとも１つのサブセットからユ
ーザデバイスを選択し、チャネルに割り当てる手段であって、実質的に空間上異なるユー
ザデバイスが同じチャネルに割り当てられるようにする手段とを含むことができる。
【００１６】
　また別の態様は、第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定し、第１のユー
ザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てて、第１のユーザデ
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バイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割り当てられるときに、第
１および第２ユーザデバイスが実質的に空間上異なるようにし、第１のユーザデバイスの
空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイスと基地局との間の
少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定するコンピュータ実行可能命令を記憶させ
たコンピュータ読み出し可能媒体に関する。さらに、媒体は、空間グループ化の特徴に基
づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを少なくとも１つのサブセッ
トに割り当てて、少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択し、チャネルに
割り当てて、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り当てられるよう
にする命令を含むことができる。
【００１７】
　さらに別の態様は、多元接続無線通信環境におけるシステム容量を増加する命令を実行
するプロセッサに関し、命令は、第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定す
ることと、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当
てることであって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネル
の１つに割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが、実質的に空間上異
なるようにすることと、第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基
づいて、第１のユーザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重み
を決定することとを含む。
【００１８】
　別の態様では、無線ネットワーク上の通信を助けるユーザデバイスであって、ユーザデ
バイスの空間シグネチャを決定する構成要素と、チャネル割り当てを受信する構成要素で
あって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割
り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるようにす
る構成要素と、第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、
第１のユーザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定す
る構成要素とを含むユーザデバイスを説明する。
【００１９】
　また別の態様では、無線通信環境のチャネル割り当てを更新する方法であって、グルー
プ化の特徴の基準を得ることと、ユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定
することと、グループ化の特徴の基準と、ユーザデバイスに対する現在のグループ化の特
徴との間に大きい差があるかどうかを決定することと、大きい差があるときは、ユーザデ
バイスに対するチャネル割り当てを更新することと、更新されたユーザデバイスに対する
重みを決定することとを含む方法を説明する。グループ化の特徴の基準は、ユーザデバイ
スの前のグループ化の特徴の値の平均をとることによって決定することができる。
【００２０】
　また別の態様によると、無線通信装置は、グループ化の特徴の基準を得て、ユーザデバ
イスに対する現在のグループ化の特徴を決定し、グループ化の特徴の基準と、ユーザデバ
イスに対する現在のグループ化の特徴との間に大きい差があるかどうかを決定し、大きい
差があるときは、ユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新し、ユーザデバイスに
対する重みを計算するプロセッサを含むことができる。さらに、装置は、プロセッサに連
結されていて、ユーザデバイスに対する重みを記憶するメモリを含むことができる。
【００２１】
　さらに別の態様によると、無線通信環境におけるチャネル割り当てを更新する装置であ
って、グループ化の特徴の基準を得る手段と、ユーザデバイスに対する現在のグループ化
の特徴を決定する手段と、グループ化の特徴の基準と、ユーザデバイスに対する現在のグ
ループ化の特徴との間に大きい差があるかどうかを決定する手段と、大きい差があるとき
は、ユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新する手段と、更新されたユーザデバ
イスに対する重みを決定する手段とを含む。
【００２２】
　また別の態様は、グループ化の特徴の基準を得て、ユーザデバイスに対する現在のグル
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ープ化の特徴を決定し、グループ化の特徴の基準と、ユーザデバイスに対する現在のグル
ープ化の特徴との間に大きい差があるかどうかを決定し、大きい差があるときは、ユーザ
デバイスに対するチャネル割り当てを更新し、更新されたユーザデバイスに対する重みを
決定するコンピュータ実行可能命令を記憶させたコンピュータ読み出し可能媒体に関する
。
【００２３】
　さらに別の態様は、無線通信環境においてチャネル割り当て更新する命令を実行するプ
ロセッサに関し、命令は、グループ化の特徴の基準を得ることと、１つ以上のユーザデバ
イスに対する現在のグループ化の特徴を決定することと、グループ化の特徴の基準と、１
つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴との間に大きい差があるかどう
かを決定することと、大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネ
ル割り当てを更新することと、更新された１つ以上のユーザデバイスに対する重みを決定
することとを含む。
【００２４】
　上述の目的および関連する目的を達成するために、１つ以上の実施形態は、後述で十分
に説明され、請求項においてとくに示されている特徴を含む。次の説明および添付の図面
は、１つ以上の実施形態のある特定の例示的な態様を詳しく示している。しかしながら、
これらの態様は、種々の実施形態の原理が使用され得る種々のやり方のほんの幾つかのみ
を示し、説明されている実施形態は、全てのこのような態様および同等のものを含むよう
に意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本明細書に提示されている種々の態様にしたがう無線通信システムを示す図。
【図２】本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがう無線通信システムを示す図
。
【図３】本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがう無線通信システムを示す図
。
【図４】本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがうアップリンク送信の方法を
示すフローチャート。
【図５】本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがうダウンリンク送信の方法を
示すフローチャート。
【図６】本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがう無線通信のためのユーザデ
バイスをグループ化する方法を示すフローチャート。
【図７】本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがう、信号対干渉および雑音比
(ＳＩＮＲ)を使用して、ユーザデバイスをグループ化する方法を示すフローチャート。
【図８】本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがう無線通信のためのユーザデ
バイスのグループを動的に更新する方法を示すフローチャート。
【図９】種々の態様にしたがう無線通信環境のセクタにおけるシステム容量を増加する装
置を示す図。
【図１０】種々の態様にしたがう無線通信環境におけるチャネル割り当てを更新する装置
を示す図。
【図１１】種々の態様にしたがう、空間シグネチャを使用し、無線通信環境におけるシス
テム容量を増加するのを助けるシステムを示す図。
【図１２】種々の態様にしたがう、空間シグネチャを使用して、ユーザデバイスをグルー
プ化し、無線通信環境におけるシステム容量を増加するシステムを示す図。
【図１３】本明細書で説明されている種々のシステムおよび方法に関連して使用すること
ができる無線通信環境を示す図。
【好ましい実施形態の詳細な説明】
【００２６】
　ここで種々の実施形態を添付の図面を参照して説明する。なお、同じ参照番号は全体を
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通して同じ要素を全体的に参照するのに使用されている。次の記述では、１つ以上の実施
形態を完全に理解させるために、説明の目的で、多数の具体的な詳細が説明されている。
しかしながら、このような実施形態がこのような具体的な詳細がなくても実行され得るこ
とは明らかであり得る。他の例において、１つ以上の実施形態の説明を助けるために、周
知の構造およびデバイスがブロック図の形で示されている。
【００２７】
　本出願で使用されているように、“構成要素”、“システム”、等の用語は、コンピュ
ータに関連するエンティティ、すなわち、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの
組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアを指すことを意図している。例
えば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、エ
グゼキュータブル、実行スレッド、プログラム、および／またはコンピュータであり得る
が、これらに限定されない。１つ以上の構成要素は、プロセスまたは実行スレッド、ある
いはこの両者の中に存在し、構成要素は、１つのコンピュータ上に場所を限定される（lo
calize）か、または２つ以上のコンピュータに分散されるか、あるいはこの両者であり得
る。さらに、これらの構成要素は、種々のデータ構造を記憶させた種々のコンピュータ読
み出し可能媒体から実行することができる。構成要素は、ローカルプロセスまたはリモー
トプロセス、あるいはこの両者によって、例えば、１つ以上のデータパケットをもつ信号
にしたがって通信し得る(例えば、ローカルシステムにおいて、分散システムにおいて、
および／または信号によって他のシステムと関わるインターネットのようなネットワーク
をわたって、一方の構成要素からのデータは、他方の構成要素と対話する)。
【００２８】
　さらに、種々の実施形態は、本明細書において、ユーザデバイスに関連して説明される
