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(57)【要約】
　バンド外トレーニング信号を使用して、バンド外受信
機に対する干渉を緩和するためのシステム及び方法が説
明される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションからなる、第１の無線ネッ
トワーク、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナをからなる、第２の無線ネットワ
ーク、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成する。
【請求項２】
　前記ゼロＲＦエネルギー点が、前記第１の無線ネットワークから前記第２の無線ネット
ワークへのバンド外放射（ＯＯＢＥ）又はブロッキングを緩和するために生成される、請
求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１の無線ネットワークが、前記ゼロＲＦエネルギー点を生成するためにプリコー
ディングを使用するマルチユーザ多重アンテナシステム（ＭＵ－ＭＡＳ）である、請求項
１に記載のシステム。
【請求項４】
　プリコーディングが、前記第１の無線ネットワークの前記複数の無線受信機ステーショ
ンと、前記第２の無線ネットワークの１つ又は前記複数のアンテナとの間のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）に基づいて計算される、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ＣＳＩが、前記無線受信機ステーションと１つ又は前記複数のアンテナとの間の複
数の無線リンク上で送信されるバンド内又はバンド外トレーニング信号を使用して推定さ
れる、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションをからなる、第１の無線ネ
ットワーク、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナをからなる、第２の無線ネットワ
ーク、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成し、
　前記第２の無線ネットワークが、前記第１の無線ネットワークのＴＤＤ動作の知識を何
も有していない。
【請求項７】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションをからなる、第１の無線ネ
ットワーク、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナをからなる、第２の無線ネットワ
ーク、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成し、前記第２の無線ネット
ワークが、前記第１の無線ネットワークのＴＤＤ動作の知識を有している。
【請求項８】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションをからなる、第１の無線ネ
ットワーク、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナをからなる、第２の無線ネットワ
ーク、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成し、
　前記第１の無線ネットワークが、地上無線サービスを提供し、前記第２の無線ネットワ
ークが、航空機に無線サービスを提供する。
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【請求項９】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションからなる、第１の無線ネッ
トワークと、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナからなる、第２の無線ネットワー
クと、を含む、ネットワーク上で通信するための方法であって、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成する、方法。
【請求項１０】
　前記ゼロＲＦエネルギー点が、前記第１の無線ネットワークから前記第２の無線ネット
ワークへのバンド外放射（ＯＯＢＥ）又はブロッキングを緩和するために生成される、請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の無線ネットワークが、前記ゼロＲＦエネルギー点を生成するためにプリコー
ディングを使用するマルチユーザ多重アンテナシステム（ＭＵ－ＭＡＳ）である、請求項
９に記載の方法。
【請求項１２】
　プリコーディングが、前記第１の無線ネットワークの前記複数の無線受信機ステーショ
ンと、前記第２の無線ネットワークの１つ又は前記複数のアンテナとの間のチャネル状態
情報（ＣＳＩ）に基づいて計算される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＣＳＩが、前記無線受信機ステーションと１つ又は前記複数のアンテナとの間の複
数の無線リンク上で送信されるバンド内又はバンド外トレーニング信号を使用して推定さ
れる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションからなる、第１の無線ネッ
トワークと、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナからなる、第２の無線ネットワー
クと、を含む、ネットワーク上で通信するための方法であって、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成し、
　前記第２の無線ネットワークが、前記第１の無線ネットワークのＴＤＤ動作の知識を何
も有していない、方法。
【請求項１５】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションからなる、第１の無線ネッ
トワークと、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナからなる、第２の無線ネットワー
クと、を含む、ネットワーク上で通信するための方法であって、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成し、前記第２の無線ネット
ワークが、前記第１の無線ネットワークのＴＤＤの動作の知識を有している、方法。
【請求項１６】
　ＴＤＤモードで動作し、かつ複数の無線受信機ステーションからなる、第１の無線ネッ
トワークと、
　ＦＤＤモードで動作し、かつ１つ又は複数のアンテナからなる、第２の無線ネットワー
クと、を含む、ネットワーク上で通信するための方法であって、
　前記第１の無線ネットワークが、前記複数のアンテナのうちの少なくとも１つの位置で
、１つ又は複数のゼロ無線周波数（ＲＦ）エネルギー点を生成し、
　前記第１の無線ネットワークが、地上無線サービスを提供し、前記第２の無線ネットワ
ークが、航空機に無線サービスを提供する、方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１６年８月２６日に出願の米国仮出願第６２／３８０，１２６号の利益
を主張する。
【０００２】
　本出願はまた、その全体が本明細書に参照により組み込まれる２０１４年４月１６日に
出願の米国仮出願第６１／９８０，４７９号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｕｓａｇｅ　Ｗｉｔ
ｈｉｎ　Ａｃｔｉｖｅｌｙ　Ｕｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」の利益及び優先権を主張する
２０１５年３月２７日に出願の米国出願第１４／６７２，０１４号、発明の名称「Ｓｙｓ
ｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ
　Ｕｓａｇｅ　Ｗｉｔｈｉｎ　Ａｃｔｉｖｅｌｙ　Ｕｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」の部分
継続出願でもある。
【０００３】
　本出願は、以下の同時係属中の米国特許出願及び米国仮出願に関連し得る：
【０００４】
　米国出願第１４／６１１，５６５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｐｐｉｎｇ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｓｔａｎｃｅｓ　
ｉｎｔｏ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ａｒｅａｓ　ｏｆ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【０００５】
　米国出願第１４／０８６，７００号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【０００６】
　米国出願第１３／８４４，３５５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｅｘｐｌ
ｏｉｔｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ　ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ
ｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【０００７】
　米国出願第１３／７９７，９８４号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【０００８】
　米国出願第１３／７９７，９７１号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【０００９】
　米国出願第１３／７９７，９５０号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
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ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【００１０】
　米国出願第１３／４７５，５９８号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｔｏ　ｅｎｈａｎｃｅ　ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｉｎ　ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ－ｉｎｐｕｔ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－ｏｕｔｐｕｔ　ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００１１】
　米国出願第１３／２３３，００６号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ｆｏｒ　ｐｌａｎｎｅｄ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｏｂｓｏｌｅｓｃｅｎｃ
ｅ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉｕｓｅｒ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ」
【００１２】
　米国出願第１３／２３２，９９６号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｔｏ　Ｅｘｐｌｏｉｔ　Ａｒｅａｓ　ｏｆ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００１３】
　米国出願第１２／８０２，９８９号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｈａｎｄｏｆｆ　Ｏｆ　Ａ　Ｃｌｉｅｎｔ　Ｂｅｔｗｅ
ｅｎ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ－Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ－Ｏｕｔｐｕｔ（ＤＩＤＯ）　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔ
ｅｄ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ　Ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｃｌｉｅｎｔ」
【００１４】
　米国出願第１２／８０２，９８８号、発明の名称「Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ，Ｈａｎｄｏｆｆ，Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｎｄ　Ｌｉｎｋ　Ａ
ｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ－Ｏｕｔｐｕｔ（ＤＩＤＯ）Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００１５】
　米国出願第１２／８０２，９７５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｉｎ　ＤＩＤＯ　Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉ
ｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００１６】
　米国出願第１２／８０２，９７４号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｈａｎｄｏｆｆ　Ｏｆ　
Ｃｌｉｅｎｔｓ　Ｗｈｉｃｈ　Ｔｒａｖｅｒｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ＤＩＤＯ　Ｃｌｕ
ｓｔｅｒｓ」
【００１７】
　米国出願第１２／８０２，９５８号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｎｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｇｒｏｕｐｉｎｇ
　Ｉｎ　Ａ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ－Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｏｕｔｐ
ｕｔ（ＤＩＤＯ）　Ｎｅｔｗｏｒｋ」
【００１８】
　２０１６年７月５日発行の米国特許第９，３８６，４６５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００１９】
　２０１６年６月１４日発行の米国特許第９，３６９，８８８号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｏ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎｓ　Ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ　
Ｕｓｅｒ　Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ」
【００２０】
　２０１６年４月１２日発行の米国特許第９，３１２，９２９号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
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ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｔｏ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅ　ｆｏｒ　Ｄｏｐｐｌｅｒ
　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ
ｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００２１】
　２０１５年３月２４日発行の米国特許第８，９８９，１５５号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｂａｃｋｈａｕｌ　ｉｎ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００２２】
　２０１５年３月３日発行の米国特許第８，９７１，３８０号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ａｄｊｕｓｔｉｎｇ　ＤＩＤＯ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇ
ｔｈ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ」
【００２３】
　２０１４年２月１８日発行の米国特許第８，６５４，８１５号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００２４】
