
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の共通パイロットチャネル信号から導き出された第１のチャネル評価項と第２の共通
パイロットチャネル信号から導き出された第２のチャネル評価項との両方から、あるチャ
ネルに対するチャネル予測項を決定するステップと、
前記チャネル予測項を用いて、前記チャネルの将来の送信パターンに対するコントロール
を可能にするステップと
を含んでなる方法。
【請求項２】
前記チャネル予測項に基づいて、指定された時間における将来のチャネル状態を予測する
ステップを含んでいる請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記第１の共通パイロットチャネル信号と前記第２の共通パイロットチャネル信号とにそ
れぞれ応答して前記チャネル予測項を決定するために、前記第１のチャネル評価項と前記
第２のチャネル評価項とを記憶するステップを含んでいる請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記第１のチャネル評価と前記第２のチャネル評価項とから前記チャネル予測項を１回以
上繰り返して適応性をもって計算するステップを含んでいる請求項３に記載の方法。
【請求項５】
適応性をもって計算するステップが、
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前記チャネルの将来の送信パターンをコントロール可能に調整するために、複数のアンテ
ナの１つ以上のアンテナに関連したアンテナ送信特性を受信するステップと、
前記チャネル予測項に基づいて、前記アンテナ送信特性から少なくとも１つのアンテナ送
信特性を選択するステップと
を含んでいる請求項４に記載の方法。
【請求項６】
適応性をもって計算するステップが複数のアンテナの１つ以上のアンテナに関連した１つ
以上の重み付けられた値を受信するステップを含み、前記第１の共通パイロットチャネル
信号が前記複数のアンテナの第１のアンテナからの信号であり、前記第２の共通パイロッ
トチャネル信号が前記複数のアンテナの第２のアンテナからの信号である請求項４に記載
の方法
【請求項７】
指定された時間における将来のチャネル状態に従ってチャネルの将来の送信パターンをコ
ントロールするために、前記チャネル予測項に基づいてフィードバック信号を使用するス
テップを含んでいる請求項５に記載の方法。
【請求項８】
前記チャネル予測項に基づいて、前記１つ以上の重み付けされた値から少なくとも１つの
重み付けられた値を選択するステップと、
指定された時間における将来のチャネル状態を正確に評価するために、前記少なくとも１
つの重み付けられた値を前記第１のアンテナと前記第２のアンテナとに提供するステップ
と、
前記第１の共通パイロットチャネル信号と前記第２の共通パイロットチャネル信号とに基
づいて、前記第１のアンテナと前記第２のアンテナとに関連する第１のチャネル伝搬経路
と第２のチャネル伝搬経路とを分離するステップと
を含んでいる請求項６に記載の方法。
【請求項９】
前記第１のチャネル評価項と前記第２のチャネル評価項とを導き出すために、前記第１の
チャネル伝搬経路と前記第２のチャネル伝搬経路とに対するチャネルの位相及び振幅を評
価するステップを含んでいる請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
前記第１のチャネル評価項が、１回以上繰り返した現在の繰返しの前の少なくとも１回の
繰返しにおいて計算されたチャネル評価項に対応する請求項４に記載の方法。
【請求項１１】
前記第２のチャネル評価項が、１回以上繰り返した現在の繰返しにおいて計算されたチャ
ネル評価項に対応する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
閉ループの送信ダイバーシティモードにおいて、前記複数のアンテナの前記第１のアンテ
ナと前記第２のアンテナとを動作するステップを含んでいる請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
前記１つ以上の重み付けられた値の前記少なくとも１つの重み付けられた値を、前記複数
のアンテナの前記第１のアンテナと前記第２のアンテナとにフィードバックを行うステッ
プを含んでいる請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記将来のチャネル状態に適合し、前記閉ループの送信ダイバーシティモードにおける有
効ループ遅延を著しく減少させるために、前記第１のアンテナと前記第２のアンテナとの
少なくとも１つのアンテナからのチャネル上の送信パターンを指定された時間にコントロ
ールするステップを含んでいる請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
通信インターフェースと、
第１の共通パイロットチャネル信号から導き出された第１のチャネル評価項と第２の共通
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パイロットチャネル信号から導き出された第２のチャネル評価項との両方から、あるチャ
ネルに対するチャネル予測項を決定し、前記チャネル予測項を用いて前記チャネルの将来
の送信パターンに対するコントロールを可能にする、前記通信インターフェースに通信的
に結合されたプロセッサと
を含んでいる装置。
【請求項１６】
前記プロセッサが前記チャネル予測項に基づいて、指定された時間における将来のチャネ
ル状態を予測する請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
前記第１の共通パイロットチャネル信号と前記第２の共通パイロットチャネル信号とにそ
れぞれ応答して前記チャネル予測項を決定するために、前記第１のチャネル評価項と前記
第２のチャネル評価項とを記憶する、前記プロセッサに接続された記憶部をさらに含んで
いる請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
前記プロセッサが、前記第１のチャネル評価項と前記第２のチャネル評価項とから前記チ
ャネル予測項を１回以上繰り返して適応性をもって計算する請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
前記プロセッサが、前記チャネルに対して将来の送信パターンをコントロール可能に調整
するために、複数のアンテナの１つ以上のアンテナに関連したアンテナ送信特性を受信し
、前記チャネル予測項に基づいて、前記アンテナ送信特性から少なくとも１つのアンテナ
送信特性を選択する請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
前記プロセッサが、指定された時間における将来のチャネル状態に従って、送信機の将来
の送信パターンをコントロールするために、前記チャネル予測項に基づいて信号のフィー
ドバックを行う請求項１９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、一般に、無線通信システムに関し、より詳細には、閉ループの送信ダイバーシ
ティモードにおいてチャネル評価を使用する無線通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
閉ループのモードで動作する無線通信システム（例えば、携帯電話システム）においては