。ユーザデバイスは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、移動デバイス、遠
隔局、アクセスポイント、基地局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、ユーザ
エージェント、またはユーザ装置とも呼ぶことができる。ユーザデバイスは、セルラ電話
、コードレス電話、セッション開始プロトコル(Session Initiation Protocol, SIP)電話
、無線ローカルループ(wireless local loop, WLL)ステーション、ＰＤＡ、無線接続能力
をもつハンドヘルドデバイス、または無線モデムに接続された他の処理デバイスであり得
る。
【００２９】
　さらに、本明細書に説明されている種々の態様または特徴は、標準的なプログラミング
および／または工学技術を使用して、方法、装置、または製造物（article of manufactu
re）として実施され得る。本明細書で使用されている“製造物”という用語は、任意のコ
ンピュータ読み出し可能デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュー
タプログラムを含むことを意図されている。例えば、コンピュータ読み出し可能媒体は、
磁気記憶デバイス(例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ス
トリップ…)、光ディスク(例えば、コンパクトディスク(compact disk, CD)、ディジタル
バーサタイル ディスク(digital versatile disk, DVD)…)、スマートカード、およびフ
ラッシュ メモリ デバイス(例えば、カード、スティック、キードライブ…)を含むことが
できるが、これらに限定されない。
【００３０】
　ここで図１を参照すると、本明細書に提示されている種々の実施形態にしたがう無線通
信システム100が示されている。システム100は、１つ以上のセクタ内に１つ以上の基地局
102を含み、基地局102は、無線通信信号を相互におよび／または１つ以上の移動デバイス
104との間で受信、送信、反復、等をする。当業者に分かるように、各基地局102は、送信
機チェーンおよび受信機チェーンを含むことができ、その各々は、信号の送信および受信
に関連する複数の構成要素(例えば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デ
マルチプレクサ、アンテナ、等)を含むことができる。移動デバイス104は、例えば、セル
ラ電話、スマート電話、ラップトップ、ハンドヘルド型通信デバイス、衛星ラジオ、全地
球測位システム、ＰＤＡ、および／または無線システム100上で通信する任意の他の適切



(12) JP 2011-188491 A 2011.9.22

10

20

30

40

50

なデバイスであり得る。
【００３１】
　空間表示（spatial indicia）を使用して、基地局と複数の移動デバイスとの間のデー
タ送信または通信を区別し、それによってシステム容量を増加し得る。空間表示は、本明
細書で使用されているように、ユーザデバイスと基地局との空間関係（spatial relation
ship）の任意の指標である。空間分割多重化(space division multiplexing, SDM)は、空
間次元(spatial dimension)を使用して、データ送信する追加のユーザデバイスを支援す
る複数アンテナ通信システムにおいて使用される技術である。空間分割多元接続(space d
ivision multiple access, SDMA)システムは、各ユーザデバイスに関連付けられた空間シ
グネチャ（spatial signature）によって、複数のユーザデバイスと基地局との間のデー
タ送信をスケジュールする。複数アンテナシステムにおいて、基地局とユーザデバイスと
の間の空間関係は、基地局のアンテナによって受信される信号に基づいて決定される。空
間関係に基づく空間シグネチャは、基地局とユーザデバイスとの対ごとに、基地局におけ
る信号の到来方向、信号のマルチパスの数、および信号の減衰を使用して形成することが
できる。ＳＤＭＡシステムは、基地局とユーザデバイスとの対の空間シグネチャを使用し
て、互いにほぼ直交しているまたは異なる空間シグネチャをもつ、１本のチャネルまたは
搬送波上の複数のデータ送信をスケジュールする。空間シグネチャが完全に空間上で直交
している可能性は低いが、空間シグネチャが実質的に直交しているまたは実質的に異なる
ときは、データ送信を区別することができる。一般に、データ送信の空間シグネチャが整
列しなくなるほど、データ送信はより良く分けられる。空間シグネチャ間の“角度”は、
空間シグネチャがどれくらい良く分けられるかを示すことができる。この角度は、２つの
空間シグネチャベクトルの内積を使用して、量子化的に測定することができる。内積の値
は、到来方向、アンテナ配列の長さ、およびアンテナの数に基づいて決定することができ
る。一般に、アンテナ配列がより長くなると、空間シグネチャの角分解能（angular reso
lution）がより良くなり、したがって、異なる空間シグネチャおよび空間多重化の結果の
分
解性（resolvability）がより良くなる。ＳＤＭ技術は、時分割多重化（time division d
uplex, TDD）および周波数分割多重化（frequency division duplex, FDD）の無線通信環
境における順方向リンクおよび逆方向リンクに適用することができる。
【００３２】
　ここで図２を参照すると、１つ以上の実施形態にしたがう多元接続無線通信システム20
0が示されている。３つのセクタの基地局202は、複数のアンテナグループを含み、１つの
アンテナグループはアンテナ204および206を含み、別のアンテナグループはアンテナ208
および210を含み、第３のアンテナグループはアンテナ212および214を含んでいる。図に
よると、各アンテナグループに対して、２本のみのアンテナが示されているが、各アンテ
ナグループに対して、より多くの、またはより少ないアンテナが使用され得る。通常、Ｓ
ＤＭ技術は複数のアンテナを使用して、移動デバイスの空間次元を決定する。移動デバイ
ス216はアンテナ212および214と通信し、アンテナ212および214は、順方向リンク220上で
移動デバイス216に情報を送信し、逆方向リンク218上で移動デバイス216から情報を受信
する。順方向リンク(または、ダウンリンク)は、基地局から移動デバイスへの通信リンク
を指し、逆方向リンク(または、アップリンク)は、移動デバイスから基地局への通信リン
クを指す。移動デバイス222はアンテナ204および206と通信し、アンテナ204および206は
、順方向リンク226上で移動デバイス222に情報を送信し、逆方向リンク224上で移動デバ
イス222から情報を受信する。
【００３３】
　それらが通信するように指定されたアンテナの各グループまたは領域、あるいはこの両
者は、基地局202のセクタと呼ばれ得る。１つ以上の実施形態では、各アンテナグループ
は、基地局202によってカバーされている領域のセクタ内の移動デバイスに通信するよう
に設計されている。順方向リンク220および226上での通信において、異なる移動デバイス
216および222への順方向リンクの信号対雑音比を向上するために、基地局202の送信アン
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テナは、ビームフォーミング技術を使用することができる。さらに、ビームフォーミング
を使用して、その受信可能範囲領域全体にランダムに分散している移動デバイスへ送信す
る基地局は、１本のアンテナによってその受信可能範囲領域内の全移動デバイスに送信す
る基地局よりも、隣接セル／セクタ内の移動デバイスに対して、より少ない干渉を起こす
。基地局は、端末と通信するのに使用される固定局であり、アクセスポイント、ノードＢ
、または何か他の用語でも呼ばれ得る。移動デバイスは、移動局、ユーザ装置(user equi
pment, UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、ユーザデバイス、または何か他の
用語でも呼ばれ得る。
【００３４】
　ここで図３を参照すると、１つ以上の実施形態にしたがう無線通信システム300が提示
されている。複数のアンテナをもつ基地局302は、第１のユーザデバイス304および第２の
ユーザデバイス306と通信する。ここでは単純化のために、２つのユーザデバイスが示さ
れている。しかしながら、多数のユーザデバイスが１つの基地局で使用され得る。アップ
リンク通信中に、第1のユーザデバイス304および第２のユーザデバイス306は信号を基地
局302へ送信する。信号が同じチャネルを使用し、実質的に同時に到達するとき、第1のユ
ーザデバイス304からの信号と第２のユーザデバイス306からの信号とは、それでもなお、
第１のユーザデバイス304、第２のユーザデバイス306、および基地局302間の空間関係に
基づいて区別され得る。図３に示されているように、第１のユーザデバイス304からの信
号は、Ａ１として示されている第１の角度Θ１で基地局302に到達し、第２のユーザデバ
イス306からの信号は、Ａ２として示されている第２の角度Θ２で基地局302に到達する。
アンテナおよびアンテナの幾何学的配置（geometry）における信号の受信に基づいて、基
地局302は、基地局302に到達した信号の到来角を決定することができる。種々のアルゴリ
ズム、方法、および技術を用いて、複数のアンテナを使用して信号の到来方向を計算また
は推定することができる。図３は、基地局302とユーザデバイスとの間の二次元の空間関
係を示しているが、三次元が、ユーザデバイス信号を区別するのに使用されることもある
。例えば、高層ビルまたは山岳地帯を有するエリアでは、空間関係に対する垂直成分が、
ユーザデバイス信号を分けるのに使用され得る。
【００３５】
　アンテナ数は、基地局に対するユーザデバイスの空間関係に基づいて分けることができ
る信号数を決めることができる。到来方向に少なくとも部分的に基づく空間シグネチャを
、ビーム重みベクトルの基準として使用し、空間上直交しているまたは異なるユーザデバ
イス信号を区別することができる。空間シグネチャは、基地局におけるアンテナ数に基づ
く次元をもつベクトルであり得る。したがって、空間シグネチャを使用して、相互に区別
することができるユーザデバイス信号の最大数は、基地局において使用されているアンテ
ナ数に比例する。例えば、基地局が２本のアンテナを使用して、信号を受信するとき、基
地局は、同じトラフィックチャネルを使用する実質的に空間上直交しているまたは異なる
２つのユーザデバイスからの信号を区別することができる。同様に、基地局が３本のアン
テナを使用しているとき、基地局は、同じトラフィックチャネルを使用する実質的に空間
上直交しているまたは異なるユーザデバイスからの３つの信号を区別することができる。
重みベクトルを決定する１つの典型的な式を次に示す。
【００３６】
ｈ１＝Ｇ１〔ｅ－ｊ２πｎ０ｃｏｓΘ１，・・・，ｅ―ｊ２πｎｒ－１ΔｒｃｏｓΘ１〕
ここで、ｈ１は、第１の信号に対するチャネルであり、Ｇ１は、第１の信号に対する経路
利得であり、ｎは、アンテナであり、ｒは、アンテナの総数であり、Θ１は、第１の信号
の到来角である。基地局は所定の閾値を使用し、空間シグネチャ間の差が、信号を区別す
るのに十分であるかどうかを決定することができる。
【００３７】
　図４ないし８を参照すると、無線通信システムにおける容量を増加することに関係する
方法が示されている。例えば、方法は、ＦＤＭＡ環境、ＯＦＤＭＡ環境、インターリーブ
された周波数分割多元接続(interleaved frequency division multiple access, IFDMA)
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環境、局部的な周波数分割多元接続(Localized Frequency Division Multiple Access, L
