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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＩＭＯ送信を実行するための方法であっ
て、前記無線通信システムの各セルが少なくとも１つのセクタを備え、前記セクタのそれ
ぞれが１つの基地局デバイスを有して構成され、
　複数のセクタ・グループを判定するステップであって、前記複数のセクタ・グループの
それぞれが、前記基地局デバイスによって支配される前記セクタ及び前記セクタの前記１
つ又は複数の隣接するセクタを備える、ステップ、
　ａ．第１の周波数帯において前記基地局デバイスによって使用される第１のセクタ協働
グループを判定するステップであって、前記第１のセクタ協働グループが前記基地局デバ
イスによって支配されるセクタ及び前記セクタの１つ又は複数の隣接するセクタを備える
、ステップ、
　ｂ．前記第１のセクタ協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレッジ・エリ
ア内の移動局のために、前記第１のセクタ協働グループの前記１つ又は複数の隣接するセ
クタに対して構成された隣接する基地局デバイスと協働することにより、前記第１の周波
数帯においてＭＩＭＯ送信を実行するステップ
を備え、
　前記ステップａが、予め決められたルールに従って、前記第１の周波数帯において前記
基地局デバイスによって使用される前記第１のセクタ協働グループとして前記複数のセク
タ・グループの中からセクタ・グループを選択するステップをさらに備える方法。
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【請求項２】
　前記予め決められたルールが、順次前記複数のセクタ・グループの中から第１のセクタ
協働グループを選択するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のセクタ・グループのうちの１つのグループ内の任意の隣接するセクタが、前
記複数のセクタ・グループのうちの他のグループ内の任意の隣接するセクタと異なる、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のセクタ・グループ内の全ての隣接するセクタが、前記基地局デバイスによっ
て支配される前記セクタの全ての隣接するセクタを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ステップａが、
　中央制御装置から前記第１のセクタ協働グループの指示情報を受信するステップであっ
て、前記指示情報が、前記基地局デバイスによって支配される前記セクタが属する前記第
１のセクタ協働グループに備えられたセクタを示すために使用される、ステップ、及び
　前記指示情報に従って前記第１のセクタ協働グループを判定するステップ
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ステップｂが
　前記基地局デバイスによってサービスされる、前記第１のセクタ協働グループの各セク
タの信号オーバラップ・カバレッジ・エリア内の移動局からユーザ干渉報告を受信するス
テップ、及び
　前記ユーザ干渉報告が、前記移動局によって受信された前記第１のセクタ協働グループ
内の前記１つ又は複数のセクタの干渉電力と前記基地局デバイスから前記移動局によって
受信された信号電力との比率が予め決められた値より高いことを示す場合は、前記移動局
のためにＭＩＭＯ送信を実行するために前記基地局デバイスとの協働を要求するために、
前記１つ又は複数の隣接するセクタに対して構成された前記隣接する基地局デバイスに要
求を送信するステップ
をさらに備える、請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ステップｂが、
　前記第１のセクタ協働グループ内の隣接するセクタに対して構成された隣接する基地局
デバイスから、移動局のためにＭＩＭＯ送信を実行するために前記基地局デバイスとの協
働を要求するための要求を受信するステップ、及び
　前記要求が、前記基地局デバイスの利用可能なサービス・リソースに応じて、受け入れ
られるべきかどうかを判定するステップ、並びに
　前記要求が受け入れられた場合は、前記隣接する基地局デバイスと協働することにより
前記移動局のためにＭＩＭＯ送信を実行するステップ
をさらに備える、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の周波数帯が前記基地局デバイスの全ての周波数帯を備える、請求項１乃至７
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の周波数帯が前記基地局デバイスの周波数帯の一部分を備え、
　前記ステップａが、
　前記予め決められたルールに従って、前記複数のセクタ・グループの中から１つ又は複
数の他の周波数帯のためのそれぞれのセクタ協働グループを判定するステップをさらに備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ステップｂが、
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　前記１つ又は複数の他の周波数帯のうちの任意の周波数帯において、前記任意の周波数
帯において使用される前記セクタ協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレッ
ジ・エリア内の移動局のために、前記任意の周波数帯において使用される前記セクタ協働
グループ内の１つ又は複数の隣接するセクタに対して構成された隣接する基地局デバイス
と協働することにより、ＭＩＭＯ送信を実行するステップを備える、請求項９に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記予め決められたルールが、
　前記第１の周波数帯において使用されるセクタ協働グループと前記１つ又は複数の他の
周波数帯において使用されるセクタ協働グループとは互いに異なること
を含む、請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＳへのＭＩＭＯ送信を実行するためのア
クセス実行装置であって、前記無線通信システムの各セルが少なくとも１つのセクタを備
え、前記セクタのそれぞれが１つの前記基地局デバイスを有して構成され、
　複数のセクタ・グループを判定するセクタ・グループ判定手段であって、前記複数のセ
クタ・グループのそれぞれが、前記基地局デバイスによって支配される前記セクタ及び前
記セクタの前記１つ又は複数の隣接するセクタを備える、セクタ・グループ判定手段、
　第１の周波数帯において前記基地局デバイスによって使用される第１のセクタ協働グル
ープを判定するためのセクタ協働グループ判定手段であって、前記第１のセクタ協働グル
ープが、前記基地局デバイスによって支配されるセクタ及び前記セクタの１つ又は複数の
隣接するセクタを備える、セクタ協働グループ判定手段、
　前記第１のセクタ協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレッジ・エリア内
の移動局のために、前記第１のセクタ協働グループの前記１つ又は複数の隣接するセクタ
に対して構成された隣接する基地局デバイスと協働することにより、前記第１の周波数帯
においてＭＩＭＯ送信を実行するための信号送信実行手段を備え、
　前記セクタ協働グループ判定手段が、予め決められたルールに従って、前記第１の周波
数帯において前記基地局デバイスによって使用される前記第１のセクタ協働グループとし
て前記複数のセクタ・グループの中からセクタ・グループを選択するアクセス実行装置。
【請求項１３】
　複数のセクタ・グループを判定するためのセクタ・グループ化手段を備え、前記複数の
セクタ・グループのそれぞれが、前記基地局デバイスによって支配される前記セクタ及び
前記セクタの前記１つ又は複数の隣接するセクタを備え、
　前記セクタ協働グループ判定手段が、
　予め決められたルールに従って、前記第１の周波数帯において前記基地局デバイスによ
って使用される前記第１のセクタ協働グループとして前記複数のセクタ・グループの中か
らセクタ・グループを選択するためにさらに使用される、
請求項１２に記載のアクセス実行装置。
【請求項１４】
　前記セクタ協働グループ判定手段が、
　前記基地局デバイスによって支配される前記セクタが属する前記第１のセクタ協働グル
ープに備えられているセクタを示すために使用される前記第１のセクタ協働グループの指
示情報を中央制御装置から受信するために、及び
　前記指示情報に従って、前記第１のセクタ協働グループを判定するために
さらに使用される、請求項１２に記載のアクセス実行装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多入力多出力（ＭＩＭＯ：Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ－Ｏｕｔｐｕｔ）の技術に関し、具体的には多セクタ協働の技術に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　システムのユーザ容量を改善するために、従来の無線通信システムでは、しばしば低い
低周波再利用ファクタが採用される。即ち、全てのセルが同一の時間／周波数リソースを
共用するが、一方、低い低周波再利用ファクタによって引き起こされるセル間干渉（ＩＣ
Ｉ）は、ダウンリンク容量を制限する重要なファクタとなる。セルエッジ（即ち、隣接す
るセル間のエリア）に位置している移動局（ＭＳ）に関していうと、このＭＳは、自己が
属する基地局から有用な信号を受信している間に、ＭＳに対する干渉を形成する他の基地
局（ＢＳ）からの信号を同一の時間／周波数を介して依然として受信する。
【０００３】
　従来の無線通信システムでは、上記の問題のための以下のいくつかの解決策が存在する
。
【０００４】