　２０１３年１０月２９日発行の米国特許第８，５７１，０８６号、発明の名称「Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ＤＩＤＯ　Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｐ
ｏｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００２５】
　２０１３年９月２４日発行の米国特許第８，５４２，７６３号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｏ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎｓ　Ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ　
Ｕｓｅｒ　Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ」
【００２６】
　２０１３年４月２３日発行の米国特許第８，４２８，１６２号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００２７】
　２０１２年５月１日発行の米国特許第８，１７０，０８１号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ａｄｊｕｓｔｉｎｇ　ＤＩＤＯ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇ
ｔｈ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ」
【００２８】
　２０１２年４月１７日発行の米国特許第８，１６０，１２１号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ－Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００２９】
　２０１１年２月８日発行の米国特許第７，８８５，３５４号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｎｅａｒ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ
　Ｉｎｃｉｄｅｎｃｅ　Ｓｋｙｗａｖｅ（「ＮＶＩＳ」）Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　
Ｕｓｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ－Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄｉｎｇ．」
【００３０】
　２０１０年５月４日発行の米国特許第７，７１１，０３０号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｓｐａｔｉａｌ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ　Ｔｒｏ
ｐｏｓｐｈｅｒｉｃ　Ｓｃａｔｔｅｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００３１】
　２００９年１２月２２日発行の米国特許第７，６３６，３８１号、発明の名称「Ｓｙｓ
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ｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」
【００３２】
　２００９年１２月１５日発行の米国特許第７，６３３，９９４号、発明の名称「Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」
【００３３】
　２００９年１０月６日発行の米国特許第７，５９９，４２０号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」
【００３４】
　２００８年８月２６日発行の米国特許第７，４１８，０５３号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」。
【背景技術】
【００３５】
　周波数分割二重（「ＦＤＤ」）モード及び時間分割二重（「ＴＤＤ」）モードの両方が
、無線通信システムで一般的に使用されている。例えば、ＬＴＥ規格は、ＦＤＤ及びＴＤ
Ｄモードの両方をサポートし、別の例としては、８０２．１１バージョン（例えば、Ｗｉ
－Ｆｉ）は、ＴＤＤモードの動作をサポートする。
【００３６】
　ＬＴＥの場合、種々の番号のバンドは、「進化型ユニバーサル地上無線アクセス（Evol
ved UMTS Terrestrial Radio Access）」（Ｅ－ＵＴＲＡ）エアインタフェースと称され
るものの範囲内で定義される。各Ｅ－ＵＴＲＡバンドは、特定のバンド数を規定するだけ
ではなく、そのバンドがＦＤＤ又はＴＤＤであるか、及びどのバンド幅がバンド内でサポ
ートされているかも定義する（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡバンドのリスト及びそれらの規格に
関しては、ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／ＬＴＥ＿ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ＿ｂａｎｄｓ＃Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ＿ｂａｎｄｓ＿ａｎｄ＿ｃｈａｎｎｅ
ｌ＿ｂａｎｄｗｉｄｔｈｓを参照されたい）。例えば、バンド７は、アップリンク（「Ｕ
Ｌ」）に対して２，５００～２，５７０ＭＨｚ、ダウンリンク（「ＤＬ」）に対して２，
６２０～２，６９０の周波数範囲を使用するとして定義されるＦＤＤバンドであり、ＵＬ
及びＤＬバンドの各々内の５、１０、１５、２０ＭＨｚの信号バンド幅をサポートする。
【００３７】
　多くの場合、Ｅ－ＵＴＲＡバンドは、重なる。例えば、異なるバンドは、異なる市場又
は領域に割り当てられた共通のスペクトルであり得る。例えば、バンド４１は、ＵＬ及び
ＤＬの両方に対して２，４９６～２，６９０ＭＨｚの周波数範囲を使用するＴＤＤバンド
であり、これはＦＤＤバンド７（例えば、図１６ａ及び１６ｂを参照）においてＵＬ及び
ＤＬ範囲の両方と重なる。現在、バンド４１は、米国においてＳｐｒｉｎｔによって使用
されており、一方バンド７は、カナダの周辺国においてＲｏｇｅｒｓ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
によって使用されている。このため、米国では、２，５００～２，５７０ＭＨｚがＴＤＤ
スペクトルであり、一方カナダでは、その同じ周波数範囲が、ＦＤＤスペクトルのＵＬで
ある。
【００３８】
　典型的には、モバイル装置は無線ネットワークに取り付けると、１つ以上の基地局から
の伝送に関してバンド検索を通して走査し、典型的には取り付け手順の間に、基地局は、
ネットワークによって使用されるバンド幅及び使用中のプロトコルの詳細等のネットワー
クの特徴を伝送する。例えば、ＬＴＥ装置が米国において２，６２０～２，６９０ＭＨｚ
を走査する場合、スペクトルをバンド４１と識別するｅＮｏｄｅＢによって伝送されるＬ
ＴＥ　ＤＬフレームを受信することがあり、ＬＴＥ装置がバンド４１及びＴＤＤをサポー
トする場合、そのバンドにおいてＴＤＤモードでｅＮｏｄｅＢに接続することを試みるこ
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ともある。同様に、ＬＴＥ装置がカナダにおいて２，６２０～２，６９０ＭＨｚを走査す
る場合、スペクトルをバンド７と識別するｅＮｏｄｅＢによって伝送されるＬＴＥ　ＤＬ
フレームを受信することがあり、ＬＴＥ装置がバンド７及びＦＤＤをサポートする場合、
バンド７においてＦＤＤモードでｅＮｏｄｅＢに接続することを試みることもある。
【００３９】
　世界中に展開されるほとんどの早期ＬＴＥネットワークは、ＦＤＤモードを使用したが
（例えば、Ｖｅｒｉｚｏｎ，ＡＴ＆Ｔ）、ＴＤＤモードが、米国（ＳｐｒｉｎｔがＴＤＤ
を展開している）等の広範囲のＦＤＤ対象範囲を有する市場、及び中国（Ｃｈｉｎａ　Ｍ
ｏｂｉｌｅがＴＤＤを展開している）等の広範囲のＬＴＥ対象範囲をまだ有していない市
場の両方において、次第に使用されている。多くの場合、単一の運用者は、ＦＤＤ及びＴ
ＤＤの両方を異なる周波数で展開し（例えば、Ｓｐｒｉｎｔは、米国において異なる周波
数のＦＤＤ　ＬＴＥ及びＴＤＤ　ＬＴＥの両方を運用する）、使用されるバンドに応じて
両方のモードで動作することができるＬＴＥ装置を提案し得る。
【００４０】
　ＬＴＥバンドのＥ－ＵＴＲＡリストは、決して最終リストではなく、むしろ、新たなス
ペクトルがモバイル運用者に割り当てられ、そのスペクトルを使用する装置が規定される
につれて進化することに留意されたい。新たなバンドは、その周波数に重なる現在のバン
ドがないスペクトル、及び以前のバンド割り当ての周波数に重なるバンドのスペクトルの
両方において規定される。例えば、７０３～８０３ＭＨｚにわたるＴＤＤバンドであるバ
ンド４４は、バンド１２、１３、１４、及び１７等のより古い７００ＭＨｚのＦＤＤバン
ドが規定された数年後に、Ｅ－ＵＴＲＡバンドとして追加された。
【００４１】
　図６で見ることができるように、モバイルデータの大部分は、音声データとして使用さ
れ（例えば、２００７のＱ１）、これは対称性が高い。しかし、２００７年のｉＰｈｏｎ
ｅ（登録商標）の導入、及びＡｎｄｒｏｉｄの急速な採用、次いで２００９年のｉＰａｄ
（登録商標）の導入に伴い、非音声モバイルデータは、２０１３年の中頃までに音声デー
タの伸びを急速に追い越し、音声データはモバイルデータトラフィックのほんの一部とな
った。非音声データは、指数関数的に増大し続けると予測され、音声データは次第に小さ
くなっていく。
【００４２】
　図７で見ることができるように、非音声モバイルデータは、ストリーミングビデオ、オ
ーディオ、及びウェブブラウジング（そのほとんどはストリーミングビデオを含む）等の
媒体によって主に占められる。一部のストリーミング媒体は、ＵＬデータ（例えば、ビデ
オ会議中）であるが、圧倒的多数はＤＬデータであり、ＤＬ対ＵＬデータ使用の非対称性
を高くする。例えば、２０１３年５月２８日のＦｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓの記事、
「Ａｓｙｍｍｅｔｒｙ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｉｍｐｅｎｄｉｎｇ（ＵＳ）ｓｐｅｃｔｒｕｍ
　ｃｒｉｓｉｓ」において、「．．．データトラフィックダウンリンク対アップリンクに
おけるデータトラフィックの比率の業界推定値は、約８対１（８：１）から、それを大幅
に超える比率の範囲である」と述べられている。記事は次いで、米国における大規模なＦ
ＤＤ展開は、ＦＤＤモードが各ＤＬ及びＵＬに同じ量のスペクトルを割り当てるため、そ
のような非対称性の取り扱いに非常に非効率的であると指摘する。別の例として、Ｑｕａ
ｌｃｏｍｍは、ライブネットワークの２００９年測定値に基づいて、米国の運用者のうち
の１つにおいてＤＬ／ＵＬトラフィック非対称性が、９：１もの高さであると推定した（
Ｑｕａｌｃｏｍｍ、「１０００ｘ：ｍｏｒｅ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ
　ｆｏｒ　ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌｓ」、Ｎｏｖ．２０１３、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｕ
ａｌｃｏｍｍ．ｃｏｍ／ｍｅｄｉａ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／ｆｉｌｅｓ／１０００ｘ－ｍ
ｏｒｅ－ｓｐｅｃｔｒｕｍ－ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ－ｆｏｒ－ｓｍａｌｌ－ｃｅｌｌｓ．
ｐｄｆを参照されたい）。このため、ＦＤＤ　ＤＬスペクトルが大量に利用されていると
きであっても（潜在的に過負荷になる時点まで）、ＵＬスペクトルの大部分は使用されて
いない場合がある。
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【００４３】
　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓの記事は、ＴＤＤが、ＵＬデータよりもはるかに多い
タイムスロットをＤＬデータに割り当てるように構成することができるため、そのような
非対称性にはるかに適していることを指摘する。例えば、２０ＭＨｚ（１０＋１０ＭＨｚ
として）がＦＤＤに割り当てられる場合、ＤＬデータのスループットが、（ＵＬデータが
割り当てられた１０ＭＨｚよりもはるかに少量を必要とする場合であっても）最大でも１
０ＭＨｚのフルタイム使用に制限されるのに対して、２０ＭＨｚがＴＤＤに割り当てられ
る場合、ＤＬデータのスループットは、時間の大部分において２０ＭＨｚの全てを使用す
ることができ、わずかな割合の時間で２０ＭＨｚをＵＬデータに割り当て、これは、今日
のデータ使用の特徴にはるかに適合している。その記事は、残念なことに、ほとんどの既
存の米国のモバイルスペクトルが既にＦＤＤモードに投じられていることを認めているが
、ＦＣＣが、新たなスペクトルを割り当てることでＴＤＤの使用を促進するように勧めて
いる。
【００４４】
　ＴＤＤは、モバイルデータの増加する非対称性質を前提として、新たなスペクトル割り
当てのより効率的な使用を確実に可能にするだろうが、残念なことに、既存のＦＤＤネッ
トワーク展開は、そのようなＬＴＥ　ＦＤＤネットワークのユーザの圧倒的多数が、ＦＤ
Ｄモードのみをサポートする装置を有し、それらの装置は、ネットワークがＴＤＤモード
に切り替わった場合、接続不能になる可能性があるため、動作モードをＴＤＤに変更する
ことはできない。その結果として、ＬＴＥデータ使用がますます非対称になるにつれて、
既存のＬＴＥ　ＦＤＤネットワークはＤＬの混雑の増加が見られる一方で、ＵＬスペクト
ルはますます利用がされなくなるであろう（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｔｉｍｅｓの２０１３
年５月２８日の記事のＤＬチャネルが十分に利用される場合は、１０ＭＨｚの１．２５Ｍ
Ｈｚに等しい１／８だけがＵＬチャネルに使用されるだろうと示唆するより低い評価の８
：１のＤＬ：ＵＬ比で）。これは、特に、実用的なモバイルスペクトル（例えば、壁を透
過し、約４５０～２６００ＭＨｚ等の見通し外（non-line-of-sight）で十分に伝播する
ことができる周波数）の限られた物理的存在、及びモバイルデータの数関数的増加（ます
ます非対称になる）（例えば、Ｃｉｓｃｏ　２／２０１３　ＶＮＩは、２０１８までにモ
バイルデータが年平均成長率（ＣＡＧＲ）６１％で増加すると予測し、そのほとんどはス
トリーミングビデオ及び他の非対称性が高いデータである）を仮定すると、極めて無駄が
多く、非効率的である。
【００４５】
　本発明のより良好な理解は、図面を併用して以下の詳細な説明から得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】ＤＩＤＯ無線アクセスネットワーク（ＤＲＡＮ）の汎用フレームワークを例示す
る。
【図２】ＯＳＩモデル及びＬＴＥ規格と一致した仮想無線インスタンス（ＶＲＩ）のプロ
トコルスタックを例示する。
【図３】ＤＩＤＯ無線ネットワークの対象範囲を拡大するための隣接するＤＲＡＮを例示
する。
【図４】ＤＲＡＮと隣接する無線ネットワークとの間のハンドオフを例示する。
【図５】ＤＲＡＮとＬＴＥセルラーネットワークとの間のハンドオフを例示する。
【図６】２００７～２０１３年のモバイルスペクトルの音声及び非音声データ利用を示す
先行技術である。
【図７】２０１２年の用途タイプ別のモバイルデータトラフィックシェアを示す先行技術
である。
【図８】ＦＤＤ　ＬＴＥ及びＴＤＤ　ＬＴＥモードの動作の先行技術比較である。
【図９】既存のＦＤＤネットワークでＵＬスペクトルを同時に使用する新たなＴＤＤネッ
トワークを例示する。
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【図１０】ＴＤＤ　ＬＴＥ二重構成の先行技術の表である。
【図１１】既存のＦＤＤネットワークでＤＬスペクトルを同時に使用する新たなＴＤＤネ
ットワークを例示する。
【図１２】既存のＦＤＤネットワークでＵＬ及びＤＬスペクトルを同時に使用する２つの
新たなＴＤＤネットワークを例示する。
【図１３】既存のＦＤＤネットワークでＵＬ及びＤＬスペクトルを同時に使用する新たな
ＦＤＤネットワークを例示する。
【図１４】基地局アンテナの位置でヌルｐＣｅｌｌｓを合成するＤＲＡＮを例示する。
【図１５ａ】基地局アンテナ間の種々の伝搬シナリオを例示する。
【図１５ｂ】基地局アンテナ間の種々の伝搬シナリオを例示する。
【図１５ｃ】基地局アンテナ間の種々の伝搬シナリオを例示する。
【図１５ｄ】基地局アンテナ間の種々の伝搬シナリオを例示する。
【図１６ａ】ＦＤＤ及びＴＤＤ、又はＴＤＤのみのいずれかとしての、異なる領域におけ
る、２５００～２６９０ＭＨｚの割り当ての先行技術の図である。
【図１６ｂ】ＦＤＤ及びＴＤＤ、又はＴＤＤのみのいずれかとしての、異なる領域におけ