FDMA)環境、ＣＤＭＡ環境、ＷＣＤＭＡ環境、ＴＤＭＡ環境、または任意の他の適切な無
線環境において、ＳＤＭを使用することに関係し得る。説明の単純化のために、方法は、
一連の行為として示され説明されているが、１つ以上の実施形態によると、幾つかの行為
は、本明細書に示され説明されている順序とは異なる順序で、または他の行為と同時に、
あるいはこの両者で行われ得るので、方法はこの行為の順序に限定されないと理解され認
識される。例えば、当業者は、方法を、代わりに、例えば、状態図で、一連の相互に関係
する状態またはイベントとして表わすことができると理解し認識するであろう。さらに、
示されている行為の全てが、１つ以上の実施形態にしたがって方法を実施するのに使用さ
れるわけではない。
【００３８】
　ここで図４を参照すると、本明細書に提示されている１つ以上の実施形態にしたがう無
線通信環境におけるアップリンク送信の方法400が示されている。ユーザデバイスと基地
局との間の空間関係を使用して、同じ信号周波数を使用する２つ以上のユーザデバイス信
号を区別することができる。参照番号402において、ユーザデバイスによって送信された
信号は、基地局において２本以上のアンテナで受信される。参照番号404において、ユー
ザデバイスと基地局との対に対する空間シグネチャを、受信信号に少なくとも部分的に基
づいて決定することができる。空間シグネチャは、信号の到来方向、信号のマルチパスの
数、信号の減衰、またはユーザデバイスと基地局との間の空間関係の任意の他の表示（in
dicia）に基づくことができる。システムは、瞬間の空間シグネチャを使用するか、また
は、その代わりに、システムは、受信信号の複数のインスタンスに対する空間シグネチャ
を使用してもよい。例えば、システムは、受信信号の前の５つのインスタンスに対する空
間シグネチャに基づいて、平均の空間シグネチャを計算することができる。重み付き平均
を含めて、空間シグネチャのインスタンスを組み合わせる別の方法は、当業者には容易に
明らかになるであろう。ユーザデバイスの移動性のために、空間シグネチャは、ユーザデ
バイスと基地局との間の空間関係の関数として、時間と共に変化し得る。しかしながら、
一般に長い距離が、ユーザデバイスを基地局から離しているので、空間シグネチャが、音
声の会話またはデータ交換中に非常に大きく変化する可能性は低い。
【００３９】
　参照番号406において、ビーム重みベクトルが、受信信号と、受信信号の空間シグネチ
ャとに基づいて決定される。ビーム重みベクトルは、信号の平均平方誤差(mean square e
rror, MSE)を最小化するように計算され得る。１つ以上の実施形態において、ビーム重み
ベクトルは、受信信号の各インスタンスに対して計算され得る。その代わりに、ビーム重
みベクトルは、所定の期間または受信信号のインスタンス数に基づいて、定期的に計算し
てもよい。１つ以上の実施形態において、ビーム重みベクトルは、ユーザデバイスと基地
局との間の空間関係における変化に基づいて、再び計算され得る。例えば、空間シグネチ
ャが、所定の閾値よりも大きい量が変わるときである。その代わりに、ビーム重みベクト
ルは、受信信号を最初に受信したときに計算し、全ての将来の信号インスタンスに使用し
てもよい。１つ以上の実施形態において、１つ以上のユーザデバイス信号に対するビーム
重みベクトルは、ルックアップテーブルに記憶され、ユーザデバイスから信号を受信した
ときに検索され得る。参照番号408において、ビーム重みベクトルを、基地局の受信アン
テナにおいて受信された信号に適用し、信号中に含まれているデータを得る。
【００４０】
　ここで図５を参照すると、本明細書に提示されている１つ以上の実施形態にしたがう無
線通信環境におけるダウンリンク送信の方法500が示されている。参照番号502において、
基地局によって信号を送信する前に、ビームフォーミングの重みが決定される。ビームフ
ォーミングの重みは、ユーザデバイスと基地局との対の空間シグネチャに少なくとも部分
的に基づく。ビームフォーミングの重みは、正規化されたチャネル応答に基づく単純なビ
ームフォーミングから得ることができる。その代わりに、ビームフォーミングの重みは、
チャネル相関行列の最も大きい固有ベクトルに基づく固有のビームフォーミング（eign-b
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eamforming）によって得ることもできる。さらにその代わりに、空間的に多重化されるユ
ーザデバイスの合計のデータレートが最大化されるように、最も大きい固有ベクトルを選
択することもできる。参照番号504において、ビームフォーミングの重みは、ユーザデバ
イスに送信されるデータに加えられる。参照番号506において、ビームフォーム重み付き
信号は、ユーザデバイスに送信される。参照番号508において、１つ以上のユーザデバイ
スは、ビームフォーム重み付き信号を受信する。参照番号510において、ビームフォーム
重み付き信号を受信したユーザデバイスは、空間シグネチャとビームフォーミングの重み
とに基づいて、自分が、その信号の意図された受信者であるかどうかを決定する。
【００４１】
　同じトラフィックチャネル上でスケジュールされたユーザデバイスの空間シグネチャが
、似過ぎているとき、例えば、ユーザデバイスが基地局から同じ方向に沿って整列してい
るとき、２つのユーザデバイスからの信号は衝突し、データの損失が生じることになる。
したがって、複数のユーザデバイスからのデータ送信、またはユーザデバイスへのデータ
送信の獲得は、トラフィックチャネルに割り当てられたユーザデバイスの空間構成（spat
ial configuration）に依存する。したがって、同じトラフィックチャネルを使用するユ
ーザデバイスのグループ化は、スループットを最大化するように調整されるべきである。
【００４２】
　ＳＤＭを使用して、複数のユーザデバイスを１本のトラフィックチャネルに割り当てる
ことができる。ユーザデバイスは、トラフィックチャネル上でランダムに分散され得る。
しかしながら、ＳＤＭを十分に利用するために、トラフィックチャネルに割り当てられた
ユーザデバイスは、実質的に空間上直交しているまたは異なるべきである。ユーザデバイ
スの空間シグネチャが完全に直交する可能性は低いが、空間上相当に異なるユーザデバイ
スからの信号は、空間表示（spatial indicia）に基づいて区別することができる。ユー
ザデバイス信号を分けるのを助けるために、ユーザデバイスは、１本のトラフィックチャ
ネルに割り当てられるユーザデバイスの空間上の直交性を最大化するように割り当てられ
るべきである。
【００４３】
　ここで図６を参照すると、本明細書に提示されている１つ以上の実施形態にしたがう無
線通信のためのユーザデバイスをグループ化する方法600が示されている。参照番号602に
おいて、各ユーザデバイスに対する１つ以上のグループ化の特徴が決定される。グループ
化の特徴は、基地局に対するユーザデバイスの空間関係の任意の指標または指標の任意の
組合せであり得る。例えば、１つ以上の実施形態において、グループ化の特徴は、基地局
における信号の到来方向であり得る。さらに、ユーザデバイスと基地局との間の距離が、
グループ化の特徴に取り入れられ得る。とくに、１つ以上のユーザデバイスからの信号の
到来方向が区別できないときは、信号は、ユーザデバイスと基地局との間の距離に基づい
て分けることができる。距離は、信号の信号対干渉および雑音比(signal to interferenc
e and noise ratio, SINR)に反映され得る。その代わりに、異なる空間シグネチャの分解
度をグループ化の特徴として使用することができる。例えば、空間シグネチャの任意の対
を分ける大きさの程度（order of magnitude）は、２つの空間シグネチャの内積を計算す
ることによって評価することができる。高い分解性をもつ対は、同じグループに置かれ、
同じトラフィックチャネル上でスケジュールされるのに十分に異なると見なされる。
【００４４】
　ユーザデバイスのグループ化の特徴が決定された後で、参照番号604において、ユーザ
デバイスは、グループ化の特徴に基づいてサブセットへ分割することができる。１つ以上
の実施形態では、似た、または整列したグループ化の特徴をもつユーザデバイスは、サブ
セット内に一緒にグループ化され得る。ユーザデバイスは、所定の閾値範囲を使用してグ
ループ化され、例えば、第１のユーザデバイスと第２のユーザデバイスのグループ化の特
徴における差が、所定の閾値の範囲を超えると、ユーザデバイスは異なるサブセットに割
り当てられる。ユーザデバイスは任意の数のサブセットに分割され、似ていないグループ
化の特徴をもつユーザデバイスが、別のサブセットへ区分されるようにする。参照番号60
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6において、ユーザデバイスをサブセットから選択し、チャネルに割り当てる。通常は、
各サブセットから１つのみのユーザデバイスが、１本のチャネルに割り当てられるべきで
ある。これは、各チャネルに割り当てられるユーザデバイスが異なるグループ化の特徴、
したがって、異なる空間シグネチャをもち、それによって、ユーザデバイス信号を分ける
のを助けることを保証する。
【００４５】
　ここで、図７を参照すると、グループ化の特徴としてＳＩＮＲを使用する方法700が示
されている。参照番号702において、ユーザデバイスが、送信するデータをもっているア
クティブで割り当てられていないユーザデバイスのセットから選択される。各ユーザデバ
イスは、それに関連する最小のＳＩＮＲの閾値をもつ。最小のＳＩＮＲの閾値は、ユーザ
デバイスのパケット誤り要件、並びに符号化および変調方式に少なくとも部分的に基づき
得る。参照番号704において、ＳＩＮＲが、選択されたチャネルに現在割り当てられてい
るユーザデバイスの各々に対して決定される。参照番号706において、選択されたユーザ
デバイスおよび選択されたチャネルに対する最小のＳＩＮＲのマージンが計算される。最
小のＳＩＮＲのマージンは、選択されたユーザデバイスの最小のＳＩＮＲの閾値と、選択
されたチャネルに現在割り当てられているユーザデバイスのＳＩＮＲとの間の最小の差で
ある。参照番号708において、解析する追加のチャネルがあるかどうかが決定される。チ
ャネルがあるときは、方法は続いて参照番号704に進み、ここで、次の選択されたチャネ
ルのユーザデバイスに対するＳＩＮＲが決定される。チャネルがないときは、参照番号71
0において、チャネルのＳＩＮＲのマージンが比較され、最大のＳＩＮＲのマージンが決
定される。参照番号712において、選択されたユーザデバイスが、最大のＳＩＮＲのマー
ジンをもつチャネルに割り当てられる。
【００４６】
　通常、ユーザデバイスと基地局との間の空間関係に基づいて互いに区別することができ
る１本のトラフィックチャネル上のユーザデバイスの最大数は、基地局においてユーザデ
バイス信号を受信するのに使用されるアンテナ数に等しい。しかしながら、ユーザデバイ
スの最大数が、常にチャネルに割り当てられる必要はない。１つ以上の実施形態では、ユ
ーザデバイス数が、システムにおける使用可能チャネル数を超えるまで、ユーザデバイス
は異なるチャネルに割り当てられ得る。その時、ユーザデバイスは、グループ化の特徴に
基づいてグループ化され、上述の方法の１つを使用して割り当てられ得る。１つ以上の実
施形態では、ユーザデバイスの最大数が、各チャネルに割り当てられ得る。これは、とく
にビジーなセクタ、すなわち、ユーザデバイス数が最大システム容量に近い可能性が高い
ところに適している。例えば、ユーザデバイスの最大数、Ｎが、第１のチャネルに割り当
てられ得る。その後で、次のＮ個の直交しているまたは異なるユーザデバイスが、第２の
チャネルに割り当てられる、等、全ユーザデバイスが割り当てられるか、または全ての使
用可能なチャネルが使い尽くされるまで、割り当てられ得る。その代わりに、ユーザデバ
イスをチャネル間で均等に分散し、任意の１本のチャネル上のユーザデバイス数を最小化