　１．分割周波数再利用
　分割周波数再利用の解決策に基づいて、セルの中央エリアにおけるユーザは、全ての利
用可能なサブチャネルを用いて作業することができるが、セルエッジにおけるユーザは、
全ての利用可能なサブチャネルの一部分で作業することができるだけであり、その場合、
サブチャネルの割当ては、隣接するセルのエッジ・エリアには異なるサブチャネル・グル
ープが割り当てられることを保証するべきである。分割周波数再利用の技術は、セルの中
央エリアのスペクトル効率を最大化し、セルエッジにおけるユーザの信号品質を改善する
。
【０００５】
　２．マクロダイバーシチ
　マクロダイバーシチの解決策に基づいて、セルエッジのほうに移動しているＭＳのため
に、ＭＳが属するＢＳ及びＭＳの移動先のＢＳは、同一の時間／周波数（スロット及びサ
ブキャリア）を介してこのＭＳに同一の信号を送信する。したがって、隣接するセルのＩ
ＣＩが制限され、ＢＳ間の送信チャネルのインピーダンスのため、ＭＳの受信信号のため
のダイバーシチ利得が得られることが可能である。
【０００６】
　セルのトータル・スループットの損失なしに（さらにはそれを改善して）セルエッジに
おけるユーザのパフォーマンスを改善するために、本発明の出願人は、多ＢＳ　ＭＩＭＯ
の技術を提案する。そのような多ＢＳ　ＭＩＭＯの技術の一部分として、本発明の出願人
は、２００８年５月５日にＩＥＥＥ８０２．１６のブロードバンド無線アクセス・ワーキ
ング・グループに技術提案を提出し、本提案の番号は、ＩＥＥＥ　Ｃ８０２．１６ｍ－０
８／４２３であり、その名称は「Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＭＩＭ
Ｏ」である。本提案は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。
【０００７】
　そのような多ＢＳ　ＭＩＭＯの技術の基本概念は、同一の無線リソースを介しての複数
のＢＳと１つ又は複数のＭＳとの間の協働ＭＩＭＯ送信及び受信である。そのような技術
は、以下の２つの態様の基本的特性を有する。
　１）ＢＳの協調によって、複数のＢＳが同一の時間／周波数を介して同一のＭＳに共同
でサービスする。
　２）各ＢＳが同一の時間／周波数を介して複数のＭＳにサービスすることができる。
【０００８】
　多ＢＳ　ＭＩＭＯは、以下の３つの態様の基本的動作を含む。
　１）各ＢＳがそのサービス先の全てのＭＳのチャネル情報を取得する。チャネル情報は
、以下の別々の方式で取得されることが可能である。
　ｉ．ＴＤＤダウンリンクでは、アップリンクの推定がダウンリンク送信に適用可能であ
る。
　ｉｉ．ＦＤＤダウンリンクでは、チャネル情報がＭＳのフィードバックによって取得さ
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れることが可能である。
　２）ＢＳの協調のために情報交換が必要である。さらに、情報交換を実行するやり方は
、以下の通りでよい。
　ｉ．全情報交換：全ての各ＢＳが、ＢＳとＢＳの可能なサービス先のＭＳとの間の全て
のチャネル情報、例えば短時間チャネル行列を共用する必要がある。
　ｉｉ．部分情報交換：全ての各ＢＳが、ＢＳとＢＳの可能なサービス先のＭＳとの間の
チャネル情報の一部分、例えば長時間チャネル品質指標（ＣＱＩ）、受信信号強度指標（
ＲＳＳＩ）及び他のダウンリンクのプリアンブルの測定値又は共分散チャネル行列を共用
する必要があるだけである。
　ｉｉｉ．スケジュール情報（例えば時間、周波数、送信フォーマット等）がＢＳ間で共
用されなければならない可能性がある。
　３）手順１）、２）によって取得された情報に基づいて、多ＢＳ送信が、共同でサービ
スされるＭＳのダウンリンクを介して行われる。
【０００９】
　以前、２００７年８月２９日に、本発明の出願人は、ＩＥＥＥ　Ｃ８０２．１６ｍ－０
７／１６という番号で「Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｖｅ　ＭＩＭＯ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ」という名称の
技術提案をＩＥＥＥ８０２．１６のブロードバンド無線アクセス・ワーキング・グループ
に提出した。本提案は、Ｃｏ－ＭＩＭＯと略称される多ＢＳ　ＭＩＭＯの比較的具体的な
技術的解決策を開示する。本提案は、参照によりその全体が本明細書に組み込まれている
。本提案は、例示的Ｃｏ－ＭＩＭＯシステム・アーキテクチャを開示する。複数の協働Ｂ
Ｓがバックボーン・ネットワークを介してスケジューリング・デバイスに接続され、各Ｂ
Ｓは、空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）を実行するために、そのプリコーディング行列を計
算するためにプリコーディング行列を生成するためのデバイスを備える。以下のステップ
がＢＳ側で実行される。
　１）各ＢＳが、ＭＳとそれ自体との間の何らかのチャネル情報、例えば受信信号強度指
標（ＲＳＳＩ）又はチャネル品質指標（ＣＱＩ）を、バックボーン・ネットワークを介し
てスケジューリング・デバイスに報告する。
　２）スケジューリング・デバイスが、全ての各ＢＳと全ての各ＭＳとの間のサービス関
係を判定し、スケジュール決定を全ての各協働ＢＳに送信する。ユーザ・データ・サービ
スをディスパッチするためのデバイスが、スケジューリング決定に従って、対応するＢＳ
にユーザ・データ・ストリームをディスパッチする。その場合、ｄｉは、基地局ＢＳｉに
よって送信されるべきユーザ・データ・ストリームを表す。
　３）スケジューリング決定に従って、基地局ＢＳｉがそれ自体とそれ自体によってサー
ビスされるＭＳとの間のチャネル状態情報（ＣＳＩ）Ｈｉを推定する。次いで、基地局Ｂ
Ｓｉのプリコーディング行列を生成するためのデバイスが、Ｈｉに従ってそのプリコーデ
ィング行列Ｗｉを独立して計算し、それによって、ビーム形成、又はマルチユーザＭＩＭ
Ｏの技術を実行する。
【００１０】
　本明細書では、以下の２つの点を実行することができるそれら全てのＭＩＭＯ技術は、
一般に、多ＢＳ　ＭＩＭＯ技術と呼ばれる。
　１）ＢＳの協調によって、複数のＢＳが同一の時間／周波数を介して同一のＭＳに共同
でサービスすることができる。
　２）全ての各ＢＳが同一の時間／周波数を介して複数のＭＳにサービスすることができ
る。
【００１１】
　現在、多ＢＳ　ＭＩＭＯにおいて協働ＭＩＭＯ送信を行うためにどのＢＳグループが協
調するべきかという問題に関するさらなる調査を続けるべきである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【００１２】
【非特許文献１】提案番号ＩＥＥＥ　Ｃ８０２．１６ｍ－０８／４２３、名称「Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　ＭＩＭＯ」
【非特許文献２】提案番号ＩＥＥＥ　Ｃ８０２．１６ｍ－０７／１６、名称「Ｃｏｌｌａ
ｂｏｒａｔｉｖｅ　ＭＩＭＯ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａ
ｔｉｏｎ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明における概念の一部分、アイテムは、以下の通り定義される。
　セル：一般に、セルラ・ネットワーク構造における１つのメッシュを指す。
　セクタ：一般に、１つのアンテナからの信号のカバレッジにおける扇形のサービス・エ
リア及びセルの中の供給システム・グループを指し、１つのセクタは独立した論理ネット
ワーク・エンティティである。無指向性アンテナが採用されている場合は、１つのセルは
１つのセクタしか含むことができず、指向性アンテナが採用されている場合は、１つのセ
ルは複数のセクタを含むことができる。
　ＢＳデバイス：全ての各セクタがそれを備えて構成され、全ての各セクタがそれに対応
する、物理ネットワーク・エンティティ。ＢＳデバイスは、１つ又は２つ以上の実用的デ
バイス（例えば、１つのＢＳラック）の一部分又は全てを備えることができる。例えば、
１つの実用的デバイスのために１２の周波数ポイントが提供されてよいが、３つのＢＳデ
バイスは、それぞれ６、１２、又は１８の周波数ポイントを提供することが必要であり、
その場合、そのような３つのデバイスは、それぞれ１つ又は２つ以上の実用的デバイスの
一部分を備える。通常、１つのセルが１つのＢＳを備えて構成されるように、それに対応
して、無指向性アンテナが採用されている場合は、ＢＳは１つのＢＳしか備えることがで
きず、指向性アンテナが採用されている場合は、ＢＳは複数のＢＳを備えることができる
。
【００１４】
　上記の定義によれば、前述の多ＢＳ　ＭＩＭＯの技術は、多セクタＭＩＭＯの技術とし
て記述されることが可能である。さらに、多セクタＭＩＭＯの技術は、本明細書では以下
の特性を有する。１）ＢＳの協調によって、複数のＢＳが同一の時間／周波数を介して同
一のＭＳに共同でサービスすることができる。２）全ての各ＢＳが同一の時間／周波数を
介して複数のＭＳにサービスすることができる。
【００１５】
　本発明においては、多セクタの技術、即ち協働セクタのグループ化の実行可能性の基本
的問題に関して多少の考察が行われる。多セクタＭＩＭＯの基本的概念は、協調によって
複数のセクタによるＭＩＭＯ送信を行うことである。理論的には、共同ＭＩＭＯ送信の利
得は、協働セクタの数が増加するので、向上する。しかし、多数の協働セクタは、セル間
の通信及びシグナリング・オーバヘッドの急激な増加につながることになり、したがって
、実用的なアプリケーションにおいて妥当なオーバヘッドを得るために協働セクタの数を
制限することは、比較的実行可能である。本発明の１つの主な目的は、どのセクタが共同
ＭＩＭＯ送信サービスを行うべきかを判定することにある。
【００１６】
　本発明の第１の態様によれば、無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＩＭＯ送
信を実行するための方法が提供され、その場合、前記無線通信システムの各セルは１つ又