る、２５００～２６９０ＭＨｚの割り当ての先行技術の図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　上述の先行技術の制限の多くを克服するための１つの解決法は、現在のＦＤＤスペクト
ル使用と対立しないようにＴＤＤスペクトル使用が調整されるように、ユーザ装置を、現
在使用されているＵＬ又はＤＬ　ＦＤＤスペクトルと同じスペクトルにおいてＴＤＤモー
ドで同時に動作させることである。特にＦＤＤ　ＵＬチャネルにおいて、ますます多くの
未使用のスペクトルが存在し、ＴＤＤ装置は、既存のＦＤＤネットワークのスループット
に影響することなくそのスペクトルを使用することができる。伝播効率の高いＵＨＦスペ
クトルのＴＤＤ使用も可能にし、それは、世界中の多くの領域でほぼ完全にＦＤＤに割り
当てられ、ＴＤＤを伝播効率がはるかに低いマイクロ波バンドに退ける。
【００４８】
　別の実施形態では、ＵＬ及びＤＬチャネルは入れ替えられ、他のネットワークのスペク
トル使用と対立しないように各ネットワークのスペクトル使用が調整されるように、ユー
ザ装置を、現在使用されているＵＬ又はＤＬ　ＦＤＤスペクトルと同じスペクトルにおい
てＦＤＤモードで同時に動作される。各ネットワークのＵＬチャネルがＤＬチャネルと比
べて次第に利用されないと仮定すると、各ネットワークのＤＬチャネルが、他のネットワ
ークのＵＬチャネルで未使用のスペクトルを利用することを可能にする。
【００４９】
　更に、いずれかの実施形態では、スペクトル効率は、以下の特許、特許出願、及び仮出
願に記載される分散入力分散出力（「ＤＩＤＯ」）技術を使用する一方又は両方のネット
ワークを実装することによって、大きく上昇することができ、それらの全ては、本特許の
譲受人に譲渡され、参照により組み込まれる。これらの特許、出願、及び仮出願は、「関
連特許及び出願」として本明細書で総称される場合がある。
【００５０】
　米国出願第１４／６７２，０１４号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｕｓａｇｅ　Ｗｉｔｈｉｎ
　Ａｃｔｉｖｅｌｙ　Ｕｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」。
【００５１】
　２０１４年４月１６日に出願の米国仮出願第６１／９８０，４７９号、発明の名称「Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｐｅｃｔｒ
ｕｍ　Ｕｓａｇｅ　Ｗｉｔｈｉｎ　Ａｃｔｉｖｅｌｙ　Ｕｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」。
【００５２】
　米国出願第１４／６１１，５６５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｐｐｉｎｇ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｓｔａｎｃｅｓ　
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ｉｎｔｏ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ａｒｅａｓ　ｏｆ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００５３】
　米国出願第１４／０８６，７００号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【００５４】
　米国出願第１３／８４４，３５５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　Ｅｘｐｌ
ｏｉｔｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ　ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ
ｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００５５】
　米国出願第１３／７９７，９８４号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【００５６】
　米国出願第１３／７９７，９７１号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【００５７】
　米国出願第１３／７９７，９５０号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｅｘｐｌｏｉｔｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ　Ｇａｉｎ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ」
【００５８】
　米国出願第１３／４７５，５９８号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｔｏ　ｅｎｈａｎｃｅ　ｓｐａｔｉａｌ　ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｉｎ　ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ－ｉｎｐｕｔ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－ｏｕｔｐｕｔ　ｗｉｒｅｌｅｓ
ｓ　ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００５９】
　米国出願第１３／２３３，００６号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄｓ　ｆｏｒ　ｐｌａｎｎｅｄ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｏｂｓｏｌｅｓｃｅｎｃ
ｅ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉｕｓｅｒ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ」
【００６０】
　米国出願第１３／２３２，９９６号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈ
ｏｄｓ　ｔｏ　Ｅｘｐｌｏｉｔ　Ａｒｅａｓ　ｏｆ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００６１】
　米国出願第１２／８０２，９８９号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｈａｎｄｏｆｆ　Ｏｆ　Ａ　Ｃｌｉｅｎｔ　Ｂｅｔｗｅ
ｅｎ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ－Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ－Ｏｕｔｐｕｔ（ＤＩＤＯ）　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔ
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ｅｄ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ　Ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｃｌｉｅｎｔ」
【００６２】
　米国出願第１２／８０２，９８８号、発明の名称「Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ，Ｈａｎｄｏｆｆ，Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｎｄ　Ｌｉｎｋ　Ａ
ｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔ
ｅｄ－Ｏｕｔｐｕｔ（ＤＩＤＯ）Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００６３】
　米国出願第１２／８０２，９７５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｌｉｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｉｎ　ＤＩＤＯ　Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉ
ｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００６４】
　米国出願第１２／８０２，９７４号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒ－Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｈａｎｄｏｆｆ　Ｏｆ　
Ｃｌｉｅｎｔｓ　Ｗｈｉｃｈ　Ｔｒａｖｅｒｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ＤＩＤＯ　Ｃｌｕ
ｓｔｅｒｓ」
【００６５】
　米国出願第１２／８０２，９５８号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏ
ｄ　Ｆｏｒ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｎｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｇｒｏｕｐｉｎｇ
　Ｉｎ　Ａ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ－Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｏｕｔｐ
ｕｔ（ＤＩＤＯ）　Ｎｅｔｗｏｒｋ」
【００６６】
　２０１６年７月５日発行の米国特許第９，３８６，４６５号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００６７】
　２０１６年６月１４日発行の米国特許第９，３６９，８８８号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｏ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎｓ　Ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ　
Ｕｓｅｒ　Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ」
【００６８】
　２０１６年４月１２日発行の米国特許第９，３１２，９２９号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｔｏ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅ　ｆｏｒ　Ｄｏｐｐｌｅｒ
　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅ
ｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００６９】
　２０１５年３月２４日発行の米国特許第８，９８９，１５５号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｂａｃｋｈａｕｌ　ｉｎ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ－Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００７０】
　２０１５年３月３日発行の米国特許第８，９７１，３８０号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ａｄｊｕｓｔｉｎｇ　ＤＩＤＯ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇ
ｔｈ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ」
【００７１】
　２０１４年２月１８日発行の米国特許第８，６５４，８１５号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００７２】
　２０１３年１０月２９日発行の米国特許第８，５７１，０８６号、発明の名称「Ｓｙｓ
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ｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ＤＩＤＯ　Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｐ
ｏｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｕｌｔｉｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」
【００７３】
　２０１３年９月２４日発行の米国特許第８，５４２，７６３号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｔｏ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎｓ　Ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｖｉａ　
Ｕｓｅｒ　Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ」
【００７４】
　２０１３年４月２３日発行の米国特許第８，４２８，１６２号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００７５】
　２０１２年５月１日発行の米国特許第８，１７０，０８１号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ａｄｊｕｓｔｉｎｇ　ＤＩＤＯ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒ
ｅｎｃｅ　Ｃａｎｃｅｌｌａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇ
ｔｈ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ」
【００７６】
　２０１２年４月１７日発行の米国特許第８，１６０，１２１号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ－Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００７７】
　２０１１年２月８日発行の米国特許第７，８８５，３５４号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｅｎｈａｎｃｉｎｇ　Ｎｅａｒ　Ｖｅｒｔｉｃａｌ
　Ｉｎｃｉｄｅｎｃｅ　Ｓｋｙｗａｖｅ（「ＮＶＩＳ」）　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｕｓｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ－Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄｉｎｇ．」
【００７８】
　２０１０年５月４日発行の米国特許第７，７１１，０３０号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅ
ｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｆｏｒ　Ｓｐａｔｉａｌ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｅｄ　Ｔｒｏ
ｐｏｓｐｈｅｒｉｃ　Ｓｃａｔｔｅｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ」
【００７９】
　２００９年１２月２２日発行の米国特許第７，６３６，３８１号、発明の名称「Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」
【００８０】
　２００９年１２月１５日発行の米国特許第７，６３３，９９４号、発明の名称「Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」
【００８１】
　２００９年１０月６日発行の米国特許第７，５９９，４２０号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」
【００８２】
　２００８年８月２６日発行の米国特許第７，４１８，０５３号、発明の名称「Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｐｕｔ　Ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｅｄ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」。
【００８３】
　本発明は、アクティブに使用されるスペクトル内での同時スペクトル使用のためのシス