してもよい。
【００４７】
　通常、音声またはデータ送信中に、ユーザデバイスは動くか、または動かされ、それに
よって、ユーザデバイスと基地局との空間関係が変わり得る。長い距離が関わるので、ユ
ーザデバイスが動くことは、ユーザデバイスの空間表示または空間シグネチャに大きく影
響しないかもしれないが、ユーザデバイスのサブセットは、これらの変化を反映するよう
に更新され得る。１つ以上の実施形態では、ユーザデバイスのサブセットを更新し、同じ
チャネルに割り当てられるユーザデバイスが、実質的に空間的に直交しているまたは異な
り続けることを保証し得る。ユーザデバイスのグループは、所定の時間間隔、所定数のデ
ータ送信、または現在割り当てられているユーザデバイス数の変化に基づいて、定期的に
更新することができる。時間間隔は、ユーザデバイスまたはデータトラフィックの量に応
じて調整可能であり得る。その代わりに、所定数のデータ送信の送信または受信後、ある
いは所定数のユーザデバイスの追加または削除後に、ユーザデバイスのグループを更新し
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てもよい。
【００４８】
　ここで図８を参照すると、本明細書に提示されている１つ以上の実施形態にしたがう無
線通信のためのユーザデバイスのグループを動的に更新する方法800が示されている。参
照番号802において、１つ以上のユーザデバイスに対する空間シグネチャまたはグループ
化の特徴が計算される。空間シグネチャまたはグループ化の特徴は、定期的に、または信
号の各インスタンスを受信したときに計算され得る。参照番号804において、空間シグネ
チャまたはグループ化の特徴における変化が決定される。システムは、空間シグネチャま
たはグループ化の特徴の１つ以上の前の値を維持することができる。空間シグネチャまた
はグループ化の特徴は、グループ化の特徴の基準と比較され得る。グループ化の特徴の基
準は、グループ化の特徴の前の値、前の値の平均、または先の値の任意の組合せを含み、
ユーザデバイスが動いたかどうかを決定することができる。その代わりに、システムは、
空間シグネチャまたはグループ化の特徴の初期値を、グループ化の特徴の基準として使用
し、ユーザデバイスの現在の空間シグネチャまたはグループ化の特徴を、その初期値と比
較し得るようにしてもよい。参照番号806において、空間シグネチャまたはグループ化の
特徴における変化が、もしあるならば、大きいかどうかが決定される。大きくないときは
、方法は終了し、ユーザデバイスのサブセットは、変更されないままである。大きいとき
は、参照番号808において、ユーザデバイスのサブセットは更新され得る。ユーザデバイ
スのサブセットの更新は、各ユーザデバイスに対するグループ化の特徴を決定することと
、ユーザデバイスを１つ以上のサブセットに再割り当てすることとを含み得る。１つ以上
の実施形態では、ユーザデバイスの全てが再評価され、サブセットまたはチャネルに再割
り当てされ得る。その代わりに、ユーザデバイスの１つのサブセットまたは１つのユーザ
デバイスが、再割り当てされてもよい。再割り当てされるために選択されるユーザデバイ
スは、個々のユーザデバイスに対する空間シグネチャまたはグループ化の特徴の変化量、
ユーザデバイスのグループ、または全ユーザデバイスにおける全体的な変化に基づいて決
定され得る。再割り当てされるユーザデバイスは、さらに、サブセットが最後に決定され
たときからの時間量に基づいて、またはサブセットが最後に決定されたときから割り当て
られたまたは取り除かれたユーザデバイス数に基づいて決定され得る。参照番号810にお
いて、各更新されたユーザデバイスに対するビーム重みベクトルを、現在の空間シグネチ
ャに基づいて、再び計算することができる。再び計算されたビーム重みベクトルは、ルッ
クアップテーブルに記憶することができる。
【００４９】
　１つ以上の実施形態では、システムの性能を監視して、ユーザデバイスが再割り当てさ
れるべきであるかどうかを決定し得る。例えば、ユーザデバイスをチャネルに割り当てた
後で、ユーザデバイスが割り当てられたチャネルに対するチャネル品質指標(channel qua
lity indicator, CQI)が監視され得る。ＣＱＩが所定の閾値未満であるとき、１つ以上の
ユーザデバイスを再評価し、再割り当てすることができる。１つ以上の実施形態では、全
チャネル、チャネルのサブセット、または１本のチャネルに対するＣＱＩが、定期的に評
価され、ユーザデバイスを再割り当てするかどうかを決定することができる。その代わり
に、全ユーザデバイス、ユーザデバイスのサブセット、または１つのユーザデバイスに対
するＳＩＮＲが監視されることもある。
【００５０】
　ここで図９を参照すると、本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがって、無
線通信環境のセクタにおけるシステム容量を増加するシステムまたは装置900が示されて
いる。システム900は、ユーザデバイスの空間シグネチャまたは空間グループ化の特徴を
決定する空間決定装置902と、１本のチャネルに割り当てられた任意の２つのユーザデバ
イスが、実質的に空間上直交するか、または空間上異なるように、ユーザデバイスをチャ
ネルに割り当てる割り当て装置904とを含む。システム900は、ユーザデバイスと基地局と
の間の送信に加えられる重みを決定する重み決定装置906も含むことができる。さらに、
システム900は、サブセット割り当て装置908および選択装置910を含むことができる。サ
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ブセット割り当て装置908は、ユーザデバイスを１つ以上のサブセットに割り当てるのに
使用することができる。選択装置910は、チャネルに割り当てられたサブセットからユー
ザデバイスを選択し、空間上直交しているまたは異なるユーザデバイスが、同じチャネル
に割り当てられるようにする。システム900は、再割り当て装置912をさらに含み、再割り
当て装置912は、ユーザデバイスの空間シグネチャの変化に少なくとも部分的に基づいて
、または、システムの性能に基づいて、あるいはこの両者に基づいて、ユーザデバイスを
定期的に再割り当てすることができる。
【００５１】
　ここで図１０を参照すると、本明細書に提示されている１つ以上の態様にしたがう無線
通信環境におけるチャネル割り当てを更新するシステムまたは装置1000が示されている。
システム1000は、グループ化の特徴の基準に対する値を得るグループ化特徴基準獲得装置
1002、ユーザデバイスに対する空間グループ化の特徴の現在の値を決定するグループ化特
徴決定装置1004とを含む。システム1000は、グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユー
ザデバイスのグループ化の特徴の値との間に大きい差があるかどうかを決定する差決定装
置1006も含んでいる。さらに、システム1000は、大きい差があるときに、ユーザデバイス
のチャネル割り当てを更新するチャネル割り当て更新装置1008、および更新されたユーザ
デバイスに対するビーム重みベクトルを計算する重み決定装置1010も含む。
【００５２】
　図１１は、本明細書で説明されている１つ以上の実施形態にしたがう、無線通信環境に
おけるＳＤＭを助け、システム容量の限界を増加するシステム1100を示している。当業者
に分かるように、システム1100は、基地局またはユーザデバイス、あるいはこの両者の中
に存在し得る。システム1100は、受信機1102を含み、受信機1102は、例えば、１本以上の
受信アンテナから信号を受信し、受信信号に対して典型的な動作(例えば、フィルタリン
グ、増幅、ダウンコンバート、等)を行い、調整された信号をディジタル化し、サンプル
を得る。復調器1104は、受信したパイロットシンボルを復調し、チャネル推定のためにプ
ロセッサ1106に与えることができる。
【００５３】
　プロセッサ1106は、受信機構成要素1102によって受信された情報を解析するか、または
送信機1112によって送信する情報を生成するか、あるいはこの両者のための専用のプロセ
ッサであり得る。プロセッサ1106は、ユーザデバイス1100の１つ以上の構成要素を制御す
るプロセッサか、または受信機1102によって受信された情報を解析し、送信機1112によっ
て送信される情報を生成し、ユーザデバイス1100の１つ以上の構成要素を制御するプロセ
ッサか、あるいはこの両者であり得る。プロセッサ1106は、チャネル割り当てを調整する
最適化構成要素(図示されていない)を含むことができる。最適化構成要素は、ユーザデバ
イスをチャネルに割り当てることに関連して、ユーティリィティに基づく解析を行う最適
化符号を含むことができることが分かる。最適化符号は、ユーザチャネルの割り当てを最
適化することに関連して、推論的および／または確率的決定および／または統計に基づく
決定を行うことに関連して、人工知能に基づく方法を使用することができる。
【００５４】
　ユーザデバイス1100は、メモリ1108をさらに含み、メモリ1108は、プロセッサ1106に動
作可能に連結され、空間情報に関係する情報、それに関係する情報を含むルックアップテ
ーブル、および本明細書に記載されているＳＤＭに関係する任意の他の適切な情報を記憶
することができる。メモリ1108は、ルックアップテーブル、等を生成することに関連する
プロトコルをさらに記憶することができ、ユーザデバイス1100が、記憶されているプロト
コルまたはアルゴリズム、あるいはこの両者を使用し、システム容量を増加することがで
きるようにする。本明細書に記載されているデータ記憶装置(例えば、メモリ)の構成要素
は、揮発性メモリであっても、不揮発性メモリであってもよく、または揮発性メモリおよ
び不揮発性メモリの両者を含むことができることが分かるであろう。限定的にではなく、
例示的に、不揮発性メモリは、読み出し専用メモリ(read only memory, ROM)、プログラ
ム可能なＲＯＭ(programmable ROM, PROM）、電気的にプログラム可能なＲＯＭ（electri
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cally programmable ROM, EPROM）、電気的に消去可能なＲＯＭ(electrically erasable 
ROM, EEROM)、またはフラッシュメモリを含むことができる。揮発性メモリは、ランダム
アクセスメモリ(random access memory, RAM)を含むことができる。ＲＡＭは、外部キャ
ッシュメモリの役割をする。限定的にではなく、例示的に、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ(synch
ronous RAM, SRAM)、ダイナミックＲＡＭ(dynamic RAM, DRAM)、同期ＤＲＡＭ(synchrono
us DRAM, SDRAM)、ダブル データ レートＳＤＲＡＭ(double data rate SDRAM, DDR SDRA
M)、拡張ＳＤＲＡＭ(enhanced SDRAM, ESDRAM)、同期リンクＤＲＡＭ（Synchlink DRAM, 
SLDRAM)、および直接ラムバスＲＡＭ(direct Rambus RAM, DRRAM)のような多くの形式で
使用可能である。対象のシステムおよび方法のメモリ1108は、これらの、および任意の他
の適切なタイプのメモリを含むことを意図されているが、それらに限定されるわけではな
い。プロセッサ1106は、シンボル変調器1110、さらに、変調された信号を送信する送信機
1112に接続される。
【００５５】
　図１２は、種々の態様にしたがう通信環境におけるシステム容量を増加するのを助ける
システム1200を示している。システム1200は、１つ以上のユーザデバイス1204から複数の
受信アンテナ1206を介して信号を受信する受信機1210と、１つ以上のユーザデバイス1204