は複数のセクタを備え、それらのセクタのそれぞれは１つの基地局デバイスを備えて構成
され、本方法は、ａ）．第１の周波数帯において前記基地局デバイスによって使用される
第１のセクタ協働グループを判定するステップであって、前記第１のセクタ協働グループ
は前記基地局デバイスによって支配されるセクタ及び前記セクタの１つ又は複数の隣接す
るセクタを備える、ステップ、ｂ．前記第１のセクタ協働グループの各セクタの信号オー
バラップ・カバレッジ・エリア内の移動局のために、前記第１のセクタ協働グループの前
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記１つ又は複数の隣接するセクタのために構成された隣接する基地局デバイスとの協働に
よって前記第１の周波数帯においてＭＩＭＯ送信を実行するステップを備える。
【００１７】
　本発明の第２の態様によれば、無線通信システムの基地局デバイスにおいて移動局への
ＭＩＭＯ送信を実行するためのアクセス実行装置が提供され、その場合、前記無線通信シ
ステムの各セルは１つ又は複数のセクタを備え、前記セクタのそれぞれは１つの基地局デ
バイスを備えて構成され、アクセス実行装置は、第１の周波数帯において前記基地局デバ
イスによって使用される第１のセクタ協働グループを決定するためのセクタ協働グループ
決定手段であって、前記第１のセクタ協働グループが前記基地局デバイスによって支配さ
れるセクタ及び前記セクタの１つ又は複数の隣接するセクタを備える、セクタ協働グルー
プ決定手段、並びに、前記第１のセクタ協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カ
バレッジ・エリア内の移動局のために、前記第１のセクタ協働グループの前記１つ又は複
数の隣接するセクタに対して構成された隣接する基地局デバイスと協働することにより、
前記第１の周波数帯においてＭＩＭＯ送信を実行するための信号送信実行手段を備える。
【００１８】
　本発明における技術的解決策は、以下の利点を備えるがそれらに限定されない。
　１．セクタ（セル）が、それらの間で交換する情報の量がより少なく、したがって実行
及び管理に都合がよい。
　２．セクタ（セル）間干渉に対する耐性がよい。
【００１９】
　本発明の特徴、態様及び利点は、添付の図面を参照しながら非限定的実施例の以下の説
明を読むことによって、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１ａ】セルラ通信ネットワークにおけるセクタ分割トポロジを例示する図である。
【図１ｂ】セルラ通信ネットワークにおけるセクタ分割トポロジを例示する図である。
【図２】本発明の一実施形態による無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＩＭＯ
送信を実行するための方法の流れ図である。
【図３】本発明の一実施形態による無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＳへの
ＭＩＭＯ送信を実行するためのアクセス実行装置のブロック図である。
【図４ａ】本発明の一実施形態による無線通信システムにおけるセクタ・グループ化のた
めの構造を例示する図である。
【図４ｂ】本発明の他の実施形態による無線通信システムにおけるセクタ・グループ化の
ための構造を例示する図である。
【図４ｃ】本発明の他の実施形態による無線通信システムにおけるセクタ・グループ化の
ための構造を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　上記諸図においては、同一又は同様の参照数字は、同一又は同様のデバイス（モジュー
ル）或いは方法のステップを指す。
【００２２】
　図１ａ、１ｂは、それぞれセルラ通信ネットワークにおけるセクタ分割トポロジを例示
する。図１ａに示されているように、全ての各セルが３つのセクタに分割される、例えば
セルａはセクタａ１、ａ２、ａ３に分割される。図１ａに示されているセクタ分割トポロ
ジ構造では、１つのセクタが６つの隣接するセクタを有しているように構成され、例えば
セクタａ１の隣接するセクタはセクタｂ３、ｃ２、ｃ３、ｄ２、ａ２、ａ３を備える。図
１ｂに示されているように、全ての各セルが３つのセクタに分割され、例えばセルＡはセ
クタＡ１、Ａ２、Ａ３に分割される。図１ｂに示されているセクタ分割トポロジの構造で
は、セクタＡ１のそれらの隣接するセクタは、セクタＣ３、Ｄ２、Ａ２、Ａ３を備える。
例示されているネットワークは、ＷｉＭＡＸネットワーク、３Ｇネットワーク、又は次世
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代無線移動通信ネットワークでよいが、それらに限定されないことを理解されたい。
【００２３】
　本発明の第１の態様によれば、無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＩＭＯ送
信を実行するための方法が提供される。さらに、図２に示されているように、本発明の一
実施形態による無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＩＭＯ送信を実行するため
の方法の流れ図が提供される。
【００２４】
　本発明の一実施形態によれば、図１ａのセクタ分割構造が無線通信システムにおいて採
用される。全ての各セルが３つのセクタを備え、全ての各セクタがＢＳデバイスを有して
構成される。都合のよい説明のために、セクタａ１がそれを有して構成されるＢＳデバイ
スはＢａ１として示され、他のセクタがそれを有して構成されるＢＳデバイスも同様に示
される、例えば、セクタａ２がそれを有して構成されるＢＳデバイスはＢａ２で示され、
セクタａ３がそれを有して構成されるＢＳデバイスはＢａ３で示され、以下同様に示され
る。以下では、図１ａ及び図２に関連して、セクタａ１及びそれを有して構成されたＢＳ
デバイスＢａ１を例として取って、本発明の第１の態様に関する説明が行われる。図１ｂ
に示されているようなセクタ分割構造もまた適用可能であり得ることを理解されたい。
【００２５】
　第１に、ステップＳ１において、ＢＳデバイスＢａ１が、第１の周波数帯においてＢＳ
デバイスＢａ１によって使用される第１のセクタ協働グループを判定し、第１のセクタ協
働グループは、セクタａ１及びセクタａ１の１つ又は複数の隣接するセクタを備える。
【００２６】
　ここで第１の周波数帯は、ＢＳデバイスＢａ１の全ての周波数帯を備えてもよく、又は
ＢＳデバイスＢａ１の周波数帯（１つ又は複数）の一部分だけを備えてもよい。具体的に
は、セクタ協働グループはシステムによってプリセットされることが可能であり、ＢＳデ
バイスＢａ１が、システムのプリセットに従って、第１の周波数帯においてそれ自体によ
って使用される第１のセクタ協働グループを判定する。本発明の一実施形態によれば、セ
クタ協働グループは、図４に示されているようなセクタ・グループ化構造に従ってシステ
ムの中でプリセットされる。図４ａに示されているように、各円とオーバラップしている
いくつかの隣接するセクタが、それぞれ各セクタ・グループを構成し、例えば、セクタａ
１、ｃ３、ｄ２がセクタ・グループを構成し、セクタａ２、ｇ１、ｂ３がセクタ・グルー
プを構成し、セクタａ３、ｅ２、ｆ１がセクタ・グループを構成し、以下同様に構成する
。各セクタ・グループは、システムにおけるプリセットによってセクタ協働グループとみ
なされ、その場合、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１
のセクタ協働グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２を備える。
【００２７】
　ステップＳ２において、セクタａ１がそれを有して構成されたＢＳデバイスが、第１の
セクタ協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレッジ・エリア内の移動局のた
めに、第１のセクタ協働グループの１つ又は複数の隣接するセクタに対して構成された隣
接する基地局デバイスと協働することにより、第１の周波数帯においてＭＩＭＯ送信を実
行する。
【００２８】
　具体的には、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセ
クタ協働グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２を備える。次いで、第１の周波数帯におい
て、ＢＳデバイスＢａ１、Ｂｃ３、Ｂｄ２は、協調によって、それらの間だけでＭＩＭＯ
送信を共同で実行する。図４ａに示されているように、セクタａ１、ｃ３、ｄ２の格子状
陰影部分は、第１のセクタ協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレッジ・エ
リアを表す。
【００２９】
　ＢＳデバイスＢａ１が１つのＭＳ　ＭＳ１にだけサービスすることを例に取ると、ＭＳ
　ＭＳ１は一般にセクタａ１に位置している。ＭＳ　ＭＳ１がセクタａ１、ｃ３、ｄ２の
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信号オーバラップ・カバレッジ・エリアに位置している場合は、ＭＳ　ＭＳ１はＢＳデバ
イスＢｃ３、Ｂｄ２から比較的大きな干渉を受ける可能性が最も大きい。ＢＳデバイスＢ
ａ１は、ＭＳ　ＭＳ１によって送信されたユーザ干渉報告を受信し、ユーザ干渉報告によ
ってＭＳ　ＭＳ１のおおよその位置を判断することができる。ユーザ干渉報告がＢＳデバ
イスＢｃ３、Ｂｄ２からＭＳ　ＭＳ１によって受信された干渉電力が他のＢＳデバイスか
らの干渉電力より高いことを示す場合は、ＭＳ　ＭＳ１がセクタａ１、ｃ３、ｄ２の信号
オーバラップ・カバレッジ・エリアに位置していることが判定されることが可能である。
ユーザ干渉報告が、ＢＳデバイスＢｃ３又はＢｄ２からＭＳ　ＭＳ１によって受信された
干渉電力とＢＳデバイスＢａ１からＭＳ　ＭＳ１によって受信された信号電力との比率が