、基地局と移動ユーザユニットとの間のネットワークの容量又は性能、つまり、より多く
のデータを伝える能力が増加することは、収益性が増大することを意味する。例えば、閉
ループのモードで動作する符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）通信システムが基地局から
トラフィックチャネルと呼ばれる送信チャネル上で通信する場合には、送信及び信号収集
に関連した歪みを含むいくつかの歪みが発生することがある。これらの歪みは、ネットワ
ークの容量又は能力におけるどのような著しい改良をも制約する可能性がある。さらに、
典型的な閉ループのモードでは、複数の稼働中の移動ユーザユニットが、トラフィックチ
ャネルに同時にアクセスすることがある。その上、複数の稼働中の移動ユーザユニットの
１つ以上の目標とされた移動ユーザユニットからのフィードバックチャネルを使用して、
基地局にフィードバック情報を送信することがある。しかしながら、多くの無線通信シス
テムにおいて、信号がフェーディング及び多重通路の混信のような各種の送信及び信号収
集に関連した歪みを経験することが多い。このため、フィードバックチャネルも同様に、
ある程度のフェーディング及び多重通路の混信に遭遇することがある。場合によっては、
これにより、１つ以上の目標とされた移動ユーザユニットから基地局への通信において有
限の時間遅延が生じうる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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ネットワークの容量及び能力を向上させる１つの技術は、１つ以上の目標とされた移動ユ
ーザユニットと基地局との間のフィードバックチャネル（例えば、無線リンク）上で、フ
ィードバック情報を送信及び収集している間に含まれる有限の時間遅延を減少させること
である。しかしながら、補正するために必要な遅延は、大部分は、フィードバックチャネ
ル上でフィードバック情報を送信するために必要な時間によってもたらされる。このため
、このような状況のもとでは、有限の時間遅延に対する補正を実現することは困難である
。
【０００４】
特に、移動ユーザユニットがゆっくり移動している閉ループのモードにおいて、送信チャ
ネル（例えば、トラフィック及び／又はフィードバックチャネル）のフェーディングを未
然に防ぐために、ある種のフィードバックのパワーコントロールを使用することができる
。しかしながら、移動ユーザユニットが比較的により高速である場合のようにフェーディ
ング率が増加する場合には、閉ループのパワーコントロールは実際的には効果がない。送
信チャネルの多重経路の混信を克服するためには、閉ループのモードにおいて、複数の稼
働中の移動ユーザユニットが多重経路のフェーディングを受けやすいため、すなわち、複
数の稼働中の移動ユーザユニットの各移動ユーザユニットに対して２つ以上の明確な伝搬
経路をトラフィックチャネルが含むように、チャネル評価が一般的に実行される。チャネ
ル評価は、一般に、チャネルパラメータを決定する動作を含み、特定の送信及び信号収集
に関連した歪みを補正する。
【０００５】
移動局でチャネル評価を実行するために、複数の稼働中の移動ユーザユニットに適切なタ
イミング及び他の情報を提供するために、基地局は１つ以上のパイロット記号を有するパ
イロットチャネルを送信することができる。また今度は、目標とされた移動ユーザユニッ
トは、パイロット記号を使用するパイロットチャネルから形成された所望のチャネルパラ
メータを取得することができる。パイロット記号の例には、基地局を捜す複数の稼働中の
移動ユーザユニットが加入する擬似ノイズ（ＰＮ）コード、拡散シーケンス、又はスクラ
ンブルシーケンス（ scrambling sequence）がある。しかしながら、チャネル評価は、一
般に、検出のみに限定され、トラフィックチャネル用のタイミング情報に関する仮定のよ
うな多数の限定的な仮定を作る。
【０００６】
各種のダイバーシティモードは、ネットワークの容量及び能力を著しく増加させる一方で
、フェーディングのチャネル環境の中でより良い信号品質を提供するとされているため、
いくつかの無線通信システムにおける閉ループのモードの中で広く使用されている。ダイ
バーシティモードは、位置又は分極を含む少なくとも２つの異なるパラメータが使用され
、本質的に、少なくとも２つのアンテナを用いて信号を送信又は受信することを必要とす
る。ダイバーシティモードは、ダイバーシティ又は受信機のダイバーシティを送信するよ
うに適合することができる。ダイバーシティの送信において、フェーディングチャネルの
「Ｎ」番号をパイロットチャネルから周知のパイロット記号を利用する移動ユーザユニッ
ト内で評価する必要がある場合は、基地局の送信アンテナの「Ｎ」番号を採用することが
できる。
【０００７】
例えば、ＣＤＭＡ通信システムは、多重経路のフェーディングチャネルを評価するために
、二重送信ダイバーシティ（すなわち、２つの送信アンテナ及び１つの受信アンテナ）を
使用する。しかしながら、閉ループにおけるフィードバックに関連した著しく長い時間遅
延の結果の少なくとも一部には、各多重経路のフェーディングチャネルに対する瞬間的な
チャネル状態（例えば、タイミング及び減衰）に関する利用可能な知識の不足がある。こ
のため、正確なチャネル状態の知識が欠如している場合には、特定の送信及び信号収集に
関連した歪みに対して十分に補正するように、チャネルパラメータを正確に評価すること
ができない。
【０００８】
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残念なことに、閉ループの送信ダイバーシティモードにおけるフィードバックとチャネル
評価のみとの組み合わせは、基地局と動いている移動ユーザユニットとの間の急速に変化
している送信チャネルにチャネル評価が追いつくことができないため、アンテナ送信に対
して十分な補正を行うことはできない。このため、基地局と移動ユーザユニットとの間で
閉ループのモードにおいて送信ダイバーシティを用いて通信する間に、チャネル上の送信
に対する改良された補正技術が結果的に求められている。
【０００９】
従って、閉ループの送信ダイバーシティモードにおいて動作する一方で、無線通信におけ
る送信パターンを正確に評価するための要求がある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、第１の共通パイロットチャネル信号から導き出された第１のチャネル評価項と
第２の共通パイロットチャネル信号から導き出された第２のチャネル評価項との両方から
、あるチャネルに対するチャネル予測項を決定するステップと、前記チャネル予測項を用
いて、前記チャネルの将来の送信パターンに対するコントロールを可能にするステップと
を含んでなる方法を提供する。また、本発明は、通信インターフェースと、第１の共通パ
イロットチャネル信号から導き出された第１のチャネル評価項と第２の共通パイロットチ
ャネル信号から導き出された第２のチャネル評価項との両方から、あるチャネルに対する
チャネル予測項を決定し、前記チャネル予測項を用いて前記チャネルの将来の送信パター
ンに対するコントロールを可能にする、前記通信インターフェースに通信的に結合された
プロセッサとを含んでいる装置を提供する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
