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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末に対するチャネル状態を決定することと、
　少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて、前記端末に第１のセットまたは
共通セットからシステム資源を割り当てることとを含み、前記第１のセットおよび前記共
通セットがオーバラップしておらずまた異なるシステム資源を含み、前記第１のセットが
セルの第１のセクタ内の端末に割当可能なシステム資源を含み、かつ前記共通セットは前
記セル内の前記第１のセクタおよび少なくとも１つの他のセクタからの干渉が、あったと
しても、ほとんどないシステム資源を含み、そこにおいて、前記端末に対するチャネル状
態が、不十分でないときは、前記端末に前記第１のセットからシステム資源を割り当て、
前記端末に対するチャネル状態が、不十分であるときは、前記端末に前記共通セットから
システム資源を割り当てる、無線通信システムにおけるシステム資源割り当て方法。
【請求項２】
　前記端末を、少なくとも前記端末に対する前記チャンネル状態に基づいて複数のグルー
プの１つに分類することをさらに含み、各グループがシステム資源の異なるセットに関連
しており、前記端末は、少なくとも端末が分類されている前記グループに基づいてシステ
ム資源を割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末が、前記第１のおよび共通セット内のシステム資源の量、または前記第１のお
よび共通セット内の前記システム資源を共有する他の端末の数、またはその双方にさらに
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基づいて前記複数のグループの１つへ分類される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末が、サービス品質（ＱｏＳ）に対する情報、システム負荷、公平性要求、また
はそれらの任意の組合せにさらに基づいてシステム資源を割り当てられる、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記システム資源が、周波数サブバンドであり、かつ前記端末が第１のセットまたは共
通セットから少なくとも１つの周波数サブバンドを割り当てられる、請求項１に記載の方
法。
【請求項６】
　前記システム資源が、タイムスロットであり、かつ前記端末が前記第１のセットまたは
前記共通セットから少なくとも１つのタイムスロットを割り当てられる、請求項１に記載
の方法。
【請求項７】
　前記システム資源が、無線周波数（ＲＦ）チャネルであり、かつ前記端末が前記第１の
セットまたは前記共通セットから少なくとも１つのＲＦチャネルを割り当てられる、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記共通セット内のシステム資源が、ソフタハンドオフ中および前記第１のセクタ並び
に少なくとも前記１つの他のセクタと交信中に端末に割り当て可能である、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　前記共通セット内のシステム資源が、前記第１のセクタと前記少なくとも１つの他のセ
クタとの間の境界上に位置している端末へ割当可能である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記セルが、前記第１のセクタおよび第２の並びに第３のセクタを含み、かつ前記共通
セットは、前記セル内の前記第１、第２、並びに第３のセクタからの干渉が、あったとし
ても、ほとんどないシステム資源を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記セルが、前記第１のセクタおよび第２並びに第３のセクタを含み、かつ前記共通セ
ットは、前記セル内の前記第１並びに第２のセクタからの干渉が、あったとしても、ほと
んどないシステム資源を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記共通セット内の前記システム資源が、前記第３のセル内の端末に割当可能なシステ
ム資源の第２のセット内に含まれる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記端末に対するチャネル状態を決定することが、
　前記端末に対するパイロット測定値を得ることと、
　前記パイロット測定値に基づいて少なくとも１つの他のセクタからの端末によって観測
される干渉量を決定することとを含み、前記端末が前記少なくとも１つの他のセクタから
の高い干渉を観測する場合には、前記端末が前記共通セットからシステム資源を割り当て
られる、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記端末に対するチャネル状態を決定することが、
　前記第１のセットおよび前記共通セットに対する受信した信号品質推定値を得ることを
含み、前記端末が、前記受信した信号品質推定値に基づいて前記第１のセットまたは前記
共通セットからシステム資源を割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記無線通信システムが、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）を利用し、前記第１の
セットおよび前記共通セット内のシステム資源がＯＦＤＭを介して得る周波数サブバンド
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である、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記無線通信システムが周波数ホッピングを利用する直交周波数分割多元接続（ＯＦＤ
ＭＡ）システムであり、第１の複数の周波数ホッピング（ＦＨ）パターンが前記第１のセ
ットに対して定義され、第２の複数の周波数ホッピング（ＦＨ）パターンが前記共通セッ
トに対して定義され、前記端末が前記第１または第２の複数のＦＨパターンから選択され
るＦＨパターンを割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　周波数ホッピング（ＦＨ）を利用する直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム
において周波数サブバンドを割り当てる方法であって、
　端末に対するチャンネル状態を決定することと、
　少なくとも前記端末に対するチャンネル状態に基づいて第１の複数のＦＨパターンまた
は第２の複数のＦＨパターンから１つのＦＨパターンを前記端末に割り当てることとを含
み、前記第１の複数のＦＨパターンが周波数サブバンドの第１のセットに対して定義され
、前記第２の複数のＦＨパターンが周波数サブバンドの共通セットに対して定義され、前
記第１のセットと前記共通セットがオーバラップしておらず、かつ異なる周波数サブバン
ドを含み、前記第１のセットがセルの第１のセクタ内の端末へ割当可能な周波数サブバン
ドを含み、かつ前記共通セットは前記セル内の前記第１のセクタおよび少なくとも１つの
他のセクタからの干渉が、あったとしても、ほとんどない周波数サブバンドを含み、そこ
において、前記端末に対するチャネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前記第１
のセットからＦＨパターンを割り当て、前記端末に対するチャネル状態が、不十分である
ときは、前記端末に前記共通セットからＦＨパターンを割り当てる方法。
【請求項１８】
　前記端末を、少なくとも前記端末に対するチャンネル状態、前記第１および第２の複数
のＦＨパターン内のＦＨパターン数、前記第１および第２の複数のＦＨパターン内のＦＨ
パターンを割り当てられる他の端末数、またはそれらの組合せに基づいて複数のグループ
の１つに分類することをさらに含み、前記端末は、少なくとも前記端末が分類されている
グループに基づいて、前記ＦＨパターンを割り当てられる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　端末に対するチャネル状態を決定する操作が可能な制御器と、
　少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて、前記端末に第１のセットまたは
共通セットからシステム資源を割り当てる操作が可能なスケジューラとを含み、前記第１
のセットおよび前記共通セットがオーバラップしておらずかつ異なるシステム資源を含み
、前記第１のセットがセルの第１のセクタ内の端末に割当可能なシステム資源を含み、か
つ前記共通セットは前記セル内の前記第１のセクタおよび少なくとも１つの他のセクタか
らの干渉が、あったとしても、ほとんどないシステム資源を含み、そこにおいて、前記端
末に対するチャネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前記第１のセットからシス
テム資源を割り当て、前記端末に対するチャネル状態が、不十分であるときは、前記端末
に前記共通セットからシステム資源を割り当てる、無線通信システムにおける装置。
【請求項２０】
　前記セルが、前記第１のセクタおよび第２並びに第３のセクタを含み、かつ前記共通セ
ットは、前記セル内の前記第１、第２並びに第３のセクタからの干渉が、あったとしても
、ほとんどないシステム資源を含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記セルが、前記第１のセクタおよび第２並びに第３のセクタを含み、かつ前記共通セ
ットは、前記セル内の前記第１並びに第２のセクタからの干渉が、あったとしても、ほと
んどないシステム資源を含む、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　端末に対するチャネル状態を決定するための手段と、
　少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて、前記端末に第１のセットまたは
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共通セットからシステム資源を割り当てるための手段とを含み、前記第１のセットおよび
前記共通セットがオーバラップしておらずかつ異なるシステム資源を含み、前記第１のセ
ットがセルの第１のセクタ内の端末に割当可能なシステム資源を含み、かつ前記共通セッ
トは前記セル内の前記第１のセクタおよび少なくとも１つの他のセクタからの干渉が、あ
ったとしても、ほとんどないシステム資源を含み、そこにおいて、前記端末に対するチャ
ネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前記第１のセットからシステム資源を割り
当て、前記端末に対するチャネル状態が、不十分であるときは、前記端末に前記共通セッ
トからシステム資源を割り当てる、無線通信システムにおける装置。
【請求項２３】
　前記セルが、前記第１のセクタおよび第２並びに第３のセクタを含み、かつ前記共通セ
ットは、前記セル内の前記第１、第２並びに第３のセクタからの干渉が、あったとしても
、ほとんどないシステム資源を含む、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記セルが、前記第１のセクタおよび第２並びに第３のセクタを含み、かつ共前記通セ
ットは、前記セル内の前記第１並びに第２のセクタからの干渉が、あったとしても、ほと
んどないシステム資源を含む、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　セルのために利用可能である全システム資源の中からシステム資源の少なくとも１つの
共通セットを形成することであって、各共通セットが前記セル内の少なくとも２つのセク
タの異なる組み合わせに対して定義され、かつ少なくとも前記２つのセクタからの干渉が
、あったとしても、ほとんどないシステム資源を含む、共通セットを形成することと、
　前記セル内の各セクタのためのシステム資源のセクタ固有セットを形成することであっ
て、各セクタのための前記セクタ固有セットが前記セクタに対して定義される各共通セッ
ト内のシステム資源を除く前記全システム資源のすべてを含む、セクタ固有セットを形成
することとを含み、
　前記セル内の端末が、少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて、各セクタ
のための前記セクタ固有セットおよび前記少なくとも１つの共通セット内のシステム資源
を割り当てられ
　そこにおいて、前記端末に対するチャネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前
記セクタ固有セットからシステム資源を割り当て、前記端末に対するチャネル状態が、不
十分であるときは、前記端末に前記共通セットからシステム資源を割り当てる、無線通信
システムにおけるシステム資源割り当て方法。
【請求項２６】
　前記無線通信システムが、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）を利用し、前記全シス
テム資源がＯＦＤＭを介して得る複数の周波数サブバンドである、請求項２５に記載の方
法。
【請求項２７】
　前記セルが、第１、第２および第３のセクタを含み、かつ各セクタは、前記第１、第２
および第３のセクタからの干渉が、あったとしても、ほとんどない周波数サブバンドの第
１の共通セットに関連している、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１のセクタが、第２および第３の共通セットにさらに関連しており、前記第２の
共通セットは前記第１および第２のセクタからの干渉が、あったとしても、ほとんどない
周波数サブバンドを含み、前記第３の共通セットは前記第１および第３のセクタからの干
渉が、あったとしても、ほとんどない周波数サブバンドを含む、請求項２７に記載の方法
。
【請求項２９】
　セルのために利用可能である全システム資源の中からシステム資源の少なくとも１つの
共通セットを形成するための手段であって、各共通セットが前記セル内の少なくとも２つ
のセクタの異なる組み合わせに対して定義され、かつ前記少なくとも２つのセクタからの
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干渉が、あったとしても、ほとんどないシステム資源を含む手段と、
　前記セル内の各セクタのためのシステム資源のセクタ固有セットを形成するための手段
であって、各セクタのための前記セクタ固有セットが前記セクタに対して定義される各共
通セット内のシステム資源を除く前記全システム資源のすべてを含む手段とを含み、