、予め決められた値より高いことを示す場合は、ＢＳデバイスＢａ１は、ＢＳデバイスＢ
ｃ３又はＢｄ２に、ＢＳデバイスＢａ１と協働してＭＳ　ＭＳ１のためにＭＩＭＯ送信を
実行するようにとの要求を送信する。同一の時間／周波数を使用して同時に１つのＭＳに
サービスするためにシステムの中で３つ以上のＢＳデバイスがサポートされている場合で
あって、ユーザ干渉報告が、ＭＳ　ＭＳ１によってＢＳデバイスＢｃ３及びＢｄ２の両方
から受信された干渉電力とＭＳ　ＭＳ１によってＢＳデバイスＢａ１から受信された信号
電力との比率が予め決められた値より全て高いことを示す場合は、ＢＳデバイスＢａ１は
ＢＳデバイスＢｃ３及びＢｄ２に、ＢＳデバイスＢａ１と協働してＭＳ　ＭＳ１のために
ＭＩＭＯ送信を実行するようにとの要求を送信する。
【００３０】
　ＢＳデバイスＢｄ２がＭＳ　ＭＳ２にサービスすることを例に取ると、ＢＳデバイスＢ
ｃ３がＭＳ　ＭＳ３にサービスする。ＭＳ　ＭＳ２及びＭＳ　ＭＳ３は全て、ＢＳデバイ
スＢａ１から比較的強い干渉を受信する。ＢＳデバイスＢｄ２は、ＢＳデバイスＢａ１に
、ＢＳデバイスＢｄ２と協働して、ＭＳ　ＭＳ２のために時間／周波数Ｔ２Ｆ２を介して
ＭＩＭＯ送信を実行するように要求する。ＢＳデバイスＢｃ３は、ＢＳデバイスＢａ１に
、ＢＳデバイスＢｃ３と協働して、ＭＳ　ＭＳ３のために時間／周波数Ｔ２Ｆ２を介して
ＭＩＭＯ送信を実行するように要求する。ＢＳデバイスＢａ１は、その利用可能なサービ
ス・リソースによりそのような要求を受け入れるかどうかを判断する。例えば、各ＢＳデ
バイスが（送信端末として）４つのアンテナを使用するＭＩＭＯシステムにおいては、各
ＢＳデバイスのための空間自由度は４である、即ち、ＢＳデバイスのための同一の時間／
周波数を介しての直交データストリーム同時送信の最大許容値は４である。１つのユーザ
が２つの直交データストリームを受信する必要がある場合は、１つのＢＳデバイスは、同
一の時間／周波数を介して２つのユーザに同時にサービスすることができるだけであり、
１つのＢＳデバイスが、ある時間／周波数を介してユーザにすでにサービスしており、ユ
ーザのために２つの直交データストリームを送信する場合は、その時間／周波数を介して
のＢＳデバイスのための残りの空間自由度は、２であり、１つのＢＳデバイスが、ある時
間／周波数を介して２つのユーザにすでにサービスしており、それぞれ２つのユーザのた
めに２つの直交データストリームを送信する場合は、その時間／周波数を介してのＢＳデ
バイスのための残りの空間自由度は、０である。時間／周波数Ｔ１Ｆ１を介してのＢＳデ
バイスＢａ１のための空間自由度が使い果たされた場合は、ＢＳデバイスＢａ１はＢＳデ
バイスＢｄ２からの要求を拒否する。時間／周波数Ｔ２Ｆ２を介してのＢＳデバイスＢａ
１のための依然として十分な余裕空間自由度がある場合は、ＢＳデバイスＢａ１は、ＢＳ
デバイスＢｃ３からのそれらの要求を受け入れ、時間／周波数Ｔ２Ｆ２を利用して、ＢＳ
デバイスＢｃ３と協働して、ＭＳ　ＭＳ３のためにＭＩＭＯ送信を実行する。
【００３１】
　セクタ協働グループは、他のセクタ・グループ化構造に従ってシステムの中で設定され
ることが可能であり、隣接するセクタの数は異なるセクタ協働グループごとに変わってよ
いことを理解されたい。１つのセクタ協働グループは、２つの隣接するセクタ、例えばセ
クタａ１及びセクタｂ３しか備えることができない。
【００３２】
　本発明の１つの態様の１つの好ましい実施形態によれば、ステップＳ１、Ｓ２の前にさ
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らにステップＳ０がある（図示せず）。
【００３３】
　ステップＳ０において、ＢＳデバイスＢａ１が、複数のセクタ・グループを判定し、そ
の場合、複数のセクタ・グループのそれぞれは、基地局デバイスによって支配されるセク
タ及びそのセクタの１つ又は複数の隣接するセクタを備える。
【００３４】
　具体的には、システムは、図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているそれらのセクタ・グルー
プ化構造など、いくつかの固定されたセクタ・グループ化構造をプリセットすることがで
きる。図４ａに示されているように、全ての各円とオーバラップしているいくつかの隣接
するセクタが各セクタ・グループを構成する、例えば、セクタａ１、ｃ３、ｄ２がセクタ
・グループを構成し、セクタａ２、ｇ１、ｂ３がセクタ・グループを構成し、セクタａ３
、ｅ２、ｆ１がセクタ・グループを構成し、以下同様に構成する。図４ｂに示されている
ように、全ての各円とオーバラップしているいくつかの隣接するセクタが各セクタ・グル
ープを構成する、例えば、セクタａ１、ｂ３、ｃ２がセクタ・グループを構成し、セクタ
ａ２、ｆ１、ｇ３がセクタ・グループを構成し、セクタａ３、ｄ２、ｅ１がセクタ・グル
ープを構成し、以下同様に構成する。図４ｃに示されているように、各セルの中のいくつ
かの隣接するセクタが各セクタ・グループを構成する、例えば、セクタａ１、ａ２、ａ３
がセクタ・グループを構成し、セクタｂ１、ｂ２、ｂ３がセクタ・グループを構成し、以
下同様に構成する。ＢＳデバイスＢａ１は、システム設定に従って、それぞれセクタａ１
が含まれている複数のセクタ・グループ、例えば、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセク
タ・グループ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ａ２、
ａ３から成るセクタ・グループを判定する。
【００３５】
　ステップＳ１において、予め決められたルールに従って、ＢＳデバイスＢａ１が、第１
の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセクタ協働グループと
して、それぞれセクタａ１が含まれている複数のセクタ・グループの中からセクタ・グル
ープを選択する。ここでは、第１の周波数帯は、ＢＳデバイスＢａ１の全ての利用可能な
周波数帯を備えてもよく、その中の周波数帯の一部分を備えるだけでもよい。
【００３６】
　本発明の好ましい一実施形態によれば、第１の周波数帯において各ＢＳデバイスによっ
て採用された第１のセクタ協働グループに対して時分割交換が行われることが可能である
。システムの中で、全てのＢＳデバイスが、同一のセクタ・グループ化構造の中で、第１
の周波数帯においてＢＳデバイスによってそれぞれ使用される第１のセクタ協働グループ
として、セクタ・グループを選択することが設定される。例えば、システムの中で、時間
帯Ｔｉにおいて、各ＢＳデバイスが図４ａに示されているようなセクタ・グループ化構造
の中のセクタ・グループによって第１の周波数帯において使用される第１のセクタ協働グ
ループを判定する、即ち、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用され
る第１のセクタ協働グループはセクタａ１、ｃ３、ｄ２を備え、第１の周波数帯において
ＢＳデバイスＢａ２によって使用される第１のセクタ協働グループはセクタａ２、ｂ３、
ｇ１を備え、以下同様に備えることが設定されることが可能である。さらに、システムの
中で、全てのそれらのＢＳデバイスが、第１の周波数帯においてそれぞれ使用される第１
のセクタ協働グループを判定するために、同一の交換期間によって複数のセクタ・グルー
プ化構造において交換することが設定されることが可能である。例えば、時間帯Ｔｉｉに
おいて、各ＢＳデバイスが、図４ｂに示されているようなセクタ・グループ化構造のセク
タ・グループを使用して、第１の周波数帯においてそれぞれ使用される第１のセクタ協働
グループを判定すること、時間帯Ｔｉｉｉにおいて、各ＢＳデバイスが、図４ｃに示され
ているようなセクタ・グループ化構造のセクタ・グループを使用して、第１の周波数帯に
おいてそれぞれ使用される第１のセクタ協働グループを判定すること、以下同様に判定す
ることがさらに設定されることが可能である。
【００３７】



(11) JP 5528448 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

　次いで、ＢＳデバイスＢａ１では、予め決められたルールは、システム設定に従って、
そこにそれぞれセクタａ１が含まれているセクタ・グループのうちの１つが、第１の周波
数帯において使用される第１のセクタ協働グループとして働くために、ＢＳデバイスＢａ
１によって交換されることを含む。例えば、時間帯Ｔｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１に
よって判定された第１のセクタ協働グループはセクタａ１、ｃ３、ｄ２を備え、時間帯Ｔ
ｉｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１によって判定された第１のセクタ協働グループはセク
タａ１、ｂ３、ｃ２を備え、時間帯Ｔｉｉｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１によって判定
された第１のセクタ協働グループはセクタａ１、ａ２、ａ３を備え、以下同様に備える。
したがって、セクタａ１がセクタａ１に隣接する全てのセクタと共に多セクタ協働ＭＩＭ
Ｏ送信を行う機会が常に存在する。図４ｂに示されているように、セクタａ１、ｂ３、ｃ
２の間の綾織状陰影部分は、セクタａ１、ｂ３、ｃ２の信号オーバラップ・カバレッジ・
エリアを表す。図４ｃに示されているように、セクタａ１、ａ２、ａ３の間の楕円形の部
分は、セクタａ１、ａ２、ａ３の信号オーバラップ・カバレッジ・エリアを表す。
【００３８】
　従来技術では、ＢＳデバイスは、ポーリング、搬送波対干渉の最大比率（最大Ｃ／Ｉ）
、又は比例公平性のスケジューリング方式で、そのサービス・エリアの中のユーザ装置の
リソースをスケジュールする。その場合、ポーリング・スケジューリングは、ユーザにと
っては最低のトータル・スループット及び最良の公平性を有する。最大Ｃ／Ｉスケジュー