１つの実施形態による図１に示すような通信システム１０は、１つ以上の無線リンク１６
上で移動用トランシーバ１４と通信する基地局用トランシーバ１２を含んでいる。１つの
実施形態では、図１に示した移動ユーザユニット用の移動用トランシーバ１４は、適切に
起動されると、１つ以上の無線通信を受信又はさらに送信することができる。１つの実施
形態では、移動用トランシーバ１４がインターフェース１８とプロセッサ２０とを含んで
おり、両者とも無線通信を処理するチャネルコントローラ用アプリケーション２４が記憶
される記憶ユニット２２に接続されている。後により詳細に説明するが、チャネルコント
ローラ用アプリケーション２４は、実行されると、１つの実施形態では、基地局用トラン
シーバ１２との通信に無線通信が使用される場合には、移動用トランシーバが１つ以上の
無線リンク１６上で無線通信を受信できるようにする。
【００１２】
図１に示すように、１つの実施形態では、移動用トランシーバ１４は、１つ以上の無線リ
ンク１６上で無線通信を受信又はその上送信するアンテナ２６をさらに含んでいる。無線
通信は、基地局用トランシーバ１２からの第１の送信信号３２Ａと第２の送信信号３２Ｂ
とを含んでいる。基地局用トランシーバ１２は、第１の送信信号３２Ａ及び第２の送信信
号３２Ｂの両方をアンテナ２６に向ける第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０
（ｍ）とを含む複数の適応性アンテナ３０を含んでいる。
【００１３】
しかしながら、第１の送信信号３２Ａと第２の送信信号３２Ｂとは、複数の伝搬経路を経
由してアンテナ２６に進行する。基地局用トランシーバ１２は、複数のパイロット記号を
有するパイロットチャネルを送信することができる。移動用トランシーバ１４はパイロッ
トチャネルを受信及び処理して、基地局用トランシーバ１２と対話するかどうかを決定す
ることができる。移動用トランシーバ１４が肯定決定した後に、第１の送信信号３２Ａ及
び／又は第２の送信信号３２Ｂに関する将来チャネル予測情報が、フィードバックチャネ
ル３５を経由して基地局用トランシーバ１２に送り戻される。チャネル評価を用いて、チ
ャネル予測情報を引き出すことができる。特に、チャネルコントローラ用アプリケーショ
ン２４は、１つの実施形態ではチャネル評価に基づいてチャネル予測を実行し、これによ
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り、基地局用トランシーバ１２と移動用トランシーバ１４との間に将来のチャネルを作り
出すことができる将来のチャネル状態の正確な評価が発生する。
【００１４】
図２の移動用トランシーバ１４は図１のそれと同様である（このため、同じ素子には同じ
参照番号が付されている）が、インターフェース１８とチャネルコントローラ用アプリケ
ーション２４とについて多くの細部が加えられている。このインターフェース１８は、受
信用インターフェース４５を含んでいる。この受信用インターフェース４５は、第１のデ
スプレッダ（ despreader）５０ａ及び／又は第２のデスプレッダ５０ｂを経由して処理す
るために第１の送信信号３２Ａ及び／又は第２の送信信号３２Ｂを受信する。第１のデス
プレッダ５０ａと第２のデスプレッダ５０ｂとは、基地局用トランシーバ１２からの第１
の送信信号３２Ａと第２の送信信号３２Ｂとを、第１のアンテナ３０（１）用（図１）と
第２のアンテナ３０（ｍ）（図１）用とのチャネル伝搬経路へとそれぞれ狭める（ despre
ad）。しかしながら、複数の適応性アンテナ３０の少なくとも２つのアンテナ、すなわち
第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とを例証した実施形態では使用し
ているが、複数の適応性アンテナ３０の３つ以上の任意の数のアンテナも容易に採用する
ことができる。
【００１５】
１つの実施形態では、チャネルコントローラ用アプリケーション２４は、チャネル評価器
５５と、チャネル予測器５７と、フィードバックデータ発生器６０とを含んでいる。チャ
ネル評価器５５は、図１に示した第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）
とに対するチャネル評価を提供する。替わって、チャネル予測器５７は、第１のアンテナ
３０（１）に対するチャネル評価と第２のアンテナ３０（ｍ）に対するチャネル評価とか
ら、それぞれのチャネル伝搬経路を予測する。フィードバックデータ発生器６０は、第１
のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０３０（ｍ）とに対する所定の集合の重みから
１つ以上のアンテナ用重み値（ antenna weight value）を選択し、送信用インターフェー
ス６５を介してフィードバックチャネル３５上に送信すべきフィードバック情報（例えば
、選択された重み）を計算する。代わりに、説明したような重み選択ベース以外の他の適
当なフィードバック方法を有利に使用して、移動用トランシーバ１４から基地局用トラン
シーバ１２へのチャネル状態に関するフィードバック情報を送り、第１のアンテナ３０（
１）と第２のアンテナ３０（ｍ）との両方に対するその送信パターンを調整することもで
きる。
【００１６】
チャネル予測を実行するために、１つの実施形態では、チャネルコントローラ用アプリケ
ーション２４が、チャネル評価器５５に対するチャネル評価アルゴリズムと、チャネル予
測器５７に対する適応性チャネル予測アルゴリズムと、フィードバックデータ発生器６０
に対するフィードバック計算アルゴリズムとを組み込んでいる。第１に、移動用トランシ
ーバ１４は、第１の送信信号３２Ａ及び／又は第２の送信信号３２Ｂを狭めて、パイロッ
トチャネルの中に埋め込まれた複数のパイロット記号（ pilot symbols）（例えば、拡散
シーケンス及び／又はスクランブルシーケンス）の関連性を取る（ decorrelate）。チャ
ネル評価アルゴリズムを用いて、チャネルコントローラ用アプリケーション２４は狭めら
れた出力を使用し、各伝搬経路用のチャネルパラメータ（例えば、位相及び振幅）を評価
する。そして、結果として生じたチャネルパラメータがチャネルコントローラ用アプリケ
ーション２４によって使用されて、適応性チャネル予測アルゴリズムとフィードバック計
算アルゴリズムとにより将来のチャネル状態が予測される。フィードバック計算アルゴリ
ズムへの入力がチャネル評価アルゴリズムに基づいた出力ではなく、チャネル予測アルゴ
リズムであるため、これにより、チャネルコントローラ用アプリケーション２４が将来チ
ャネル用の将来の送信状態に正確に適合することができる。１つの実施形態では、この将
来のチャネルは、指定された時間における基地局用トランシーバ１２と移動用トランシー
バ１４との間に存在するであろう実際のチャネルである。
【００１７】
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動作においては、図１の基地局用トランシーバ１２が、１つの実施形態では、図１及び図
２に示した移動用トランシーバ１４に１つ以上の無線リンク１６にわたりパイロットチャ
ネルを送信する。このパイロットチャネルは、第１のアンテナ３０（１）に関連する第１
の共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）信号と第２のアンテナ３０（ｍ）に関連する第