に送信アンテナ1208を介して送信する送信機1220とをもつ基地局1202を含む。受信機1210
は、受信アンテナ1206から情報を受信することができ、受信情報を復調する復調器1212と
動作可能に関連付けられている。受信機1210は、例えば、レーキ（Rake）受信機(例えば
、複数のベースバンド相関器を使用して、マルチパス信号成分を個別に処理する技術)、
ＭＭＳＥベースの受信機、または当業者に分かるような、割り当てられたユーザデバイス
を分ける何か他の適切な受信機であり得る。復調されたシンボルは、プロセッサ1214によ
って解析され、プロセッサ1214は、図１０に関連して既に記載されたプロセッサに似てい
て、メモリ1216に連結され、メモリ1216は、ユーザデバイスの割り当てに関係する情報、
それに関連するルックアップテーブル、等を記憶する。各アンテナに対する受信機の出力
は、受信機1210またはプロセッサ1214、あるいはこの両者によって一緒に処理することが
できる。変調器1218は、送信機1220によって送信アンテナ1208を介してユーザデバイス12
04へ送信される信号を多重化することができる。
【００５６】
　基地局1202は、割り当て構成要素1222をさらに含み、割り当て構成要素1222は、プロセ
ッサ1214と別個のプロセッサであっても、一体構成のプロセッサであってもよく、基地局
1204によってサービスされるセクタ内の全ユーザデバイスのプールを評価することができ
、(例えば、ＳＤＭＡ技術、等を使用して)個々のユーザデバイスの空間シグネチャに少な
くとも部分的に基づいて、サブセット(例えば、ユーザデバイス1204のサブセット)へユー
ザデバイスをグループ化することができる。例えば、ユーザデバイスが、ユーザデバイス
のビームフォーミングの重みを示す通信信号のみを認識し、その送信の空間シグネチャが
、基地局に対するユーザデバイスを識別するとき、ビームフォーミングの重みを使用して
、１つのユーザデバイスを次のユーザデバイスから固有に示す（delineate）ことができ
る。
【００５７】
　割り当て構成要素1222は、受信アンテナ数によって支援することができるユーザデバイ
ス数にしたがって、ユーザデバイスをサブセットへグループ化することができる。例えば
、セクタ内の全ユーザデバイスは、相互の地理的な近さに少なくとも部分的に基づいて、
サブセットに分割することができる。
【００５８】
　上述は、無線通信環境において受信アンテナ数が増加するのにしたがって、逆方向リン
クのシステム容量を線形に増加することに関して説明されているが、当業者には分かるよ
うに、このような技術は、送信アンテナ数を増加することによって、順方向リンク送信に
適用することができると理解される。さらに、種々の態様によると、複数の受信機(例え
ば、受信アンテナごとに１つの受信機)を使用することができ、このような受信機は相互
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に通信し、ユーザデータの向上した推定値を与えることができる。
【００５９】
　図１３は、例示的な無線通信システム1300を示している。簡潔にするために、無線通信
システム1300は、１つの基地局と１つの端末とを示している。しかしながら、システムは
２つ以上の基地局または２つ以上の端末、あるいはこの両者を含むことができ、追加の基
地局または端末、あるいはこの両者は、後述の例示的な基地局および端末と実質的に似て
いても、または異なっていてもよいことが分かるであろう。さらに、基地局または端末、
あるいはこの両者は、本明細書に記載されているシステム(図９ないし１２)または方法(
図４ないし８)、あるいはこの両者を使用し、それらの間の無線通信を助けることができ
ることが分かるであろう。
【００６０】
　ここで図１３を参照すると、ダウンリンク上で、アクセスポイント1305において、送信
 (ＴＸ)データプロセッサ1310は、トラフィックデータを受信し、フォーマットし、符号
化し、インターリーブし、および変調し(または、シンボルマップし)、変調シンボル(“
データシンボル”)を与える。シンボル変調器1315は、データシンボルおよびパイロット
シンボルを受信し、処理し、シンボルのストリームを与える。シンボル変調器1315は、デ
ータおよびパイロットシンボルを多重化し、それらを送信機ユニット(ＴＭＴＲ)1320に与
える。各送信シンボルは、データシンボル、パイロットシンボル、またはゼロの信号値で
あり得る。パイロットシンボルは、各シンボル期間において連続的に送られ得る。パイロ
ットシンボルは、周波数分割多重化（frequency division multiplexed, FDM)、直交周波
数分割多重化（orthogonal frequency division multiplexed, OFDM）、時分割多重化（t
ime division multiplexed, TDM)、または符号分割多重化（code division multiplexed,
 CDM）であり得る。
【００６１】
　ＴＭＴＲ1320は、シンボルストリームを受信し、１つ以上のアナログ信号に変換し、ア
ナログ信号をさらに調整し(例えば、増幅し、フィルタにかけ、または周波数アップコン
バートし)、無線チャネル上で送信するのに適したダウンリンク信号を生成する。次に、
ダウンリンク信号は、アンテナ1325を介して端末に送信される。端末1330において、アン
テナ1335は、ダウンリンク信号を受信し、受信信号を受信機ユニット(ＲＣＶＲ)1340に与
える。受信機ユニット1340は、受信信号を調整し(例えば、フィルタにかけ、増幅し、ま
た周波数ダウンコンバートし)、調整された信号をディジタル化し、サンプルを得る。シ
ンボル復調器1345は、受信したパイロットシンボルを復調し、プロセッサ1350にチャネル
推定のために与える。シンボル復調器1345は、また、プロセッサ1350から、ダウンリンク
のための周波数応答推定値をさらに受信し、受信データシンボルに対してデータ復調を行
い、データシンボル推定値(送信されたデータシンボルの推定値)を得て、データシンボル
推定値をＲＸデータプロセッサ1355に与え、ＲＸデータプロセッサ1355は、データシンボ
ル推定値を復調し(すなわち、シンボルデマップし)、デインターリーブし、復号し、送信
されたトラフィックデータを回復する。シンボル復調器1345およびＲＸデータプロセッサ
1355による処理は、アクセスポイント1305におけるシンボル変調器1315およびＴＸデータ
プロセッサ1310による処理とそれぞれ相補的である。
【００６２】
　アップリンク上で、ＴＸデータプロセッサ1360は、トラフィックデータを処理し、デー
タシンボルを与える。シンボル変調器1365は、データシンボルを受信し、パイロットシン
ボルと多重化し、変調を行い、シンボルストリームを与える。次に、送信機ユニット1370
（ＴＭＴＲ）は、シンボルストリームを受信し、処理し、アップリンク信号を生成し、ア
ップリンク信号は、アンテナ1335によってアクセスポイント1305に送信される。
【００６３】
　アクセスポイント1305において、端末1330からのアップリンク信号は、アンテナ1325に
よって受信され、受信機ユニット（ＲＣＶＲ）1375によって処理され、サンプルを得る。
次に、シンボル復調器1380は、サンプルを処理し、アップリンクの受信パイロットシンボ
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推定値を処理し、端末1330によって送信されたトラフィックデータを回復する。プロセッ
サ1390は、アップリンク上で送信する各アクティブな端末に対してチャネル推定を行う。
パイロット副搬送波のセットがインターレースされ得るとき、複数の端末は、アップリン
ク上で、パイロット副搬送波のそれぞれの割り当てられたセット上で、パイロットを同時
に送信し得る。
【００６４】
　プロセッサ1390および1350は、アクセスポイント1305および端末1330における動作を指
示する(例えば、制御、調整、管理、等)。それぞれのプロセッサ1390および1350は、プロ
グラムコードおよびデータを記憶するメモリユニット(図示されていない)と関連付けるこ
とができる。プロセッサ1390および1350は、アップリンクおよびダウンリンクに対する周
波数およびインパルス応答推定値を求める計算をそれぞれ行うこともできる。
【００６５】
　多元接続システム(例えば、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＳＤＭＡ、
ＩＦＤＭＡ、ＬＦＤＭＡ、等)において、複数の端末は、アップリンク上で同時に送信す
ることができる。このようなシステムにおいて、パイロット副搬送波は異なる端末間で共
有され得る。チャネル推定技術は、各端末のパイロット副搬送波が、全動作帯域（場合に
よっては、バンドエッジを除く）にまたがる場合に使用され得る。このようなパイロット
副搬送波構造は、各端末に対する周波数ダイバーシチを得るのに望ましい。本明細書に記
載されている技術は、種々の手段によって実施され得る。例えば、これらの技術は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、またはその組合せで実施され得る。ハードウェアの実施では、
チャネル推定に使用される処理ユニットは、１つ以上の特定用途向け集積回路（applicat
ion specific integrated circuit, ASIC）、ディジタル信号プロセッサ（digital signa
l processor, DSP）、ディジタル信号処理デバイス（digital signal processing device
, DSPD）、プログラム可能な論理デバイス（programmable logic devices, PLD）、フィ
ールド プログラマブル ゲート アレイ（field programmable gate array, FPGA）、プロ
セッサ、制御装置、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、本明細書に記載されて
いる機能を実行するように設計された他の電子ユニット、またはその組合せの中で実施さ
れ得る。ソフトウェアによって、本明細書に記載されている機能を行うモジュール(例え
ば、手続き、機能、等)によって実施することができる。ソフトウェアコードは、メモリ
ユニットに記憶され、プロセッサ1390および1350によって実行され得る。
【００６６】
　ソフトウェアの実施では、本明細書に記載されている技術は、本明細書に記載されてい
る機能を行うモジュール(例えば、手続き、機能、等)で実施され得る。ソフトウェアコー
ドは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって実行され得る。メモリユニットは
、プロセッサ内で実施されても、またはプロセッサの外部で実施されてもよく、その場合
は、技術的に知られている種々の手段を介して、プロセッサに通信上で接続されることが
できる。
【００６７】
　上述で記載されたことは、１つ以上の実施形態の例を含んでいる。上述の実施形態を説
明するために、構成要素または方法の全ての考えられる組合せについて説明することは、
もちろん不可能であるが、当業者には、種々の実施形態の多くの別の組合せおよび置換が
可能であることが分かり得る。したがって、記載された実施形態は、請求項の意図および
範囲内にある全ての変更、修正、およびバリエーションを含むことを意図されている。さ
らに、詳細な説明および請求項において使用されている“含む（include）”という用語
の範囲について、“含む（comprising）”という用語が請求項において前後を接続させる
単語（transitional word）として使用されているときに解釈されるように、“含む（inc
lude）”という用語は、含む（comprising）”という用語と同様に包含している（inclus
ive）ことを意図している。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月6日(2011.4.6)