　前記セル内の端末が、少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて、各セクタ
のための前記セクタ固有セットおよび前記少なくとも１つの共通セット内のシステム資源
を割り当てられ、
　そこにおいて、前記端末に対するチャネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前
記セクタ固有セットからシステム資源を割り当て、前記端末に対するチャネル状態が、不
十分であるときは、前記端末に前記共通セットからシステム資源を割り当てる、無線通信
システムにおける装置。
【請求項３０】
　端末に対するシステム資源の割当を得ることであって、前記端末に割り当てられたシス
テム資源が少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて第１のセットまたは共通
セットから選択され、前記第１のセットおよび前記共通セットがオーバラップしておらず
、かつ異なるシステム資源を含み、前記第１のセットがセルの第１のセクタ内の端末に割
当可能なシステム資源を含み、かつ、前記共通セットが前記セル内の前記第１のセクタお
よび少なくとも１つの他のセクタからの干渉が、あったとしても、ほとんどないシステム
資源を含む、割当を得ることと、
　前記端末に割り当てられる前記システム資源の制御表示を生成することとを含み、そこ
において、前記端末に対するチャネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前記第１
のセットからシステム資源を割り当て、前記端末に対するチャネル状態が、不十分である
ときは、前記端末に前記共通セットからシステム資源を割り当てる、無線通信システムに
おけるデータ伝送方法。
【請求項３１】
　データシンボルを得るために前記端末に対するデータを処理することと、
　前記制御に基づいて前記端末に割り当てられるシステム資源上へ前記データシンボルを
写像することとをさらに含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　受信シンボルを得るために受信データ伝送を処理することと、
　前記制御に基づいて前記端末へ割り当てられる前記システム資源から受信シンボルを逆
写像することとをさらに含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記端末がシステム資源を前記共通セットから割り当てられ、かつデータが少なくとも
２つのセクタのための少なくとも２つの基地局から前記端末へ送られる、請求項３０に記
載の方法。
【請求項３４】
　前記少なくとも２つの基地局からデータ伝送を受信することと、
　前記基地局に対する軟判定シンボルを得るために各基地局からの前記受信データ伝送を
処理することと、
　前記少なくとも２つの基地局に対して得た軟判定シンボルを結合することと、
　前記端末のための復号データを得るために結合した軟判定シンボルを復号することとを
さらに含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記端末がシステム資源を前記共通セットから割り当てられ、かつデータが少なくとも
２つのセクタのための少なくとも２つの基地局へ前記端末により送られる、請求項３０に
記載の方法。
【請求項３６】
　前記少なくとも２つの基地局により前記端末からのデータ伝送を受信することと、
　前記端末に対する軟判定シンボルを得るために各基地局において前記受信データ伝送を
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処理することと、
　前記少なくとも２つの基地局により前記端末に対して得た軟判定シンボルを結合するこ
とと、
　前記端末のための復号データを得るために結合軟判定シンボルを復号することとをさら
に含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記無線通信システムが、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）を利用し、かつ前記端
末に割り当てられた前記システム資源が、少なくとも１つの周波数サブバンドを含む、請
求項３０に記載の方法。
【請求項３８】
　前記無線通信システムが、周波数ホッピング（ＦＨ）を利用する直交周波数分割多元接
続（ＯＦＤＭＡ）システムであり、かつ前記制御が、異なる時間インターバルにおいてデ
ータ伝送に用いるための異なる周波数サブバンドを指示する、請求項３０に記載の方法。
【請求項３９】
　端末のためのシステム資源の割当を得て、前記端末に割り当てられた前記システム資源
の制御表示を生成する操作が可能な制御器であって、前記端末に割り当てられた前記シス
テム資源が少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて第１のセットまたは共通
セットから選択され、前記第１のセットおよび前記共通セットがオーバラップしておらず
また異なるシステム資源を含み、前記第１のセットがセルの第１のセクタ内の端末に割当
可能なシステム資源を含み、かつ前記共通セットはセル内の前記第１のセクタおよび少な
くとも１つの他のセクタからの干渉が、あったとしても、ほとんどないシステム資源を含
み、
　そこにおいて、前記端末に対するチャネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前
記第１のセットからシステム資源を割り当て、前記端末に対するチャネル状態が、不十分
であるときは、前記端末に前記共通セットからシステム資源を割り当てる、制御器を含む
無線通信システムにおける装置。
【請求項４０】
　データシンボルを得るために前記端末のためのデータを処理する操作が可能なデータプ
ロセッサと、
　前記制御に基づいて前記端末に割り当てられる前記システム資源上へ前記データシンボ
ルを写像する操作が可能な写像器とをさらに含む、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　受信シンボルを得るために受信データ伝送を処理する操作が可能な復調器と、
　前記制御に基づいて前記端末に割り当てられた前記システム資源から前記受信シンボル
を逆写像する操作が可能な逆写像器とをさらに含む、請求項３９に記載の装置。
【請求項４２】
　端末に対するシステム資源の割当を得るための手段であって、前記端末に割り当てられ
た前記システム資源が少なくとも前記端末に対するチャネル状態に基づいて第１のセット
または共通セットから選択され、前記第１のセットおよび前記共通セットがオーバラップ
しておらず、かつ異なるシステム資源を含み、前記第１のセットがセルの第１のセクタ内
の端末に割当可能なシステム資源を含み、かつ、前記共通セットは前記セル内の前記第１
のセクタならびに少なくとも１つの他のセクタからの干渉が、あったとしても、ほとんど
ないシステム資源を含む、手段と、
　前記端末に割り当てられる前記システム資源の制御表示を生成するための手段とを含み
、そこにおいて、前記端末に対するチャネル状態が、不十分でないときは、前記端末に前
記第１のセットからシステム資源を割り当て、前記端末に対するチャネル状態が、不十分
であるときは、前記端末に前記共通セットからシステム資源を割り当てる、無線通信シス
テムにおける装置。
【請求項４３】
　データシンボルを得るために前記端末に対するデータを処理するための手段と、
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　前記制御に基づいて前記端末に割り当てられる前記システム資源上へ前記データシンボ
ルを写像するための手段とをさらに含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項４４】
　受信シンボルを得るために受信データ伝送を処理するための手段と、
　前記制御に基づいて前記端末へ割り当てられる前記システム資源から前記受信シンボル
を逆写像するための手段とをさらに含む、請求項４２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、２００４年６月８日出願の米国仮出願番号60/578、214に対する優先権を主
張する。これはここに参照によって全体として組み込まれる。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は一般には通信に関する。より詳細には無線通信におけるデータ伝送に関する。
【背景技術】
【０００３】
　多元接続システムは、複数の端末に対する通信を順方向リンクおよび逆方向リンク上で
並行してサポートすることができる。順方向リンク（または、下りリンク）は基地局から
端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（または、上りリンク）は端末から基地局への
通信リンクを指す。複数の端末は同時に、逆方向リンク上でデータを送信および／または
順方向リンク上でデータを受信するかもしれない。これは、各リンク上で、時間、周波数
、および／または符号領域で互いに直交するようにデータ伝送を多重化することによって
達成されるかもしれない。直交性は、各端末へのデータ伝送が他の端末へのデータ伝送と
干渉しないことを確実にする。
【０００４】
　多元接続システムには通常多くのセルがある。ここで用語「セル」は、その用語が用い
られる文脈によって基地局および／またはそのカバレッジ領域を指す。容量を増加させる
ために、各基地局のカバレッジ領域は適切なアンテナ放射パターンを用いることによって
複数の（例えば３個の）セクタに分割されるかもしれない。各セクタでは基地局送受信サ
ブシステム（ＢＴＳ）を利用している。同一セルのすべてのセクタ用のＢＴＳは、そのセ
ル用の基地局の内部に通常置かれており、これらのセクタは共通配置されていると考えら
れる。一般に、用語「セクタ」は、その用語が用いられる文脈によってＢＴＳおよび／ま
たはそのカバレッジ領域を指す。
【０００５】
　セクタ化されたシステムにおいては、各セルのセクタは通常同一周波数帯を利用する。
したがって、与えられたセルの各セクタの内のデータ伝送は、同一セルの他のセクタ内の
データ伝送との起こりうる干渉を代理的に表している。同一セル内の複数のセクタ間の干
渉分離は、アンテナ利得がセクタに対して意図したカバレッジ領域の外側で急激に低下す
るように各セクタ用アンテナ放射パターンを制御することによって通常達成される。しか
し、各セクタの端部は隣接セクタの端部と通常オーバラップする。従って、同じセルの２
つのセクタの間の境界に位置している端末は隣接セクタから高い「セル内」干渉を観測す
るかもしれない。この干渉は性能を大幅に低下させるかもしれない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　それ故、当業者には同じセルのセクタの間の境界に位置する端末に対するセル内干渉の
有害な影響を緩和する技術に対する要求がある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　端末に対するセル内干渉を効率的に回避または抑圧する方法をここに説明する。これら
の方法は、「セル内共通再使用」方法と呼ばれ、種々の無線通信システムにおいて順方向
および逆方向リンク双方に対して用いられるかもしれない。セル内共通再使用により、セ
ルの各セクタは、システム資源のセクタ固有セットおよびシステム資源の少なくとも１つ
の共通セットに関係づけられる。システム資源は、周波数サブバンド、タイムスロットな
どであるかもしれない。各セクタ用のセクタ固有セットは、セル内の少なくとも１つの共
通セットとオーバラップしておらず、またそれと異なるシステム資源を含む。各セクタ用
の各共通セットは、セル内の少なくとも１つの他のセクタからの干渉をほとんどまたは全
く観測しないシステム資源を含む。後に説明するように、異なる共通セットがセル内共通
再使用の異なる実施例に対して定義されるかもしれない。
【０００８】
　与えられたセクタｘ内の１つの端末にシステム資源を割り当てるために、最初にその端
末に対するチャンネル状態が、例えば端末によってなされる異なるセクタに対する順方向
リンク測定、および／または異なるセクタによりなされる端末に対する逆方向リンク測定
に基づいて確認される。端末は、少なくとも端末のチャネル状態に基づいて、セクタｘ用
の共通セットまたはセクタ固有セットからシステム資源を割り当てられる。例えば、端末
が別のセクタｙからの高い干渉を観測する場合、端末はセクタｙとの干渉をほとんどまた
は全く観測しない共通セットからシステム資源を割り当てられるかもしれない。また、端
末が「ソフタ」ハンドオフ中で、セクタｘおよびｙ双方と通信中の場合は、端末はこの共
通セットから資源を割り当てられるかもしれない。いずれの場合でも、端末のためのデー
タ伝送は割り当てられたシステム資源を用いて順方向および／または逆方向リンクで送ら
れる。
【０００９】
　セル内共通再使用は直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）を利用した直交周波数分割多
元接続（ＯＦＤＭＡ）システムに用いられるかもしれない。ＯＦＤＭＡシステムにおいて
、各共通セットおよび各セクタ固有セットは複数の周波数サブバンドを含み、端末はデー
タ伝送用に１つ以上の周波数サブバンドが割り当てられるかもしれない。周波数ホッピン
グＯＦＤＭＡ（ＦＨ－ＯＦＤＭＡ）システムにおいて、複数の直交したＦＨパターンが各
共通セットおよび各セクタ固有セット用に形成されるかもしれない。端末はデータ伝送用
に１セットから１つのＦＨパターンが割り当てられるかもしれない。
【００１０】
　本発明の種々の態様および実施例は後に詳述される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　同じ参照記号は全般にわたり同じとして取り扱う図面と共に、本発明の特徴および本質
は、後に記載された詳細な説明からより明らかになるだろう。
【００１２】
　「代表的」という言葉は、ここでは「例、実例、または例証として役立つこと」を意味
するために用いられる。ここで「代表的」と説明されたいかなる実施例または設計も、必
ずしも他の実施例より好ましいまたは有利であると解釈されるべきではない。
【００１３】
　ここに説明するセル内共通再使用方法は種々の無線多元接続通信システムに用いられる
かもしれない。明快さのために、これらの方法はＯＦＤＭを利用するＯＦＤＭＡシステム
について説明される。ＯＦＤＭはシステムの全帯域幅を複数（Ｎ個）の直交周波数サブバ
ンドに効果的に分割する。これらはトーン、副搬送波、ビン、周波数チャンネルなどとも
呼ばれる。各サブバンドはデータで変調されるかもしれないそれぞれの副搬送波に関係づ
けられる。
【００１４】
　図１に多くの無線端末１２０のための通信をサポートする多くの基地局１１０を有する
代表的ＯＦＤＭＡシステム１００を示す。基地局は、端末と交信するために用いられる固