２の共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）信号とを含んでいる。第１の共通パイロット
チャネル信号と第２の共通パイロットチャネル信号とを受信すると、チャネルコントロー
ラ用アプリケーション２４を使用するプロセッサ２０は、第１の送信信号３２Ａ及び／又
は第２の送信信号３２Ｂを処理する。チャネルコントローラ用アプリケーション２４は、
将来のチャネル用に将来予測情報（後により詳細に説明する）を発生し、この将来のチャ
ネルは、基地局用トランシーバ１２から移動用トランシーバ１４に至る１つ以上の無線リ
ンク１６にわたり存在することができる。
【００１８】
チャネル（例えば、第１の送信信号３２Ａ又は第２の送信信号３２Ｂ）に対する本発明の
１つの実施形態によれば、将来チャネル予測情報はチャネル予測項 (channel prediction 
term)を含んでいる。チャネルコントローラ用アプリケーション２４は、第１の共通パイ
ロットチャネル信号から第１のチャネル評価項（ channel estimation term）と、第２の
共通パイロットチャネル信号から第２のチャネル評価項とを導き出す。１つの実施形態で
は、第１のチャネル評価項と第２のチャネル評価項とを、チャネル予測項を決定するよう
に使用するために、記憶ユニット２２内に記憶することができる。複数の適応性アンテナ
３０の各アンテナからのチャネル評価項が、異なる時間に到達するいくつかの伝搬経路に
関連しているため、それらを他の全ての伝搬経路からの他の評価と共に後に使用するため
に、記憶ユニット２２内に有利に記憶することができる。このため、チャネルコントロー
ラ用アプリケーション２４は、第１のチャネル評価項と第２のチャネル評価項とからのチ
ャネル予測項を、１回以上の繰返しを行う反復方法（本発明の１つの実施形態のソフトウ
ェア実行のコンテキスト内で後により詳細に説明する）において適用性良く計算すること
ができる。従って、チャネル予測項に基づいて指定された時間に、チャネルの将来の状態
を予測することができる。チャネル予測項を用いて、将来の送信パターンを適応性をもっ
てコントロールして、将来のチャネル状態に適合することができる。
【００１９】
１つの実施形態では、第１のチャネル評価項は、１回以上の現在の繰返しの前に、少なく
とも１回の繰返しの中で計算されたチャネル評価項に対応することができる。同様に、第
２のチャネル評価項は、１回以上の現在の繰返しの中で計算されたチャネル評価項に対応
することができる。
【００２０】
実施例のように、第１の共通パイロットチャネル信号は第１のアンテナ３０（１）から受
信され、第２の共通パイロットチャネル信号は第２のアンテナ３０（ｍ）から受信される
。第１の共通パイロットチャネル信号と第２の共通パイロットチャネル信号とに基づいて
、第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０３０（ｍ）とに関連した第１のチャネ
ル伝搬経路と第２のチャネル伝搬経路とを分離することができる。第１のチャネル伝搬経
路と第２のチャネル伝搬経路とについては、１つの実施形態では、チャネル（例えば、第
１の送信信号３２Ａ又は第２の送信信号３２Ｂ）の位相及び振幅を評価して、第１のチャ
ネル評価項と第２のチャネル評価項とを引き出すことができる。
【００２１】
１つの実施形態では、チャネル予測とフィードバック計算のアルゴリズムとを使用して、
特定のアンテナの重み値を選択することにより、将来のチャネル状態に対する将来の送信
状態に正確に適合することができる。可能にされたアンテナの重みの集合が周知のアプリ
オリ（ a priori）であり、時間が経過しても変化しないので、全ての可能な重み値につい
てのアプリオリを決定し、ルックアップテーブルの中に記憶することができる。代わりに
、可能にされたアンテナの重みの集合を、必要なら、定期的に更新することができる。い
ずれの場合でも、可能にされたアンテナの重みの集合を移動用トランシーバ１４、基地局
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用トランシーバ１２、又は、離れた任意の適当な記憶装置のいずれかの中に有利に記憶す
ることができる。
【００２２】
例えば、チャネルコントローラ用アプリケーション２４は、１つの実施形態では、複数の
適応性アンテナ３０の１つ以上のアンテナに関連付けられた１つ以上の重み付けされた値
を受信する。チャネルコントローラ用アプリケーション２４によって決定されたチャネル
予測項に基づいて、少なくとも１つの重み付けされた値を１つ以上の重み付けされた値か
ら選択することができる。これらの１つ以上の重み付けされた値をフィードバックチャネ
ル３５にわたって第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とに提供して、
指定された時間におけるチャネル（例えば、第１の送信信号３２Ａ又は第２の送信信号３
２Ｂ）の将来の状態に正確に適合させることができる。
【００２３】
チャネル予測アルゴリズムを各アンテナに関連した第１及び第２（例えば、過去及び現在
）のチャネル評価項からトレーニングして、複数の適応性アンテナ３０の任意の関係する
アンテナに対する送信パターンから結果として生ずるチャネル伝搬経路を学習することが
できる。このように、第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とのような
特定のアンテナからの送信機の将来の送信パターンを調整するために、チャネル予測項に
基づいて、１つ以上のアンテナ送信特性を適応性をもってコントロールすることができる
。この目的のために、チャネル予測項に基づいて、特定のアンテナの重み付けされた値を
、その特定のアンテナからの将来のチャネルに将来の送信状態を正確に適合させるために
、その特定のアンテナに対して選択することができる。
【００２４】
特に、本発明の１つの実施形態によれば、送信パターンに基づくチャネル伝搬経路の予測
から、チャネルコントローラ用アプリケーション２４のフィードバック計算アルゴリズム
は、指定された時間において稼働している又は関係するアンテナから将来のチャネルに将
来の送信状態を適合させるために、稼働している又は関係するアンテナに適用される可能
なアンテナの重みの集合から最良のアンテナの重み付けされた値を見つけ出すことができ
る。１つ以上の稼働している又は関係するアンテナに対する選択されたアンテナの重み付
けされた値、又は状況によっては複数の選択されたアンテナの重み付けされた値は、１つ
の実施形態では、コード化（例えば、２ビット又は４ビットとして）されて、フィードバ
ックチャネル３５にわたってインターフェース１８とアンテナ２６とを介して基地局用ト
ランシーバ１２に送られる。基地局用トランシーバ１２は、フィードバックチャネル３５
から選択されたアンテナの重み付けされた値を受信し、アンテナ３０（１）及び／又はア
ンテナ３０（ｍ）のアンテナ入力にこの選択されたアンテナの重み付けされた値を乗算す
る。例えば、第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）との少なくとも１つ
、または、第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）との両方のアンテナ入
力に、選択されたアンテナの重み付けされた値を適用することができる。このように、特
定のアンテナの重み値を選択することにより、将来のチャネル状態に将来の送信状態を正