【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】
　無線通信環境のシステム容量を増加する方法であって、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定することと、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てるこ
とであって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つ
に割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるよう
にすることと、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定することとを
含む方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　上述で記載されたことは、１つ以上の実施形態の例を含んでいる。上述の実施形態を説
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明するために、構成要素または方法の全ての考えられる組合せについて説明することは、
もちろん不可能であるが、当業者には、種々の実施形態の多くの別の組合せおよび置換が
可能であることが分かり得る。したがって、記載された実施形態は、その他の実施例の意
図および範囲内にある全ての変更、修正、およびバリエーションを含むことを意図されて
いる。さらに、詳細な説明およびその他の実施例において使用されている“含む（includ
e）”という用語の範囲について、“含む（comprising）”という用語がその他の実施例
において前後を接続させる単語（transitional word）として使用されているときに解釈
されるように、“含む（include）”という用語は、含む（comprising）”という用語と
同様に包含している（inclusive）ことを意図している。なお、本願の出願当初のその他
の実施例と同一の記載を「その他の実施例」として以下に付記する。
[その他の実施例１]
　無線通信環境のシステム容量を増加する方法であって、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定することと、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てるこ
とであって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つ
に割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるよう
にすることと、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定することとを
含む方法。
[その他の実施例２]
　　空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイ
スを少なくとも１つのサブセットに割り当てることと、
　　少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択して、複数のチャネルの１つ
に割り当てることであって、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り
当てられるようにすることとをさらに含むその他の実施例１記載の方法。
[その他の実施例３]
　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスに対する空間グループ化の特徴が所
定の閾値範囲を超えるとき、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスは異なる
サブセットに割り当てられるその他の実施例２記載の方法。
[その他の実施例４]
　グループ化の特徴は、基地局における信号の到来方向を含むその他の実施例２記載の方
法。
[その他の実施例５]
　空間シグネチャは、第１のユーザデバイスからの信号の到来方向、信号のマルチパスの
数、および信号の減衰の少なくとも１つに基づいて決定されるその他の実施例１記載の方
法。
[その他の実施例６]
　チャネルへの第１のユーザデバイスの割り当ては、第１のユーザデバイスからの信号の
ＳＩＮＲに少なくとも部分的に基づくその他の実施例１記載の方法。
[その他の実施例７]
　重みは、第１のユーザデバイスと基地局との間の信号の最小平均平方誤差(minimum mea
n square error, MMSE)に少なくとも部分的に基づくその他の実施例１記載の方法。
[その他の実施例８]
　重みは、正規化されたチャネル応答に基づく単純なビームフォーミングと、最も大きい
固有ベクトルに基づく固有のビームフォーミングとの少なくとも一方に基づいて決定され
るビームフォーミングの重みであるその他の実施例１記載の方法。
[その他の実施例９]
　第１のユーザデバイスを定期的に再割り当てすることをさらに含むその他の実施例１記
載の方法。
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[その他の実施例１０]
　第１のユーザデバイスの空間シグネチャにおける変化に少なくとも部分的に基づいて、
第１のユーザデバイスを再割り当てすることをさらに含むその他の実施例１記載の方法。
[その他の実施例１１]
　システムの性能に少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てす
ることをさらに含むその他の実施例１記載の方法。
[その他の実施例１２]
　システムの性能は、チャネル品質指標および信号対雑音比の少なくとも一方に基づいて
評価されるその他の実施例１１記載の方法。
[その他の実施例１３]
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定し、第１のユーザデバイスをチ
ャネルに割り当てて、第１のユーザデバイスが、そのチャネルに割り当てられた第２のユ
ーザデバイスと実質的に空間上異なるようにし、第１のユーザデバイスの空間シグネチャ
に少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイスと基地局との間の少なくとも１つ
の送信に加えられる重みを決定するプロセッサと、
　　プロセッサに連結され、第１のユーザデバイスに対する重みを記憶するメモリとを含
む無線通信装置。
[その他の実施例１４]
　プロセッサは、空間グループ化の特徴に基づいて第１のユーザデバイスおよび第２のユ
ーザデバイスを少なくとも１つのサブセットに割り当てて、少なくとも１つのサブセット
からユーザデバイスを選択し、チャネルに割り当てて、実質的に空間上異なるユーザデバ
イスが同じチャネルに割り当てられるようにするその他の実施例１３記載の装置。
[その他の実施例１５]
　メモリは、所定の閾値の範囲を記憶し、プロセッサは、第１のユーザデバイスに対する
空間グループ化の特徴と、第２のユーザデバイスに対する空間グループ化の特徴との間の
差が、所定の閾値の範囲を超えていると決定すると、第１のユーザデバイスと第２のユー
ザデバイスとを異なるサブセットに割り当てるその他の実施例１４記載の装置。
[その他の実施例１６]
　グループ化の特徴は、基地局における信号の到来方向を含むその他の実施例１４記載の
装置。
[その他の実施例１７]
　空間シグネチャは、第１のユーザデバイスからの信号の到来方向、信号のマルチパスの
数、および信号の減衰の少なくとも１つに基づいて決定されるその他の実施例１３記載の
装置。
[その他の実施例１８]
　プロセッサは、第１のユーザデバイスからの信号のＳＩＮＲに基づいて、第１のユーザ
デバイスをチャネルに割り当てるその他の実施例１３記載の装置。
[その他の実施例１９]
　重みは、第１のユーザデバイスと基地局との間の信号の最小平均平方誤差(ＭＭＳＥ)に
少なくとも部分的に基づくその他の実施例１３記載の装置。
[その他の実施例２０]
　重みは、正規化されたチャネル応答に基づく単純なビームフォーミングと、最も大きい
固有ベクトルに基づく固有のビームフォーミングとの少なくとも一方に基づいて決定され
るビームフォーミングの重みであるその他の実施例１３記載の装置。
[その他の実施例２１]
　プロセッサは、第１のユーザデバイスを定期的に再割り当てするその他の実施例１３記
載の装置。
[その他の実施例２２]
　プロセッサは、第１のユーザデバイスの空間シグネチャの変化に少なくとも部分的に基
づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てするその他の実施例１３記載の装置。



(28) JP 2011-188491 A 2011.9.22

[その他の実施例２３]
　プロセッサは、システムの性能に少なくとも部分的に基づいて、第１のユーザデバイス
を再割り当てするその他の実施例１３記載の装置。
[その他の実施例２４]
　無線通信環境のセクタにおけるシステム容量を増加する装置であって、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定する手段と、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てる手
段であって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つ
に割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが実質的に空間上異なるよう
にする手段と、
　　第1のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定する手段とを
含む装置。
[その他の実施例２５]
　　空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイ
スを少なくとも１つのサブセットに割り当てる手段と、
　　少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択し、チャネルに割り当てる手
段であって、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り当てられるよう
にする手段とをさらに含むその他の実施例２４記載の装置。
[その他の実施例２６]
　第１のユーザデバイスを定期的に再割り当てする手段をさらに含むその他の実施例２４
記載の装置。
[その他の実施例２７]
　第１のユーザデバイスの空間シグネチャの変化に少なくとも部分的に基づいて、第１の
ユーザデバイスを再割り当てする手段をさらに含むその他の実施例２４記載の装置。
[その他の実施例２８]
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャを決定し、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てて、
第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割り当てら
れるときに、第１および第２ユーザデバイスが実質的に空間上異なるようにし、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定するコンピュ
ータ実行可能命令を記憶させたコンピュータ読み出し可能媒体。
[その他の実施例２９]
　　空間グループ化の特徴に基づいて、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイ
スを少なくとも１つのサブセットに割り当てて、
　　少なくとも１つのサブセットからユーザデバイスを選択し、複数のチャネルの１つに
割り当てて、実質的に空間上異なるユーザデバイスが同じチャネルに割り当てられるよう