テム及び方法を開示する。実施形態のいくつかは、本特許の譲受人の譲受人によって以前
に開示された分散入力分散出力及びＭＵ－ＭＡＳ技術を利用する。以下の第１章及び第２
章の開示は、２０１４年２月７日出願の米国仮出願第６１／９３７，２７３号、発明の名
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称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｍａｐｐｉｎｇ　Ｖｉｒｔｕａ
ｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｓｔａｎｃｅｓ　ｉｎｔｏ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ａｒｅａｓ　ｔｏ
　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｗｉｒｅｌｅ
ｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍｓ」の開示に対応し、本発明に関する。以下の第３章及び第４章の開
示は、２０１４年４月１６日出願の米国仮出願第６１／９８０，４７９号、発明の名称「
Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｐｅｃｔｒ
ｕｍ　Ｕｓａｇｅ　Ｗｉｔｈｉｎ　Ａｃｔｉｖｅｌｙ　Ｕｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」の
開示に対応し、本発明にも関する。
　１．ＶＲＩをコヒーレンスの領域にマッピングするためのシステム及び方法
【００８４】
　本発明の一実施形態は、仮想無線インスタンス（ＶＲＩ）を通して、無線リンクにおい
てネットワークとコヒーレンスの複数の領域との間で同じ周波数帯内の多重同時不干渉デ
ータストリームを送達するためのシステム及び方法を開示する。一実施形態では、本シス
テムは、図１に示すように、マルチユーザ多重アンテナシステム（ＭＵ－ＭＡＳ）である
。図１の色分けされたユニットは、以降に記載されるように、データソース１０１、ＶＲ
Ｉ　１０６、及びコヒーレンスの領域１０３の間の１対１のマッピングを示す。
　１．１　システムアーキテクチャの概説
【００８５】
　図１では、データソース１０１は、文字、画像、音声、動画、又はこれらの組み合わせ
等、ローカル若しくはリモートサーバ内のウェブコンテンツ又はファイルを搬送するデー
タファイル又はストリームである。１つ若しくは複数のデータファイル又はストリームは
、無線リンク１１０においてネットワーク１０２と全てのコヒーレンスの領域１０３との
間で送信又は受信される。一実施形態では、ネットワークは、インターネット又は任意の
有線若しくは無線ローカルエリアネットワークである。
【００８６】
　コヒーレンスの領域は、同じ無線リンク上で同時に送信される他のＶＲＩからの他のデ
ータ出力の任意の干渉を受けずに、１つのＶＲＩのデータ出力１１２のみがコヒーレンス
のその領域内で受信される方法で、ＭＵ－ＭＡＳの異なるアンテナからの波形がコヒーレ
ントに合計する空間の体積である。本特許出願では、先行特許出願［米国出願第１３／２
３２，９９６号、発明の名称「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｔｏ　Ｅｘｐ
ｌｏｉｔ　Ａｒｅａｓ　ｏｆ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ」］に記載されるように、コヒーレンスの体積又はプライベートセル（例えば、「
ｐＣｅｌｌｓ（商標）」１０３）を説明するために「コヒーレンスの領域」という用語を
使用する。一実施形態では、コヒーレンスの領域は、あらゆる加入者が１つ又は複数のデ
ータソース１０１に関連付けられるように、ユーザ機器（ＵＥ）１１１又は無線ネットワ
ークの加入者の場所に対応する。コヒーレンスの領域は、伝搬条件、並びにそれらを生成
するために用いられるＭＵ－ＭＡＳプリコーディング技法のタイプに応じて、サイズ及び
形状が異なり得る。本発明の一実施形態では、ＭＵ－ＭＡＳプリコーダは、変化する伝播
条件に適合するようにコヒーレンスの領域のサイズ及び形状を動的に調節しつつ、良好な
リンク信頼性でコンテンツをユーザに送達する。
【００８７】
　データソース１０１は、まず、ネットワーク１０２を通してＤＩＤＯ無線アクセスネッ
トワーク（ＤＲＡＮ）１０４に送信される。次に、ＤＲＡＮは、データファイル又はスト
リームをＵＥによって受信することができるデータフォーマットに翻訳し、あらゆるＵＥ
が、他のＵＥに送信される他のデータファイル又はストリームからの干渉を受けずにその
独自のデータファイル又はストリームを受信するように、そのデータファイル又はストリ
ームを同時に複数のコヒーレンスの領域に送信する。ＤＲＡＮは、ネットワークとＶＲＩ
１０６との間のインタフェースとしてのゲートウェイ１０５で構成される。ＶＲＩは、ゲ
ートウェイによって転送されるパケットを、生データとしてか、又はＭＵ－ＭＡＳベース
バンドユニットに供給されるパケット若しくはフレーム構造中で、データストリーム１１
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２に翻訳する。一実施形態では、ＶＲＩは、図２ａに示されるように、アプリケーション
層、プレゼンテーション層、セッション層、トランスポート層、ネットワーク層、データ
リンク層、及び物理層という断絶層（sever layer）で構成される開放型システム間相互
接続（ＯＳＩ）プロトコルスタックを含む。別の実施形態では、ＶＲＩは、ＯＳＩ層のサ
ブセットのみを含む。
【００８８】
　別の実施形態では、ＶＲＩは、異なる無線規格から定義される。限定ではなく、例とし
て、第１のＶＲＩは、ＧＳＭ規格からのプロトコルスタック、３Ｇ規格からの第２のＶＲ
Ｉ、ＨＳＰＡ＋規格からの第３のＶＲＩ、ＬＴＥ規格からの第４のＶＲＩ、ＬＴＥ－Ａ規
格からの第５のＶＲＩ、及びＷｉ－Ｆｉ規格からの第６のＶＲＩで構成される。例示的な
実施形態では、ＶＲＩは、ＬＴＥ規格によって定義される制御プレーン又はユーザプレー
ンプロトコルスタックを含む。ユーザプレーンプロトコルスタックは、図２ｂに示される
。全ＵＥ　２０２は、ＰＨＹ、ＭＡＣ、ＲＬＣ、及びＰＤＣＰ層を通してその独自のＶＲ
Ｉ　２０４と、ＩＰ層を通してゲートウェイ２０３と、及びアプリケーション層を通して
ネットワーク２０５と通信する。制御プレーンプロトコルスタックに関しては、ＵＥは、
ＮＡＳ（ＬＴＥ規格スタックにおいて定義される）層を通してモビリィティ管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）とも直接通信する。
【００８９】
　仮想接続マネージャ（ＶＣＭ）１０７は、ＵＥのＰＨＹ層識別（例えば、セル特有の無
線ネットワーク一時的識別子、ＲＮＴＩ）の割り付け、認証、並びにＶＲＩ及びＵＥの移
動性に関与している。ＶＲＩの出力でのデータストリーム１１２は、仮想無線マネージャ
（ＶＲＭ）１０８に供給される。ＶＲＭは、スケジューラユニット（ＤＬ（ダウンリンク
）及びＵＬ（アップリンク）パケットを異なるＵＥに対してスケジューリングする）、ベ
ースバンドユニット（例えば、ＦＥＣエンコーダ／デコーダ、変調器／復調器、リソース
グリッドビルダで構成される）、並びにＭＵ－ＭＡＳベースバンドプロセッサ（プリコー
ディング動作を実装するためのプリコーディングロジックで構成される）を含む。一実施
形態では、データストリーム１１２は、ＭＵ－ＭＡＳベースバンドプロセッサによって処
理される図２ｂのＰＨＹ層の出力においてＩ／Ｑサンプルである。異なる実施形態では、
データストリーム１１２は、ＭＡＣ、ＲＬＣ、又はＰＤＣＰパケットであり、これらはス
ケジューラユニットに送信され、スケジューラユニットがこれらをベースバンドユニット
に転送する。ベースバンドユニットは、パケットを、ＭＵ－ＭＡＳベースバンドプロセッ
サに供給されるＩ／Ｑに変換する。
【００９０】
　ＭＵ－ＭＡＳベースバンドプロセッサは、Ｍ　Ｉ／Ｑサンプルを、Ｍ　ＶＲＩから、Ｎ
アクセスポイント（ＡＰ）１０９に送信されるＮデータストリーム１１３に変換するＶＲ
Ｍのコアである。一実施形態では、データストリーム１１３は、ＡＰ　１０９から無線リ
ンク１１０で伝送されるＮ波形のＩ／Ｑサンプルである。この実施形態では、ＡＰは、Ａ
ＤＣ／ＤＡＣ、ＲＦチェーン、及びアンテナからなる。異なる実施形態では、データスト
リーム１１３は、ＡＰにおいて組み合わされて、無線リンク１１０で送信されるＮ波形を
生成する、情報のビット及びＭＵ－ＭＡＳプリコーディング情報である。この実施形態で
は、全てのＡＰは、ＡＤＣ／ＤＡＣユニットの前に追加のベースバンド処理を行うための
ＣＰＵ、ＤＳＰ、又はＳｏＣを備えている。
　１．２　移動性及びハンドオフのサポート
【００９１】
　これまでに記載したシステム及び方法は、ＵＥがＡＰの届く範囲にある限り動作する。
ＵＥがＡＰ対象範囲領域から離れて移動すると、リンクが中断し得、ＤＲＡＮ　３０１は
コヒーレンスの領域を創出することができない。対象範囲領域を拡大するために、システ
ムは、新たなＡＰを加えることによって徐々に発展し得る。しかしながら、新たなＡＰを
サポートするのに十分な処理能力がＶＲＭ中にない場合があるか、あるいは新たなＡＰを
同じＶＲＭに接続するのに実用上の設置問題がある場合がある。これらのシナリオにおい
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ては、図３に示されるように、隣接するＤＲＡＮ　３０２及び３０３を加えて、新たなＡ
Ｐをサポートする必要がある。
【００９２】
　一実施形態では、所与のＵＥは、第１のＤＲＡＮ　３０１及び隣接するＤＲＡＮ　３０
２によって提供される対象範囲領域内に位置する。この実施形態では、隣接するＤＲＡＮ
　３０２は、第１のＤＲＡＮ　３０１のＭＵ－ＭＡＳ処理と共同で、そのＵＥに対するＭ
Ｕ－ＭＡＳベースバンド処理のみを行う。そのＵＥのＶＲＩが第１のＤＲＡＮ　３０１内
で既に実行しているため、ＶＲＩは、所与のＵＥに対する隣接するＤＲＡＮ　３０２によ
って処理されない。第１のＤＲＡＮと隣接するＤＲＡＮとの間の連帯プリコーディングを
可能にするために、ベースバンド情報が、第１のＤＲＡＮ　３０１中のＶＲＭと隣接する
ＤＲＡＮ　３０２中のＶＲＭとの間で、クラウド－ＶＲＭ　３０４及びリンク３０５を通
して交換される。リンク３０５は、ＭＵ－ＭＡＳプリコーディングの性能の低下を回避す
るために十分な接続品質（例えば、十分に低い待ち時間及び十分なデータ速度）をサポー
トすることができる任意の有線（例えば、ファイバ、ＤＳＬ、ケーブル）又は無線リンク
（例えば、見通し線リンク）である。
【００９３】
　異なる実施形態では、所与のＵＥは、第１のＤＲＡＮ　３０１の対象範囲領域から出て
、隣接するＤＲＡＮ　３０３の対象範囲領域に移動する。この実施形態では、そのＵＥに
関連付けられたＶＲＩは、第１のＤＲＡＮ　３０１から隣接するＤＲＡＮ　３０３に「テ
レポート」される。ＶＲＩがテレポートされる、又は「ＶＲＩテレポーテーション」とは
、ＶＲＩ状態情報が、ＤＲＡＮ　３０１からＤＲＡＮ　３０３に伝達され、ＶＲＩが、Ｄ
ＲＡＮ　３０１内で実行を停止し、ＤＲＡＮ　３０３内で実行を開始することを意味する
。理想的には、ＶＲＩテレポーテーションは、テレポートされたＶＲＩによってサービス
提供されるＵＥの観点から、ＶＲＩからのそのデータストリームのいかなる断絶も受けな
いように十分に迅速に行われる。一実施形態では、テレポートされた後、ＶＲＩが完全に
実行する前に遅延がある場合、ＶＲＩテレポーテーションの開始前に、そのＶＲＩによっ
てサービス提供されるＵＥは、その接続を中断しないか、又はそうでなければ、ＶＲＩが
隣接するＤＲＡＭ　３０３において始動し、ＵＥが再び実行中のＶＲＩによってサービス
提供を受けるまで、望ましくない状態に入る状態に置かれる。「ＶＲＩテレポーテーショ
ン」は、第１のＤＲＡＮ　３０１中のＶＣＭを隣接するＤＲＡＮ　３０３中のＶＣＭに接
続するクラウド－ＶＣＭ　３０６によって可能となる。ＶＣＭ間の有線又は無線リンク３
０７は、それらがデータを搬送するだけであり、ＭＵ－ＭＡＳプリコーディングの性能に
影響しないため、ＶＲＭ間のリンク３０５と同じ制限的制約を有しない。本発明の同じ実
施形態では、第１のＤＲＡＮ　３０１と隣接するＤＲＡＮ　３０３との間で追加のリンク
３０５を用いて、ＭＵ－ＭＡＳプリコーディングの性能の低下を回避するために十分な接
続品質（例えば、十分に低い待ち時間及び十分なデータ速度）をサポートすることができ
るそれらのＶＲＭを接続する。本発明の一実施形態では、第１のＤＲＡＮ及び隣接するＤ
ＲＡＮのゲートウェイは、ＤＲＡＮにわたる全てのネットワークアドレス（又はＩＰアド
レス）翻訳を管理するクラウド－ゲートウェイ３０８に接続される。
【００９４】
　本発明の一実施形態では、ＶＲＩテレポーテーションは、図４に示されるように、本出
願に開示されるＤＲＡＮネットワークと任意の隣接する無線ネットワーク４０１との間で
生じる。限定ではなく、例として、無線ネットワーク４０１は、任意の従来のセルラー（
例えば、ＧＳＭ（登録商標）、３Ｇ、ＨＳＰＡ＋、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ）、又は無線ロー
カルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ、例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）である。ＶＲＩがＤＲＡＮか
ら隣接する無線ネットワーク４０１にテレポートされるとき、ＵＥは、２つのネットワー
ク間でハンドオフされ、その無線接続が継続し得る。
【００９５】
　一実施形態では、隣接する無線ネットワーク４０１は、図５に示されるＬＴＥネットワ
ークである。この実施形態では、クラウド－ＶＣＭ　５０２は、ＬＴＥモビリティ管理エ
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ンティティ（ＭＭＥ）５０１に接続される。ＬＴＥとＤＲＡＮネットワークとの間の全て
のＵＥハンドオフの識別、認証、及び移動性に関する情報の全ては、ＭＭＥ　５０１とク
ラウド－ＶＣＭ　５０２の間で交換される。同じ実施形態では、ＭＭＥは、無線セルラー
ネットワークを通じてＵＥ　５０４に接続する１つ又は複数のｅＮｏｄｅＢ　５０３に接
続される。ｅＮｏｄｅＢは、サービス提供ゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）５０５及びパケット
データネットワークゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）５０６を通じてネットワーク５０７に接続
される。
　２．ＤＬ及びＵＬ　ＭＵ－ＭＡＳ処理のためのシステム及び方法
【００９６】
　典型的なダウンリンク（ＤＬ）無線リンクは、セル全体のための情報を搬送するブロー
ドキャスト物理チャネルと、所定のＵＥのための情報及びデータを持つ専用物理チャネル
とからなる。例えば、ＬＴＥ規格は、Ｐ－ＳＳ及びＳ－ＳＳ（ＵＥでの同期化に使用され
る）、ＭＩＢ、並びにＰＤＣＣＨなどのブロードキャストチャネル、またＰＤＳＣＨなど
の所与のＵＥにデータを搬送するためのチャネルを定義する。本発明の一実施形態では、
全てのＬＴＥブロードキャストチャネル（例えば、Ｐ－ＳＳ、Ｓ－ＳＳ、ＭＩＣ、ＰＤＣ
ＣＨ）は、あらゆるＵＥがそれ独自の専用の情報を受信するようにプリコーディングされ
る。異なる実施形態では、ブロードキャストチャネルの一部はプリコーディングされ、一
部はされない。限定ではなく、例として、ＰＤＣＣＨは、ブロードキャスト情報、並びに
、ＵＥを、ＤＬ及びアップリンク（ＵＬ）チャネル上で使用されるようにリソースブロッ
ク（ＲＢ）に向けるために使用されるＤＣＩ　１Ａ及びＤＣＩ　０などの１つのＵＥ専用
の情報を含む。一実施形態では、ＰＤＣＣＨのブロードキャスト部分はプリコードされず
、一方で、ＤＣＩ　１Ａ及び０を含む部分は、あらゆるＵＥが、データを搬送するＲＢに
ついてのそれ独自の専用情報を取得するような方法で、プレコーディングされる。
【００９７】
　本発明の別の実施形態では、プリコーディングは、ＬＴＥシステムにおけるＰＤＳＣＨ
等のデータチャネルの全部又は一部のみに適用される。プリコーディングを全データチャ
ネルに適用することによって、本出願で開示されるＭＵ－ＭＡＳの一実施形態は、全バン
ド幅を全ＵＥに割り当て、複数のＵＥの複数のデータストリームは、空間処理を介して分
離される。しかしながら、典型的なシナリオでは、ＵＥの全てではないがほとんどは、全
バンド幅を必要としない（例えば、２０ＭＨｚのスペクトルにおけるＴＤＤ構成番号２に
対するピークデータ速度、ＵＥ当たり約７０Ｍｂｐｓ）。次いで、本出願のＭＵ－ＭＡＳ
の一実施形態は、ＯＦＤＭＡシステムと同様にＤＬ　ＲＢを多重ブロックに細分化され、
各ブロックをＵＥのサブセットを割り付ける。同じブロック内のＵＥの全ては、ＭＵ－Ｍ
ＡＳプリコーディングを通して分離される。別の実施形態では、ＭＵ－ＭＡＳは、異なる
ＤＬサブフレームを異なるＵＥのサブセットに割り当てることにより、ＴＤＭＡシステム
と同様にＤＬを分割する。更に別の実施形態では、ＭＵ－ＭＡＳは、ＵＥのサブセットに
わたるＯＦＤＭＡシステムと同様な多重ブロック中でのＤＬ　ＲＢを細分化と、ＴＤＭＡ
システムと同様に異なるＤＬサブフレームの異なるＵＥのサブセットへの割り当てとの両
方を行い、このため、ＯＦＤＭＡ及びＴＤＭＡの両方を利用して、スループットを分割す
る。例えば、２０ＭＨｚのＴＤＤ構成番号２に１０個のＡＰがある場合には、７０Ｍｂｐ
ｓ×１０＝７００Ｍｂｐｓの総ＤＬ容量がある。１０個のＵＥがある場合には、各ＵＥは