確に適合させることができる。
【００２５】
本発明の１つの実施形態は、「送信ダイバーシティモード（ transmit diversity mode）
」として周知の送信方法を用いてデータを送信する、複数の適応性アンテナ３０を使用し
てデータを送信する動作を含んでいる。複数の適応性アンテナ３０を用いてデータを送信
する動作は、移動ユーザユニットに配信されるパワーを最大にするアンテナ送信パターン
を作るために、チャネル特性を測定し、第１のアンテナ３０（１）及び／又は第２のアン
テナ３０（ｍ）を含む稼働しているアンテナアレイの各アンテナ入力に加えられる信号の
ゲイン及び位相を変更することにより実行される技術である。このように、基地局用トラ
ンシーバ１２において送信ダイバーシティモードを採用することにより、１つの実施形態
では、多重経路の混信による歪みを移動用トランシーバ１４において著しく減少すること
ができる。より具体的には、複数の適応性アンテナ３０の間隔により、第１のアンテナ３
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０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）との両方が同時に同じ多重経路のイベントに直面し
ないようにされるので、特定の多重経路のイベントを避けることができる。
【００２６】
しかしながら、１つの実施形態では、適応性アンテナアレイの方式は、チャネル特性の不
断の測定と、チャネル評価のフィードバックと、その後の使用される適応性アンテナアレ
イの重みの再計算とを含むチャネル評価を実行して、基地局用トランシーバ１２に配置さ
れた各送信している又は稼働しているアンテナからの信号を変更する。このリアルタイム
の不断の測定とフィードバックとにより、閉ループの送信ダイバーシティモードにおいて
著しいループ遅延が発生することがある。より具体的には、ループ遅延のかなりの割合は
、フィードバックチャネルのタイミングについての必要条件により発生する（例えば、フ
ィードバック情報をフィードバックチャネル３５上で送信するために必要な時間）。さら
に、適応性アンテナアレイの重みを測定して計算するために必要とされる時間が、アンテ
ナ送信が変化するトラフィックチャネルの状態を反映するように調整される速度を限定す
る可能性がある。一般に、このことは、移動用トランシーバ１４が低速で移動している場
合は大きな問題ではないため、アンテナ送信を適合させるために適当な時間が提供される
。逆に言えば、比較的に高速の場合は、トラフィックチャネルが補正の速度よりもはるか
に高い速度で変化することがある。
【００２７】
実施例として、閉ループのダイバーシティモードが、広帯域符号分割多重接続（ Wide Ban
d Code Division Multiple Access：以下、「ＷＢＣＤＭＡ」とよぶ）通信システム及び
他の通信用途の中で広く使用される。同様に、トラフィックチャネルの送信を評価するパ
ラメータの評価も、一般的な方法である。ＷＢＣＤＭＡ通信システムに対する第三世代の
提携プロジェクト（ Third Generation Partnership Project）（３ＧＰＰ）規格によれば
、基地局が２つのアンテナを介してユーザ機器（ user equipment：以下、「ＵＥ」とよぶ
）に情報を送信する閉ループのダイバーシティモードが説明されている。これについては
、 Third Generation Partnership Project, 650 Route des Lucioles-Sophia Antipolis,
 Valbonne-Franceから入手可能な Technical Specification 25.214 v3.5.0, Section 7 i
n 3GPP TS 25.214 v3.5.0 (2000-12)の「 Closed Loop Mode Transmit Diversity」を参照
のこと。２つのアンテナ間の位相又は振幅の差が、フィードバックチャネル３５を介して
ユーザ機器によって決定される。しかしながら、フィードバックチャネルの時間遅延が、
ユーザ機器の速度が遅いとＷＢＣＤＭＡ通信システムの動作を限定するため、ＷＢＣＤＭ
Ａ通信システムの性能を著しく劣化させる。
【００２８】
一般的な閉ループの送信ダイバーシティモードはフィードバックチャネル３５を使用して
、フィードバック情報を、例えば毎秒 1500ビット（ bps）の速度で送信する。実施例とし
て、フィードバックワード（例えば、２～４ビット幅）の送信は、 0.7～ 1.3ミリセカンド
（ ms）のフィードバックの有効遅延（適当な伝搬遅延及び質量遅延を含む）を結果として
発生することができる。本発明の実施形態は、決して列挙された特徴を有するシステムに
限定されることはない。
【００２９】
ユーザ機器が低速で移動する場合には、閉ループの送信ダイバーシティモードの性能は、
この遅延によりわずかに低下されるが、ユーザ機器の速度があるしきい値を超えて増加す
る場合には、そのような遅延が著しい性能の低下発生させることがある。例えば、一般に
、ＷＢＣＤＭＡ通信システムの中でＷＢＣＤＭＡの閉ループ送信ダイバーシティモードを
配置することは、 40 km/h以下の速度で移動するユーザ機器に限定される。このため、こ
れらのモードは、主に歩行者又は低速の車両のみに使用することができる。しかしながら
、高速（例えば、最大 120 km/h）で移動するユーザ機器にこれらのモードが使用されるこ
とが、種々の理由のために望ましい。
【００３０】
第１に、これらのモードの動作は、ネットワークの容量と性能とを著しく増加させるため
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に、ユーザ機器が高速の場合に魅力的である。しかしながら、３ＧＰＰの閉ループダイバ
ーシティモードにおいてユーザ機器の性能を向上させるために、ループの有効遅延を減少
することは、ユーザ機器が高速の場合は困難である。第２に、多くのセルラ方式は、ユー
ザ機器の速度が早いときにこれらのモードを動作させる場合には、これらのモードを実行
する可能性もある。しかしながら、ユーザ機器の速度が 60 km/hよりも早い場合には、閉
ループの送信ダイバーシティモードの中で妥当な性能を実現することは困難である。この
ため、ユーザ機器が高速の場合に閉ループの送信ダイバーシティモードを可能にする能力
が望まれる。
【００３１】
このため、１つの実施形態では、複数の適応性アンテナ３０の第１のアンテナ３０（１）
と第２のアンテナ３０（ｍ）とを、閉ループの送信ダイバーシティモードの中で動作させ
ることができる。１つ以上の重み付けされた値の少なくとも１つの重み付けされた値を含
むチャネル予測項についての適応性フィードバックを、複数の適応性アンテナ３０の第１
のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とに対してフィードバックチャネル３
５にわたって提供することができる。このように、指定された時間に、第１のアンテナ３
０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）との少なくとも１つのアンテナからの将来の送信パ
ターンをコントロールして、閉ループの送信ダイバーシティモードにおける有効ループ遅
延を著しく減少させることができる。
【００３２】
チャネルコントローラ用アプリケーション２４は、別の実施形態では、移動用トランシー