にする命令をさらに含むその他の実施例２８記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
[その他の実施例３０]
　空間シグネチャ、システムの性能、および所定の時間間隔における変化の少なくとも１
つに基づいて、第１のユーザデバイスを再割り当てする命令をさらに含むその他の実施例
２８記載のコンピュータ読み出し可能媒体。
[その他の実施例３１]
　多元接続無線通信環境におけるシステム容量を増加する命令を実行するプロセッサであ
って、命令は、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定することと、
　　第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスを複数のチャネルに割り当てるこ
とであって、第１のユーザデバイスおよび第２のユーザデバイスが複数のチャネルの１つ
に割り当てられるときに、第１および第２のユーザデバイスが、実質的に空間上異なるよ
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うにすることと、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定することとを
含むプロセッサ。
[その他の実施例３２]
　無線ネットワーク上の通信を助ける第１のユーザデバイスであって、
　　第１のユーザデバイスに対する空間シグネチャを決定する構成要素と、
　　チャネル割り当てを受信する構成要素であって、第１のユーザデバイスおよび第２の
ユーザデバイスが複数のチャネルの１つに割り当てられるときに、第１および第２のユー
ザデバイスが実質的に空間上異なるようにする構成要素と、
　　第１のユーザデバイスの空間シグネチャに少なくとも部分的に基づいて、第１のユー
ザデバイスと基地局との間の少なくとも１つの送信に加えられる重みを決定する構成要素
とを含む第１のユーザデバイス。
[その他の実施例３３]
　第１のユーザデバイスは、セルラ電話、スマートフォン、ハンドヘルド型通信デバイス
、ハンドヘルド型コンピューティングデバイス、衛星無線、全地球測位システム、ラップ
トップ、およびＰＤＡの少なくとも１つであるその他の実施例３２記載の移動デバイス。
[その他の実施例３４]
　無線通信環境におけるチャネル割り当てを更新する方法であって、
　　グループ化の特徴の基準を得ることと、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定することと、
　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定することと、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
することと、
　　更新されたユーザデバイスに対する重みを決定することとを含む方法。
[その他の実施例３５]
　グループ化の特徴の基準は、１つ以上のユーザデバイスに対する前のグループ化の特徴
の値の平均であるその他の実施例３４記載の方法。
[その他の実施例３６]
　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスのグループ化の特徴との間の差
の決定は、定期的であるその他の実施例３４記載の方法。
[その他の実施例３７]
　　グループ化の特徴の基準を得て、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ
化の特徴を決定し、グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在
のグループ化の特徴との間に大きい差があるかどうかを決定し、大きい差があるときは、
１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新し、更新された１つ以上のユ
ーザデバイスに対する重みを決定するプロセッサと、
　　プロセッサに連結されていて、第１のユーザデバイスに対する重みを記憶するメモリ
とを含む無線通信装置。
[その他の実施例３８]
　無線通信環境のチャネル割り当てを更新する装置であって、
　　グループ化の特徴の基準を得る手段と、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定する手段と、
　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定する手段と、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
する手段と、
　　更新された１つ以上のユーザデバイスに対する重みを決定する手段とを含む装置。
[その他の実施例３９]
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　　グループ化の特徴の基準を得て、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定し、
　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定し、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
し、
　　更新された１つ以上のユーザデバイスに対する重みを決定するコンピュータ実行可能
命令を記憶させたコンピュータ読み出し可能媒体。
[その他の実施例４０]
　多元接続無線通信環境においてチャネル割り当て更新する命令を実行するプロセッサで
あって、命令は、
　　グループ化の特徴の基準を得ることと、
　　１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の特徴を決定することと、
　　グループ化の特徴の基準と、１つ以上のユーザデバイスに対する現在のグループ化の
特徴との間に大きい差があるかどうかを決定することと、
　　大きい差があるときは、１つ以上のユーザデバイスに対するチャネル割り当てを更新
することと、
　　更新された１つ以上のユーザデバイスに対する重みを決定することとを含むプロセッ
サ。
【手続補正書】
【提出日】平成23年4月19日(2011.4.19)
【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】
　無線通信環境のシステム容量を増加する方法、該方法は下記を備える：
　無線通信装置によって、送信するデータを有するアクティブで割り当てられていないユ
ーザデバイスのセットの中からユーザデバイスを選択すること、なお、前記選択されたユ
ーザデバイスは、それと関連付けられた空間グループ化の特徴の最小閾値を有する；
　前記無線通信装置によって、複数のチャネルの各々に対して空間グループ化の特徴のマ
ージンを決定すること、なお、特定のチャネルに対応する前記空間グループ化の特徴のマ
ージンは、前記選択されたユーザデバイスの前記空間グループ化の特徴の最小閾値と、前
記チャネルに現在割り当てられているユーザデバイスの空間グループ化の特徴との間の最
も小さい差を示す；
　前記無線通信装置によって、空間グループ化の特徴の最大マージンを決定するために、
前記複数のチャネルに対する空間グループ化の特徴のマージンを比較すること；および、
　前記無線通信装置によって、前記選択されたユーザデバイスを、前記空間グループ化の
特徴の最大マージンに対応するチャネルに割り当てること。
【請求項２】
　前記空間グループ化の特徴は、信号対干渉および雑音の比率を含む請求項１記載の方法
。
【請求項３】
　前記空間グループ化の特徴は、無線通信装置における信号の到来方向を含む請求項１記
載の方法。
【請求項４】
　前記空間グループ化の特徴の最小閾値は、符号化および変調方式、並びに前記ユーザデ
バイスのパケット誤り要件に少なくとも部分的に基づく請求項１記載の方法。
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【請求項５】
　前記選択されたユーザデバイスの空間シグネチャまたは空間グループ化の特徴における
変化を決定することと、
　前記空間シグネチャまたは前記空間グループ化の特徴における変化に基づいて前記選択
されたユーザデバイスを、前記複数のチャネルの異なる１つに再割り当てすることとをさ
らに含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　システムの性能を監視することと、
　前記システムの性能に基づいて、前記選択されたユーザデバイスを、前記複数のチャネ
ルの異なる１つに再割り当てすることとをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記選択されたユーザでデバイスが割り当てられる前記チャネルのチャネル品質指標（
ＣＱＩ）を監視することと、
　前記ＣＱＩが所定の閾値未満であるとき、前記選択されたユーザデバイスを、前記複数
のチャネルの異なる１つに再割り当てすることとをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記無線通信システムは基地局である方法であって、下記をさらに含む請求項１記載の
方法：
　前記ユーザデバイスによって送信された信号を、前記基地局において２つ以上の受信ア
ンテナで受信すること；
　前記ユーザデバイスと基地局との対に対して空間シグネチャを、前記受信信号に少なく
とも部分的に基づいて決定すること；
　前記受信信号と、前記受信信号の前記空間シグネチャとに基づいてビーム重みベクトル
を計算すること、なお、前記ビーム重みベクトルは、前記信号の平均平方誤差（ＭＭＳＥ
）を最小化するように計算される；および、
　前記ビーム重みベクトルを、前記基地局の前記受信アンテナにおいて受信された前記信
号に適用し、前記信号中に含まれているデータを得ること。
【請求項９】
　前記空間シグネチャは、前記信号の到来方向、信号のマルチパスの数、および前記信号
の減衰の少なくとも１つに基づく、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記無線通信装置が基地局である方法であって、下記をさらに含む請求項１記載の方法
：
　前記基地局によって信号を送信する前に、ビームフォーミングの重みを決定すること、
なお、前記ビームフォーミングの重みは、前記ユーザデバイスと基地局との対の空間シグ
ネチャに少なくとも部分的に基づく；
　前記ビームフォーミングの重みを、前記ユーザデバイスに送信されるデータに適用し、
それによって、ビームフォーミングの重み付き信号を作り出すこと；および、
　前記ビームフォーミングの重み付き信号を前記ユーザデバイスに送信すること。
【請求項１１】
　無線通信環境のシステム容量を増加するように構成された無線通信装置、該装置は下記
を備える：
　プロセッサ；
　前記プロセッサと電気通信するメモリ；
　前記メモリに記憶された命令、前記命令は下記を実行可能である：
　　　送信するデータを有するアクティブで割り当てられていないユーザデバイスのセッ
トの中からユーザデバイスを選択すること、なお、前記選択されたユーザデバイスは、そ
れと関連付けられた空間グループ化の特徴の最小閾値を有する；
　　　複数のチャネルの各々に対して空間グループ化の特徴のマージンを決定すること、
なお、特定のチャネルに対応する前記空間グループ化の特徴のマージンは、前記選択され
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たユーザデバイスの前記空間グループ化の特徴の最小閾値と、前記チャネルに現在割り当
てられているユーザデバイスの空間グループ化の特徴との間の最も小さい差を示す；
　　　空間部ループの特徴の最大マージンを決定するために、前記複数のチャネルに対す
る空間グループ化の特徴のマージンを比較すること；および、
　　　前記選択されたユーザデバイスを、前記空間グループ化の特徴の最大マージンに対
応するチャネルに割り当てること。
【請求項１２】
　前記空間グループ化の特徴は、信号対干渉および雑音の比率を含む請求項１１記載の無