、同時に７０Ｍｂｐｓを受信し得る。２００個のＵＥがある場合、総スループットは等し
く分割されることになり、その後、ＯＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、又はこれらの組み合わせを使
用して、２００個のＵＥが１０個のＵＥの２０個のグループに分割され、それにより、各
ＵＥが７００Ｍｂｐｓ／２００＝３．５Ｍｂｐｓを受信する。別の例としては、１０個の
ＵＥが２０Ｍｂｐｓを必要として、他のＵＥが残りのスループットを均等に共有する場合
には、２０Ｍｂｐｓ×１０＝２００Ｍｂｐｓの７００Ｍｂｐｓが１０個のＵＥに使用され
、結果、７００Ｍｂｐｓ－２００Ｍｂｐｓ＝５００Ｍｂｐｓが、残りの２００－１０＝１
９０ＵＥの間で分割される。したがって、残りの９０個のＵＥの各々は、５００Ｍｂｐｓ
／１９０＝２．６３Ｍｂｐｓを受信するだろう。このため、ＡＰよりもはるかに多いＵＥ
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がＭＵ－ＭＡＳシステムにおいてサポートされ得、全てのＡＰの総スループットが、多く
のＵＥの間で分割され得る。
【００９８】
　ＵＬチャネルでは、ＬＴＥ規格は、ＴＤＭＡ又はＳＣ－ＦＤＭＡなどの従来の多重アク
セス技法を定義する。本発明の一実施形態では、ＵＬグラントを異なるＵＥに割り付け、
ＴＤＭＡ及びＳＣ－ＦＤＭＡ多重アクセス技法を可能にする方法で、ＤＬにわたってＭＵ
－ＭＡＳプリコーディングが可能になる。したがって、総ＵＬスループットは、存在する
ＡＰよりもはるかに多いＵＥの間で分割され得る。
【００９９】
　上記のように、存在するＡＰよりも多くのＵＥが存在し、総スループットがＵＥの間で
分割されるとき、一実施形態では、ＭＵ－ＭＡＳシステムは、各ＵＥに対して１つのＶＲ
Ｉをサポートし、ＶＲＭは、ＶＲＩが、総スループットを細分化するために使用される選
択されたＯＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、又はＳＣ－ＦＤＭＡシステム（複数可）と調和すること
においてＲＢ及びリソースグラントを制御するように、ＶＲＩを制御する。別の実施形態
では、１つ又は２つ以上の個々のＶＲＩは、ＯＦＤＭＡ、ＴＤＭＡ、又はＳＣ－ＦＤＭＡ
技法によって、複数のＵＥをサポートし、これらのＵＥの間のスループットのスケジュー
リングを管理し得る。
【０１００】
　別の実施形態では、スループットのスケジューリングは、システムの方針及び性能目標
に応じて、多くの先行技術のうちのいずれかを使用して、ユーザ要求の負荷バランシング
に基づく。別の実施形態では、スケジューリングは、特定のＵＥ（例えば、ある特定のス
ループットレベルを保証するサービスの特定の階級に対して支払いをするもの）、又は特
定のタイプのデータ（例えば、テレビサービス用の映像）に対するサービス品質（Qualit
y of Service）（ＱｏＳ）要件に基づく。
【０１０１】
　異なる実施形態では、ＵＬ受信アンテナ選択を適用して、リンク品質を向上させる。こ
の方法では、ＵＬチャネル品質は、ＵＥによって送信されたシグナリング情報（例えば、
ＳＲＳ、ＤＭＲＳ）に基づいてＶＲＭで推定され、ＶＲＭは、ＵＬに対する異なるＵＥの
ための最良の受信アンテナを決定する。その後、ＶＲＭは、１つの受信アンテナをあらゆ
るＵＥに割り付けて、そのリンク品質を向上させる。異なる実施形態では、受信アンテナ
選択を用いて、ＳＣ－ＦＤＭＡスキームが原因の周波数帯間の交差干渉を低減する。この
方法の１つの大きな利点は、ＵＥが、その場所に最も近いＡＰのみに、ＵＬをわたって伝
送することである。このシナリオでは、ＵＥは、最も近いＡＰに達するためにその伝送電
力を大幅に低減し得ることにより、電池寿命を向上させる。同じ実施形態では、異なる電
力スケール係数が、ＵＬデータチャネル及びＵＬシグナリングチャネルに利用される。１
つの例示的な実施形態では、ＵＬシグナリングチャネル（例えば、ＳＲＳ）の電力を、デ
ータチャネルと比較して増加させて、ＵＬデータ伝送に必要とされる電力を依然として制
限しながら、多くのＡＰからのＵＬ　ＣＳＩ推定及びＭＵ－ＭＡＳプリコーディング（Ｔ
ＤＤシステムにおけるＵＬ／ＤＬチャネル相互性を活用する）を可能にする。同じ実施形
態では、ＵＬシグナリングチャネル及びＵＬデータチャネルの電力レベルは、異なるＵＥ
を出入りする相対電力を均一化する伝送電力制御方法に基づいてＤＬシグナリングを通し
てＶＲＭによって調節される。
【０１０２】
　異なる実施形態では、最大比合成（ＭＲＣ）をＵＬ受信機において適用して、あらゆる
ＵＥから複数のＡＰへの信号品質を向上させる。異なる実施形態では、ゼロ－フォーシン
グ（ＺＦ）、又は最小平均二乗誤差（ＭＭＳＥ）、又は逐次干渉除去（ＳＩＣ）、又は他
の非線形技法、又はＤＬプリコーディング用のものと同じプリコーディング技法をＵＬに
適用して、受信されているデータストリームを、異なるＵＥのコヒーレンスの領域と差別
化する。同じ実施形態では、受信空間処理を、ＵＬデータチャネル（例えば、ＰＵＳＣＨ
）若しくはＵＬ制御チャネル（例えば、ＰＵＣＣＨ）、又はこれらの両方に適用する。
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　３．アクティブに使用されるスペクトル内での同時スペクトル使用のためのシステム及
び方法
【０１０３】
　背景技術の章で詳述され、図６及び図７に示されるように、モバイルデータ使用は、大
部分が対称の音声データで占められる状態から、非対称性が高い非音声データ、特にビデ
オストリーミング等の媒体に劇的に変化した。世界中のほとんどのモバイルＬＴＥ展開は
、その物理層構造が図８の上半分に例示されるＦＤＤ　ＬＴＥであり、固定された対称の
アップリンク（「ＵＬ」）及びダウンリンク（「ＤＬ」）チャネルを有し、結果として、
ＤＬチャネルが、ＵＬデータと比較して急激に増加するＤＬデータで次第に混雑するにつ
れて、ＵＬデータチャネルは次第に利用されなくなっている。
【０１０４】
　ＬＴＥ規格は、その物理層構造が図８の下半分に例示されるＴＤＤ　ＬＴＥ（「ＴＤ－
ＬＴＥ」とも称される）もサポートし、モバイル運用者は、ＵＬ及びＤＬチャネルが、対
称（この例示に示される）又は非対称（例えば、より多くのサブフレームが、ＤＬ若しく
はＵＬチャネルのいずれかに割り当てられている）であるかを選択することができ、結果
として、ＤＬチャネルが、ＵＬデータに対するＤＬデータの急激な増加とともに次第に混
雑するにつれて、モバイル運用者は、ＵＬよりもＤＬに多くのサブフレームを割り当てる
ことを選択することができる。例えば、１つの構成では、ＴＤ－ＬＴＥは、８：１のＤＬ
：ＵＬ比率をサポートして、ＤＬに対してＵＬに対するよりも８倍のサブフレームを割り
当てる。
【０１０５】
　ＴＤ－ＬＴＥが１つのチャネルにおいて双方向性であるという事実以外、ＴＤ－ＬＴＥ
及びＦＤＤ　ＬＴＥの構造及び詳細は、ほぼ同一である。両方のモードにおいて、全フレ
ームは、１０ｍｓの持続時間を有し、各１ｍｓの１０個のサブフレームからなる。変調及
びコーディングスキームは、ほぼ同一であり、プロトコルスタックの上層は、効果的に同
じである。両方の場合において、ユーザ機器（「ＵＥ」）装置（例えば、携帯電話、タブ
レット）の時間及び周波数基準は、ｅＮｏｄｅＢ（ＬＴＥ基地局プロトコルスタック）に
よって、（ＦＤＤ　ＬＴＥではＤＬチャネルを介して、ＴＤ－ＬＴＥではＤＬサブフレー
ムの間に）全ての装置に提供される。
【０１０６】
　特に、ＦＤＤ及びＴＤＤ　ＬＴＥの両方の場合において、ネットワークは、ＤＬ伝送を
通して受信される、ｅＮｏｄｅＢによってそのように行うグラントが与えられるときに、
ＵＥがＵＬデータのみを伝送し得るように構成されてもよい。したがって、ｅＮｏｄｅＢ
は、いつＤＬデータを伝送するかを制御するだけではなく、いつＵＥがＵＬデータを伝送
し得るかも制御する。
【０１０７】
　また、特にＬＴＥ　ＦＤＤ　ＵＥの場合、その受信機は、そのＤＬチャネルのみに同調
され、そのＵＬチャネルに同調される受信機を有しない。したがって、ＦＤＤ　ＵＥは、
そのＵＬチャネル内で別の装置によって伝送されるあらゆるものが「聞こえない（deaf）
」。
【０１０８】
　また、全てのＬＴＥ　ＵＥの場合において、ＦＤＤ又はＴＤＤにかかわらず、それらの
受信機の範囲までも、全てのＵＥに対して（又は所与のＵＥに対して）意図されたある特
定の制御信号以外の特定のチャネルに同調され、これは、それらの時間基準及びネットワ
ークへの接続を維持するか、又はそれらに、どの時間及び周波数でデータを受信し、それ
らに対して意図されないＤＬデータを無視するかの指示を与える。又は換言すると、ＬＴ
Ｅ　ＵＥに対する唯一の関連ＤＬデータは、いずれかの制御情報のデータか、又はＵＥに
向けられているデータである。他の時間の間に、チャネルが、ＤＬから別のＵＥで利用さ
れるか、全く利用されないか、又はＬＴＥ規格外の目的のために利用されるかにかかわら
ず、ＵＥは、制御情報又はそのＵＥに向けられるＤＬデータではないいずれのＤＬ伝送も
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「聞こえない」。このため、ＬＴＥ受信機は、ＦＤＤ又はＴＤＤにかかわらず、全てのＵ
Ｅに対して、若しくは所与のＵＥに対して意図される制御データのみを受信するか、又は
所与のＵＥに対するデータを受信する。ＤＬチャネルにおける他の伝送は、無視される。
【０１０９】
　図９は、どのようにＦＤＤ及びＴＤＤネットワークが、アクティブに利用するＦＤＤス
ペクトルを同時に利用することができるかを例示する。「ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０」と標
識された長方形の一番上の２本の線は、アップリンク（「ＵＬ」）及びダウンリンク（「
ＤＬ」）チャネルの両方において、１０個の１ｍｓのサブフレーム間隔で構成される１つ
のＬＴＥフレーム間隔（１０ｍｓ）を例示する。この例示は、ＵＬデータよりもはるかに
多くのＤＬデータが存在する、ますますより典型的となる非対称データ伝送のタイプ（例
えば、ダウンリンクストリーミングビデオ）を示す。斜線で塗り潰された実線の輪郭の長
方形（例えば、長方形９１２及び長方形９１１）は、データが伝送されているサブフレー
ムを示し、空白の点の輪郭の長方形（例えば、長方形９１４）は、データが伝送されてい
ない（すなわち、そのサブフレーム間隔の間にチャネルに伝送がない）「待機中の（idle
）」サブフレームを示す。長方形９１１は、それらの全てがデータで満たされている１０
個のＤＬサブフレームのうちの２個である。長方形９１２は、データを有する１個のＵＬ
サブフレームを示す。また、長方形９１４は、データ伝送を有しない９個の待機中のＵＬ
サブフレームのうちの３個である。
【０１１０】
　「ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０」と標識された図９の長方形の中央の２本の線は、２個の「
特殊」サブフレーム間隔を含む１０個の１ｍｓのサブフレーム間隔で構成される１つのＬ
ＴＥフレーム間隔（１０ｍｓ）を例示するが、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０の線とは異なり、
ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０の線の長方形の両方の線は、互いに同じスペクトルを共有するだ
けではなく、ＦＤＤアップリンクと同じスペクトルも共有する。この例示は、データを伝
送する４個のＤＬサブフレーム及び３個のＵＬサブフレームが存在する非対称データ伝送
を示す。破線で塗り潰された実線の輪郭の長方形（例えば、長方形９２１、長方形９２２
、及び長方形９２３）は、データが伝送されているサブフレームを示し、空白の点の輪郭
の長方形（すなわち、長方形９２４）は、データが伝送されていない（すなわち、そのサ
ブフレーム間隔の間にチャネルに伝送がない）待機中のサブフレームを示す。長方形９２
１は、それらの全てがデータで満たされている４個のＤＬサブフレームのうちの１個であ
る。長方形９２２は、それらの全てがデータを有する３個のＵＬサブフレームのうちの１
個を示す。長方形９２４は、空の１個の待機中のＵＬサブフレームである。
【０１１１】
　「ＦＤＤ＋ＴＤＤ　ＬＴＥ　９３０」と標識された図９の長方形の第３の２本の線は、
２個の「特殊」サブフレーム間隔を含む１０個の１ｍｓのサブフレーム間隔で構成される
１つのＬＴＥフレーム間隔（１０ｍｓ）例示し、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０システムとＴＤ
Ｄ　ＬＴＥ　９２０システムとの同時動作を示し、ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０システムは、
ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０アップリンクと同じスペクトルを共有する。２つのシステムは、
（ａ）ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０システムがＵＬデータ伝送を有するサブフレーム間隔９１
２の間に、ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０システムは、ＵＬ又はＤＬのどちらでもない待機中の
間隔９２４を有するため、並びに（ｂ）ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０システムがＵＬ又はＤＬ
方向のいずれかで伝送を有するサブフレーム間隔の間に（例えば、９２１、９２３、及び
９２２）、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０システムは、ＵＬデータ伝送のない待機中のＵＬ間隔
（例えば、待機中のＵＬサブフレーム９１４）を有するため、互いに干渉しない。このた
め、それらの間で干渉せずに同じスペクトルを使用して、２つのシステムは共存する。
【０１１２】
　同じスペクトルを同時に使用するためのＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０及びＴＤＤ　ＬＴＥ　
９２０ネットワークに関して、それらの動作は、２つのスペクトル共有ネットワークを同
時に動作するように設定された１つのｅＮｏｄｅＢによって、又は既存のＴＤＤ　ＬＴＥ
　９２０ネットワークを動作するｅＮｏｄｅＢ、並びに上記第１章及び第２章並びに関連
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特許及び出願で開示される分散入力分散出力分散アンテナＭＵ－ＭＡＳ　Ｃ－ＲＡＮシス
テム等の、ＬＴＥタイミング及びフレーム構造と適合する第２のｅＮｏｄｅＢ若しくは別
のシステムであり得る第２のネットワーク制御装置の調整のいずれかによって、調整され
なければならない。これらの場合のいずれにおいても、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０及びＴＤ
Ｄ　ＬＴＥ　９２０システムのフレームの両方は、タイミングに関してだけではなく、サ
ブフレームリソース割り当てに関しても同期されなければならない。例えば、図９の場合
では、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０システムを制御するシステムは、どのサブフレームがＵＬ
に使用されるために利用可能であるＴＤＤ　ＵＬサブフレームであるかを認識する必要が
あり（例えば、ＵＥでの時間及び周波数同期に関してサブフレーム番号０及び番号５で送
信されるＴＤＤ　ＤＬ制御信号と対立しない）、そのＦＤＤ　ＵＬサブフレーム９１２の
ためのそれらのサブフレームのうちの１つを使用する。同じシステムがＴＤＤ　ＬＴＥ　
９２０システムも制御している場合、そのサブフレーム９１２の間にＴＤＤ装置からＵＬ
をスケジューリングしないようにする必要もあり、ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０システムを制
御しない場合は、どんなシステムが、そのサブフレーム９１２の間にＴＤＤ装置からＵＬ
をスケジューリングしないようにＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０システムを制御するとしても通
知しなければならない。当然のことながら、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０システムが、フレー
ム時間の間に１つを超えるＵＬサブフレームを必要とする場合もあり、その場合、その制
御装置は、そのＵＬサブフレームに対する３個のＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０サブフレーム９
２２のうちのいずれか又は全てを使用して、上述のように適切に制御又は通知するだろう
。いくつかの１０ｍｓのフレームにおいて、ＵＬサブフレームのうちの全てが、ネットワ
ークのうちの１つに割り当てられ、他のネットワークがＵＬサブフレームを得られない場
合があることに留意されたい。ＬＴＥ装置は、全てのフレーム時間でＵＬデータを伝送す
ることができるとは予想されず（例えば、ＬＴＥネットワークが混雑しているとき、ＬＴ
Ｅ装置は、たとえＵＬサブフレームの一部であっても、それが許可される前に多くのフレ
ーム時間を待つ場合がある）、そのため、本発明の一実施形態は、所与のフレーム内の利
用可能なＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０　ＵＬサブフレームのうちの全てが１つのネットワーク