バ１４内で適応性チャネル予測アルゴリズムを使用して、指定された将来の時間における
チャネル状態を予測し、これにより、閉ループ内の有効遅延を減少させる。１つの実施形
態では、適応性チャネル予測アルゴリズムのそのような使用によって、例えば、３ＧＰＰ
の閉ループダイバーシティモードで動作しながら移動用トランシーバ１４の性能が向上し
、また高速で移動用トランシーバ１４がこのモードでの動作が可能となりうる。
【００３３】
適応性チャネル予測アルゴリズムは、それぞれのチャネル伝搬経路の将来予測を（複数の
各適応性アンテナ３０から）生成するためにチャネル予測を提供する。チャネル（例えば
、第１の送信信号３２Ａ又は第２の送信信号３２Ｂ）の予測は、将来の時間における無線
リンク１６にわたるチャネル（例えば、第１の送信信号３２Ａ又は第２の送信信号３２Ｂ
）の実際の状態にできるだけ近いことが理想的である。この将来の時間では、基地局用ト
ランシーバ１２が、複数の適応性アンテナ３０のうちの関係する又は稼働しているアンテ
ナのアンテナ入力に、関連するアンテナの重み付けされた値を適用する。より具体的には
、チャネルの予測は、（現時点で計算された）特定のアンテナの重み付けされた値が基地
局用トランシーバ１２において有効である時間の範囲において、平均のチャネル状態に適
合することができる。
【００３４】
他の閉ループの送信ダイバーシティアルゴリズムの中で使用することができる別の実施形
態は、同じフィードバック計算アルゴリズムを維持し、その入力としてチャネル評価では
なく将来のチャネル状態の予測を使用することを含む。例えば、いくつかのアルゴリズム
は、フィードバックチャネル３５上にチャネルのみの量子化を送信することができる（ま
た、実際の重みの最適化は、基地局用トランシーバ１２で実行される）。そのようなアル
ゴリズムに対して、１つの実施形態は、フィードバックチャネル３５上にチャネル評価で
はなくチャネル予測の量子化を送ることによって、性能を向上させることができる。
【００３５】
１つの実施形態では、チャネル予測器５７は、図３に例示するように、２つのメカニズム
、すなわち適応メカニズム７５及び複数の予測メカニズム８０（１）～８０（ｎ）を含む
適応性チャネル予測アルゴリズムを含んでいる。図３のチャネル予測器５７は、適応メカ
ニズム７５と予測メカニズム８０（１）～８０（ｎ）とを追加すれば、図２のそれと同様
である（このため、同じ素子には同様の参照番号を付ける）。適応メカニズム７５と複数
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の予測メカニズム８０（１）～８０（ｎ）とを用いて、チャネル予測器５７はチャネル伝
搬経路を予測する。場合によっては、適応メカニズム７５と予測メカニズム８０（１）～
８０（ｎ）との両方を、全体的にハードウェア又はソフトウェアにより実行することもで
きる。しかしながらこれに反して、ある場合では、適応メカニズム７５と予測メカニズム
８０（１）～８０（ｎ）とを実現するために、部分的なハードウェアとソフトウェアとの
適当な組み合わせを有利に使用することもできる。
【００３６】
各種の周知のアルゴリズムは、これらのメカニズムのいずれか又はそれらの両方を同時に
容易に実行することができる。適応メカニズム７５は、チャネルの変化すなわち移動用ト
ランシーバ１４（図１）が移動する速度、又は他の同等のパラメータのスペクトルを学習
する。１つの実施形態では、適応メカニズム７５は、（第１のアンテナ３０（１）と第２
のアンテナ３０（ｍ）とからの）全ての伝搬経路の現在のチャネル評価と過去のチャネル
評価とを一緒に使用して、チャネルパラメータを学習する。複数の予測メカニズム８０（
１）～８０（ｎ）は、適応メカニズム７５とチャネル評価器５５からのチャネル評価とに
よって生成されたデータを使用して、チャネル予測を発生する。１つの実施形態では、複
数の予測メカニズム８０（１）～８０（ｎ）の各予測メカニズムは、各伝搬経路に対して
別々に動作する。
【００３７】
もちろん、３つ以上のアンテナが送信している場合は、同様の適応性チャネル予測アルゴ
リズムを容易に加えることもできる。動作方法は全く同じであるが、全体的な改良は、通
常、２つのアンテナの場合よりも著しく高くなる。この場合には、他にも理由はあるが、
アンテナの数が増加して必要なフィードバック情報の量が増加するため、改良は極めて高
度になる。従って、このフィードバック情報を送ることにより発生するループの遅延が著
しく増加される。その結果、適応性チャネル予測アルゴリズムからの改良は、ループ遅延
が増加する場合はいつでも比較的に高くなる。このため、３つ以上のアンテナを使用して
いる間に、適応性チャネル予測アルゴリズムによりそのようなループ遅延を効果的に削減
することは、予測なしのシステムと比較して著しい改良をもたらすことになる。
【００３８】
図４及び図５は、本発明の１つの実施形態による、移動用トランシーバ１４（図１）のチ
ャネルコントローラ用アプリケーション２４（図１）により実行されるプログラムされた
命令を示す。図４に示すように、ブロック８５において、第１の共通パイロットチャネル
信号から少なくとも１つの第１のチャネル評価項を導き出すことができる。同様に、ブロ
ック８７では、第２の共通パイロットチャネル信号から少なくとも１つの第２のチャネル
評価項が導き出される。ブロック８９では、チャネルに対して、第１のチャネル評価項と
第２のチャネル評価項との両方から、チャネル予測項が決定される。チャネル予測項に基
づいて、ブロック９１において、特定の時間における送信機の将来の送信パターンがコン
トロールされる。
【００３９】
１つの実施形態では、移動ユーザ機器のような移動用トランシーバ１４は、図５に示すよ
うに、少なくとも２つの共通パイロットチャネル信号を含むチャネルにおいて、基地局用
トランシーバ１２の少なくとも２つのアンテナ３０（１），３０（ｍ）からの送信が受信
されると（ブロック１０５）、プログラムされた命令１００（例えば、ソフトウェアのコ
ード）を使用することができる。次に、チャネル評価項が、（ブロック１１０において）
２つの共通パイロットチャネル信号から引き出される。チャネル評価項を含む出力信号の
結果が、記憶ユニット２２（図１）内に現在の場合は記憶される（ブロック１１５）。こ
の記憶ユニットから、出力信号の結果を後にアクセスすることができる。
【００４０】
２つのアンテナ３０（１），３０（ｍ）に対する１つ以上の重み付けられた値を選択する
ようにチャネル予測項を計算するために、チャネルコントローラ用アプリケーション２４
（図２）は（ブロック１２０において）過去のチャネル評価項と現在のチャネル評価項と
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を使用することができる。特に、１つの実施形態では、基地局（例えば、基地局用トラン
シーバ１２（図１））におけるアンテナに対する重み選択項の集合を（ブロック１２５に
おいて）受信することができる。チャネル予測項に基づき、重み選択項を使用して、２つ
のアンテナ用に重み付けられた値を（ブロック１３０で）選択することができる。１回以
上の適応反復１３２を実行して、プログラムされた命令１００により、移動用ユーザ機器
に対する第１及び第２のアンテナ３０（１）及び３０（ｍ）の将来の送信パターンを正確
に評価又は予測することができる。（ブロック１３５では）選択されて重み付けられた値
が、基地局に送り戻される。ブロック１４０では、これらの値が、基地局用トランシーバ
