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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重セル環境で移動局がセル間干渉（ＩＣＩ）を減少させることを可能にする方法であ
って、
　前記方法は、
　ランク１ベースコードブックから、少なくとも１つの隣接基地局に対して最も強い干渉
または最も弱い干渉として作用する１つ以上のランク１ＰＭＩを選択することと、
　サービング基地局に前記１つ以上のランク１ＰＭＩを送信することと
　を含み、
　送信ランクのためのプリコーディング行列は、前記サービング基地局により、前記１つ
以上のランク１ＰＭＩを用いて決定される、方法。
【請求項２】
　前記サービング基地局は、前記１つ以上のランク１ＰＭＩおよび連接コードブックを用
いて、前記プリコーディング行列を決定する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ランク１ベースコードブックのフィードバック周期は、前記連接コードブックのフ
ィードバック周期よりも短い、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　特定基地局が多重セル環境でセル間干渉（ＩＣＩ）を減少させることを可能にする方法
であって、
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　前記方法は、
　少なくとも１つの隣接基地局に関連して、移動局から、前記少なくとも１つの隣接基地
局に対して最も強い干渉または最も弱い干渉として作用する１つ以上のランク１ＰＭＩを
受信することと、
　前記少なくとも１つの隣接基地局に前記１つ以上のランク１ＰＭＩを転送することと、
　前記１つ以上のランク１ＰＭＩを用いて、送信ランクのためのプリコーディング行列を
決定することと
　を含み、前記１つ以上のランク１ＰＭＩは、前記移動局により、ランク１ベースコード
ブックから選択される、方法。
【請求項５】
　前記プリコーディング行列は、前記１つ以上のランク１ＰＭＩおよび連接コードブック
を用いて決定される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ランク１ベースコードブックのフィードバック周期は、前記連接コードブックのフ
ィードバック周期よりも短い、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信に係り、特に、多重セル環境におけるセル間干渉回避方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　次世代移動通信及び無線転送システムでは、多重セル環境で、向上したデータ転送率と
システム容量が要求されている。このような要求に応じて、多数のアンテナを用いてデー
タを転送する多重入出力（ｍｕｌｔｉ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ－ｏｕｔｐｕｔ：ＭＩＭ
Ｏ）システムに対する研究が進行されており、多重セル環境でのデータの転送率を向上さ
せるためにチャネル情報を用いる、閉ループ方式の多重入出力システムは、チャネル情報
を用いて転送性能を向上させることができる。
【０００３】
　一般に、多重入出力システムで、端末は、受信したデータから受信チャネルに関する情
報を確認することができるが、基地局は、チャネル情報を確認することができない。した
がって、チャネル情報を用いてシステムの性能を向上させるためには、基地局が、チャネ
ル情報を知っていなければならない。ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅ
ｘ）方式が用いられる場合、基地局と端末間のアップ／ダウンリンク（ｕｐ／ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ）チャネルが互いに同一なため、基地局でチャネル情報を知ることができる。
【０００４】
　閉ループＭＩＭＯを用いるシステムは、基地局が、各端末の送信チャネルに関する情報
を用いてデータを転送する。この場合、基地局は、サービスしている端末の送信チャネル
に関する情報を知ることができず、端末からチャネルに関する情報、例えば、ＣＱＩ（Ｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　
Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｅｘ）などがフィードバックされる。
【０００５】
　端末は、基地局から受信した信号を用いて、データを受信したチャネルを推定する。推
定したチャネルを用いて、端末は、基地局がデータを送信する時にチャネル状況に好適な
ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）を適用するように、ＣＱ
Ｉを計算する。また、端末は、推定されたチャネルとコードブックを用いてチャネル状況
に最も好適なチャネル係数、すなわち、コードブックのプリコーディングベクトル（ｐｒ
ｅｃｏｄｉｎｇ　ｖｅｃｔｏｒ）を、既に知っているコードブックから選択する。端末が
推定されたチャネルを用いて求めたチャネル情報は、基地局と端末間のフィードバックチ
ャネルを通じて転送される。基地局は、端末から受信したチャネル情報、選択されたＭＣ