によって利用される（すなわち、他のネットワークのＵＬサブフレームを「欠乏させる（
starving）」）場合に、機能する。しかしながら、多過ぎる連続フレームのために１つの
ネットワークを欠乏させること、又は全体で少な過ぎるＵＬフレームを可能にすることは
、不十分なネットワーク性能（例えば、低いＵＬスループット、又は高い往復待ち時間）
をもたらし、ある時点で、ＬＴＥ装置がＵＬデータを伝送しようとするネットワークに取
り付けられている場合、ネットワークが使用不可能であると判断し、切断することがある
。したがって、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０とＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０ネットワークとの間で
ＵＬサブフレームリソースのバランスを保つ適切なスケジューリング優先度及びパラダイ
ムを確立することは、最良の全体ネットワーク性能並びにユーザ（及び／又はＵＥ）エク
スペリエンスをもたらし得る。
【０１１３】
　独立型ＦＤＤ　ＬＴＥシステムでは利用可能ではない、ＵＬサブフレームリソースのバ
ランスを保つ（及びネットワーク運用者の優先度を満たす）ために利用可能な１つのツー
ルは、図１０に示されるＴＤＤ　ＬＴＥ二重構成である。図９は、ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２
０システムのＴＤＤ　ＬＴＥ二重構成１を例示し、１０ｍｓのフレームに１０個のサブフ
レームの間に、４個のＵＬサブフレーム、４個のＤＬサブフレーム、及び２個の特殊サブ
フレームが存在する。図１０で見ることができるように、モバイル運用者の必要性及びデ
ータトラフィックパターンに応じて、並びにＵＬサブフレームリソースとＦＤＤ　ＬＴＥ
９１０ネットワークの必要性とのバランスを保つために、使用することができるいくつか
のＴＤＤ　ＬＴＥ二重構成が存在する。ＴＤＤ　ＬＴＥ二重構成はまた、データトラフィ
ックパターンの変更に伴って経時的に変更されてもよい。ＴＤＤ　ＬＴＥ二重構成のうち
のいずれも、本発明の実施形態とともに使用することができる。例えば、構成１では、図
９に示されるように、１個のＵＬサブフレームがＦＤＤネットワークに割り当てられ、３
個のＵＬサブフレームがＴＤＤネットワークに割り当てられている。ＦＤＤネットワーク
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がより多くのＵＬスループットを急に必要とした場合、２個のＵＬサブフレームをＦＤＤ
に割り当て、２個を、すぐ次のフレーム時間のＴＤＤのために残すことができる。そのよ
うに、ＦＤＤとＴＤＤネットワークとの間でＵＬサブフレームの割り当てを切り替えるこ
とは、極めて動的であり得る。
【０１１４】
　所望に応じて、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０とＴＤＤ　ＬＴＥ９　２０ネットワークとの間
のＵＬリソース割り当ては、サブフレーム基準よりも更に一層きめ細かくてもよいことに
留意されたい。単一のサブフレーム内のいくつかのリソースブロックをＦＤＤ装置に、そ
の他をＴＤＤ装置に割り当てることも可能である。例えば、ＬＴＥ規格は、ＵＬチャネル
にＳＣ－ＦＤＭＡ多重アクセス技法を用いる。したがって、ＦＤＤ及びＴＤＤ装置からの
ＵＬチャネルは、ＳＣ－ＦＤＭＡスキームを介して同じサブフレーム内の異なるリソース
ブロックに割り付けられ得る。
【０１１５】
　最終的に、ＴＤＤ　ＬＴＥ　９２０　ＤＬ又は特殊サブフレームであるだろう間にＦＤ
Ｄ　ＬＴＥ　９１０　ＵＬをスケジューリングすることが可能である。１つの検討事項は
、それらの接続を維持し、タイミングを維持するためにＴＤＤ　ＬＴＥ　ＵＥによって使
用されるＴＤＤ　ＤＬ制御信号（例えば、サブフレーム番号０及び番号５で送信されるＰ
－ＳＳ及びＳ－ＳＳブロードキャストシグナリング）が、十分な規則性でＴＤＤ　ＬＴＥ
　ＵＥによって受信されなければならず、さもなければＵＥが切断し得るということであ
る。
【０１１６】
　図１１は、共有チャネルがＦＤＤ　ＵＬチャネルではなく、ＦＤＤ　ＤＬチャネルであ
ることを除いて、図９及び上述のものと同じ概念を示す。図９と同じサブフレームの塗り
潰し及び輪郭指定が図１１で使用され、見ることができるように、ＦＤＤトラフィック状
況は、ＦＤＤ　ＬＴＥ　１１１０　ＵＬチャネルのサブフレームの全てが反転されてデー
タに使用されており、ＦＤＤ　ＬＴＥ　１１１０　ＤＬサブフレームのうちの１個のみが
データに使用され、他のＤＬサブフレームのうちの全てが「待機中」であり、データを伝
送していない。同様に、ＴＤＤ　ＬＴＥ　１１２０　ＵＬサブフレームのうちの全てがデ
ータに使用される一方で、ＴＤＤ　ＬＴＥ　１１２０　ＤＬサブフレームのうちの１つを
除く全てがデータに使用され、この場合、ＴＤＤ　ＬＴＥ　１１２０　ＬＴＥチャネルは
、ＦＤＤ　ＬＴＥ　１１１０　ＤＬチャネルと同じ周波数である。組み合わせたＦＤＤ　
ＬＴＥ　１１１０及びＴＤＤ　ＬＴＥ　１１２０ネットワークの結果が、ＦＤＤ＋ＴＤＤ
　ＬＴＥ　１１２０チャネルに示される。図９の例と同様に、２つのネットワークは、単
一の制御装置によって、又は複数の制御装置の調整によって、両方のネットワークが、ユ
ーザ及びユーザ装置に適切な性能を伴って、ネットワーク運用者によって所望されるとお
りに確実に動作するように、それらの間のスケジューリングを伴って、制御することがで
きる。
【０１１７】
　ＦＤＤ　ＬＴＥ　１１１０ネットワークに取り付けられたＦＤＤ装置は、制御及びタイ
ミング情報に関して、並びにデータに関して、ＤＬ伝送に依存しており、それらは、接続
を保つために、十分に規則的に適切な制御信号を受信しなければならないことに留意され
たい。本発明の一実施形態では、ＦＤＤ装置は、ＤＬサブフレーム（例えば、サブフレー
ム番号０及び番号５）上でＴＤＤ　ＬＴＥ　１１２０ネットワークによって送信されるブ
ロードキャストシグナリングを使用して、時間及び周波数同期を得る。異なる実施形態で
は、ブロードキャストシグナリングを搬送するサブフレーム番号０及び番号５は、ＦＤＤ
　ＬＴＥ　１１１０ネットワークに割り付けられ、全てのＦＤＤ装置で時間及び周波数同
期を得るために使用される。
【０１１８】
　上述のように、典型的にＦＤＤ　ＤＬチャネルは、ＦＤＤ　ＵＬチャネルよりもはるか
に混雑するが、モバイル運用者がＤＬチャネルの共有を望むのには理由がある場合がある
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。例えば、いくつかのＵＬチャネルは、スペクトルの規制当局によって、ＵＬ使用のみに
制限されている（例えば、隣接するバンドに干渉する出力に関する懸念が存在し得る）。
また、いったんモバイル運用者が、そのＦＤＤスペクトルに適合するＴＤＤ装置の提供を
開始すると、モバイル運用者は、これらの装置がＦＤＤ装置よりも効率的にスペクトルを
使用することを発見する可能性が高く、したがって、ＦＤＤ装置の販売を中止し得る。古
いＦＤＤ装置が徐々に置き換えられ、ＴＤＤの装置の割合が増加するにつれて、運用者は
、次第により多くのそのスペクトルをＴＤＤ装置に割り当てるが、依然として、市場の残
りのＦＤＤ装置との互換性を維持することを望む場合がある。
【０１１９】
　この目的に向けて、動作中のＦＤＤ装置が少なくなるにつれて、運用者は、ＴＤＤ動作
用にＵＬ及びＤＬバンドの両方を使用することを決定し得る。これは図１２に例示され、
ＦＤＤ　ＬＴＥ　１２１０は、ＵＬに対して１個及びＤＬに対して１個のみ、使用中のサ
ブフレームを有し、残りは待機中である。各々それぞれがＦＤＤ　ＬＴＥ　１２１０　Ｕ
Ｌ及びＤＬチャネルを使用する２つのＴＤＤ　ＬＴＥネットワーク１２２０及び１２３０
が存在し、ＦＤＤ＋ＴＤＤ　ＬＴＥ　１２４０に示されるように２つのチャネルを共有す
る３つのネットワークをもたらす。前述のものと同じ柔軟性及び制約が適用され、３つの
ネットワーク全ての単一の制御装置又は複数の制御装置が存在し得る。２つのＴＤＤネッ
トワークは、独立して、又はキャリアアグリゲーション技法を使用して動作することがで
きる。
【０１２０】
　運用者は、ＴＤＤを完全に控え、代わりに、既存のＦＤＤネットワークと同じスペクト
ルであるが、アップリンク及びダウンリンクチャネルが交換された第２のＦＤＤネットワ
ークを追加することを選択し得る。これは図１３に例示され、ＦＤＤ　ＬＴＥ　１３１０
ネットワークは、ＤＬチャネルに有利になるように極めて非対称に利用され、そのため１
個のサブフレームのみがＵＬに使用され、第２のＦＤＤ　ＬＴＥ　１３２０ネットワーク
も、ＤＬチャネルに有利になるように極めて非対称に利用されるが、図１３では、ＦＤＤ
　ＬＴＥ　１３２０のチャネル割り当ては、ＦＤＤ　ＬＴＥ　１３１０のチャネル順序又
は前の図面に示されるチャネル順序とは対照的に、上述のＦＤＤダウンリンクチャネルは
ＦＤＤアップリンクチャネルと交換されることが分かる。両方のＦＤＤ　ＬＴＥ　１３１
０及び１３２０の場合、ＤＬチャネルは、１個のＤＬサブフレームを待機中のまま残し、
これは他のネットワークによって使用される１個のＵＬフレームと一致する。ＦＤＤ＋Ｔ
ＤＤ　ＬＴＥ　１２３０に示されるようにネットワークが組み合わされるとき、サブフレ
ーム１２３１及び１２３２を除く両方のチャネルのサブフレームの全てがＤＬである。こ
のため、サブフレームのうちの９０％がＤＬに費やされ、これは、ＵＬ及びＤＬに対する
対称のスペクトル割り当てよりもそれらがより進化したため、モバイルトラフィックパタ
ーンにより良好に一致する。
【０１２１】
　また、この構造は、ネットワークを管理する制御装置（又は複数の制御装置）が、サブ
フレーム毎に各ネットワークに割り当てられるＵＬ及びＤＬサブフレームの数を動的に変
更することを可能にし、ＦＤＤ装置が両方のネットワークを使用しているという事実にも
かかわらず、極めて動的なＵＬ／ＤＬトラフィック適応を図る。
【０１２２】
　前述の組み合わせたＦＤＤ／ＴＤＤネットワークと同様に、同じ制約がＦＤＤモードに
適用され、ＬＴＥ装置は、接続を保ち、良好に動作するために十分な制御及びタイミング
情報を受信しなければならず、それらは十分に規則的かつ適切な数のＵＬフレームを必要
とする。
【０１２３】
　２つのＦＤＤネットワークは、独立して、又はキャリアアグリゲーションを通じて動作
することができる。
【０１２４】
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　別の実施形態では、既存のアクティブネットワーク（例えば、図９、１１、１２、及び
１３における、ＦＤＤ　ＬＴＥ　９１０、ＦＤＤ　ＬＴＥ　１１１０、ＦＤＤ　ＬＴＥ　
１２１０、又はＦＤＤ　ＬＴＥ　１３１０）でＤＬチャネルによって伝送される制御情報
は、同じチャネル（例えば、図９、１１、１２、及び１３における、ＴＤＤ　ＬＴＥ　９
２０、ＴＤＤ　ＬＴＥ　１１２０、ＴＤＤ　ＬＴＥ　１２２０、及びＴＤＤ　ＬＴＥ　１
２３０又はＦＤＤ　ＬＴＥ　１３２０）を使用する新たなネットワーク（又は複数のネッ
トワーク）を使用して、どのサブフレーム及び／又はリソースブロック、並びに、及び／
又は他の間隔が待機中であるかを判断する。このように、新たなネットワーク（複数可）
は、既存のアクティブネットワークに干渉することなく、いつ伝送することができるのか
（ＤＬ又はＵＬにかかわらず）を判断することができる。この実施形態は、それが単に、
既存のアクティブネットワークからのＤＬ伝送内にあるものを受信する新たなネットワー
ク（複数可）の制御装置の問題であるため、既存のアクティブネットワークのいずれの修
正も伴わずに、又は既存のアクティブネットワークの制御装置へのいずれの特殊な接続に
も依存せずに、既存のアクティブネットワークのスペクトルを同時に使用することを可能
にすることができる。別の実施形態では、既存のアクティブネットワークへの唯一の修正
は、新たなネットワーク（複数可）が、ＵＥとの接続を維持するための必須の制御及びタ
イミング情報を確実に伝送できるようにすることである。例えば、既存のアクティブネッ
トワークは、必須のタイミング及び同期情報が伝送されている時間の間に伝送しないよう
に構成され得るが、さもなければ、修正されずに動作する。
【０１２５】
　同じスペクトルでネットワークを同時にサポートする上述の実施形態は、ＬＴＥ規格を
使用したが、例えば、同様の技法が、他の無線プロトコルで同様に利用されてもよい。
　４．アクティブに使用されるスペクトルと同時の分散アンテナＭＵ－ＭＡＳの利用
【０１２６】
　第１章及び第２章、並びに関連特許及び出願に開示されるように、分散アンテナＭＵ－
ＭＡＳ技法（［ＤＩＤＯ］と総称される）は、無線ネットワークの容量を劇的に増加し、
装置当たりの信頼性及びスループットを向上させ、更に装置の費用を低減することを可能
にする。
【０１２７】
　概して、ＤＩＤＯは、ＵＬ及びＤＬが同じチャネルであるため、ＦＤＤネットワークよ
りもＴＤＤにおいて効率的に動作し、結果として、ＵＬチャネルにおいて受信される伝送
の訓練を使用し、チャネル相互関係を生かすことによってＤＬチャネルに関するチャネル
状態情報を導出することができる。また、上述のように、ＴＤＤモードは、モバイルデー
タの非対称性に本質的により良好に適合し、より効率的なスペクトル利用を可能にする。
【０１２８】
　世界の現在のＬＴＥ展開のほとんどがＦＤＤであると仮定すると、第３章で開示される
技法を利用することによって、ＦＤＤにアクティブに使用されるスペクトルにＴＤＤネッ
トワークを展開することができ、ＤＩＤＯは、その新たなＴＤＤネットワークとともに使
用することができ、それにより、スペクトルの容量を劇的に増加させる。これは、ＵＨＦ
周波数がマイクロ波周波数よりもはるかに良好に伝播することにおいて特に重要であるが
、ほとんどのＵＨＦモバイル周波数は、ＦＤＤネットワークによって既に使用されている
。ＤＩＤＯベースのＴＤＤネットワークを、ＵＨＦスペクトルにおいて既存のＦＤＤネッ
トワークと組み合わせることによって、並外れて効率的なＴＤＤネットワークを展開する
ことができる。例えば、バンド４４は、７０３～８０３ＭＨｚのＴＤＤバンドであり、米
国の７００ＭＨｚのＦＤＤバンドの多くと重なり合う。バンド４４装置は、７００ＭＨｚ
のＦＤＤ装置と同じスペクトルで同時に使用することができ、主要なスペクトルでのＤＩ
ＤＯ　ＴＤＤを可能にする。
【０１２９】
　ＤＩＤＯは、上述のスペクトル合成技法に重大な新たな制約を追加しない。図１に示さ
れるＤＲＡＮ　１０４は、対象範囲領域の既存のｅＮｏｄｅＢを置き換えるか、又は図４
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に示されるように、上述の技法を共有するサブフレーム（若しくはリソースブロック）毎
に、既存のｅＮｏｄｅＢ　４０１に調整されるだろう。
【０１３０】
　特に、ＤＩＤＯシステムが全システムを制御しており、ＦＤＤネットワークにｅＮｏｄ
ｅＢを提供している場合、ＤＩＤＯは、分散ＤＩＤＯ　ＡＰが、単一のセルラー基地局よ
りもＵＥに近い可能性が高いことから、ＦＤＤ装置からのＳＲＳ　ＵＬ等のトレーニング
信号を使用して、同時に及び同じ周波数帯内で、複数の既存のＦＤＤ装置からのＵＬの空
間処理を介してデコードし、このため、既存のＦＤＤ　ＵＬチャネルのスペクトル効率を
劇的に増加し、かつ必要とされるＵＬ電力も低下させる（及び／又は、より良好な信号品
質を受信する）ことができ、また、最大比合成（ＭＲＣ）、又はＤＩＤＯに関して前に記
載されるような他の技法等の信号合成技法を利用することもできる。
【０１３１】
　このため、ＤＩＤＯは、ＤＩＤＯの利益を、既に展開された既存のＦＤＤ装置のＵＬに
適用しつつ、既存のｅＮｏｄｅＢを置き換え、同時にＤＩＤＯ　ＴＤＤ装置で既存のスペ
クトルを使用することができる。
　５．アクティブに使用されるスペクトル内での干渉の緩和
【０１３２】
　以前に述べたように、ＦＤＤバンドとして割り当てられたバンドのＵＬ又はＤＬ周波数
のいずれかでＴＤＤネットワークが展開される場合は、隣接バンドと干渉する出力電力に
関する懸念が存在し得る。これは、バンド外放射（ＯＯＢＥ）干渉及び／又は受信機「ブ
ロッキング」又は受信機「感度抑圧」によって生じ得る。ＯＯＢＥは割り当てられたバン
ドの外側の電力放射を指す。ＯＯＢＥは、典型的には、伝送バンドに直接隣接した周波数
において電力が最大になり、典型的には、周波数が伝送バンドに対して遠ざかるにつれて
小さくなる。「受信機ブロッキング」又は「受信機感度抑圧」は、典型的には近傍のバン
ド内での強力なバンド外信号の存在により、受信機のフロントエンド増幅器が所望のバン
ド内信号に対しての感度を失うことを指す。
【０１３３】
　規制当局（例えば、ＦＣＣ）が複数のモバイル運用者又はスペクトルの他のユーザによ
る使用のために隣接するバンド内にスペクトルを割り当てる場合は、典型的には、モバイ
ル装置（例えば、携帯電話）及び基地局を、規制規則制定時に所与の技術が利用可能な実
際の仕様に対して製造することができるようにＯＯＢＥ及び電力レベルを制限するために
規則が整備される。更に、隣接するスペクトルのユーザ及びこれらの装置が製造されると
きに従う規則の現状に考察が与えられる。例えば、新たなスペクトルの割り当ては、ＯＯ
ＢＥ及び強力なバンド外伝送により敏感なより古い技術が展開された従来のスペクトル割
り当ての際に作られた技術よりもＯＯＢＥにより良く耐えて強力なバンド外伝送をより良
く排除するであろう技術の利用可能性を考慮することができる。従来世代の基地局及びモ
バイル装置を置き換えることはしばしば実現困難なので、新たな展開は、従来の展開のＯ
ＯＢＥ及び強力なバンド外伝送の制限を遵守する必要がある。