(9) JP 4546530 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

定交信局であり、アクセスポイント、ノードＢとも、または他の用語で呼ばれるかもしれ
ない。端末１２０は通常システム全体に分散されており、各端末は固定、または移動であ
るかもしれない。端末は移動局、ユーザ機器（ＵＥ）、無線通信デバイスとも、または他
の用語で呼ばれるかもしれない。各端末は順方向および逆方向リンク上で何時でも、１つ
のまたは場合により複数の基地局と交信するかもしれない。集中型アーキテクチャにおい
ては、システム制御器１３０は基地局と結合し、これらの基地局のための調整および制御
を提供する。分散アーキテクチャにおいては、基地局は例えば端末のために動作し、シス
テム資源の利用を調整し、その他のために必要に応じてお互いに交信するかもしれない、
　各基地局１１０はそれぞれの地理的領域に対して通信カバレッジを提供する。各基地局
のカバレッジ領域は指向性アンテナの放射パターンを用いて複数（例えば３個）のセクタ
に分割されるかもしれない。
【００１５】
　図２にセクタ用の代表的アンテナの放射パターン２１０を示す。アンテナ放射パターン
は異なる角度における正規化アンテナ利得を示す。ここで正規化は最大アンテナ利得を０
デシベル（ｄＢ）となるようにしている。アンテナ放射パターン２１０は－３ｄＢビーム
幅が約６５°の１つの主ビームを有する。
【００１６】
　図３Ａに３つのセクタ３１２ａ、３１２ｂ、および３１２ｃを有するセル３１０を示す
。これらをそれぞれセクタ１、２、および３と名付ける。各セクタはそれぞれのアンテナ
放射パターン２１０によって定義されるかもしれない。３つのセクタ用の３つのアンテナ
放射パターンの主ビームは互いに水平角度１２０°の間隔で指向するかもしれない。適切
なアンテナ放射パターンを用いることにより、これらのセクタの大部分のユーザにとって
、３つのセクタ間の干渉分離度は良好である。
【００１７】
　図３Ｂに、セル３１０内の２つのユーザｕおよびｖにより観測されるセル内干渉を示す
。このセルは図２に示す６５°のアンテナ放射パターンを用いる。ユーザｕは、セクタ１
から水平角度３２．５°の位置にあり、セクタ１に対して－３ｄＢのアンテナ利得を有し
ている。ユーザｕは、また水平角度８７．５°にあるセクタ２に対して－１８ｄＢのアン
テナ利得、および水平角度１５２．５°にあるセクタ３に対して－３１ｄＢのアンテナ利
得を有している。ユーザｕによって観測されるセクタ２および３双方からのセル内干渉は
セクタ１からの所望信号レベルより１４．８ｄＢ低い。ユーザｖは、セクタ１から水平角
度６０°の位置にあり、セクタ１と３の間の境界上にある。ユーザｖによって観測される
セル内干渉は所望信号レベルより高いことを示すことができる。
【００１８】
　一般に、各基地局のカバレッジ領域は任意の大きさ並びに形状であるかもしれないし、
また、地形、障害物その他の種々の要因に依存するかもしれない。各セクタの大きさ、形
状は、他の要因と同様、そのセクタ用のアンテナ放射パターンに依存している。セルの複
数のセクタは通常オーバラップしており、セル用の良好な通信カバレッジを確実にし、か
つセクタ間のハンドオフを容易にする。セル／セクタは連続的な領域であるかもしれない
し、そうでないかもしれない。またセル／セクタの端部は非常に複雑であるかもしれない
。
【００１９】
　通常各セクタはＢＴＳを利用する。同じセルのすべてのセクタ用のＢＴＳは、通常その
セル用の基地局内に置かれている。簡単さのために、以下の説明において、用語「基地局
」はセルのために動作する固定局およびセクタのために動作する固定局の両方に用いられ
る。「利用する」基地局または「利用する」セクタは端末が交信するものである。また、
用語「端末」および「ユーザ」は互換性を持ってここに用いられる。
【００２０】
　ＯＦＤＭＡシステムでは、異なるチャンネル状態を有するユーザが各セル全体に分布さ
れているかもしれない。これらのユーザはセル内干渉に対して異なる寄与および許容度が
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あるかもしれない。各ユーザに対するチャンネル状態は、受信パイロット強度、受信パイ
ロット電力、チャネル利得、信号対干渉並びに雑音比（ＳＩＮＲ）、および／または１つ
以上のセクタに対する他の測定値によって定量化されるかもしれない。セクタの境界に位
置するユーザ（または、単に「セクタ端部ユーザ」）は通常不十分なチャネル状態にある
。このチャネル状態とは例えば利用セクタに対する低チャネル利得に起因するそのセクタ
に対する低いＳＩＮＲ、高いセル内干渉、その他である。一般に、セクタ端部ユーザは、
一般的にセル内干渉に許容度が小さく、隣接セクタ内の他のユーザへのより大きな干渉を
引き起こし、不十分な性能であって、公平性要求を課すシステムにおいてはボトルネック
であるかもしれない。
【００２１】
　セル内共通再使用方法は、セクタ端部ユーザによって観測される干渉を、回避または抑
圧することができる。セル内共通再使用により、複数のセクタの境界に位置するユーザｕ
はこれらのセクタ内の他のユーザに割り当てられたサブバンドと直交したサブバンドを割
り当てられる。従って、ユーザｕはこれらの他のユーザからのセル内干渉をほとんどまた
は全く観測しないだろうし、また改善された性能が得られるだろう。セル内共通再使用の
種々の実施例は後に説明される。
【００２２】
　図４にセル内共通再使用の第１の実施例に従うサブバンドの共通セットおよびサブバン
ドのセクタ固有セットのベン図を示す。共通セットはＣと表示され、白い円で代表される
。セクタ固有セットはＳと表示され、斜線の領域によって代表される。共通セットＣはセ
ルのすべてのセクタのための共通のサブバンドを含む。セクタ固有セットＳは各セクタに
よってそのユーザに割り当てられるかもしれないサブバンドを含む。セットＣとＳにおけ
るサブバンドはデータ伝送のために利用可能なすべてのサブバンドの全セットから取られ
る。共通セットＣとセクタ固有セットＳは、各利用可能なサブバンドがセットＣまたはＳ
にのみ属するため、オーバラップしていない（すなわち、分離または互いに排他的）。
【００２３】
　共通およびセクタ固有セットは以下のように定義される。
【００２４】
Ｓ＝Ω＼Ｃ　　かつ　Ｓ∩Ｃ　＝　Θ　　　　　式（１）
ここで、「＼」は差集合演算、
「∩」は積集合演算、
Ωはすべての利用可能なサブバンドを含む全集合、
Θは零／空集合を示す。
【００２５】
共通セットＣはシステム内のＮ個のサブバンド全体の中から選択されたサブバンドを含む
。周波数ダイバーシチを実現するために、共通セットＣにおけるサブバンドは、後に説明
するようにＮ個の全サブバンドにわたって分布される。セクタ固有セットＳは全セットΩ
と共通セットＣの間の差集合演算により形成されるかもしれない。共通セットのサイズは
、例えば、セクタ端部ユーザの予想数、セルに関して必要な全体のスペクトル効率などの
ような種々の要因に基づいて選択されるかもしれない。共通セットサイズは、多くのユー
ザに対して干渉抑圧を提供しながら、システム帯域幅の効率的な利用を達成するように選
択されるかもしれない。
【００２６】
　各セクタはセクタ固有セットＳ内のサブバンドを、良好または公平なチャンネル状態を
観測したユーザに割り当てるかもしれない。共通セットＣ内のサブバンドは不十分なチャ
ンネル状態を観測した弱ユーザに割り当てられるかもしれない。セル内の１つのセクタま
たはセル自体は、共通セットＣ内のサブバンドをセル内のすべての弱ユーザに割り当てる
ように指示されるかもしれない。共通セット内の各サブバンドはセル内のただ１つのユー
ザに割り当てられる。セットＣとＳはオーバラップしていないため、共通セットＣ内のサ
ブバンドを割り当てられた弱ユーザは、セクタ固有セットＳ内のサブバンドを割り当てら
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れた他のユーザからのセル内干渉をほとんどまたは全く観測しないだろう。
【００２７】
　各セクタには、良好なチャンネル状態にあり高いＳＩＮＲを得ている強ユーザがあるか
もしれない。これらの強ユーザは、順方向および／または逆方向リンク上の低電力伝送を
適切に提供されるかもしれない。各セクタは、共通セットＣ内のサブバンドをその強ユー
ザに割り当てるかもしれない。また、これらのサブバンドを割り当てられた弱ユーザへの
過大な干渉を引き起こすのを回避するために、これらのサブバンドに関する使用を制御ま
たは制限するかもしれない。例えば、強ユーザに対する共通セット内のサブバンド上のデ
ータ伝送は、予め定めた送信電力限度以下に制限されるかもしれない。
【００２８】
　共通セットＣは、「ソフタ」ハンドオフ中のユーザをサポートするために用いられるか
もしれない。ソフタハンドオフは、ユーザが並行して同じセルの複数のセクタと交信する
過程を指す。ソフタハンドオフは、複数セクタへの異なる信号経路を介してデータ送信ま
たは受信することによるダイバーシチ利得を提供することができる。ソフタハンドオフは
、順方向リンク、逆方向リンク、または両リンク上でサポートされるかもしれない。
【００２９】
　与えられたユーザｕが共通セットＣ内のサブバンドを割り当てられる場合、ユーザｕに
対する順方向リンクのトラヒック／パケットデータは同じセルの中の１つ以上のセクタか
ら送信されるかもしれない。トラヒックデータが単一のセクタから送信される場合、ユー
ザｕに割り当てられたサブバンドは、同じサブバンドを割り当てられた他のユーザとの十
分な干渉分離度をユーザｕが得られる限り、他のセクタで再使用されるかもしれない。ユ
ーザｕに対するトラヒックデータが、ソフタハンドオフのために複数のセクタから送られ
る場合、ユーザｕは複数伝送を通じて得たダイバーシチ利得から利益を得る。
【００３０】
　ユーザｕが逆方向リンク上で送信する場合、ユーザｕからの逆方向リンクのデータ伝送
は、同じセル内の１つ以上のセクタにより受信され復号されるかもしれない。セクタは共
通配置されているため、これらのセクタによって得られたユーザｕに対するソフト判定シ
ンボルは、復号性能を向上させるために結合され復号されるかもしれない。これは一般的
に結合復号と呼ばれる。結合復号が実行される場合、ユーザｕはユーザｕからの逆方向リ
ンク伝送を受信する複数のセクタによって得られるダイバーシチ利得から利益を得る。結
合復号が実行されない場合、ユーザｕに割り当てられたサブバンドは他のセクタで再使用
されるかもしれない。ユーザｕに割り当てられたサブバンドと同じサブバンドを割り当て
られた他のユーザは、逆方向リンク上のユーザｕに対して無視できる程度の干渉となるよ
うに動作されるかもしれない。
【００３１】
　図３Ｂに戻り、ユーザｖは、セクタ１と３の間の境界に位置しており、セクタ２からの
干渉をほとんど観測しないかもしれない。同様に、セクタ１と２の間の境界に位置するユ
ーザはセクタ３からの干渉をほとんど観測しないかもしれない。また、セクタ２と３の間
の境界に位置するユーザはセクタ１からの干渉をほとんど観測しないかもしれない。すべ
てのセクタにではなく、セクタのペアに対して共通セットを定義することによって、帯域
幅利用の改善が達成されるかもしれない。
【００３２】
　図５Ａに、セル内共通再使用の第２の実施例に従う、Ｃ１２、Ｃ１３、およびＣ２３と
表示される３つの共通サブバンドセットのベン図を示す。本実施例において、３つの共通
セットは互いにオーバラップしない。共通セットＣ１２は同じセルのセクタ１および２に
共通なサブバンドを含み、共通セットＣ１３はセクタ１および３に共通なサブバンドを含
み、また、共通セットＣ２３はセクタ２および３に共通なサブバンドを含む。
【００３３】
　各セクタｘにおいて、セクタ固有セットＳｘが、セクタｘのためにセクタｘ用の２つの
共通セットＣｘｙおよびＣｘｚとオーバラップしないように定義されるかもしれない。こ
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こでｘ∈｛１、２、３｝、ｙ∈｛１、２、３｝、ｚ∈｛１、２、３｝、ｘ≠ｙ、ｘ≠ｚ、
ｙ≠ｚ。セクタ固有セットＳｘは共通セットＣｘｙおよびＣｘｚに含まれないすべての利
用可能なサブバンドを含むかもしれない。セクタｘ用の共通およびセクタ固有セットは以
下で定義されるかもしれない。
【００３４】
Ｓｘ＝Ω＼（Ｃｘｙ∪Ｃｘｚ）、　Ｃｘｙ∩Ｃｘｚ∩Ｃｙｚ＝Θ　　　　　　　式（２）
　図５Ｂにセクタ１のための共通セットＣ１２並びにＣ１３およびセクタ固有セットＳ１