リングは、セルエッジ上のユーザが比較的強い干渉と共に比較的弱い信号を受信するので
、ユーザにとっては最高のトータル・スループット及び最悪の公平性を有し、これらのセ
ルエッジ・ユーザにとってアクセス可能なリソース割当てはほとんどない。比例公平性ス
ケジューリングは、トータル・スループットとユーザ公平性との間のトレードオフを有し
、ユーザによって要求されたリソースとユーザに割り当てられたリソースとの比率が低す
ぎる場合は、スケジューリング優先順位が上げられる。
【００３９】
　時間帯Ｔｉｉを例として取ると、ＢＳデバイスＢａ１によって判定された第１のセクタ
協働グループはセクタａ１、ｂ３、ｃ２を備える、即ち、時間帯Ｔｉｉにおいて、ＢＳデ
バイスＢａ１、Ｂｂ３、Ｂｃ２は、それらの間の協調によってのみ共同ＭＩＭＯ送信を実
行する。ＢＳデバイスＢａ１がＭＳ　ＭＳ１、ＭＳ２にサービスすることを例として取る
と、ＢＳデバイスＢａ１が、ＭＳ　ＭＳ１はセクタａ１、ｂ３、ｃ２の信号オーバラップ
・カバレッジ・エリアにあるが、ＭＳ　ＭＳ２はこの信号オーバラップ・カバレッジ・エ
リアにないことを検出した場合は、ＢＳデバイスＢａ１は、ＭＳ　ＭＳ１のスケジューリ
ング優先順位を上げることができる。例えば、ＢＳデバイスＢａ１は、比較的高い重み付
け係数を掛けられたＭＳ　ＭＳ１のオリジナルのスケジューリング優先順位を有すること
ができるが、一方、ＭＳ　ＭＳ２のスケジューリング優先順位は、比較的低い重み付け係
数を掛けられる。他の時間帯においても、ＢＳデバイスＢａ１は、同様の処理をセクタａ
１内のＭＳに適用する。例えば、時間帯Ｔｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１、Ｂｃ３、Ｂ
ｄ２は、それらの間の協調によってのみ共同ＭＩＭＯ送信を実行し、ＢＳデバイスＢａ１
は、ＢＳデバイスＢａ１のサービス・エリアにあり、且つまたセクタａ１、ｃ３、ｄ２の
信号オーバラップ・カバレッジ・エリアの中にあるＭＳのスケジューリング優先順位を上
げることができる。
【００４０】
　ユーザ間の公平性を保証するために、各時間帯の継続時間はシステムの中で適切に構成
されることが可能であり、各時間帯は、ここでは、第１の周波数帯において各ＢＳデバイ
スによって使用される第１のセクタ協働グループの各時間帯として、図４ａ、４ｂ、４ｃ
に示されているような各セクタ・グループ化構造が使用される時間帯であることに留意さ
れたい。図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているように、セクタａ１、ｃ３、ｄ２の信号オー
バラップ・カバレッジ・エリア、セクタａ１、ｂ３、ｃ２の信号オーバラップ・カバレッ
ジ・エリアは、それぞれセクタａ１、ｃ３、ｄ２の信号オーバラップ・カバレッジ・エリ
アより大きく、したがって、システムの中で、上記時間帯Ｔｉ、Ｔｉｉの継続時間は時間
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帯Ｔｉｉｉの継続時間より大きいことが設定されることが可能である。
【００４１】
　システムが図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているような様々なセクタ・グループ化構造を
有して設定されることは、好ましい実施形態である。その場合、それぞれセクタａ１が含
まれている３つのセクタ・グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グルー
プ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成
るセクタ・グループである。これら３つのセクタ・グループは、セクタａ１に隣接する全
てのセクタを備え、その場合、各セクタ・グループの中のセクタａ１に隣接するセクタは
互いに異なる。他の実施形態では、システムの中で、全てのＢＳデバイスが、第１の周波
数帯において使用されるそれぞれの第１のセクタ協働グループを判定するために、同一の
交換期間で、図４ａ、４ｂに示されているようなセクタ・グループ化構造の間でのみ交換
することが設定されることが可能である。他の実施形態では、セクタａ１が含まれている
それらのセクタ・グループは、セクタａ１、ｃ３、「ｄ２」へから成るセクタ・グループ
、セクタａ１、ｃ２、ｃ３から成るセクタ・グループでよい。
【００４２】
　第１の周波数帯において各ＢＳデバイスによって使用される第１のセクタ協働グループ
が時分割方式で交換されることが可能である好ましい実施形態の変形形態によれば、シス
テムは中央制御装置をさらに含み、中央制御装置は、各ＢＳデバイスにそれらのそれぞれ
の第１のセクタ協働グループを交換するように通知するために使用される。ステップＳ１
は、以下のサブステップをさらに備える。１つのサブステップでは、ＢＳデバイスＢａ１
が中央制御装置から第１のセクタ協働グループの指示情報を受信し、第１のセクタ協働グ
ループの指示情報は、第１の周波数帯におけるＢＳデバイスＢａ１によって使用されるセ
クタ協働グループに含まれるセクタを示すために使用される。他のサブステップでは、Ｂ
ＳデバイスＢａ１が、第１のセクタ協働グループの指示情報に基づいて、それ自体の第１
のセクタ協働グループを判定する。例えば、時間帯Ｔｉの開始時に、中央制御装置が、Ｂ
ＳデバイスＢａ１に、それ自体の第１のセクタ協働グループがセクタａ１、ｃ３、ｄ２を
備えるという情報を通知し、ＢＳデバイスＢａ２に、それ自体の第１のセクタ協働グルー
プがセクタａ２、ｂ３、ｇ１を備えるという情報を通知し、以下同様に通知し、時間帯Ｔ
ｉｉの開始時に、そのような中央制御装置が、ＢＳデバイスＢａ１に、それ自体の第１の
セクタ協働グループがセクタａ１、ｂ３、ｃ２を備えるという情報を通知し、ＢＳデバイ
スＢａ２に、第１のセクタ協働グループがセクタａ２、ｇ３、ｆ１を備えるという情報を
通知し、以下同様に通知する、など。
【００４３】
　本発明の他の好ましい実施形態によれば、各ＢＳデバイスは異なる周波数帯ごとに異な
るセクタ協働グループを使用することができる。
【００４４】
　ステップＳ０では、ＢＳデバイスＢａ１が複数のセクタ・グループを判定し、その場合
、複数のセクタ・グループのそれぞれが、基地局デバイスによって支配されるセクタ及び
そのセクタの１つ又は複数の隣接するセクタを備える。具体的には、システムの中で、図
４ａ、４ｂ、４ｃに示されているそれらのセクタ・グループ化構造など、いくつかの固定
されたセクタ・グループ化構造がプリセットされることが可能である。ＢＳデバイスＢａ
１は、システム設定に従って、それぞれセクタａ１が含まれている複数のセクタ・グルー
プ、例えばセクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２
から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ａ２、ａ３から成るセクタ・グループを判定す
る。
【００４５】
　ステップＳ１では、予め決められたルールに従って、ＢＳデバイスＢａ１が、第１の周
波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセクタ協働グループとして
、それぞれセクタａ１が含まれている複数のセクタ・グループの中からセクタ・グループ
を選択する。さらに、ＢＳデバイスＢａ１は、それぞれａ１が含まれている複数のセクタ
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・グループの中から、いくつかの他の周波数帯上でそれぞれ使用されるセクタ協働グルー
プを判定する。ここでは、第１の周波数帯は、ＢＳデバイスＢａ１の周波数帯の一部分を
備えるだけである。好ましくは、予め決められたルールは、ＢＳデバイスＢａ１によって
上記周波数帯においてそれぞれ使用されるセクタ協働グループがお互いに異なることを含
む。
【００４６】
　ステップＳ２では、ＢＳデバイスＢａ１が、いずれかの周波数帯において、そのような
周波数帯において使用されるセクタ協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレ
ッジ・エリア内の移動局のために、そのような周波数帯において使用されるセクタ協働グ
ループ内の１つ又は複数の隣接するセクタに対して構成された隣接する基地局デバイスと
協働することにより、ＭＩＭＯ送信を実行する。
【００４７】
　具体的には、システムの中で、全てのＢＳデバイスが、同一の周波数帯において、その
ような周波数帯においてそれぞれ使用されるセクタ協働グループとして、同一の１つのセ
クタ・グループ化構造におけるセクタ・グループを使用することが設定されることが可能
である。例えば、システムの中で、周波数帯Ｆｉにおいて、各ＢＳデバイスが、図４ａに
示されているようなセクタ・グループ化構造におけるセクタ・グループを利用して、この
周波数帯においてそれぞれ使用されるセクタ協働グループを判定する、即ち、周波数帯Ｆ
ｉにおいてＢＳデバイスＢａ１によって使用されるセクタ協働グループはセクタａ１、ｃ
３、ｄ２を備え、周波数帯ＦｉにおいてＢＳデバイスＢａ２によって使用されるセクタ協
働グループはセクタａ２、ｂ３、ｇ１を備え、以下同様に備え、周波数帯Ｆｉｉにおいて
、各ＢＳデバイスが、図４ｂに示されているセクタ・グループ化構造におけるセクタ・グ
ループを利用して、この周波数帯において使用されるセクタ協働グループを判定する、即
ち、周波数帯ＦｉｉにおいてＢＳデバイスＢａ１によって使用されるセクタ協働グループ
はセクタａ１、ｂ３、ｃ２を備え、周波数帯ＦｉｉにおいてＢＳデバイスＢａ２によって
使用されるセクタ協働グループはセクタａ２、ａ３、ｆ１を備え、以下同様に備えること
が設定されることが可能である。
【００４８】
　システムが図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているような様々なセクタ・グループ化構造を
有して構成されることは、好ましい実施形態である。その場合、それぞれセクタａ１が含