線通信装置。
【請求項１３】
　前記空間グループ化の特徴は、無線通信装置における信号の到来方向を含む請求項１１
記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　前記空間グループ化の特徴の最小閾値は、符号化および変調方式、並びに前記ユーザデ
バイスのパケット誤り要件に少なくとも部分的に基づく請求項１１記載の無線通信装置。
【請求項１５】
　前記命令は、さらに、下記を実行可能である請求項１１記載の無線通信装置：
　　前記選択されたユーザデバイスの空間シグネチャまたは空間グループ化の特徴におけ
る変化を決定すること、および
　　前記空間シグネチャまたは前記空間グループ化の特徴における変化に基づいて、前記
選択されたユーザデバイスを、前記複数のチャネルの異なる１つに再割り当てすること。
【請求項１６】
　前記命令は、さらに、下記を実行可能である請求項１１記載の無線通信装置：
　　システムの性能を監視すること、および
　　前記システムの性能に基づいて、前記選択されたユーザデバイスを、前記複数のチャ
ネルの異なる１つに再割り当てすること。
【請求項１７】
　前記命令は、さらに、下記を実行可能である請求項１１記載の無線通信装置：
　　前記選択されたユーザでデバイスが割り当てられる前記チャネルのチャネル品質指標
（ＣＱＩ）を監視すること、および
　　前記ＣＱＩが所定の閾値未満であるとき、前記選択されたユーザデバイスを、前記複
数のチャネルの異なる１つに再割り当てすること。
【請求項１８】
　前記無線通信システムは基地局である装置であって、
　前記命令は、さらに、下記を実行可能である請求項１１記載の無線通信装置：
　　　前記ユーザデバイスによって送信された信号を、前記基地局において２つ以上の受
信アンテナで受信すること；
　　　前記ユーザデバイスと基地局との対に対して、空間シグネチャを、前記受信信号に
少なくとも部分的に基づいて決定すること；
　　　前記受信信号と、前記受信信号の前記空間シグネチャとに基づいてビーム重みベク
トルを計算すること、なお、前記ビーム重みベクトルは、前記信号の平均平方誤差（ＭＭ
ＳＥ）を最小化するように計算される；および
　　　前記ビーム重みベクトルを、前記基地局の前記受信アンテナにおいて受信された前
記信号に適用し、前記信号中に含まれているデータを得ること。
【請求項１９】
　前記空間シグネチャは、前記信号の到来方向、信号のマルチパスの数、および前記信号
の減衰の少なくとも１つに基づく、請求項１８記載の無線通信装置。
【請求項２０】
　前記無線通信装置は基地局であり、
　前記命令は、さらに、下記を実行可能である請求項１１記載の無線通信装置：
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　　　前記基地局によって信号を送信する前に、ビームフォーミングの重みを決定するこ
と、なお、前記ビームフォーミングの重みは、前記ユーザデバイスと基地局との対の空間
シグネチャに少なくとも部分的に基づく；
　　　前記ビームフォーミングの重みを、前記ユーザデバイスに送信されるデータに適用
し、それによって、ビームフォーミングの重み付き信号を作り出すこと；および、
　　　前記ビームフォーミングの重み付き信号を前記ユーザデバイスに送信すること。
【請求項２１】
　無線通信環境のシステム要領を増加する無線通信装置、該無線通信装置は下記手段を備
える：
　送信するデータを有するアクティブで割り当てられていないユーザデバイスのセットの
中からユーザデバイスを選択するための手段、なお、前記選択されたユーザデバイスは、
それと関連付けられた空間グループ化の特徴の最小閾値を有する；
　複数のチャネルの各々に対して空間グループ化の特徴のマージンを決定するための手段
、なお、特定のチャネルに対応する前記空間グループ化の特徴のマージンは、前記選択さ
れたユーザデバイスの前記空間グループ化の特徴の最小閾値と、前記チャネルに現在割り
当てられているユーザデバイスの空間グループ化の特徴との間の最も小さい差を示す；
　空間部ループの特徴の最大マージンを決定するために、前記複数のチャネルに対する空
間グループ化の特徴のマージンを比較するための手段；および、
　前記選択されたユーザデバイスを、前記空間グループ化の特徴の最大マージンに対応す
るチャネルに割り当てるための手段。
【請求項２２】
　前記空間グループ化の特徴は、信号対干渉および雑音の比率を含む請求項２１記載の無
線通信装置。
【請求項２３】
　前記空間グループ化の特徴は、無線通信装置における信号の到来方向を含む請求項２１
記載の無線通信装置。
【請求項２４】
　前記空間グループ化の特徴の最小閾値は、符号化および変調方式、並びに前記ユーザデ
バイスのパケット誤り要件に少なくとも部分的に基づく請求項２１記載の無線通信装置。
【請求項２５】
　前記選択されたユーザデバイスの空間シグネチャまたは空間グループ化の特徴における
変化を決定するための手段と、
　前記空間シグネチャまたは前記空間グループ化の特徴における変化に基づいて、前記選
択されたユーザデバイスを、前記複数のチャネルの異なる１つに再割り当てするための手
段とをさらに含む請求項２１記載の無線通信装置。
【請求項２６】
　システムの性能を監視するための手段と、
　前記システムの性能に基づいて、前記選択されたユーザデバイスを、前記複数のチャネ
ルの異なる１つに再割り当てするための手段とをさらに含む請求項２１記載の無線通信装
置。
【請求項２７】
　前記選択されたユーザでデバイスが割り当てられる前記チャネルのチャネル品質指標（
ＣＱＩ）を監視するための手段と、
　前記ＣＱＩが所定の閾値未満であるとき、前記選択されたユーザデバイスを、前記複数
のチャネルの異なる１つに再割り当てするための手段とをさらに含む請求項２１記載の無
線通信装置。
【請求項２８】
　前記無線通信システムは基地局であり、下記をさらに含む請求項２１記載の無線通信装
置：
　前記ユーザデバイスによって送信された信号を、前記基地局において２つ以上の受信ア
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ンテナで受信するための手段；
　前記ユーザデバイスと基地局との対に対して空間シグネチャを、前記受信信号に少なく
とも部分的に基づいて決定するための手段；
　前記受信信号と、前記受信信号の前記空間シグネチャとに基づいてビーム重みベクトル
を計算するための手段、なお、前記ビーム重みベクトルは、前記信号の平均平方誤差（Ｍ
ＭＳＥ）を最小化するように計算される；および、
　前記ビーム重みベクトルを、前記基地局の前記受信アンテナにおいて受信された前記信
号に適用し、前記信号中に含まれているデータを得るための手段。
【請求項２９】
　前記空間シグネチャは、前記信号の到来方向、信号のマルチパスの数、および前記信号
の減衰の少なくとも１つに基づく請求項２８記載の無線通信装置。
【請求項３０】
　前記無線通信装置は基地局であり、下記をさらに含む請求項２１記載の無線通信装置：
　前記基地局によって信号を送信する前に、ビームフォーミングの重みを決定するための
手段、なお、前記ビームフォーミングの重みは、前記ユーザデバイスと基地局との対の空
間シグネチャに少なくとも部分的に基づく；
　前記ビームフォーミングの重みを、前記ユーザデバイスに送信されるデータに適用し、
それによって、ビームフォーミングの重み付き信号を作り出すための手段；および、
　前記ビームフォーミングの重み付き信号を前記ユーザデバイスに送信するための手段。
【請求項３１】
　下記を実行可能な命令を含むコンピュータ読み出し可能記録媒体：
　　送信するデータを有するアクティブで割り当てられていないユーザデバイスのセット
の中からユーザデバイスを選択すること、なお、前記選択されたユーザデバイスは、それ
と関連付けられた空間グループ化の特徴の最小閾値を有する；
　　複数のチャネルの各々に対して空間グループ化の特徴のマージンを決定すること、な
お、特定のチャネルに対応する前記空間グループ化の特徴のマージンは、前記選択された
ユーザデバイスの前記空間グループ化の特徴の最小閾値と、前記チャネルに現在割り当て
られているユーザデバイスの空間グループ化の特徴との間の最も小さい差を示す；
　　空間部ループの特徴の最大マージンを決定するために、前記複数のチャネルに対する
空間グループ化の特徴のマージンを比較すること；および、
　　前記選択されたユーザデバイスを、前記空間グループ化の特徴の最大マージンに対応
するチャネルに割り当てること。
【請求項３２】
　前記空間グループ化の特徴は、信号対干渉および雑音の比率を含む請求項３１記載のコ
ンピュータ読み出し可能記録媒体。
【請求項３３】
　前記空間グループ化の特徴は、無線通信装置における信号の到来方向を含む請求項３１
記載のコンピュータ読み出し可能記録媒体。
【請求項３４】
　前記空間グループ化の特徴の最小閾値は、符号化および変調方式、並びに前記ユーザデ
バイスのパケット誤り要件に少なくとも部分的に基づく請求項３１記載のコンピュータ読
み出し可能記録媒体。
【請求項３５】
　前記命令は、さらに下記を実行可能である請求項３１記載のコンピュータ読み出し可能
記録媒体：
　　前記選択されたユーザデバイスの空間シグネチャまたは空間グループ化の特徴におけ
る変化を決定すること；および、
　　前記空間シグネチャまたは前記空間グループ化の特徴における変化に基づいて前記選
択されたユーザデバイスを、前記複数のチャネルの異なる１つに再割り当てすること。
【請求項３６】
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　前記命令は、さらに下記を実行可能である請求項３１記載のコンピュータ読み出し可能
記録媒体：
　　システムの性能を監視すること；および、
　　前記システムの性能に基づいて、前記選択されたユーザデバイスを、前記複数のチャ
ネルの異なる１つに再割り当てすること。
【請求項３７】
　前記命令は、さらに下記を実行可能である請求項３１記載のコンピュータ読み出し可能
記録媒体：
　　前記選択されたユーザでデバイスが割り当てられる前記チャネルのチャネル品質指標
（ＣＱＩ）を監視すること；および、
　　前記ＣＱＩが所定の閾値未満であるとき、前記選択されたユーザデバイスを、前記複
数のチャネルの異なる１つに再割り当てすること。
【請求項３８】
　前記無線通信装置は基地局であり、
　前記命令は、さらに下記を実行可能である請求項３１記載のコンピュータ読み出し可能
記録媒体：
　前記ユーザデバイスによって送信された信号を、前記基地局において２つ以上の受信ア
ンテナで受信すること；
　　前記ユーザデバイスと基地局との対に対して空間シグネチャを、前記受信信号に少な
くとも部分的に基づいて決定すること；
　　前記受信信号と、前記受信信号の前記空間シグネチャとに基づいてビーム重みベクト
ルを計算すること、なお、前記ビーム重みベクトルは、前記信号の平均平方誤差（ＭＭＳ
Ｅ）を最小化するように計算される；および
　　前記ビーム重みベクトルを、前記基地局の前記受信アンテナにおいて受信された前記
信号に適用し、前記信号中に含まれているデータを得ること。
【請求項３９】
　前記空間シグネチャは、前記信号の到来方向、信号のマルチパスの数、および前記信号
の減衰の少なくとも１つに基づく、請求項３８記載のコンピュータ読み出し可能記録媒体
。
【請求項４０】
　前記無線通信装置が基地局であり、
　前記命令は、さらに下記を実行可能である請求項３１記載のコンピュータ読み出し可能
記録媒体：
　　前記基地局によって信号を送信する前に、ビームフォーミングの重みを決定すること
、なお、前記ビームフォーミングの重みは、前記ユーザデバイスと基地局との対の空間シ
グネチャに少なくとも部分的に基づく；
　　前記ビームフォーミングの重みを、前記ユーザデバイスに送信されるデータに適用し
、それによって、ビームフォーミングの重み付き信号を作り出すこと；および、
　　前記ビームフォーミングの重み付き信号を前記ユーザデバイスに送信すること。
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