のベン図を示す。共通セットＣ１２およびＣ１３は白い円でそれぞれ代表される。セクタ
固有セットＳ１は斜線の領域によって代表される。セクタ固有セットＳ１は全セットΩ内
にあって共通セットＣ１２およびＣ１３にはないすべてのサブバンドを含む。セクタ１は
セクタ固有セットＳ１内のサブバンドを、セクタ内に位置し良好または公平なチャネル状
態を観測している強い公平なユーザに割り当てるかもしれない。
【００３５】
　図５Ｃにセクタ２のための共通セットＣ１２並びにＣ２３およびセクタ固有セットＳ２

のベン図を示す。セクタ固有セットＳ２は全セットΩ内にあって共通セットＣ１２および
Ｃ２３にはないすべてのサブバンドを含む。セクタ２はセクタ固有セットＳ２内のサブバ
ンドをセクタ内の強い公平なユーザに割り当てるかもしれない。
【００３６】
　図５Ｄにセクタ３のための共通セットＣ１３並びにＣ２３およびセクタ固有セットＳ３

のベン図を示す。セクタ固有セットＳ３は全セットΩ内にあって共通セットＣ１３および
Ｃ２３にはないすべてのサブバンドを含む。セクタ３はセクタ固有セットＳ３内のサブバ
ンドを、セクタ内の強い公平なユーザに割り当てるかもしれない。
【００３７】
　図５Ｂから５Ｄにおいて、共通セットＣ１２内のサブバンドは、セクタ１と２の間の境
界に位置する弱ユーザに割り当てられるかもしれない。共通セットＣ１３内のサブバンド
は、セクタ１と３の間の境界に位置する弱ユーザに割り当てられるかもしれない。共通セ
ットＣ２３内のサブバンドは、セクタ２と３の間の境界に位置する弱ユーザに割り当てら
れるかもしれない。
【００３８】
　セル内共通再使用の第２の実施例において、共通セットＣｘｙ内のサブバンドはセクタ
固有セットＳｘおよびＳｙ内のサブバンドと直交している。したがって、セクタｘおよび
ｙの間の境界に位置する弱ユーザは共通セットＣｘｙ内のサブバンドを割り当てられるか
もしれない。したがってこれらのユーザはセクタ固有セットＳｘとＳｙ内のサブバンドを
割り当てられた他のユーザからのセル内干渉をほとんどまたは全く観測しないだろう。セ
ル内共通再使用の第２の実施例は帯域幅利用を改良することもできる。共通セットＣｘｙ

内のサブバンドは、セクタ固有セットＳｚに含まれ、セクタｚ内の強い公平なユーザに割
り当てられるかもしれない。
【００３９】
　第２の実施例の代替において、全セットΩ内にあって３つの共通セットＣ１２、Ｃ１３

およびＣ２３には含まれないすべてのサブバンドを含むＳ１２３が次のように定義される
。
【００４０】
Ｓ１２３＝Ω＼（Ｃ１２∪Ｃ１３∪Ｃ２３）　　　　　　式（３）
　各セクタｘはセクタ固有セットＳ１２３内のサブバンドを強い公平なユーザに割り当て
るかもしれない。共通セットＣｘｙ内のサブバンドはセクタｘとｙの間の境界に位置する
弱ユーザに割り当てられるかもしれない。また、共通セットＣｘｚ内のサブバンドはセク
タｘとｚの間の境界に位置する弱ユーザに割り当てられるかもしれない。セクタｘは共通
セットＣｙｚ内のサブバンドを強ユーザへ割り当てるかもしれない。この強ユーザは、セ
クタｙとｚの間の境界に位置しており、この共通セットＣｙｚ内のサブバンドを割り当て
られた弱ユーザに対して起こす干渉は無視できる程度だろう。
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【００４１】
　ユーザは他の２つのセクタからの高い干渉を観測する可能性がある。共通セットは、良
好な帯域幅利用を達成しながら、そのような不利なユーザに利用されるように定義される
かもしれない。
【００４２】
　図６Ａにセル内共通再使用の第３実施例に従う４つの共通サブバンドセットＣ１２、Ｃ