まれている３つのセクタ・グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グルー
プ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成
るセクタ・グループである。これら３つのセクタ・グループは、セクタａ１に隣接する全
てのセクタを備え、その場合、各セクタ・グループの中のセクタａ１に隣接するセクタは
互いに異なる。他の一実施形態では、システムが図４ａ、４ｂに示されているようなセク
タ・グループ化構造を有して構成され、全てのＢＳデバイスが同一の周波数帯において全
てのそれらのセクタ・グループ化構造のうちの１つだけをそれぞれそのような周波数帯に
おいて使用されるセクタ協働グループとして採用することが設定されるだけでよい。他の
一実施形態では、それぞれセクタａ１が含まれているセクタ・グループは、セクタａ１、
ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｃ２、ｃ３から成るセクタ・グルー
プでよい。
【００４９】
　本発明の第２の態様によれば、無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＳへのＭ
ＩＭＯ送信を実行するためのアクセス実行装置が提供される。図３は、本発明の一実施形
態による無線通信システムの基地局デバイスにおいてＭＳへのＭＩＭＯ送信を実行するた
めのアクセス実行装置のブロック図を例示する。図３に示されているように、アクセス実
行装置１０は、セクタ・グループ化手段１００、セクタ協働グループ判定手段１０２、及
び信号送信実行手段１０４を備える。本発明の様々な実施形態によれば、アクセス実行装
置１０は、上記の手段の一部分又は全て、及び他の可能な手段を備える。
【００５０】
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　本発明の一実施形態によれば、無線通信システムは、図１ａに示されているようなセク
タ分割構造を採用する。全ての各セルは２つのセクタを備え、全ての各セクタはそれぞれ
ＢＳデバイスを有して構成される。都合のよい説明のために、セクタａ１がそれを有して
構成されているＢＳデバイスは、Ｂａ１として示され、他のセクタがそれを有して構成さ
れているＢＳデバイスは、同様に示される、例えば、セクタａ２がそれを有して構成され
ているＢＳデバイスは、Ｂａ２で示され、セクタａ３がそれを有して構成されているＢＳ
デバイスは、Ｂａ３で示され、以下同様に示される。アクセス実行装置１０は、通常、各
ＢＳデバイスの中で構成される。以下では、図１ａ及び図２に関連して、セクタａ１及び
それを有して構成されたＢＳデバイスＢａ１並びにＢＳデバイスＢａ１内のアクセス実行
装置１０を例として取って、本発明の第２の態様に関する説明が行われる。
【００５１】
　本発明の一実施形態によれば、アクセス実行装置１０は、セクタ協働グループ判定手段
１０２及び信号送信実行手段１０４を備える。
【００５２】
　第１に、ＢＳデバイスＢａ１では、その中のセクタ協働グループ判定手段１０２が、第
１の周波数帯において使用される第１のセクタ協働グループを判定し、第１のセクタ協働
グループは、セクタａ１及びセクタａ１に隣接する１つ又は複数のセクタを備える。
【００５３】
　第１の周波数帯は、ここでは、ＢＳデバイスＢａ１の全ての周波数帯を備えてもよく、
又はＢＳデバイスＢａ１の周波数帯（１つ又は複数）の一部分だけを備えてもよい。具体
的には、セクタ協働グループは、システムによってプリセットされることが可能であり、
ＢＳデバイスＢａ１のセクタ協働グループ判定手段１０２は、システムのプリセットに従
って、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセクタ協働
グループを判定する。本発明の一実施形態によれば、セクタ協働グループは、図４ａに示
されているようなセクタ・グループ化構造に従ってシステムの中でプリセットされる。図
４ａに示されているように、各円とオーバラップしているいくつかの隣接するセクタがそ
れぞれ各セクタ・グループを構成する、例えば、セクタａ１、ｃ３、ｄ２がセクタ・グル
ープを構成し、セクタａ２、ｇ１、ｂ３がセクタ・グループを構成し、セクタａ３、ｅ２
、ｆ１がセクタ・グループを構成し、以下同様に構成する。各セクタ・グループは、シス
テムにおいてプリセットすることにより、セクタ協働グループとみなされ、その場合、第
１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセクタ協働グループ
は、セクタａ１、ｃ３、ｄ２を備える。
【００５４】
　第２に、ＢＳデバイスＢａ１では、その中の信号送信実行手段１０４が、第１のセクタ
協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレッジ・エリア内の移動局のために、
第１のセクタ協働グループの１つ又は複数の隣接するセクタに対して構成された隣接する
基地局デバイスと協働することにより、第１の周波数帯においてＭＩＭＯ送信を実行する
。
【００５５】
　具体的には、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセ
クタ協働グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２を備える。次いで、第１の周波数帯におい
て、ＢＳデバイスＢａ１、Ｂｃ３、Ｂｄ２は、第１の周波数帯においてそれらの間の協調
によってのみ共同ＭＩＭＯ送信を実行する。図４ａに示されているように、セクタａ１、
ｃ３、ｄ２の格子状陰影部分は、第１のセクタ協働グループの信号オーバラップ・カバレ
ッジ・エリアを表す。
【００５６】
　ＢＳデバイスＢａ１が１つのＭＳ　ＭＳ１だけにサービスすることを例に取ると、ＭＳ
　ＭＳ１は、一般に、セクタａ１に位置している。ＭＳ　ＭＳ１がセクタａ１、ｃ３、ｄ
２の信号オーバラップ・カバレッジ・エリアに位置している場合は、ＭＳ　ＭＳ１は、Ｂ
ＳデバイスＢｃ３、Ｂｄ２からの比較的強い干渉を受ける可能性が最も大きい。ＢＳデバ
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イスＢａ１では、その中の信号送信実行手段１０４が、ＭＳ　ＭＳ１によって送信された
ユーザ干渉報告を受信し、ユーザ干渉報告によってＭＳ　ＭＳ１のおおよその位置を判断
することができる。ユーザ干渉報告が、ＢＳデバイスＢｃ３、Ｂｄ２からＭＳ　ＭＳ１に
よって受信された干渉電力が他のＢＳデバイスからの干渉電力より高いことを示す場合は
、ＭＳ　ＭＳ１は、セクタａ１、ｃ３、ｄ２の信号オーバラップ・カバレッジ・エリアに
位置していることが判定されることが可能である。ユーザ干渉報告が、ＢＳデバイスＢｃ
３又はＢｄ２からＭＳ　ＭＳ１によって受信された干渉電力とＢＳデバイスＢａ１からＭ
Ｓ　ＭＳ１によって受信された信号電力との比率が予め決められた値より高いことを示す
場合は、ＢＳデバイスＢａ１の中で、その信号送信実行手段１０４は、ＢＳデバイスＢｃ
３又はＢｄ２にＭＳ　ＭＳ１のためにＢＳデバイスＢａ１と協働してＭＩＭＯ送信を実行
するようにとの要求を送信する。３つ以上のＢＳデバイスが、同一の時間／周波数を使用
して同時に１つのＭＳにサービスするためにシステムの中でサポートされ、ユーザ干渉報
告が、ＢＳデバイスＢｃ３及びＢｄ２の両方からＭＳ　ＭＳ１によって受信された干渉電
力とＢＳデバイスＢａ１からＭＳ　ＭＳ１によって受信された信号電力との比率が所定の
値より全て高いことを示す場合は、ＢＳデバイスＢａ１は、ＢＳデバイスＢｃ３及びＢｄ
２にＭＳ　ＭＳ１のためにＢＳデバイスＢａ１と協働してＭＩＭＯ送信を実行するように
との要求を送信する。
【００５７】
　ＢＳデバイスＢｄ２がＭＳ　ＭＳ２にサービスすることを例に取ると、ＢＳデバイスＢ
ｃ３はＭＳ　ＭＳ３にサービスする。ＭＳ　ＭＳ２及びＭＳ　ＭＳ３は全てＢＳデバイス
Ｂａ１から比較的強い干渉を受信する。ＢＳデバイスＢｄ２は、ＢＳデバイスＢａ１にＢ
ＳデバイスＢｄ２と協働してＭＳ　ＭＳ２のために時間／周波数Ｔ２Ｆ２を介してＭＩＭ
Ｏ送信を実行するように要求する。ＢＳデバイスＢｃ３は、ＢＳデバイスＢａ１に、ＭＳ
　ＭＳ３のためにＢＳデバイスＢｃ３と協働して時間／周波数Ｔ２Ｆ２を介してＭＩＭＯ
送信を実行するように要求する。ＢＳデバイスＢａ１は、その利用可能なサービス・リソ
ースに応じてそのような要求を受け入れるかどうか判断する。例えば、各ＢＳデバイスが
（送信端末として）４つのアンテナを使用するＭＩＭＯシステムにおいては、各ＢＳデバ
イスのための空間自由度は４である、即ち、ＢＳデバイスのための同一の時間／周波数を
介しての直交データストリーム同時送信の最大許容値は、４である。１つのユーザが２つ
の直交データストリームを受信する必要がある場合は、１つのＢＳデバイスは、同一の時
間／周波数を介して同時に２つのユーザにサービスすることができるだけであり、１つの
ＢＳデバイスがすでに、ある時間／周波数を介してユーザにサービスしており、ユーザの
ために２つの直交データストリームを送信する場合は、その時間／周波数を介してのＢＳ
デバイスのための残りの空間自由度は、２であり、１つのＢＳデバイスが、ある時間／周
波数を介して２つのユーザにすでにサービスしており、２つのユーザのそれぞれのために
それぞれ２つの直交データストリームを送信する場合は、その時間／周波数を介してのＢ
Ｓデバイスのための残りの空間自由度は、０である。時間／周波数Ｔ１Ｆ１を介してのＢ
ＳデバイスＢａ１のための空間自由度が使い果たされた場合は、その中の信号送信実行手
段１０４がＢＳデバイスＢｄ２からの要求を拒否する。時間／周波数Ｔ２Ｆ２を介しての
ＢＳデバイスＢａ１のための依然として十分な余裕空間自由度がある場合は、その中の信
号送信実行手段１０４がＢＳデバイスＢｃ３からのそれらの要求を受け入れ、時間／周波
数Ｔ２Ｆ２を利用して、ＢＳデバイスＢｃ３と協働して、ＭＳ　ＭＳ３のためにＭＩＭＯ
送信を実行する。
【００５８】