１２に位置される第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とからの将来の
送信状態を正確に評価又はコントロールする。
【００４１】
図６に示すように、本発明の１つの実施形態によれば、チャネル予測ソフトウェア１５０
は、図４及び図５に例示した適応性チャネル予測アルゴリズムを実行することができる。
そのような場合には、ブロック１０５～ブロック１３５（図５）により示された各動作が
、ハードウェアで実行された動作の結果を受信した後に、ソフトウェアの中で実行される
。さらに、１つの実施形態では、図１に示された通信システム１０の移動用トランシーバ
１４のようなプロセッサベースのシステムの中に、チャネル予測ソフトウェア１５０を記
憶することができる。
【００４２】
一般に、ブロック１５５において、チャネル予測ソフトウェア１５０は、送信チャネル信
号（例えば、図１の第１の送信信号３２Ａと第２の送信信号３２Ｂ）と複数の適応性アン
テナ３０（図１）の各関係するアンテナに対する共通パイロットチャネル信号とを受信す
る。ブロック１０５（図５）において決定された情報を使用して、ブロック１１０及びブ
ロック１１５（図５）では、チャネル予測ソフトウェア１５０は送信チャネル信号と各ア
ンテナ用の共通パイロットチャネル信号とを狭めて、チャネル伝搬経路を分離する。そし
て、チャネル予測ソフトウェア１５０は、各チャネル伝搬経路に対する各送信チャネル用
の位相又は振幅を評価して、ブロック１６５に示すように、各チャネルに対する現在のチ
ャネル評価項を導き出す。
【００４３】
現在のチャネル評価項を使用し、（例えば、図１の記憶ユニット２２に記憶された）過去
のチャネル評価項をアクセスして、チャネル予測ソフトウェア１５０は、ブロック１７０
に示すように、関係するアンテナのそれぞれに対するチャネル伝搬経路用のそれぞれのチ
ャネル評価項を計算することができる。今度は、現在のチャネル予測項と過去のチャネル
予測項とに基づいて、関係するそれぞれのアンテナ用に重み付けられた値が、ブロック１
７５に示すように、アンテナ用に受信された重み選択項から決定される。ここから、選択
され重み付けられた値が、ブロック１８０に示すように、関係するアンテナのそれぞれに
対して提供される。最後に、複数の適応性アンテナ３０（図１）の関係するアンテナのそ
れぞれのアンテナ入力が、選択され重み付けられた値を用いて乗算され、ブロック１８５
に示すように、将来のチャネルの送信が予測される。
【００４４】
基地局用トランシーバ１２についての一般的なアーキテクチャが、図７に示されている。
このアーキテクチャは、１つの実施形態では、専用の物理的チャネル（ dedicated physic
al channel：以下、「ＤＰＣＨ」とよぶ）の送信部２００が将来の指定された時間におい
て移動用トランシーバ１４（図１）に対して、閉ループの送信ダイバーシティモードにお
けるチャネル予測を可能にする。図７に示すように、ＤＰＣＨの送信部２００は、専用の
物理的なコントロールチャネル（ dedicated physical control channel：以下、「ＤＰＣ
ＣＨ」とよぶ）と専用の物理的なデータチャネル（ dedicated physical data channel：
以下、「ＤＰＤＣＨ」とよぶ）とから形成することができる。拡散－スクランブルモジュ
ール２０２と第１の乗算器２０５とを用いて、限定はされないが、チャネルのコーティン
グとインターリービングと拡散とを含む各種の送信機能が、多くの従来の無線通信システ
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ムにおいて一般的に実行される同じ方法により本質的に実行されて、拡散－スクランブル
信号２０８（１）～２０８（ｍ）の集合を発生する。
【００４５】
１つ以上のアンテナ固有の重み付けられ選択された値（例えば、ｗ 1～ｗ k）は、拡散－ス
クランブル信号２０８（１）～２０８（ｍ）の集合を第２の乗算器２１０（１）～２１０
（ｍ）を介して重み付けして、重み付けられた拡散－スクランブル信号２１２（１）～２
１２（ｍ）の集合を提供する。そして、この重み付けられた拡散－スクランブル信号２１
２（１）～２１２（ｍ）の集合は、加算器２１５（１）～２１５（ｍ）の集合の対応する
加算器２１５において、共通パイロットチャネルＣＰＩＣＨ 1～ＣＰＩＣＨ mのそれぞれの
共通パイロットチャネルと組み合わされる。
【００４６】
最後に、重み付けられた拡散－スクランブル信号２１２（１）～２１２（ｍ）の集合は、
移動用トランシーバ１４に送信するために、複数の適応性アンテナ３０を通って送られる
。アンテナ固有の選択され重み付けられた値を用いて複数の適応性アンテナ３０に適合す
るために、基地局用トランシーバ１２は、フィードバックチャネル用インターフェース２
１７をさらに含んでいる。チャネルインターフェース２１７では、フィードバック情報（
以下、「ＦＩＢ」とよぶ）（例えば、第１の閉ループモードにおける位相調整及び第２の
閉ループモードにおける位相及び振幅調整に関連したアンテナ固有の選択され重み付けら
れた値を含む、移動用トランシーバ１４（図１）からのトラフィックチャネルの将来の状
態に対する重み選択情報）が、移動用トランシーバ１４からのフィードバックチャネル３
５（図１）にわたってブロック２２０において受信される。そして、ブロック２３０では
、アンテナ固有の選択され重み付けられた値（例えば、ｗ 1～ｗ k）が、基地局用トランシ
ーバ１２において生成される。
【００４７】
１つの実施形態では、アンテナ固有の選択され重み付けられた値が、フィードバックチャ
ネル３５から引き出されたチャネル予測情報から決定される。このため、移動用トランシ
ーバ１４（図１）へのトラフィックチャネルの将来の状態に関するチャネル予測情報に応
答して、アンテナ固有の選択され重み付けられた値が、基地局用トランシーバ１２内のブ
ロック２３０において生成され、複数の適応性アンテナ３０のいくつかの数のアンテナか
らの指定された時間における送信パターンをトラフィックチャネルにわたってコントロー
ルする。
【００４８】
１つの実施形態では、移動用トランシーバ１４（図１）により決定された選択されたアン
テナ固有の重み付けされた値が、フィードバックチャネル３５（例えば、物理的なコント
ロールチャネル（ＤＰＣＣＨ）専用のアップリンク）のフィードバック情報（ＦＩＢ）フ
ィールドのｎビットを用いて、基地局用トランシーバ１２に送られる（例えば、基地局用
トランシーバ１２のユニバーサル移動通信システム－地上無線アクセスネットワーク（ Un
iversal Mobile Telecommunications System-Terrestrial Radio Access Network） (UMTS
-UTRAN)のアクセスポイント）。 UMTS Forum Secretariat, Russell Square House, 10-12
 Russell Square, London, WC1B 5EE, United Kingdomから入手できる「 A Regulatory Fr
amework for UMTS」レポートＮｏ．１を参照のこと。
【００４９】
１つの実施形態では、フィードバック情報（ＦＩＢ）を計算するために、移動用トランシ
ーバ１４は共通パイロットチャネル（ common pilot channel：以下、「ＣＰＩＣＨ」とよ