１３、Ｃ２３、およびＣ１２３のベン図を示す。共通セットＣ１２は同じセルのセクタ１
および２に対して共通なサブバンドを含み、共通セットＣ１３はセクタ１および３に対し
て共通なサブバンドを含み、共通セットＣ２３はセクタ２および３に対して共通なサブバ
ンドを含み、共通セットＣ１２３は３つのすべてのセクタ１、２、ならびに３に対して共
通なサブバンドを含む。
【００４３】
　各セクタｘにおいて、セクタ固有セットＳｘが、セクタｘのためにセクタｘ用の３個の
共通セットＣｘｙ、ＣｘｚおよびＣｘｙｚとオーバラップしないように定義されるかもし
れない。セクタ固有セットＳｘは共通セットＣｘｙ、Ｃｘｚ、およびＣｘｙｚに含まれて
いないすべての使用可能なサブバンドを含むかもしれない。セクタｘのための共通および
セクタ固有セットは以下のように定義されるかもしれない。
【００４４】
Ｓｘ＝Ω＼（Ｃｘｙ∪Ｃｘｚ∪Ｃｘｙｚ）、　Ｃｘｙ∩Ｃｘｚ∩Ｃｙｚ∩Ｃｘｙｚ＝Θ　
　　　式（４）
　図６Ｂにセクタ１に対する共通セットＣ１２、Ｃ１３並びにＣ１２３およびセクタ固有
セットＳ１のベン図を示す。共通セットＣ１２は縦線の領域によって代表され、共通セッ
トＣ１３は格子の領域によって代表され、共通セットＣ１２３は白い円で代表され、セク
タ固有セットＳ１は斜線の領域で代表される。セクタ固有セットＳ１は全セットΩ内にあ
って共通セットＣ１２、Ｃ１３およびＣ１２３には含まれないすべてのサブバンドを含む
。セクタ１はセクタ固有セットＳ１内のサブバンドを、セクタ内の強い公平なユーザに割
り当てるかもしれない。　
　図６Ｃにセクタ２に対する共通セットＣ１２、Ｃ２３並びにＣ１２３およびセクタ固有
セットＳ２のベン図を示す。セクタ固有セットＳ２は全セットΩ内にあって共通セットＣ

１２、Ｃ２３およびＣ１２３には含まれないすべてのサブバンドを含む。セクタ２はセク
タ固有セットＳ２内のサブバンドを、セクタ内の強い公平なユーザに割り当てるかもしれ
ない。
【００４５】
　図６Ｄにセクタ３に対する共通セットＣ１３、Ｃ２３並びにＣ１２３およびセクタ固有
セットＳ３のベン図を示す。セクタ固有セットＳ３は全セットΩ内にあって共通セットＣ

１３、Ｃ２３およびＣ１２３には含まれないすべてのサブバンドを含む。セクタ３はセク
タ固有セットＳ３内のサブバンドを、セクタ内の強い公平なユーザに割り当てるかもしれ
ない。
【００４６】
　図６Ｂから６Ｄにおいて、共通セットＣ１２内のサブバンドは、セクタ１と２の間の境
界に位置する弱ユーザに割り当てられるかもしれない。共通セットＣ１３内のサブバンド
は、セクタ１と３の間の境界に位置する弱ユーザに割り当てられるかもしれない。共通セ
ットＣ２３内のサブバンドは、セクタ２と３の間の境界に位置する弱ユーザに割り当てら
れるかもしれない。共通セットＣ１２３内のサブバンドは、３つのすべてのセクタ１、２
および３の間の境界に位置する弱ユーザに割り当てられるかもしれない。
【００４７】
　セル内共通再使用の第３の実施例において、共通セットＣｘｙ内のサブバンドはセクタ
固有セットＳｘおよびＳｙ内のサブバンドと直交している。セクタｘおよびｙの間の境界
に位置する弱ユーザは共通セットＣｘｙ内のサブバンドを割り当てられるかもしれない。
したがってこれらのユーザはセクタ固有セットＳｘおよびＳｙ内のサブバンドを割り当て
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られた他のユーザからのセル内干渉をほとんどまたは全く観測しないだろう。共通セット
Ｃｘｙｚ内のサブバンドはセクタ固有セットＳｘ、Ｓｙ、およびＳｚ内のサブバンドと直
交している。３つのすべてのセクタｘ、ｙおよびｚの間の境界に位置する弱ユーザは共通
セットＣｘｙｚ内のサブバンドを割り当てられるかもしれない。したがってこれらのユー
ザはセクタ固有セットＳｘ、ＳｙおよびＳｚ内のサブバンドを割り当てられた他のユーザ
からのセル内干渉をほとんどまたは全く観測しないだろう。第３の実施例は帯域幅利用を
改良することもできる。共通セットＣｘｙ内のサブバンドはセクタ固有セットＳｚに含ま
れており、セクタｚ内の強い公平なユーザに割り当てられるかもしれない。セクタｘは共
通セットＣｙｚ内のサブバンドを、セクタｙとｚの間の境界に位置しセットＣｙｚ内のサ
ブバンドが割り当てられている弱ユーザに対して無視できる干渉を引き起こす強ユーザに
割り当てるかもしれない。
【００４８】
　図７に１つのセルの３つのセクタにおける、８つのユーザの分布例を示す。図７にセル
内共通再使用の第３の実施例に基づくサブバンドの割当も示す。本例において、ユーザａ
はセクタ１に位置しており、セクタ固有セットＳ１からサブバンドを割り当てられる。ユ
ーザｂはセクタ１および２の間に位置しており、共通セットＣ１２からサブバンドを割り
当てられる。ユーザｃおよびｄはセクタ２に位置しており、セクタ固有セットＳ２からサ
ブバンドを割り当てられる。ユーザｅはセクタ２および３の間に位置しており、共通セッ
トＣ２３からサブバンドを割り当てられる。ユーザｆはセクタ３に位置しており、セクタ
固有セットＳ３からサブバンドを割り当てられる。ユーザｇはセクタ１および３の間に位
置しており、共通セットＣ１３からサブバンドを割り当てられる。ユーザｈはセクタ１、
２および３の間に位置しており、共通セットＣ１２３からサブバンドを割り当てられる。
【００４９】
　共通およびセクタ固有セットは種々の方法で形成されるかもしれない。ＯＦＤＭＡシス
テムにおいて、ＯＦＤＭによって作られたＮ個の全サブバンドが利用可能である。Ｎ個の
全サブバンドのすべてまたはサブセットは、トラヒックデータ、パイロット、および信号
を伝送するために用いられるかもしれない。通常、いくつかのサブバンドは伝送には用い
られず、システムがスペクトルマスク要求を満足できるようにガードサブバンドとして利
用される。簡明さのために、以下の説明は、Ｎ個の全サブバンドは伝送のために利用可能
、すなわちガードサブバンドがないと仮定する。
【００５０】
　図８Ａにセル内共通再使用の第１の実施例のための共通セットＣおよびセクタ固有セッ
トＳを形成するための例を示す。本例において、Ｎ個の全サブバンドは、各グループがＬ
個のサブバンドを含むＭ個のグループに配置される。ここで　Ｍ≧１、Ｌ＞１、Ｍ・Ｌ＝
Ｎである。共通セットＣは各グループ内の１つ（例えば１番目）のサブバンドを含む。セ
クタ固有セットＳは各グループ内の残りのサブバンドを含む。一般に、共通セットは任意
の数のサブバンドおよびＮ個の全サブバンドのいずれか１つを含むかもしれない。共通セ
ットは、周波数ダイバーシチを達成するために、Ｎ個の全サブバンドから横断的に取られ
たサブバンドを含むかもしれない。共通セット内のサブバンドは、Ｎ個の全サブバンドに
わたり、予め定めたパターン（例えば図８Ａに示すようなパターン）に基づいて分布され
るかもしれない。あるいは、共通セット内のサブバンドは、Ｎ個の全サブバンドにわたり
、疑似ランダムに分布されるかもしれない。
【００５１】
　図８Ｂにセル内共通再使用の第２の実施例のための共通セットＣ１２、Ｃ１３、並びに
Ｃ２３、およびセクタ固有セットＳ１、Ｓ２、並びにＳ３を形成するための例を示す。本
例において、Ｎ個の全サブバンドは、図８Ａについて上で説明したようにＭ個のグループ
に配置される。共通セットＣ１２は各グループにおける１番目のサブバンドを含み、共通
セットＣ１３は各グループにおける２番目のサブバンドを含み、共通セットＣ２３は各グ
ループにおける３番目のサブバンドを含む。一般に、各共通セットは、２つの共通セット
が同じサブバンドを含むことがないという制約を条件として、任意の数のサブバンドおよ
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びＮ個の全サブバンドのいずれか１つを含むかもしれない。共通セットは同数のサブバン
ド（図８Ｂに示す）または異なる数のサブバンドを含むかもしれない。各共通セット内の
サブバンドの数は種々の要因、例えば共通セットを割り当てられた弱ユーザの予測数など
に依存するかもしれない。　各共通セットは、周波数ダイバーシチを達成するために、Ｎ
個の全サブバンドから横断的に（例えばＮ個の全サブバンドにわたり均一にまたは疑似ラ
ンダムに分布して）取られたサブバンドを含むかもしれない。
【００５２】
　セクタ固有セットＳ１は共通セットＣ１２およびＣ１３に含まれていないすべての使用
可能なサブバンドを含む。セクタ固有セットＳ２は共通セットＣ１２およびＣ２３に含ま
れていないすべての使用可能なサブバンドを含む。セクタ固有セットＳ３は共通セットＣ

１３およびＣ２３に含まれていないすべての使用可能なサブバンドを含む。
【００５３】
　図８Ｃにセル内共通再使用の第３の実施例のための共通セットＣ１２、Ｃ１３、Ｃ２３

、並びにＣ１２３およびセクタ固有セットＳ１、Ｓ２、並びにＳ３を形成するための例を
示す。本例において、Ｎ個の全サブバンドは、図８Ａについて上で説明したようにＭ個の
グループに配置される。共通セットＣ１２は各グループにおける１番目のサブバンドを含
み、共通セットＣ１３は各グループにおける２番目のサブバンドを含み、共通セットＣ２

３は各グループにおける３番目のサブバンドを含み、共通セットＣ１２３は各グループの
４番目のサブバンドを含む。一般に、各共通セットは、２つの共通セットが同じサブバン
ドを含むことがないという制約を条件として、任意の数のサブバンドおよびＮ個の全サブ
バンドのいずれか１つを含むかもしれない。セクタ固有セットＳ１は共通セットＣ１２、
Ｃ１３およびＣ１２３に含まれていないすべての使用可能なサブバンドを含む。セクタ固
有セットＳ２は共通セットＣ１２、Ｃ２３およびＣ１２３に含まれていないすべての使用
可能なサブバンドを含む。セクタ固有セットＳ３は共通セットＣ１３、Ｃ２３およびＣ１