　セクタ協働グループは、他のセクタ・グループ化構造（１つ又は複数）に従ってシステ
ムの中で設定されることが可能であり、隣接するセクタの数はそれぞれ異なるセクタ協働
グループごとに変わってよいことを理解されたい。１つのセクタ協働グループは、２つの
隣接するセクタ、例えばセクタａ１及びセクタｂ３しか備えることができない。
【００５９】
　本発明の第１の態様の１つの好ましい実施形態によれば、アクセス実行装置１０は、セ
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クタ・グループ化手段１００、セクタ協働グループ判定手段１０２、及び信号送信実行手
段１０４を備える。
【００６０】
　第１に、ＢＳデバイスＢａ１の中で、その中のセクタ・グループ化手段１００が複数の
セクタ・グループを判定し、その場合、複数のセクタ・グループのそれぞれは、基地局デ
バイスによって支配されるセクタ及びそのセクタの１つ又は複数の隣接するセクタを備え
る。
【００６１】
　具体的には、システムは、図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているそれらのセクタ・グルー
プ化構造などいくつかの固定されたセクタ・グループ化構造をプリセットすることができ
る。図４ａに示されているように、全ての各円とオーバラップしているいくつかの隣接す
るセクタが各セクタ・グループを構成する、例えば、セクタａ１、ｃ３、ｄ２がセクタ・
グループを構成し、セクタａ２、ｇ１、ｂ３がセクタ・グループを構成し、セクタａ３、
ｅ２、ｆ１がセクタ・グループを構成し、以下同様に構成する。図４ｂに示されているよ
うに、全ての各円とオーバラップしているいくつかの隣接するセクタが各セクタ・グルー
プを構成する、例えば、セクタａ１、ｂ３、ｃ２がセクタ・グループを構成し、セクタａ
２、ｆ１、ｇ３がセクタ・グループを構成し、セクタａ３、ｄ２、ｅ１がセクタ・グルー
プを構成し、以下同様に構成する。図４ｃに示されているように、各セルの中のいくつか
の隣接するセクタが各セクタ・グループを構成する、例えば、セクタａ１、ａ２、ａ３が
セクタ・グループを構成し、セクタｂ１、ｂ２、ｂ３がセクタ・グループを構成し、以下
同様に構成する。ＢＳデバイスＢａ１の中で、その中のセクタ・グループ化手段１００が
、システム設定に従って、それぞれセクタａ１が含まれている複数のセクタ・グループ、
例えば、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２か
ら成るセクタ・グループ、セクタａ１、ａ２、ａ３から成るセクタ・グループを判定する
【００６２】
　次いで、予め決められたルールに従って、ＢＳデバイスＢａ１のセクタ協働グループ判
定手段１０２が、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１の
セクタ協働グループとして、それぞれａ１が含まれている複数のセクタ・グループの中か
らセクタ・グループを選択する。ここでは、第１の周波数帯は、ＢＳデバイスＢａ１の全
ての利用可能な周波数帯を備えてもよく、又はその中の周波数帯の一部分を備えるだけで
もよい。
【００６３】
　次いで、ＢＳ　Ｂａ１の中で、その中の信号送信実行手段１０４が、前記第１のセクタ
協働グループの各セクタの信号オーバラップ・カバレッジ・エリア内の移動局のために、
前記第１のセクタ協働グループの前記１つ又は複数の隣接するセクタに対して構成された
隣接する基地局デバイスと協働することにより、前記第１の周波数帯においてＭＩＭＯ送
信を実行する。
【００６４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、第１の周波数帯において各ＢＳデバイスによって
採用された第１のセクタ協働グループに対して時分割交換が行われることが可能である。
システムの中で、全てのＢＳデバイスが、第１の周波数帯においてＢＳデバイスによって
それぞれ使用される第１のセクタ協働グループとして、同一のセクタ・グループ化構造の
中で、セクタ・グループを選択することが設定される。例えば、システムの中で、時間帯
Ｔｉにおいて、各ＢＳデバイスが、図４ａに示されているようなセクタ・グループ化構造
の中のセクタ・グループによって第１の周波数帯において使用される第１のセクタ協働グ
ループを判定する、即ち、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用され
る第１のセクタ協働グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２を備え、第１の周波数帯におい
てＢＳデバイスＢａ２によって使用される第１のセクタ協働グループは、セクタａ２、ｂ
３、ｇ１を備え、以下同様に備えることが設定されることが可能である。さらに、システ
ムの中で、全てのそれらのＢＳデバイスが、第１の周波数帯においてそれぞれ使用される
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第１のセクタ協働グループを判定するために、同一の交換期間によって複数のセクタ・グ
ループ化構造において交換することが設定されることが可能である。例えば、システムの
中で、時間帯Ｔｉｉにおいて、各ＢＳデバイスが、図４ｂに示されているようなセクタ・
グループ化構造のセクタ・グループを使用して、第１の周波数帯においてそれぞれ使用さ
れる第１のセクタ協働グループを判定し、時間帯Ｔｉｉｉにおいて、各ＢＳデバイスが、
図４ｃに示されているようなセクタ・グループ化構造の中のセクタ・グループを使用して
、第１の周波数帯においてそれぞれ使用される第１のセクタ協働グループを判定し、以下
同様に判定することがさらに設定されることが可能である。
【００６５】
　次いで、ＢＳデバイスＢａ１では、セクタ協働グループ判定手段１０２のための予め決
められたルールは、システム設定に従って、そこにそれぞれセクタａ１が含まれているセ
クタ・グループの１つが、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用され
る第１のセクタ協働グループとして働くように交換されることを含む。例えば、時間帯Ｔ
ｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセクタ協働グループがセクタ
ａ１、ｃ３、ｄ２を備え、時間帯Ｔｉｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１によって使用され
る第１のセクタ協働グループがセクタａ１、ｂ３、ｃ２を備え、時間帯Ｔｉｉにおいて、
ＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１のセクタ協働グループがセクタａ１、ａ２、
ａ３を備え、以下同様に備える。したがって、セクタａ１が、セクタａ１に隣接する全て
のセクタと共に多セクタ協働ＭＩＭＯ送信を行う機会が常に存在する。図４ｂに示されて
いるように、セクタａ１、ｂ３、ｃ２の間の綾織状陰影部分は、セクタａ１、ｂ３、ｃ２
の信号オーバラップ・カバレッジ・エリアを表す。図４ｃに示されているように、セクタ
ａ１、ａ２、ａ３の間の楕円形部分は、セクタａ１、ａ２、ａ３の信号オーバラップ・カ
バレッジ・エリアを表す。
【００６６】
　従来技術では、ＢＳデバイスは、ポーリング、搬送波対干渉の最大比率（最大Ｃ／Ｉ）
、又は比例公平性のスケジューリング方式で、そのサービス・エリアの中のユーザ装置の
リソースをスケジュールすることができる。その場合、ポーリング・スケジューリングは
、ユーザにとって最低のトータル・スループット及び最良の公平性を有する。最大Ｃ／Ｉ
スケジューリングは、セルエッジ上のユーザは比較的強い干渉と共に比較的弱い信号を受
信し、これらのセルエッジ・ユーザにとってアクセス可能なリソース割当てはほとんどな
いので、ユーザにとって最高のトータル・スループット及び最悪の公平性を有する。比例
公平性スケジューリングは、トータル・スループットとユーザ公平性との間のトレードオ
フを有し、ユーザによって要求されたリソースとユーザのために割り当てられたリソース
との比率が低すぎる場合は、スケジューリング優先順位が上げられる。
【００６７】
　時間帯Ｔｉｉを例として取ると、ＢＳデバイスＢａ１のセクタ協働グループ判定手段１
０２によって判定された第１のセクタ協働グループは、セクタａ１、ｂ３、ｃ２を備える
、即ち、時間帯Ｔｉｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１、Ｂｂ３、Ｂｃ２は、それらの間の
協調によってのみ共同ＭＩＭＯ送信を実行する。ＢＳデバイスＢａ１がＭＳ　ＭＳ１、Ｍ
Ｓ２にサービスすることを例として取ると、ＢＳデバイスＢａ１が、ＭＳ　ＭＳ１はセク
タａ１、ｂ３、ｃ２の信号オーバラップ・カバレッジ・エリアにあるが、ＭＳ　ＭＳ２は
この信号オーバラップ・カバレッジ・エリアにないことを検出した場合は、ＢＳデバイス
Ｂａ１のために、その信号送信実行手段１０４は、ＭＳ　ＭＳ１のスケジューリング優先
順位を上げることができる。例えば、ＢＳデバイスＢａ１は、比較的高い重み付け係数を
掛けられたＭＳ　ＭＳ１のオリジナルのスケジューリング優先順位を有してよいが、一方
、ＭＳ　ＭＳ２のスケジューリング優先順位は、比較的低い重み付け係数を掛けられる。
他の時間帯においても、ＢＳデバイスＢａ１は、セクタａ１におけるＭＳに同様の処理を
適用することができる。例えば、時間帯Ｔｉにおいて、ＢＳデバイスＢａ１、Ｂｃ３、Ｂ
ｄ２は、それらの間の協調によってのみ共同ＭＩＭＯ送信を実行し、ＢＳデバイスＢａ１
の信号送信実行手段１０４は、そのサービス・エリアにあり、且つまたセクタａ１、ｃ３
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、ｄ２の信号オーバラップ・カバレッジ・エリアの中にあるＭＳのスケジューリング優先
順位を上げることができる。
【００６８】
　ユーザ間の公平性を保証するために、各時間帯の継続時間は、システムの中で適切に構