【０１３４】
　ＦＤＤバンド内でのＴＤＤ展開の場合には、遵守されなければならない追加の制約があ
る。ＦＤＤペアでは、ＵＬ又はＤＬバンドの各々が、それぞれ、ＵＬのみの伝送又はＤＬ
のみの伝送の予測で割り当てられた。ＴＤＤがＵＬ及びＤＬの両方で代替的に伝送するの
で、ＴＤＤ展開がＵＬのみ又はＤＬのみのバンドとして予め割り当てられたＦＤＤバンド
内で動作している場合には、このＴＤＤ展開は予期されなかった伝送方向に動作している
。このため、ＴＤＤ伝送が隣接するスペクトル内で予め定義されたＦＤＤ使用と確実に干
渉しないようにするには、予め定義されたＦＤＤ使用の方向と反対方向でのＴＤＤ伝送が
既存の使用の放射要件を満たさなければならない。例えば、ＴＤＤがＦＤＤ　ＵＬバンド
内に展開される場合には、ＵＬは予め定義された使用の方向であるので、ＴＤＤ伝送のＵ
Ｌ部分は問題にならないはずである。しかし、ＴＤＤ伝送のＤＬ部分は予め定義されたＵ
Ｌ使用の方向と反対方向であるので、典型的には、ＴＤＤ　ＤＬ伝送は、ＵＬ伝送に定義
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されたＯＯＢＥ及び強力なバンド外伝送要件を満たさなければならない。
【０１３５】
　ＵＬバンド内にＴＤＤを展開する場合、ＴＤＤ伝送のＵＬ部分は、典型的には、モバイ
ル装置（例えば、携帯電話）からの伝送となるであろう。隣接したバンド内のＦＤＤ電話
及び隣接したバンド内の基地局は、隣接したバンド内の携帯電話からのＵＬ伝送に耐える
ように設計されているであろう。例えば、図１６ａは、ＡからＧまでのサブバンドに分割
されたＦＤＤバンド７のＵＬバンドを示す。斜線のサブバンドＥ内で動作するＦＤＤ携帯
電話及び基地局は、ＦＤＤサブバンドＡ～Ｄ、Ｆ及びＧ内のＵＬ伝送に耐えるように設計
される。このため、ＴＤＤ装置が隣接するサブバンドＤ（ＦＤＤバンド７のサブバンドＤ
と同じ周波数の図１６ｂ内の斜線のＴＤＤバンド４１のサブバンドＤ）内で動作されてい
る場合には、ＦＤＤバンド７の携帯電話及び基地局装置は、バンド４１のサブバンドＤ内
のＴＤＤ伝送のＵＬ部分と何の問題も有しないであろう。
【０１３６】
　しかし、ＴＤＤバンド４１のサブバンドＤ内のＤＬ伝送は、ＦＤＤバンド７の割り当て
又はそのバンド内で動作するように設計された携帯電話及び基地局において予期されたシ
ナリオではない。各装置を順番に考察しよう。
【０１３７】
　携帯電話のバンド７の受信機は、隣接するＵＬバンド内を伝送している他の携帯電話か
らの伝送を排除するように設計されているため、ＦＤＤバンド７のサブバンドＥ内の形態
電話の場合では、この携帯電話は、隣接するＴＤＤバンド４１のサブバンドＤ内の基地局
ＤＬ伝送によって悪影響を受け難い。通常の使用で、（例えばスタジアムで互いに隣り合
って座った２人が、両方とも呼び出しをしている場合には）携帯電話が互いに数インチ以
内で動作して、互いの電話の受信機に非常に高い伝送電力の事故をもたらす場合がある。
技術（例えば、キャビティフィルタ）が、そのような強力な近傍のバンド伝送を排除して
、隣接するバンドを使用している携帯電話に物理的に近接している携帯電話が、隣接する
携帯電話のＤＬ受信に悪影響を与えずにＵＬ信号を伝送することができるようにする。
【０１３８】
　しかし、ＦＤＤバンド７のサブバンドＥ内で動作している基地局の場合は異なる。基地
局の受信機は、ＦＤＤバンド７のサブバンドＥ内のモバイル装置からＵＬを受信し、隣接
するＦＤＤバンド７のサブバンドＡ～Ｄ、Ｆ及びＧ内のモバイル装置からのＵＬを排除す
るように設計されていた。この受信機は、また、図１６ａに示すバンド３８のＴＤＤサブ
バンドＨ及びバンド７のＦＤＤ　ＤＬサブバンドＡ’～Ｈ’内のＤＬ伝送を排除するよう
にも設計されている。このため、ＦＤＤバンド７の基地局に設計されなかった唯一のシナ
リオが、サブバンドＡ～Ｄ、Ｆ及びＧ内の他の基地局からのＤＬ伝送を排除することであ
る。我々はこの場合を考察していく。
【０１３９】
　図１５ａ、１５ｂ、１５ｃ及び１５ｄは、サブバンドＤ内で伝送しているＴＤＤバンド
４１の構造物１５０１（例えば、ビル、塔、等）上の基地局（ＢＴＳ）１５１０とＵＬサ
ブバンドＥ内で受信しＤＬサブバンドＥ’内で伝送しているＦＤＤバンド７の構造物１５
０２上の基地局（ＢＴＳ）１５３０との間の４つの伝送シナリオを考察する。シナリオで
は：
　ａ．１５ａ：伝送がビル１５０５によって完全に遮られており、ビル１５０５の周りに
マルチパス経路がないので、ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０とＦＤＤ　ＢＴＥ　１５３０との
間にはパスがない。そして、その結果、ＴＤＤ　ＤＬ信号はＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０に
届かないであろう。
　ｂ．１５ｂ：ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０とＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０との間に見通し線
（ＬＯＳ）パスのみが存在する。ＬＯＳパスは、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０に到達する非
常に強力なＴＤＤ　ＤＬ信号をもたらすであろう。
　ｃ．１５ｃ：ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０とＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０との間に見通し線
外（ＮＬＯＳ）パスが存在するが、ＬＯＳパスは存在しない。ＮＬＯＳパスは、ＦＤＤ　
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ＢＴＳ　１５３０に到達する信号がＬＯＳ信号の電力に近づくように正確に角度が付けら
れた高効率の反射体（例えば、金属の大きな壁）を介したものであることは可能である一
方で、ＬＯＳパスの効率に近づくＮＬＯＳパスが存在することは現実世界のシナリオでは
統計的に困難である。対照的に、現実世界のシナリオでは、様々な角度で反射及び散乱す
る物体、並びに信号をより多く又はより少なく吸収及び屈折させる物体によってＮＬＯＳ
パス影響を受ける可能性がある。更に、定義によって、ＮＬＯＳパスは、ＬＯＳパスより
長く、より高いパスロスをもたらす。これらの因子の全てが、ＬＯＳパスに比較してＮＬ
ＯＳパスに重大なパスロスをもたらす。このため、図１５ｂに例示されるように、現実世
界のシナリオでは、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０に受信されるＴＤＤ　ＤＬ　ＮＬＯＳ信号
電力は、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０に受信されるＴＤＤ　ＤＬ　ＬＯＳ信号電力よりもは
るかに少ない可能性がある。
　ｄ．１５ｄ：ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０とＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０との間のＬＯＳパ
ス及びＮＬＯＳパスの両方が存在する。このシナリオは、効果的にシナリオ１５ｂ及び１
５ｃの合計であり、ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０からのＬＯＳパス経由の非常に強力な信号
並びにＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０からのＮＬＯＳパス経由の統計的にずっと弱い信号の合
計を受信するＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０がもたらされる。
【０１４０】
　前節の４つのシナリオを考慮すると、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０に受信される信号はな
いので、シナリオ１５ａは明らかに何の問題も全く提示しない。ＮＬＯＳシナリオ１５ｃ
は、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０に到達するいくらかのＴＤＤ　ＤＬ　ＢＴＳ　１５１０信
号をもたらすが、しかし、統計的に、それは、ＬＯＳ信号よりずっと弱い信号である。更
に、ＮＬＯＳパスが高効率の反射体である困難だが可能性のあるこのシナリオでは、この
信号は、しばしば、サイトプランニング、例えば、ＮＬＯＳパスが効率的に反射されない
ようにＴＤＤ　ＤＬ　ＢＴＳ　１５１０のアンテナの位置を変えるか又は向きを変えるこ
とによって緩和することができる。シナリオ１５ｂ（ＬＯＳ）及び１５ｄ（ＬＯＳ＋ＮＬ
ＯＳ）は、隣接するバンド内にもたらされる高電力信号のＬＯＳ成分であってＦＤＤ　Ｂ
ＴＳ　１５３０が耐えるように設計されていなかった成分のせいで、問題のあるシナリオ
である。
【０１４１】
　シナリオ１５ｃ及び１５ｄのＮＬＯＳ成分は、隣接するＵＬバンド内のＦＤＤ　ＢＴＳ
　１５３０に受信されるより低い電力信号を確実にもたらすことができる一方、ＦＤＤ　
ＢＴＳ　１５３０は、例えば、キャビティフィルタを用いて、より低い電力信号であって
、大部分が全体のＵＬバンドからのＮＬＯＳ信号をモバイル装置から排除するように設計
されている。このため、シナリオ１５ｂ及び１５ｄのＬＯＳ成分を緩和することができ、
シナリオ１５ｃ及び１５ｄからの低電力の（例えば、困難な高効率の反射を回避して）Ｎ
ＬＯＳ信号成分のみが残る場合には、この信号はそれが耐えるように設計された電力レベ
ルでＵＬバンド内の伝送を受信するだけのＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０をもたらし、このた
め、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０の動作を妨げることなく、ＵＬバンド内でＴＤＤ　ＢＴＳ
　１５１０からのＤＬ伝送を可能にするであろう。以前に述べたように、ＦＤＤ　ＵＬバ
ンド内の他の伝送方向は隣接するバンドの動作を妨げない、このため、ＴＤＤ　ＤＬ　Ｂ
ＴＳ　１５１０のＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０へのＬＯＳ伝送成分を緩和することができる
場合には、ＦＤＤ　ＵＬバンドを、ＴＤＤ双方向動作に使用することができる。
【０１４２】
　関連する特許及び出願に以前に開示されたように、ＤＩＤＯシステムなどのマルチユー
ザ多重アンテナシステム（ＭＵ－ＭＡＳ）、ｐＣｅｌｌ（商標）の商標で市場に出されて
いる技術又は他の多重アンテナシステムは、ユーザアンテナの位置でコヒーレント信号を
合成するためか又はその位置でヌル（即ち、ゼロ）ＲＦエネルギーを合成するために、ユ
ーザアンテナの位置からチャネル状態情報（ＣＳＩ）を利用することができる。典型的に
は、このようなＣＳＩは、ユーザ装置がＣＳＩ情報で応答している状態で基地局からユー
ザ装置に伝送されるか、又は、基地局が相互性を活用してＣＳＩをユーザアンテンアの位
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置として決定している状態でユーザ装置から基地局に伝送されている、バンド内（ＩＢ）
トレーニング信号から決定される。
【０１４３】
　一実施形態では、図１４に描かれ、上記の１～４章で説明されたように動作するＭＵ－
ＭＡＳシステムは、各ＵＥ位置１１１でＣＳＩを推定して、各ＵＥ位置１１１で同じ周波
数バンド内に、それぞれのＶＲＩ　１０６（ＶＲＩ1、ＶＲＩ2、．．．ＶＲＩM）の各々
で独立したｐＣｅｌｌ　１０３（ｐＣｅｌｌ1、ｐＣｅｌｌ2、．．．ｐＣｅｌｌM）を合
成する。上記の１～４章で説明されたように各ＵＥ位置１１１でのＣＳＩを推定するのに
加えて、この実施形態では、ＭＵ－ＭＡＳシステムも、構造物１４３１～１４３３上に示
す各アンテナ１４０３でＣＳＩを推定し、各位置１１１でｐＣｅｌｌ　１０３を合成する
際、このシステムは、全てのｐＣｅｌｌが同じ周波数バンド内にある状態で、各アンテナ
１４０３の位置でｐＣｅｌｌ　１４１１（ｐＣｅｌｌ　１．．７、８．．１４、及び（ｂ
－６）．．ｂ、（まとめて、ｐＣｅｌｌ　１．．ｂ））の合成もする。しかし、各々がそ
のそれぞれのＶＲＩからの合成波形を含むｐＣｅｌｌ　１０３とは異なり、各ｐＣｅｌｌ
　１４１１は、ＲＦエネルギーがゼロのヌルである。
【０１４４】
　一実施形態では、前節で説明されたヌルｐＣｅｌｌ　１４１１が、平坦な（直流電流（
ＤＣ１．．ｂ））信号をＶＲＭ　１０８に入力するＶＲＩ　１４６６のインスタンスを作
成することによって合成される。別の実施形態では、それらは、アンテナ位置でヌル信号
（ゼロＲＦエネルギー）寄与を合成するための関連する特許及び出願に以前開示された技
法を使用して、ＶＲＭ内でヌル位置として計算される。
【０１４５】
　バンド内（「ＩＢ」）トレーニング信号を使用して各アンテナ１４０３の位置でＣＳＩ
を推定する場合は、１章～４章及び関連する特許及び出願で説明された技法を使用して高
精度なＣＳＩ推定値が得られる。例えば、ｐＣｅｌｌ伝送バンドが２５３０～２５４０Ｍ
Ｈｚである場合には、図１６ｂのバンドＤが、２５３０～２５４０の同じ周波数範囲のト
レーニング信号が使用されるなら、精度の高いＣＳＩ推定値が得られる。しかし、バンド
外（「ＯＯＢ」）信号（例えば、２６６０～２６７０ＭＨｚでの）が、ＩＢ信号（例えば
、２５３０～２５４０ＭＨｚでの、図１６ａのバンドＥ’）の代わりにアンテナの位置で
ＣＳＩを推定するのに使用される場合は、このようなＯＯＢ　ＣＳＩ推定値は、チャネル
がＩＢ周波数とＯＯＢ周波数との間で「周波数平坦」である場合にのみ、合理的に正確で
ある。周波数平坦とは、チャネルが、ＩＢ及びＯＯＢの周波数の各々における信号が同じ
大きさのフェーディングを経験するように、ＩＢ及びＯＯＢの周波数の両方において平坦
なフェーディングを有することを意味する。ＩＢ及びＯＯＢの周波数が選択的なフェーデ
ィングを有する、例えば、ＩＢ及びＯＯＢの周波数の成分が相関のないフェーディングを
経験する場合には、ＯＯＢ信号から得られたＣＳＩ推定値を使用することはＩＢ信号にと
ってあまり正確ではない場合がある。このため、図１６ａのバンドＥ’が図ｂのバンドＤ
と比較して周波数平坦である場合には、バンドＥ’内のトレーニング信号は、バンドＤに
対する高度に正確なＣＳＩを得るために使用することができる。しかし、バンドＥ’がバ
ンドＤと比較して優位な選択的フェーディングを有する場合には、バンドＥ’からのトレ
ーニング信号は、バンドＤに対する正確なＣＳＩをもたらさない。
【０１４６】
　ＮＬＯＳ成分（例えば、図１５ｂに例示するような）が存在しない空きスペース内の純
粋なＬＯＳ信号は、周波数平坦なチャネル内にある。このため、信号に対する唯一の成分
がＬＯＳである場合には、ＯＯＢ信号は、ユーザアンテナの位置でＩＢ信号に対するＣＳ
Ｉを正確に推定するために使用することができる。しかしながら、多くの現実世界の展開
では、純粋なＬＯＳ信号は存在せず、むしろ、全く信号が存在しない（例えば、図１５ａ
）か、ＮＬＯＳ信号のみが存在する（例えば、図１５ｃ）か、又は、ＬＯＳ信号とＮＬＯ
Ｓ信号が組み合わされた信号（例えば、１５ｄ）が存在する。
【０１４７】
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　ＯＯＢ信号がＴＤＤ　ＢＴＳアンテナ１５１０の視点からＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０の
ＣＳＩを推定するために使用される場合には、図１５ａ、１５ｂ、１５ｃ及び１５ｄのシ
ナリオの各々に対する結果は、以下のようになる：
　ａ．１５ａ：信号無し、それ故、ＣＳＩは生じない。
　ｂ．１５ｂ：ＬＯＳのみが存在し、一貫して正確なＣＳＩをもたらす。
　ｃ．１５ｃ：ＮＬＯＳのみが存在し、ＮＬＯＳのみのチャネルからの選択的なフェーデ
ィングのせいである可能性が高い一貫して正確ではないＣＳＩをもたらす。
　ｄ．１５ｄ：ＬＯＳ＋ＮＬＯＳ、生じるＣＳＩはＮＬＯＳ成分が一貫して正確ではなく
、ＬＯＳ成分が一貫して正確であるＣＳＩ成分の組み合わせとなる。
【０１４８】
　純粋なＬＯＳチャネルから導かれたＣＳＩをＣLと称し、純粋なＮＬＯＳチャネルから
導出されたＣＳＩをＣNと称し、純粋なＬＯＳと純粋なＮＬＯＳの組み合わせのチャネル
から導出されたＣＳＩをＣLNと称する。ＬＯＳ及びＮＬＯＳの組み合わせのＣＳＩは、Ｃ

LN＝ＣL＋ＣNと定式化することができる。
【０１４９】
　アクセスポイント１０９（ＡＰ1..N）と図１４のアンテナ１４０３との間が純粋なＬＯ
Ｓチャネルの場合は、唯一のＣＳＩ成分は、各アンテナ１４０３に対するＣＬである。純
粋なＬＯＳチャネルは周波数平坦なので、ＣＳＩを導出するためにＯＯＢ信号が使用され
る場合、各アンテナ１４０３に対するＣＳＩは依然として正確なままである。このため、
ＣＳＩを導出するためにＯＯＢ信号を使用する場合は、各ＡＰ　１０９からのＬＯＳ信号
は、各アンテナ１４０３の位置で高い精度で無効になり、わずかな又は各アンテナ１４０
３で検出できないＡＰ　１０９の伝送からの信号をもたらす。
【０１５０】
　アクセスポイント１０９とアンテナ１４０３との間が純粋なＮＬＯＳチャネルの場合は
、唯一のＣＳＩ成分は、各アンテナ１４０３に対するＣNである。ＣＳＩを導出するため
にＯＯＢ信号が使用される場合、各アンテナ１４０３に対するＣＳＩは、チャネルがどの
ように周波数平坦であるかに応じて多かれ少なかれ正確である。このため、ＣＳＩを導出
するためにＯＯＢ信号を使用する場合は、各ＡＰ　１０９からのＮＬＯＳ信号は、チャネ