ぶ）を使用して、第１のアンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とから見られる
チャネルを別個に評価する。例えば、移動用トランシーバ１４は、基地局用トランシーバ
１２のＵＴＲＡＮのアクセスポイントにおいて適用される位相調整φと振幅調整とをスロ
ットごとに１回計算して、移動用トランシーバ１４が受信するパワーを最大にする。ある
場合では、最良のアンテナ固有の重み付けられた値の選択は、例えば、第１アンテナ３０
（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とに対する評価されたチャネルインパルス応答から導
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き出されたチャネル予測項の関数として定義される、受信されたパワーを最大にするアン
テナ固有の重み付けられた値を解くことによって達成することができる。代わりに、最良
のアンテナ固有の重み付けられた値は、例えば、評価されたチャネルインパルス応答から
導き出されたチャネル予測項の関数である基準を最大にするように決定することができる
。別の方法では、信号対混信比（ signal-to-interference ratio：以下、「ＳＩＲ」とよ
ぶ）を最大にすることによる別の適当な方法を、重み選択用に有利に使用することができ
る。
【００５０】
動作に当たっては、移動用トランシーバ１４は、フィードバックチャネル３５（図１）に
わたって基地局用トランシーバ１２に（例えば、ＵＴＲＡＮのアクセスポイントに）、第
１アンテナ３０（１）と第２のアンテナ３０（ｍ）とに適用するフィードバック情報を送
り戻す、すなわち、その情報に基づいて、位相及び／又は振幅の設定が結果的に調整され
る。１つの実施形態では、フィードバック信号伝送メッセージ（ feedback signaling mes
sage：以下、「ＦＳＭ」とよぶ）のビットの集合が、フィードバックチャネル３５にわた
って送信される。ＦＳＭのビットを、閉ループの送信ダイバーシティモードに割り当てら
れたアップリンクのＤＰＣＣＨのスロット（例えば、３ＧＰＰ規格内の送信パワーコント
ロール（ transmit power control：以下、「ＴＰＣ」とよぶ）フィールド）のＦＩＢのフ
ィールドの中に埋め込むことができる。ＦＩＢのフィールドを使用して、振幅、すなわち
、それぞれ最良のアンテナ固有の重み付けられた値に対応するパワー及び位相の設定を送
信する。
【００５１】
移動ユーザユニット又はユーザ機器（ＵＥ）（例えば、移動用トランシーバ１４（図１を
参照のこと））は、１つの実施形態では、無線電話、コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、ポケットベル、携帯ミュージックプレーヤ、又は、１つ以上の通信リンク（例えば
無線リンク１６（図１を参照のこと））にわたって情報を受信できる任意の他の装置を含
む任意のプロセッサベースのシステムとすることができる。１つの実施形態では、移動ユ
ーザユニット又はユーザ機器は、携帯用装置のような容易に搬送できる装置とすることが
できる。
【００５２】
移動ユーザユニット又はユーザ機器は、１つの実施形態では、電池駆動の装置とすること
ができる。この場合には、電力が電気コンセントのような外部の固定した電源から供給さ
れない間、移動ユーザユニット又はユーザ機器に対する主電源として電池が動作する。１
つの実施形態では、記憶装置又は記録媒体（例えば、記憶ユニット２２（図１を参照のこ
と））は、フラッシュメモリのようなメモリ装置とすることができる。もちろん、他の適
当なメモリ装置又はメモリ媒体を有利に使用することもできる。各種のソフトウェアのア
ルゴリズム又はアプリケーション（例えば、チャネルコントローラ用アプリケーション２
４（図１を参照のこと））は、コントロールユニット又はプロセッシングユニット（例え
ば、プロセッサ２０（図１を参照のこと））上で実行することができる。それぞれのコン
トロールユニット又はプロセッシングユニットは、マイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、プロセッサカード（１つ以上のマイクロプロセッサ又はコントローラを含む）、
又は他のコントロールあるいは計算装置を含みうる。
【００５３】
実施例としてこの説明の中で参照された記憶装置又は記録媒体（例えば、記憶ユニット２
２（図１を参照のこと））は、データ及び命令を記憶する１つ以上のコンピュータが解読
できる記録媒体を含みうる。記憶装置は、ダイナミック又はスタティックのランダムアク
セスメモリ（ＤＲＡＭ又はＳＲＡＭ）と、消去可能でプログラマブルのリードオンリーメ
モリ（ＥＰＲＯＭ）と、電気的に消去可能でプログラマブルのリードオンリーメモリ（Ｅ
ＥＰＲＯＭ）と、フラッシュメモリのような半導体メモリ装置と、固定ディスクやフロッ
ピー（登録商標）ディスクやリムーバブルディスクのような磁気ディスクと、テープを含
む他の磁気媒体と、コンパクトディスク（ＣＤ）又はディジタルビデオディスク（ＤＶＤ
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）のような光学媒体とを含む様々な形態のメモリを含みうる。さらに、種々のシステムの
構成要素の中で各種のソフトウェアのアルゴリズム又はアプリケーションを構成する命令
が、それぞれの記憶装置の中に記憶されうる。それぞれのコントロールユニット又はプロ
セッシングユニットによって実行されると、対応する構成要素にプログラムされた動作を
命令が実行させる。
【００５４】
本発明を限られた数の実施形態に関して説明してきたが、当業者はこれらの実施形態から
の多くの修正例及び変更例を理解されよう。特許請求の範囲は、本発明の真の精神及び範
囲の中に入る全てのそのような修正例や変更例をカバーするものとする。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の１つの実施形態による、通信システムの概略図である。
【図２】本発明の１つの実施形態に基づいて、図１の通信システムの中で採用することが
できる移動ユーザユニット用の移動用トランシーバのブロック図である。
【図３】本発明の１つの実施形態における図１の移動用トランシーバで有用なチャネル予
測器のブロック図である。
【図４】本発明の１つの実施形態によるフローチャートである。
【図５】本発明の１つの実施形態によるフローチャートである。
【図６】本発明の１つの実施形態によるフローチャートである。
【図７】本発明の１つの実施形態に基づいて基地局に使用される、図１の基地局用トラン
シーバの一般的なアーキテクチャである。このアーキテクチャにより、将来の指定された
時間において図１の移動用トランシーバに対して送信を予測する、閉ループの送信ダイバ
ーシティモードにおけるチャネル予測が可能となる。
【符号の説明】
１０　通信システム
１２　基地局用トランシーバ
１４　移動用トランシーバ
１６　無線リンク
１８　インターフェース
２０　プロセッサ
２２　記憶ユニット
２４　チャネルコントローラ用アプリケーション
３０　アンテナ
３０（１）　第１のアンテナ
３０（ｍ）　第２のアンテナ
３２Ａ　第１の送信信号
３２Ｂ　第２の送信信号
３５　フィードバックチャネル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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