成されることが可能であり、各時間帯は、ここでは、図４ａ、４ｂ、４ｃに示されている
ような各セクタ・グループ化構造が第１の周波数帯において各ＢＳデバイスによって使用
される第１のセクタ協働グループの各時間帯として使用される時間帯であることに留意さ
れたい。図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているように、セクタａ１、ｃ３、ｄ２の信号オー
バラップ・カバレッジ・エリア、セクタａ１、ｂ３、ｃ２の信号オーバラップ・カバレッ
ジ・エリアは、それぞれセクタａ１、ｃ３、ｄ２の信号オーバラップ・カバレッジ・エリ
アより大きく、したがって、システムの中で、上記時間帯Ｔｉ、Ｔｉｉの継続時間は、時
間帯Ｔｉｉｉの継続時間より大きいことが設定されることが可能である。
【００６９】
　システムが、図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているような様々なセクタ・グループ化構造
を有して設定されることは、好ましい実施形態である。その場合、それぞれセクタａ１が
含まれている３つのセクタ・グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グル
ープ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から
成るセクタ・グループである。これら３つのセクタ・グループは、セクタａ１に隣接する
全てのセクタを備え、その場合、各セクタ・グループの中のセクタａ１に隣接するセクタ
は互いに異なる。他の実施形態では、システムの中で、第１の周波数帯において使用され
るそれぞれの第１のセクタ協働グループを判定するために、全てのＢＳデバイスが、同一
の交換期間で、図４ａ、４ｂに示されているようなセクタ・グループ化構造の間でのみ交
換することが設定されることが可能である。他の実施形態では、ａ１が含まれているそれ
らのセクタ・グループは、セクタａ１、ｃ３、「ｄ２」へから成るセクタ・グループ、セ
クタａ１、ｃ２、ｃ３から成るセクタ・グループでよい。
【００７０】
　好ましい実施形態の変形形態によれば、第１の周波数帯において各ＢＳデバイスによっ
て使用される第１のセクタ協働グループが時分割方式で交換されることが可能であり、シ
ステムは中央制御装置をさらに含み、中央制御装置は、各ＢＳデバイスに、それらのそれ
ぞれの第１のセクタ協働グループを交換するように通知するために使用される。セクタ協
働グループ判定手段１０２は、以下のサブ処理を実行するようにさらに構成される。サブ
処理中に、ＢＳデバイスＢａ１のセクタ協働グループ判定手段１０２は、中央制御装置か
ら第１のセクタ協働グループの指示情報を受信し、第１のセクタ協働グループの指示情報
は、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用されるセクタ協働グループ
に含まれているセクタを示すために使用される。他のサブ処理では、セクタ協働グループ
判定手段１０２は、第１のセクタ協働グループの指示情報に基づいて、それ自体の第１の
セクタ協働グループを判定する。例えば、時間帯Ｔｉの開始時に、中央制御装置は、ＢＳ
デバイスＢａ１に、それ自体の第１のセクタ協働グループがセクタａ１、ｃ３、ｄ２を備
えるという情報を通知し、ＢＳデバイスＢａ２に、それ自体の第１のセクタ協働グループ
がセクタａ２、ｂ３、ｇ１を備えるという情報を通知し、以下同様に通知し、時間帯Ｔｉ
ｉの開始時に、そのような中央制御装置は、ＢＳデバイスＢａ１に、それ自体の第１のセ
クタ協働グループがセクタａ１、ｂ３、ｃ２を備えるという情報を通知し、ＢＳデバイス
Ｂａ２に、第１のセクタ協働グループがセクタａ２、ｇ３、ｆ１を含むという情報を通知
し、以下同様に通知する、など。
【００７１】
　本発明の他の好ましい実施形態によれば、各ＢＳデバイスが異なる周波数帯ごとに異な
るセクタ協働グループを使用することができる。
【００７２】
　第１に、ＢＳデバイスＢａ１のセクタ・グループ化手段１００が複数のセクタ・グルー
プを判定し、その場合、複数のセクタ・グループのそれぞれは、基地局デバイスによって
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支配されるセクタ及びそのセクタの１つ又は複数の隣接するセクタを含む。具体的には、
システムの中で、図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているそれらのセクタ・グループ化構造な
どいくつかの固定されたセクタ・グループ化構造がプリセットされることが可能である。
ＢＳデバイスＢａ１のＢＳセクタ・グループ化手段１００が、システム設定に従って、セ
クタａ１がそれぞれ含まれている複数のセクタ・グループ、例えば、セクタａ１、ｃ３、
ｄ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２から成るセクタ・グループ、セ
クタａ１、ａ２、ａ３から成るセクタ・グループを判定する。
【００７３】
　次いで、予め決められたルールに従って、ＢＳデバイスＢａ１のセクタ協働グループ判
定手段１０２が、第１の周波数帯においてＢＳデバイスＢａ１によって使用される第１の
セクタ協働グループとして、それぞれセクタａ１が含まれている複数のセクタ・グループ
の中からセクタ・グループを選択する。さらに、ＢＳデバイスＢａ１のセクタ協働グルー
プ判定手段１０２は、それぞれセクタａ１が含まれている複数のセクタ・グループの中か
ら、いくつかの他の周波数帯上でそれぞれ使用されるセクタ協働グループを判定する。こ
こでは、第１の周波数帯は、ＢＳデバイスＢａ１の周波数帯の一部分を備えるだけである
。好ましくは、予め決められたルールは、ＢＳデバイスＢａ１によって上記周波数帯にお
いてそれぞれ使用されるセクタ協働グループが互いに異なることを含む。
【００７４】
　次いで、ＢＳデバイスＢａ１では、信号送信実行手段１０４が、いずれかの周波数帯に
おいて、そのような周波数帯において使用されるセクタ協働グループの各セクタの信号オ
ーバラップ・カバレッジ・エリア内の移動局のために、そのような周波数帯において使用
される第１のセクタ協働グループ内の１つ又は複数の隣接するセクタに対して構成された
隣接する基地局デバイスと協働することにより、ＭＩＭＯ送信を実行する。
【００７５】
　具体的には、システムの中で、全てのＢＳデバイスが、同一の周波数帯において、同一
の１つのセクタ・グループ化構造内のセクタ・グループを、そのような周波数帯において
それぞれ使用されるセクタ協働グループとして使用することが設定されることが可能であ
る。各ＢＳデバイスのセクタ協働グループ判定手段１０２が、システム設定に従って、全
ての各周波数帯においてそのようなＢＳデバイスによって使用されるセクタ協働グループ
を判定する。例えば、システムの中で、周波数帯Ｆｉにおいて、各ＢＳデバイスが、図４
ａに示されているようなセクタ・グループ化構造内のセクタ・グループを利用して、周波
数帯においてそれぞれ使用されるセクタ協働グループを判定する、即ち、周波数帯Ｆｉに
おいてＢＳデバイスＢａ１によって使用されるセクタ協働グループがセクタａ１、ｃ３、
ｄ２を備え、周波数帯ＦｉにおいてＢＳデバイスＢａ２によって使用されるセクタ協働グ
ループがセクタａ２、ｂ３、ｇ１を備え、以下同様に備え、周波数帯Ｆｉｉにおいて、各
ＢＳデバイスが、図４ｂに示されているようなセクタ・グループ化構造内のセクタ・グル
ープを利用して、その周波数帯においてそれぞれ使用されるセクタ協働グループを判定す
る、即ち、周波数帯ＦｉｉにおいてＢＳデバイスＢａ１によって使用されるセクタ協働グ
ループがセクタａ１、ｂ３、ｃ２を備え、周波数帯ＦｉｉにおいてＢＳデバイスＢａ２に
よって使用されるセクタ協働グループがセクタａ２、ｇ３、ｆ１を備え、以下同様に備え
ることが設定されることが可能である。
【００７６】
　システムが図４ａ、４ｂ、４ｃに示されているような様々なセクタ・グループ化構造を
有して構成されることは、好ましい実施形態である。その場合、それぞれセクタａ１が含
まれている３つのセクタ・グループは、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グルー
プ、セクタａ１、ｂ３、ｃ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成
るセクタ・グループである。これら３つのセクタ・グループは、セクタａ１に隣接する全
てのセクタを備え、その場合、各セクタ・グループの中のセクタａ１に隣接するセクタは
互いに異なる。他の実施形態では、システムが、図４ａ、４ｂに示されているようなセク
タ・グループ化構造を有して構成されることだけが設定されることが可能であり、全ての
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ＢＳデバイスは、同一の周波数帯において全てのそれらのセクタ・グループ化構造のうち
の１つだけを、そのような周波数帯においてそれぞれ使用されるセクタ協働グループとし
て採用する。他の一実施形態では、それぞれセクタａ１が含まれているセクタ・グループ
は、セクタａ１、ｃ３、ｄ２から成るセクタ・グループ、セクタａ１、ｃ２、ｃ３から成
るセクタ・グループでよい。
【００７７】
　本発明の非限定的実施例が上記で説明されてきた。しかし、本発明は、特定のシステム
、装置、及び特定のプロトコルに限定されず、添付の特許請求の範囲の範囲及び趣旨から
逸脱することなく様々な変更又は修正が当業者によって加えられることが可能である。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３】



(21) JP 5528448 B2 2014.6.25

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】
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