ル周波数の選択性の程度に応じて、完全に無効になる（完全に周波数平坦なチャネルの場
合）か、部分的に無効になるか、又は全く無効にならない。ＮＬＯＳ信号が無効にならな
い程度に、各アンテナ１４０３は、ＡＰ　１０９からのＮＬＯＳ信号のいくとかのランダ
ムな総和を受信する。このため、ＡＰ　１０９からアンテナ１４０３へのＮＬＯＳ信号強
度にいくらか低下があり得るが、ＮＬＯＳ信号強度は、ＮＬＯＳ信号の無効化を試みるた
めにＣＳＩが適用されなかったなら受信されたであろうＮＬＯＳ信号強度より高くならな
い。
【０１５１】
　アクセスポイント１０９とアンテナ１４０３との間がＬＯＳ及びＮＬＯＳの組み合わせ
のチャネルの場合、ＣＳＩは、各アンテナ１４０３に対してＬＯＳ及びＮＬＯＳ成分の組
み合わせＣLN＝ＣL＋ＣNである。ＯＯＢ信号がＣＳＩを導出するために使用される場合、
各アンテナ１４０３に対するＣＳＩのＣL成分は高度に正確になり、ＣN成分に対するＣＳ
Ｉはチャネルがどのように周波数平坦であるかに応じて、多かれ少なかれ正確である。Ｃ
ＳＩのＣL成分は、アクセスポイント１０９とアンテナ１４０３との間の信号のＬＯＳ成
分の無効化に影響を及ぼす一方、ＣＳＩのＣN成分は、アクセスポイント１０９とアンテ
ナ１４０３との間の信号のＮＬＯＳ成分の無効化に影響を及ぼす。このため、ＣＳＩを導
出するためにＯＯＢを使用する場合は、各ＡＰ　１０９からのＬＯＳ信号は、一貫して完
全に無効になる一方、各ＡＰ　１０９からのＮＬＯＳ信号は、チャネル周波数の選択性の
程度に応じて、多かれ少なかれ無効になる。したがって、合計では、ＡＰ　１０９からの
伝送のＬＯＳ成分は完全に無効になり、ＡＰ　１０９からの伝送のＮＬＯＳ成分の強度は
、ＮＬＯＳ信号の無効化を試みるためにＣＳＩを適用しなかったならアンテナ１４０３に
よって受信されたであろうＮＬＯＳ信号強度より高くならない。
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【０１５２】
　以前に述べたように、図１５ａ、１５ｂ、１５ｃ及び１５ｄに示すシナリオでは、問題
になるシナリオは、ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０のＬＯＳ成分がＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０
に受信される場合のものである。ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０のＮＬＯＳ成分がＦＤＤ　Ｂ
ＴＳ　１５３０に受信される場合は、一般的に問題ではない。前節で説明したＭＵ－ＭＡ
Ｓの実施形態を考察しよう：ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０が図１４からのＡＰ　１０９のう
ちの１つであり、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０がアンテナ１４０３のうちの１つである場合
、アンテナ１４０３に対するＣＳＩを決定するためにレーニング信号が使用される場合に
は、ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５３０からの伝送は、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０で完全に無効に
なる。アンテナ１４０３に対するＣＳＩを決定するために使用されるトレーニング信号が
ＯＯＢ信号である場合、ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５３０からのＬＯＳ伝送が、ＦＤＤ　ＢＴＳ
　１５３０で完全に無効になり、ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５３０からＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３
０へのＮＬＯＳ伝送は、ＮＬＯＳ信号の無効化を試みるためにＣＳＩが適用されなかった
場合より悪くならない。このため、アンテナ１５３０からのＯＯＢトレーニング信号は、
アンテナ１５１０からの伝送のいずれのＬＯＳ成分も完全に無効にするが、アンテナ１５
１０からの伝送のいずれのＮＬＯＳ成分も確実に無効にしないか又は強くしない。
【０１５３】
　アンテナ１５１０から伝送された信号のＬＯＳ成分は問題であり、無効化されており、
アンテナ１５１０のＮＬＯＳ成分は問題ではなく、いかなる悪影響も受けないので、発明
者らは、少なくともＦＤＤＢＴＳからのＯＯＢ信号が利用可能であれば、ＦＤＤ　ＵＬス
ペクトル内で図１４に示すものなどのＭＵ－ＭＡＳシステムで、ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５３
０が、隣接するバンドのＦＤＤ　ＢＴＳの受信機性能を大きく妨げることなく動作するこ
とができる、実施形態を有している。
【０１５４】
　多くのＦＤＤシステムの場合、このようなＯＯＢ信号は実に利用可能である。例えば、
図１６ａにおいて、サブバンドＥ内でＵＬを受信しているＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０は、
同時に、サブバンドＥ’内でＤＬを伝送している。データトラフィックはＤＬサブバンド
内で変化し得る一方、制御信号（例えばＬＴＥ標準における）は、典型的には、繰り返し
伝送される。したがって、少なくとも、これらのＤＬ制御信号は、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５
３０のＣＳＩを決定し、関連する特許及び出願で以前に開示された相互性技法を使用し、
かつ、サブバンドＥ’内のＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０（図１４のアンテナ１４０３に対応
する）からのＤＬ伝送のチャネル相互性から導出されるＣＳＩを適用して、ＴＤＤ　ＢＴ
Ｓ　１５１０（図１４のＡＰ　１０９に対応する）から位置１１１のＵＥへのＴＤＤ　Ｄ
Ｌ伝送と同時に、サブバンドＤ内のＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０（図１４のアンテナ１４０
３に対応する）でヌルを生成するために使用されるＯＯＢトレーニング信号として使用す
ることができる。ＴＤＤ　ＢＴＳ　１５１０（図１４のＡＰ　１０９に対応する）からの
サブバンドＤのＴＤＤ　ＤＬ伝送のＬＯＳ成分は、ＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０（図１４の
アンテナ１４０３に対応する）で完全に無効にされる一方で、サブバンドＤのＴＤＤ　Ｄ
Ｌ伝送のＮＬＯＳ成分は、ＬＯＳ成分の無効化がなされなかった場合にそうであったであ
ろうものよりも悪くならない。
【０１５５】
　ＴＤＤ　ＤＬ伝送のバンド幅内にＦＤＤ　ＢＴＳ　１５３０の位置のその場所でＴＤＤ
　ＤＬ伝送のヌルを生成することに加えて、ＦＤＤ　ＢＴＳの位置でＴＤＤ　ＤＬ伝送か
らの高電力のＯＯＢＥを無効にすることも望ましい。ＬＯＳ成分からのＯＯＢＥが周波数
平坦なチャネル内にあるので、バンド内ＬＯＳ成分の無効化は、ＬＯＳ成分からのＯＯＢ
Ｅも無効にする。しかしながら、ＮＬＯＳ成分のＯＯＢＥは、ＮＬＯＳ成分が周波数選択
的なチャネルにある程度に、無効にならないが、ＬＯＳ成分を無効にする試みがなかった
ならＮＬＯＳが有したであろうＯＯＢＥよりも悪くならない。ＬＯＳ及びＮＬＯＳ伝送の
各々のＯＯＢＥの電力は、バンド内のＬＯＳ及びＮＬＯＳ伝送の電力にそれぞれ比例する
。このため、ＬＯＳ伝送のＯＯＢＥを無効にすること及びＮＬＯＳ伝送のＯＯＢＥをさも
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なくばそうであったＯＯＢＥより悪化させないことは、最大の電力及びほとんどの問題の
あるＯＯＢＥ成分に対処し、ＬＯＳがより問題の少ないＮＬＯＳ成分を悪化させない。
【０１５６】
　ＦＤＤ基地局は、典型的には、ダイバーシティ、ビーム形成、ＭＩＭＯ又は他の理由の
ための複数のアンテナを有する。このシナリオは、図１４に描写されており、各構造物１
４３１～１４３３上に複数のアンテナ１４１１が存在する。それ故、図１５ａ、１５ｂ、
１５ｃ及び１５ｄに描写される単一のＦＤＤ　ＢＴＳアンテナ１５３０よりむしろ、典型
的には、複数のＦＤＤ　ＢＴＳアンテナ１４１１が存在するであろう。次いで、上記で説
明し、図１４に描写されたＭＵ－ＭＡＳシステムは、このようなアンテナが伝送している
程度に、各アンテナに対するＣＳＩを導出し、そのアンテナへのＡＰ　１０９伝送のＬＯ
Ｓ成分を無効にするために使用するであろうアンテナ１４１１の各々からの伝送を受信す
るであろう。別の実施形態では、ヌルは、ＢＴＳアンテナ１４１１のいくつかに対して生
成されるのみであろう。例えば、アンテナ１４１１のいくつかは、ＵＬ受信に使用されな
くてもよく、それらのアンテナに対してヌルを生成する必要はないであろう。
【０１５７】
　上記の実施形態の大規模な展開では、多くのＴＤＤ　ＢＴＳアンテナ及び隣接するサブ
バンドのＦＤＤ　ＢＴＳアンテナは、広い対象範囲領域（例えば、市、地域、国及び大陸
）全体にわたって分布されるであろう。明らかに、全てのアンテナが互いの範囲にあるわ
けではなく、したがって、所与のＦＤＤ　ＢＴＳアンテナに干渉するのに十分な電力レベ
ルのＴＤＤ　ＢＴＳ　ＤＬ伝送のみを無効にする必要があるであろう。一実施形態では、
ＶＲＭ　１０８は、ＴＤＤ　ＢＴＳ　ＤＬ　ＡＰ　１０９からＦＤＤ　ＢＴＳアンテナ１
４０３からの伝送を受信し、かつ、ＴＤＤ　ＢＴＳ　ＡＰ　１０９から入る電力レベルを
、各ＴＤＤ　ＢＴＳ　ＡＰ　１０９からの各ＦＤＤ　ＢＴＳアンテナ１４０３上で、評価
する。チャネル相互性を含む様々な手段を使用して、この評価を行うことができる。ＶＲ
Ｍ　１０８は、ＯＯＢＥ又は所与の閾値より上の受信機ブロッキング／受信機感度抑圧の
電力を受信しているであろうＦＤＤ　ＢＴＳアンテナ１４０３でのみヌルを合成する。閾
値は、限定はされないが、干渉する閾値又はスペクトル法令によって設置された閾値を含
む任意のレベルに設定することができる。
【０１５８】
　ヌルｐＣｅｌｌ　１４１１は、信号を伝送するｐＣｅｌｌ　１０３に、それらが、計算
リソース及びＡＰ　１０９リソースを必要とする点で類似している。このため、対象範囲
全体にわたってヌルｐＣｅｌｌを生成するために必要なＡＰ　１０９リソースの数を最少
にすることは有利である。別の実施形態では、関連する特許及び出願で以前に開示したよ
うなクラスタリング技法を利用して、ユーザ装置に必要なｐＣｅｌｌ　１０３及び対象領
域全体にわたってアンテナ１４０３を無効にするのに必要なｐＣｅｌｌ　１４１１を合成
するのに必要なＡＰ　１０９の数を減少させることができる。
【０１５９】
　上述の実施形態は、隣接するスペクトル内のＴＤＤ動作の知識を何も有しないＦＤＤ　
ＤＬアンテナでヌルを生成することに対処する。別の実施形態では、ＦＤＤ　ＤＬアンテ
ナが隣接するスペクトル内のＴＤＤ動作の知識を有しており、ＴＤＤシステムと協働する
。一実施形態では、ＦＤＤ　ＤＬアンテナ１４０３は、図１４のＭＵ－ＭＡＳシステムが
ＦＤＤ　ＤＬアンテナ１４０３に対する正確なＣＳＩを決定するためのＩＢレファレンス
を有することができるようにするトレーニング信号（例えば、ＬＴＥ　ＳＲＳ信号）を、
規則的にＴＤＤバンド内に伝送する。正確なＣＳＩで、ＶＲＭ　１０８は、ＬＯＳ及びＮ
ＬＯＳの成分両方に対するヌルを合成することができ、このため、ＮＬＯＳ信号すらも無
効になるので、非常に高い電力のＴＤＤ　ＤＬ伝送が隣接するスペクトル内で使用できる
ようになる。別の実施形態では、ＦＤＤ　ＤＬ伝送は、ＵＥ（ＳＲＳなど）又はＴＤＤ　
ＤＬ　ＢＴＳのどちらかからのトレーニング信号でインターリーブされたタイミング及び
／又は周波数である。別の実施形態では、ＦＤＤ　ＤＬアンテナ１４０３は、ＶＲＭ　１
０８がＯＯＢＥ　ＣＳＩを決定し、かつ、ＬＯＳ　ＯＯＢＥ並びにＮＬＯＳの両方に対す
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るヌルを生成するために使用することができる、ＩＢトレーニング信号を自身のＵＬスペ
クトル内に伝送もする。
【０１６０】
　別の実施形態では、アンテナ１４０３は、隣接するＴＤＤスペクトルで使用されるＴＤ
Ｄアンテナである。隣接するＴＤＤシステムがＵＬ及びＤＬ内で同期する場合は、全ての
ＢＳＴが同時に伝送又は受信モードになるので、ＯＯＢＥ及び受信機ブロッキング／受信
機感度抑圧からの干渉は最小化される。時々、例えば、隣接するネットワークが異なるＤ
Ｌ及びＵＬの比率を必要とする場合、又は、それらのネットワークが異なる待ち時間要件
を有する場合、例えば、１つのネットワークが、往復待ち時間を減少させるためにより頻
繁なＤＬ又はＵＬインターバルを必要とする場合、隣接するＴＤＤシステムＤＬ及びＵＬ
の時間を同期させないで動作させる必要がある。これらのシナリオでは、隣接するバンド
が、同時に、ＵＬ及びＤＬとともに使用される。上述したのと同じ技法は、ＤＬインター
バルの間に他のシステムのＢＳＴアンテナでヌルを合成するために一方又は両方のシステ
ムに対して使用することができる。上述の技法によって、バンド内及びＯＯＢＥ伝送の一
方又は両方が無効にされ得、ＬＯＳ成分並びにＮＬＯＳ成分のどちらかを無効にする。
【０１６１】
　一実施形態では、図１４のＭＵ－ＭＡＳシステムに対する同じスペクトルが、地上無線
サービスを提供するために使用され、一方、それは、同時に、航空機用のＤＬバンド（即
ち、空に向いた伝送を有する）として使用される。ＭＵ－ＭＡＳシステムは、地上での使
用が意図されているにもかかわらず、航空機が、ＡＰ　１０９のアンテナパターンの範囲
に入る程度に、ＡＰ　１０９から航空機までのパスは、ＬＯＳ又は大部分ＬＯＳであり、
航空機へのＤＬに干渉する潜在的可能性がある。ＶＲＭは、航空機からＵＬ（即ち、地面
に向けられた伝送）を受信することによって、以前に説明した技術を使用して、航空機ア
ンテナに対するＣＳＩを導出し、かつ、これによって、航空機アンテナの位置でヌルを合
成することができる。航空機へのパスはＬＯＳであるので、ＣＳＩは、たとえ、航空機の
ＵＬ信号がＯＯＢの場合でも、極めて正確であることができる。このため、このようにし
て、スペクトルは、航空機のＤＬと同時に使用することができる。航空機は頻繁には飛行
せず、スペクトルが、航空機に独占的に予約されていた場合、スペクトルは、ほとんどの
時間稼働しないであろうことから、これは、非常に効率的なスペクトルの使用である。
【０１６２】
　別の実施形態では、航空機のアンテナは、地上のＵＥと一緒に、１つ又は複数のＵＥと
して扱われ、航空機が図１４に示すＭＵ－ＭＡＳシステムの範囲内を飛行する場合は、そ
れは、他の任意のＵＥと同じＵＬ及びＤＬの容量を使用する。複数のアンテナが、容量を
増大させるために航空機に使用され得る。アンテナは、航空機上又は航空機内で互いに離
間して配置することができ、容量を増大させるために極性を持たせることができる。航空
機内の個人も、同じＭＵ－ＭＡＳに接続された彼ら自身の装置（例えば、携帯電話）を同
じスペクトル内で使用することができる。ＭＵ－ＭＡＳは、航空機アンテナ用及びユーザ
のＵＥ用の独立したｐＣｅｌｌを生成するであろう。
【０１６３】
　本発明の実施形態は、上で説明した様々な工程を含み得る。本工程は、汎用又は特殊目
的のプロセッサに本工程を実行させるために使用され得る、機械実行可能な命令において
具現化することができる。代替的に、これらの工程は、工程を実行するためのハードワイ
ヤードロジックを含む特定のハードウェア構成要素によって、又はプログラミングされた
コンピュータ構成要素及びカスタムハードウェア構成要素の任意の組み合わせによって、
実行することができる。
【０１６４】
　本明細書に記載される場合に、命令は、ある特定の動作を行うように構成されるか、又
は所定の機能若しくはソフトウェア命令が非一時的コンピュータ可読媒体中に具現化され
たメモリ内に記憶されている、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などの、ハードウェア
の特定の構成を指し得る。故に、図面で示す技法は、１つ又は２つ以上の電子装置上で記
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憶及び実行されるコード及びデータを使用して実装され得る。そのような電子装置は、非
一時的コンピュータ機械可読記憶媒体（例えば、磁気ディスク、光ディスク、ランダムア
クセスメモリ、読み出し専用メモリ、フラッシュメモリ装置、相変化メモリ）、並びに一
時的なコンピュータ機械可読通信媒体（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号など
の電気的、光学的、音響的又は他の形態の伝搬信号）などのコンピュータ機械可読記憶媒
体を使用して、コード及びデータを記憶及び（内部で及び／又はネットワークを介して他
の電子装置と）通信する。
【０１６５】
　この詳細な説明全体を通じて、説明を目的として、本発明の完全な理解を提供するため
に、多数の特定の詳細を記載した。しかしながら、本発明は、これらの具体的な詳細の一
部がなくても実施され得ることは、当業者にとって明らかであろう。ある特定の例では、
既知の構造及び機能は、本発明の主題を不明瞭にすることを回避するために、詳述しなか
った。したがって、本発明の範囲及び趣旨は、以下の特許請求の範囲の観点から判断され
るべきである。

【図１】 【図２】
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