２３に含まれていないすべての使用可能なサブバンドを含む。
【００５４】
　共通およびセクタ固有セットは種々の方法で定義されるかもしれない。一実施例におい
て、共通およびセクタ固有セットは静的であり、変化しないかもしくはゆっくり変化する
。別の実施例において、共通およびセクタ固有セットは、セクタの負荷および場合によっ
ては他の要因に基づいて動的に定義されるかもしれない。例えば、各セクタのための共通
セットは、時間と共に変化するかもしれないセクタ内の弱ユーザの数に依存しているかも
しれない。指定されたセクタまたはセルは、種々のセクタに対する負荷情報を受信し、共
通およびセクタ固有セットを定義し、かつこれらのセットをセクタに通知するかもしれな
い。本実施例はユーザの分布に基づくシステム資源の、より良い利用を可能にするかもし
れない。
【００５５】
　サブバンドの端末への割当を容易にするために、複数の直交した「トラヒック」チャン
ネルが各（共通またはセクタ固有）サブバンドセットに対して定義されるかもしれない。
与えられたサブバンドセットにおいて、各サブバンドは任意の与えられた時間インターバ
ル内のただ１個のトラヒックチャンネルに用いられ、各トラヒックチャネルは各時間イン
ターバル内の０、１、または複数のサブバンドを割り当てられるかもしれない。各セクタ
固有セットに対するトラヒックチャンネルは、互いに干渉せず、またセクタ固有セットと
オーバラップしない共通セットに対するトラヒックチャネルと干渉しない。同様に、各共
通セットに対するトラヒックチャンネルは、互いに干渉せず、また共通セットとオーバラ
ップしないセクタ固有セットに対するトラヒックチャンネルと干渉しない。トラヒックチ
ャンネルは異なる時間インターバルに対するサブバンドの割当を表す便利な方法と見なさ
れるかもしれない。ユーザは、適切な（共通またはセクタ固有）サブバンドセットに対す
るトラヒックチャネルをユーザチャネル状態に依存して割り当てられるかもしれない。
【００５６】
　ＯＦＤＭＡシステムは周波数ホッピング（ＦＨ）を用いるかもしれないし、用いないか
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もしれない。周波数ホッピングにより、データ伝送は疑似ランダムまたは決定論的にサブ
バンドからサブバンドへホップする。周波数ホッピングは有害な経路効果に対する周波数
ダイバーシチおよび他のセル／セクタからの干渉のランダム化を提供できる。
【００５７】
　図９に、ＦＨ－ＯＦＤＭＡシステムにおいて順方向および／または逆方向リンクに用い
られるかもしれない周波数ホッピング方式９００を示す。図９に示す実施例において、与
えられた（共通またはセクタ固有）サブバンドセット内のサブバンドは、Ｋ個のサブセッ
トに配置され、各サブセットはＰ個のサブバンドを含む。ここでＫ＞１、Ｐ≧１である。
各サブセット内のサブバンドは、そのセット内で隣接しているかもしれないし（図９に示
す）、または隣接しないサブバンドであるかもしれない（例えばセットにわたり分布して
いる）。
【００５８】
　サブバンドセットに対する各トラヒックチャンネルは各「ホップ」期間に用いるＰ個の
サブバンドの固有サブセットを示すＦＨパターンに関係づけられる。また、ＦＨパターン
はＦＨ系列、ホップパターン、または他の用語で呼ばれるかもしれない。ホップ期間は与
えられたサブセットに使われた時間の総量であり、Ｑ＞１としてＱ個のＯＦＤＭシンボル
期間（または、単に「シンボル期間」）に渡る。サブバンドセット内の異なるトラヒック
チャネルに対するＦＨパターンは互いに直交しており、２つのトラヒックチャネルがいず
れの与えられたホップ期間においても同じサブバンドを用いるということはない。この特
性は、セクタ内干渉を回避または最小にする。各トラヒックチャンネルに対するＦＨパタ
ーンは、異なるホップ期間に異なるサブバンドを疑似ランダムに選択するかもしれない。
周波数ダイバーシチは、いくつかのホップ期間にわたって、セット内のすべてまたは多く
のサブバンドを選択することにより達成される。セクタ間干渉をランダム化するために、
各セクタ固有セットに対するＦＨパターンは他のセクタ固有セットに対するＦＨパターン
との関係において擬似ランダムであるかもしれない。
【００５９】
　図１０にセル内共通再使用によりデータを伝送するためのプロセス１０００のフローチ
ャートを示す。最初に、与えられたセクタｘの端末に対するチャンネル状態が決定される
（ブロック１０１２）。チャンネル状態は、後に説明されるように種々の方法で確定され
、端末が同じセル内の少なくとも１つの他のセクタからの高い干渉を観測するか否かを表
示するかもしれない。端末は、その端末の少なくともチャネル状態に基づいてセクタｘに
対する共通またはセクタ固有セットのいずれかの中のサブバンドを割り当てられる（ブロ
ック１０１４）。共通セットおよびセクタ固有セットはオーバラップしない。セクタ固有
セットはセクタｘ内の端末に割当可能なサブバンドを含む。共通セットは、セクタｘおよ
びセル内の少なくとも１つの他のセクタから、あったとしてもほとんど干渉を受けないサ
ブバンドを含む。端末に対するデータは処理され、割り当てられたサブバンドで順方向お
よび／または逆方向リンクを通じて伝送される（ブロック１０１６）。
【００６０】
　各セクタは種々の方法でサブバンドをその端末に割り当てるかもしれない。例えば、端
末の複数のグループが、各セクタに対して形成されるかもしれない。サブバンドの各セッ
トに対して１つの端末グループ、また各グループ内の端末が関連するセット内のサブバン
ドを割り当てられるかもしれない。各端末は、端末に対するチャンネル状態、各セット内
のサブバンド数、各セット内のサブバンドを共有する端末数、その他に基づいて、複数グ
ループの１つに分類されるかもしれない。　次に、各グループ内の端末は、サービス品質
（ＱｏＳ）、システム負荷、公平要求、他の情報、および／または他の考慮に基づいて、
関連するセット内のサブバンドを割り当てられるかもしれない。
【００６１】
　図１１にサブバンドを端末に割り当てるためのプロセス１１００のフローチャートを示
す。プロセス１１００は、図１０のブロック１０１２および１０１４に用いられるかもし
れない。プロセス１１００は、任意の時間インターバルであるかもしれない各スケジュー
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リングインターバルにおいて、各セクタにより実行されるかもしれない。初めに、異なる
セクタに対して端末によっておよび／または端末に対して異なるセクタによって測定値が
求められる（ブロック１１１２）。各セクタは順方向リンク上でパイロットを送信するか
もしれない。パイロットはシステム内の端末によって信号検出、タイミング並びに周波数
同期、チャネル推定、その他のために用いられるかもしれない。通常、パイロットは、既
知の方法で処理され送信される既知の変調シンボルで構成される。端末は、セクタによる
データ受信を容易にするために、逆方向リンク上でパイロットを送信するかもしれない。
端末に対する測定値は順方向リンク上でセクタが送信するパイロット、逆方向リンク上で
端末が送信するパイロット、および／または他の伝送に基づいているかもしれない。
【００６２】
　一実施例において、端末はシステム内のセクタによって送信されたパイロットを探索し
、一定数の最も高いパイロット測定値を利用中のセクタに報告する。他の実施例において
、端末は、異なるサブバンドセットに関して観測された干渉を測定し、各サブバンドセッ
トに対するチャンネル品質指標（ＣＱＩ）を導出し、異なるサブバンドセットに対するＣ
ＱＩを利用中のセクタに送る。ＣＱＩは、サブバンドセットに対して端末が得た受信信号
品質を示す。受信信号品質は、信号対干渉および雑音比（ＳＩＮＲ）、チップ当たりエネ
ルギ対全雑音比（Ｅｃ／Ｎ０）、チップ当たりエネルギ対雑音比（Ｅｃ／Ｎｔ）、キャリ
ア対干渉比（Ｃ／Ｉ）、または他の信号品質尺度により定量化されるかもしれない。ＣＱ
Ｉは、パイロット測定より短い時間で測定され報告されるかもしれない。従ってこれはサ
ブバンドの高速割当、およびチャネル状態の速い変化へのより速い応答を可能にするだろ
う。さらに他の実施例において、セクタは、端末によって送信されたパイロットを測定し
、パイロット測定値を利用中のセクタに報告する。
【００６３】
　端末に対するセル内干渉は、端末に対して求めた測定値に基づいて決定される（ブロッ
ク１１１４）。順方向のリンクにおいて、セル内干渉は、同じセルの中にあって端末に向
けて送信するように指示されていない全セクタに対するパイロット測定値に基づいて決定
されるかもしれない。逆方向リンクにおいて、セル内干渉は、端末に対して同じセル内の
全セクタによって行われるパイロット測定に基づいて決定されるかもしれない。端末はセ
ル内干渉の測定も行い、測定値を利用中のセクタに報告するかもしれない。また、セル内
干渉は端末の位置推定値に基づいて推定されるかもしれない。このようにセル内干渉は、
種々の方法で、および種々の測定値に基づいて決定されるかもしれない。一般に、セル内
干渉は、順方向リンクおよび／または逆方向リンク測定値に基づいて決定されるかもしれ
ない。順方向および逆方向リンクは長い期間を見ると相反的であると仮定されるかもしれ
ない。この場合、与えられたセクタに対して順方向リンク上で端末によってなされる強い
パイロット測定は、そのセクタが順方向リンク上で強い干渉源となり、また逆方向リンク
上で端末から強い干渉を受けるだろうということを意味するかもしれない。同じ推論は逆
方向リンクのパイロット測定値にも当てはまる。
【００６４】
　端末に対するセル内干渉は干渉しきい値と比較される（ブロック１１１６）。セル内干
渉が、ブロック１１２０で決定されるように、しきい値を超える場合、端末は共通セット
からサブバンドを割り当てられる。（ブロック１１２２）。そのほかの場合、端末は利用
中のセクタ用のセクタ固有セットからサブバンドを割り当てられる（ブロック１１２４）
。次に、割り当てられたサブバンドは端末に送られる（ブロック１１２６）。ブロック１
１１２および１１１４は図１０のブロック１０１２に対応するかもしれない。またブロッ
ク１１１６から１１２４はブロック１０１４に対応するかもしれない。
【００６５】
　一般に、端末は、例えば端末が観測するセル内干渉、端末に対するハンドオフ要求、サ
ービス品質（ＱｏＳ）要求、端末の優先度、その他のような種々の要因に基づいて、共通
セットまたはセクタ固有セットからサブバンドを割り当てられるかもしれない。共通セッ
トかセクタ固有セットを用いるかの判定は異なるセクタからの直接または間接の入力（例
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えば、異なるセクタに対する／からの測定値）に基づいて決定されるかもしれない。
【００６６】
　図１２に端末に割り当てられたサブバンド上でデータを送信するためのプロセス１２０
０のフローチャートを示す。プロセス１２００は順方向および／または逆方向リンク上の
データ送信用に用いられるかもしれない。端末に対するトラヒックデータはデータシンボ
ルを生成するように処理（例えば、符号化およびシンボルマップ化）される（ブロック１
２１２）。「データ」シンボルは、ここに用いられる場合、トラヒックデータ用の変調シ
ンボルであり、「パイロット」シンボルはパイロット用の変調シンボルであり、変調シン
ボルは変調方式に対する信号コンステレーションの点の複素数値である。データシンボル
は端末に割り当てられたサブバンドに写像される（ブロック１２１４）。パイロットシン
ボルおよび／または信号と同様に、写像されたデータシンボルは、さらに処理され、（１
）１つ以上のセクタから順方向リンク上で端末へ、または（２）端末から逆方向リンク上
で１つ以上のセクタへ送信される（ブロック１２１６）。
【００６７】
　図１３に端末に割り当てられたサブバンド上でデータを受信するためのプロセス１３０
０のフローチャートを示す。プロセス１２００は順方向および／または逆方向リンク上の
データ受信用に用いられるかもしれない。端末に対する伝送信号は、（１）順方向リンク
を介して端末により、または（２）逆方向リンクを介してセクタにより受信される（ブロ
ック１３１２）。次に、端末が共通セット内かセクタ固有セット内のサブバンドを割り当
てられたか（ブロック１３１４）、および端末に対してソフタハンドオフが実行されてい
るかかどうか（ブロック１３１６）の判定がなされる。端末がセクタ固有セット内のサブ
バンドを割り当てられている場合、または、ソフタハンドオフが実行されていない場合、
１つのセクタ（利用中セクタ）から／によって受信されるデータ伝送は、端末のための軟
判定シンボルを得るために処理される（ブロック１３２２）。軟判定シンボルは、雑音お
よびその他のアーチファクトに起因する単一ビットにおける不確定さを捕捉するために用
いられている付加的ビットを伴う、送信機から送られる単一ビット（または「硬」）値に
対して受信機によって得られるマルチビット値である。次に、端末の軟判定シンボルは、
端末のための復号データを得るために処理（例えば、検出、復号）される（ブロック１３
２４）。
【００６８】
　端末が共通セット内のサブバンドを割り当てられ、かつソフタハンドオフが実行されて
いる場合、複数のセクタ（利用中セクタおよび少なくとも１つの他のセクタ）から／によ
って受信される端末のためのデータ伝送は、各セクタのための軟判定シンボルを得るため
に処理される（ブロック１３３２）。順方向リンク伝送において、端末は、改善された信
号品質を有する結合軟判定シンボルを導出するために、複数のセクタに対して得られた軟
判定シンボルを結合するかもしれない（ブロック１３３４）。逆方向リンク伝送において
、利用セクタは、端末のために他のセクタによって得られた軟判定シンボルを受信するか
もしれないし、また端末のための結合軟判定シンボルを導出するために、異なるセクタに
よって得られた軟判定シンボルを結合するかもしれない（同じくブロック１３３４）。い
ずれの場合においても、端末のための結合軟判定シンボルは、端末のための復号データを
得るために復号される（ブロック１３３６）。
【００６９】
　図１４にセクタｘ用の基地局１１０ｘ、セクタｙ用の基地局１１０ｙ、無線端末１２０
、およびセルエンティティ１５０の一実施例のブロックダイアグラムを示す。基地局１１
０ｘ、１１０ｙ、およびセルエンティティ１５０は１つのセルにおけるネットワークエン
ティティである。
【００７０】
　基地局１１０ｘにおいて、符号器／変調器１４１２ｘは基地局１１０ｘによって提供さ
れている各端末に対するトラヒックデータを受信し、端末用に選択された符号化および変
調方式に基づいて、各端末に対してトラヒックデータを処理（例えば符号化、インターリ
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ーブおよびシンボル写像）し、各端末用のデータシンボルを生成する。シンボルからサブ
バンドへの写像器１４１４ｘは、制御器１４３０ｘからの制御信号の指示に従って、各端
末用のデータシンボルを端末に割り当てられたサブバンドへ写像する。写像器１４１４ｘ
は、パイロット伝送に用いられるサブバンド上にパイロット信号を、伝送に用いない各サ
ブバンドに対して零の信号値を提供する。各ＯＦＤＭシンボル期間で、写像器１４１４ｘ
は、Ｎ個の全サブバンドに対してＮ個の伝送シンボルを提供する。ここで、各伝送シンボ
ルはデータシンボル、パイロットシンボル、または零信号値であるかもしれない。
【００７１】
　ＯＦＤＭ変調器（Ｍｏｄ）１４１６ｘは、各ＯＦＤＭシンボル期間にＮ個の伝送シンボ
ルを受信し、対応するＯＦＤＭシンボルを生成する。ＯＦＤＭ変調器１４１６ｘは通常、
逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ユニットおよび巡回プレフィックス発生器含む。各ＯＦ
ＤＭシンボル期間において、ＩＦＦＴユニットは、Ｎ個の時間領域チップを含む「変換さ
れた」シンボルを得るために、Ｎ個の伝送シンボルをＮ点逆ＦＦＴにより時間領域へ変換
する。各チップは１チップ期間に伝送される複素数値である。次に、巡回プレフィックス
発生器は、Ｎ＋Ｃチップを含むＯＦＤＭシンボルを形成するために、各変換されたシンボ
ルの一部分を繰り返す。ここでＣは繰り返されるチップ数である。繰り返された部分は、
しばしば巡回プレフィックスと呼ばれ、周波数選択性フェージングに起因するシンボル間
干渉（ＩＳＩ）を克服するために用いられる。ＯＦＤＭシンボル期間はＮ＋Ｃチップ期間
である１つのＯＦＤＭシンボルの継続時間に対応している。ＯＦＤＭ変調器１４１６ｘは
ＯＦＤＭシンボルのストリームを提供する。送信機ユニット（ＴＭＴＲ）１４１８ｘは、
アンテナ１４２０ｘから送信される変調信号を発生するためにＯＦＤＭシンボルストリー
ムを処理（例えばアナログへの変換、フィルタリング、および周波数アップコンバージョ
ン）する。
【００７２】
　端末１２０において、１つ以上の基地局によって送信された変調信号はアンテナ１４５
２で受信され、受信信号はサンプルを生成するために受信機に送られ処理される。１ＯＦ
ＤＭシンボル期間に対するサンプルセットは１受信ＯＦＤＭシンボルを代表する。ＯＦＤ
Ｍ復調器（Ｄｅｍｏｄ）１４５６はサンプルを処理し、受信シンボルを提供する。これは
基地局によって送信された送信シンボルの雑音を含む推定値である。ＯＦＤＭ復調器１４
５６は通常、巡回プレフィックス除去ユニットおよびＦＦＴユニットを含む。巡回プレフ
ィックス除去ユニットは、受信変換シンボルを得るために、各受信ＯＦＤＭシンボルにあ
る巡回プレフィックスを除去する。ＦＦＴユニットは、Ｎ個の全サブバンドに対するＮ個
の受信シンボルを得るために、　各受信変換シンボルを周波数領域へＮ点高速フーリエ変
換を用いて変換する。サブバンドからシンボルへの逆写像器１４５８は、各ＯＦＤＭシン
ボル期間に渡ってＮ個の受信シンボルを得て、端末１２０に割り当てられたサブバンドの
ための受信シンボルを、制御器１４７０からの制御指示に従って提供する。次に、復調器
／復号器１４６０は端末１２０への受信シンボルを処理（例えば、検出、デインターリー
ビング、および復号）し、端末に復号したデータを提供する。
【００７３】
　逆方向リンク伝送において、トラヒックデータは、端末１２０において、符号器／変調
器１４６２によって処理され、シンボルからサブバンドへの写像器１４６４によって端末
１２０に割り当てられたサブバンドに写像され、さらにＯＦＤＭ変調器１４６６によって
処理され、送信機ユニット１４６８で調整され、アンテナ１４５２を通じて送信される。
基地局１１０ｘにおいて、他の端末と同様に端末１２０からの変調信号はアンテナ１４２
０ｘによって受信され、受信機ユニット１４２２ｘによって調整され、ＯＦＤＭ復調器１
４２４ｘによって処理される。シンボルからサブバンドへの逆写像器１４２６ｘは、各Ｏ
ＦＤＭシンボル期間に渡ってＮ個の受信シンボルを得て、端末に割り当てられたサブバン
ドからの各端末のための受信シンボルを提供する。復調器／復号器デコーダ１４２８ｘは
各端末に対する受信シンボルを処理し、端末に対する復号データを提供する。
【００７４】
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　基地局１１０ｙは順方向リンク上のデータを処理し、基地局１１０ｙと交信中の端末へ
送信する。また、これらの端末から逆方向リンク上のデータを受信する。基地局１１０ｙ
による処理は基地局１１０ｘによる処理と同様である。同じセル用の複数の基地局は、ソ
フタハンドオフのための軟判定シンボルを交換するかもしれない。これは図１４には示さ
れない。
【００７５】
　セル内共通再使用の一実施例において、各基地局１１０の制御器１４３０は、順方向お
よび／または逆方向リンク上でデータ伝送を望んでいる端末を特定し、各端末に対するチ
ャネル状態を確認し、各端末が共通セット内のサブバンドを割り当てられるべきかセクタ
固有セット内のサブバンドを割り当てられるべきかを決定する。各端末に対するチャンネ
ル状態は基地局１１０によってなされる逆方向リンク測定に基づいて確認されるかもしれ
ないし、または端末によってなされた基地局へ報告される順方向リンク測定に基づいて確
認されるかもしれない。各基地局のセクタスケジューラ１４３４は、セクタ固有セット内
のサブバンド（または、トラヒックチャンネル）を端末に割り当て、これらの端末を、順
方向および／または逆方向リンク上でのデータ伝送のためにスケジューリングする。各基
地局は、次に、スケジューリングされた各端末に割り当てられたトラヒックチャネルを、
例えば無線信号で提供する。セルエンティティ１５０内のセルスケジューラ１４３４ｗは
、そのセル用の共通セット内のサブバンド（または、トラヒックチャンネル）を端末に割
り当て、これらの端末をデータ伝送用にスケジューリングする。セルスケジューラ１４３
４ｗは、セル内の端末のスケジューリングを調整するためにセクタスケジューラ１４３４
ｘおよび１４３４ｙと交信するかもしれない。他の実施例において、単一のスケジューラ
が順方向および逆方向リンク上のデータ伝送のためにセル内のすべての端末をスケジュー
リングする。また、順方向および／または逆方向リンク伝送のための端末へのサブバンド
割当は他の種々の方法でも実行されるかもしれない。
【００７６】
　制御器１４３０ｘ、１４３０ｙ、１４３０ｗ、および１４７０は、それぞれ基地局１１
０ｘ並びに１１０ｙ、セルエンティティ１５０、および端末１２０における動作を指示す
る。メモリユニット１４３２ｘ、１４３２ｙ、１４３２ｗ、および１４７２は、それぞれ
制御器１４３０ｘ、１４３０ｙ、１４３０ｗ、および１４７０によって用いられるプログ
ラムコードおよびデータを格納する。制御器１４３０ｘおよび１４３０ｙは、それぞれ基
地局１１０ｘおよび１１０ｙと交信中の各端末のためのＦＨパターンを生成するような他
の処理をデータ送信および受信のために実行するかもしれない。制御器１４７０は割り当
てられたトラヒックチャンネルに基づいて端末１２０のためのＦＨパターンを生成するか
もしれない。
【００７７】
　明快さのために、セル内共通再使用は３セクタのセルを有するシステムに限定して説明
してきた。一般に、セル内共通再使用は任意の数のセクタで用いられるかもしれない。Ｒ
＞１として、Ｒセクタを有するセルにおいて、１つの共通セットが全セクタに対して形成
されるかもしれないし（第１の実施例）、または、複数の共通セットが異なるセクタの組
合せに対して形成されるかもしれない（第２および第３の実施例）。各セクタのためのセ
クタ固有セットはセルに対して定義された共通セットに基づいて形成されるかもしれない
。
【００７８】
　セル内共通再使用についての上記説明は１つのセルに対するものである。上で注意した
ように、システムは通常多くのセルを含む。セル内共通再使用はシステム内のセルに対し
て種々の方法で適用されるかもしれない。セル内干渉をランダム化するために、各セル内
のセクタ固有セット用のＦＨパターンは、隣接セル内のセクタ固有セット用のＦＨパター
ンとの関係において疑似ランダムであるかもしれない。異なるセルのための共通セットは
、種々の方法で定義され実行されるかもしれない。
【００７９】
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　一実施例において、同じ共通セットはシステム内のすべてのセルに用いられる。同じＦ
Ｈパターンが、隣接セル内の共通セットに用いられるかもしれない。これはセル間のソフ
トハンドオフを簡易化することができる。代替的には、共通セットは、異なる隣接セル用
の共通および疑似ランダムＦＨパターン双方により定義されるかもしれない。共通ＦＨパ
ターンは、異なるセル間のソフトハンドオフをサポートするために用いられるかもしれな
い。擬似ランダムＦＨパターンは、共通セット内のサブバンドを割り当てられた異なるセ
ル内のユーザによって観測される干渉をランダム化できる。本実施例はシステムの周波数
計画を簡素化する。さらに、共通セットが十分に大きく、その結果各ユーザが同じ強い干
渉源と衝突することが頻繁にはないような場合には、十分な干渉平均化またはダイバーシ
チが実現されるかもしれない。他の実施例において、隣接セル用の共通セットはオーバラ
ップしていない。本実施例において、１セル内の共通セット内のサブバンドを割り当てら
れたユーザは隣接セル内のユーザからのランダム化された干渉を観測する。本実施例は、
特に小さい共通セルサイズに対して、より良好な干渉ダイバーシチを提供するかもしれな
い。さらに他の実施例において、各セル用の共通セットは隣接セル用の共通セットとの関
係において疑似ランダムである。本実施例も良好な干渉ダイバーシチを提供するかもしれ
ない。各セルは、共通およびセクタ固有セットを形成するためおよび／またはセット情報
を交換するために隣接セルと交信するかもしれない。
【００８０】
　セル内共通再使用をＯＦＤＭＡシステムに対して説明してきた。セル内共通再使用は時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、符号分
割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、多搬送波ＣＤＭＡシステム、その他に用いられるかも
しれない。ＴＤＭＡシステムは時分割多重化（ＴＤＭ）を用い、異なるユーザに対する伝
送は異なる時間インターバルでの送信によって直交化される。ＦＤＭＡシステムは周波数
分割多重（ＦＤＭ）を用い、異なるユーザに対する伝送は異なる周波数チャネルまたはサ
ブバンドでの送信により直交化される。一般に、利用可能なシステム資源（例えば、周波
数サブバンド／チャンネル、時間スロットなど）は共通およびセクタ固有セットに配置さ
れるかもしれない。各セクタは上述したように共通およびセクタ固有セット内のシステム
資源をユーザに割り当てるかもしれない。
【００８１】
　セル内共通再使用は広域移動通信システム（ＧＳＭ）にも用いられるかもしれない。Ｇ
ＳＭシステムは１つ以上の周波数帯で作動するかもしれない。各周波数帯は、特定の範囲
の周波数をカバーしており、多くの２００ｋＨｚ無線周波数（ＲＦ）チャンネルに分割さ
れる。各ＲＦチャンネルは特定のＡＲＦＣＮ（絶対無線周波数チャネル番号）によって特
定される。例えば、ＧＳＭ９００の周波数帯はＡＲＦＣＮ１～１２４をカバーしており、
ＧＳＭ１８００の周波数帯はＡＲＦＣＮ５１２～８８５をカバーしており、ＧＳＭ１９０
０の周波数帯はＡＲＦＣＮ５１２～８１０をカバーしている。セル内共通再使用は、効率
を改善しセル内干渉を抑圧するために用いられるかもしれない。ＧＳＭシステムのための
利用可能なＲＦチャンネルは共通およびセクタ固有セットに配置されるかもしれない。次
に各ＧＳＭセクタ（通常「ＧＳＭセル」と呼ばれる）は、セクタ固有セット内のＲＦチャ
ネルを強く公平なユーザへ割り当て、共通セット内のＲＦチャネルを弱ユーザに割り当て
るかもしれない。セル内共通再使用により、各ＧＳＭセルは、より高いスペクトル効率を
達成するために、利用可能なＲＦチャンネルの中のより大きい部分を用いることができる
かもしれない。
【００８２】
　ここに説明されたセル内共通再使用方法は、種々の手段で実施されるかもしれない。例
えば、これらの方法はハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせで実施さ
れるかもしれない。ハードウェアの実施において、基地局でセル内共通再使用をサポート
するために用いられる処理ユニットは、１つ以上の特定用途向ＩＣ（ＡＳＩＣ）、ディジ
タル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ディジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマ
ブル論理デバイス（ＰＬＤ）、プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、
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コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、ここに説明された機能を実
行するように設計された他の電子ユニット、またはそれらの組み合わせで実施されるかも
しれない。端末でセル内共通再使用をサポートするために用いられる処理ユニットは、１
つ以上のＡＳＩＣ、ＤＳＰなどで実施されるかもしれない。
【００８３】
　ソフトウェア実施において、セル内共通再使用技術は、ここに説明された機能を実行す
るモジュール（例えば、手順、機能その他）で実施されるかもしれない。ソフトウェアコ
ードは、メモリユニット（例えば、図１４のメモリユニット１４３２ｘ、１４３２ｙ、１
４３２ｗ、または１４７２）に格納されるかもしれないし、またプロセッサ（例えば、制
御器１４３０ｘ、１４３０ｙ、１４３０ｗ、または１４７０）によって実行されるかもし
れない。メモリユニットは、プロセッサ内、またはプロセッサの外部で実施されるかもし
れない。
【００８４】
　開示実施例のこれまでの説明は、どのような当業者も本発明を製造しまたは使用するこ
とを可能にするように提供されている。これらの実施例への種々の変更は当業者に容易に
明らかになるだろう。また、ここに定義した原理は本発明の精神または範囲から逸脱する
ことなく他の実施例に適用されるかもしれない。したがって、本発明は、ここに示した実
施例に制限されることを意図していず、ここに開示した原理および新規な機能に矛盾しな
い最も広い範囲と一致するということである。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】無線通信システムを示す。
【図２】セクタ用の代表的アンテナ放射パターンを示す。
【図３Ａ】３つのセクタを備えたセルを示す。
【図３Ｂ】セル内の２ユーザにより観測されるセル内干渉を示す。
【図４】セル内共通再使用の第１の実施例のための共通セットおよびセクタ固有セットを
示す。
【図５Ａ】セル内共通再使用の第２の実施例のための３つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図５Ｂ】セル内共通再使用の第２の実施例のための３つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図５Ｃ】セル内共通再使用の第２の実施例のための３つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図５Ｄ】セル内共通再使用の第２の実施例のための３つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図６Ａ】セル内共通再使用の第３の実施例のための４つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図６Ｂ】セル内共通再使用の第３の実施例のための４つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図６Ｃ】セル内共通再使用の第３の実施例のための４つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図６Ｄ】セル内共通再使用の第３の実施例のための４つの共通セットおよび３つのセク
タ固有セットを示す。
【図７】セルの３つのセクタにおける８ユーザの分布を示す。
【図８Ａ】セル内共通再使用の第１の実施例のための共通およびセクタ固有セットの構成
を示す。
【図８Ｂ】セル内共通再使用の第２の実施例のための共通およびセクタ固有セットの構成
を示す。
【図８Ｃ】セル内共通再使用の第３の実施例のための共通およびセクタ固有セットの構成
を示す。
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【図９】周波数ホッピング方式を示す。
【図１０】セル内共通再使用でのデータ伝送のための処理を示す。
【図１１】端末にサブバンドを割り当てるための処理を示す。
【図１２】割り当てられたサブバンド上でデータを送信するための処理を示す。
【図１３】割り当てられたサブバンド上でデータを受信するための処理を示す。
【図１４】２つの基地局、セルエンティティ、および端末を示す。

【図１】 【図２】

【図３Ａ】
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【図３Ｂ】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】
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【図６Ｃ】

【図６Ｄ】

【図７】

【図８Ａ】 【図８Ｂ】
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【図８Ｃ】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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