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Ｓ及びコードブックのプリコーディングベクトルを用いて、データを端末に送信する。
【０００６】
　現在、閉ループＭＩＭＯシステムに対する多くの研究が行われており、単一セルの他に
多重セルの環境でも、閉ループＭＩＭＯ方式が適用されて用いられている。しかし、多重
セル環境で、他のセルからの干渉による影響を減らすための方法として、各セルで使用す
るコードブックを制限することによって、セル間干渉を除去する方法に対する研究は未だ
十分でない現状である。
【０００７】
　多重セル環境下で閉ループＭＩＭＯを用いるシステムにおいて、それぞれの基地局は、
セル中の端末に高品質のサービスを提供するために、基地局自身と各端末間のチャネル状
況に基づいて、端末に最適のプリコードブック（ｐｒｅ－ｃｏｄｅｂｏｏｋ）を割り当て
る。
【０００８】
　しかしながら、セルのエッジに位置する端末は、自身の属しているセルの基地局からの
信号が弱いため、隣接セルの基地局がこの隣接セルに属する端末に割り当てた最適のプリ
コードブックによって干渉を受けることになる。このようなプリコードブックによるセル
間干渉によって、セルのエッジに位置している端末は性能が減少する問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、本発明は、関連技術の限界及び欠点に起因する一つ以上の問題を実質的に
解消するための、多重セル環境においてセル間干渉を回避する方法に関する。
【００１０】
　本発明の目的は、隣接セルで使用するプリコーディング行列によるセル間干渉によって
セルのエッジに位置している端末の性能が減少する問題を解決する方法及び／または装置
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に関する明細書及び特許請求の範囲に使われた一部の用語の意味を説明する。図
１を参照すると、例えば、端末ＵＥ１は、セルＡ（Ｃｅｌｌ＿Ａ）のエッジに位置してい
る端末で、セルＡによってサービスを受けているということがわかる。また、端末ＵＥ１

は、セル＿Ａに隣接しているセルであるセルＢ（Ｃｅｌｌ＿Ｂ）、セルＣ（Ｃｅｌｌ＿Ｃ
）、セルＤ（Ｃｅｌｌ＿Ｄ）から信号の干渉を受けている（点線を参照）。すなわち、端
末ＵＥ１に対してセルＢ（Ｃｅｌｌ＿Ｂ）、セルＣ（Ｃｅｌｌ＿Ｃ）、セルＤ（Ｃｅｌｌ
＿Ｄ）は、端末ＵＥ１に干渉を与える‘干渉セル’と定義することができる。一方、端末
ＵＥ１にサービスを提供するセルＡは、端末ＵＥ１の‘サービングセル’と定義すること
ができる。
【００１２】
　以下、本発明の明細書では、上述の課題を解決するための目的で、多重セル環境でセル
間干渉の影響を減らし、エッジ端末の受信性能を向上させるためにＰＭＩ制限（ＰＭＩ　
ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ）を適用して閉ループＭＩＭＯを用いる方法が提供される。
【００１３】
　また、隣接しているセル内の端末に干渉を与える干渉セルに対するＰＭＩ制限のために
、干渉セルに関する情報を転送する端末を設定する方法が提供される。具体的には、基地
局が端末のフィードバック情報を用いて干渉セルに関する情報を送る、端末に対する臨界
値を設定する方法、定められた臨界値を基地局が端末に転送する方法、干渉セルに関する
情報を転送する端末の設定に任意の臨界値を用いる方法、全ての端末が情報を基地局に転
送する時、基地局が端末の受信状態を把握して確認（ｃｏｎｆｉｒｍ）信号を送信する方
法、及び定められた臨界値を満たす端末に信号を転送する方法が提供される。
【００１４】
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　また、セル内の端末が、干渉を与える干渉セルの情報を測定する方法が提供される。具
体的には、ハンドオーバーメッセージ（ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｍｅｓｓａｇｅ）（ＢＳ＿Ｉ
Ｄ、ＣＥＬＬ＿ＩＤ、ＲＳＳＩ等）を用いて干渉セルの情報を測定する方法、チャネル推
定を通じて得られたチャネル情報を用いてＳＩＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）、ＣＱＩなどを用いて干渉セルの情
報を測定する方法、干渉セルに対するＰＭＩ制限のために、エッジに位置している端末が
、一つ以上の干渉セルに対して干渉セルに関するＰＭＩ情報を推定する方法、干渉セルに
対して一つの以上の制限ＰＭＩ（ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ＰＭＩ）を測定する方法、及び
端末が、最も強い干渉を与える干渉セルを測定する方法が提供される。
【００１５】
　また、ランク適応（Ｒａｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）時のＰＭＩ制限を用いて、干渉
セルによる影響を減らす方法が提供される。具体的には、エッジ端末が、干渉セルに対し
て各ランク別に制限せねばならないＰＭＩを測定し、それを用いて干渉セルのＰＭＩ使用
を制限する方法、エッジ端末が、ランク１に該当する制限しなければならないＰＭＩを測
定し、このプリコーディングベクトルを含む全てのプリコーディングベクトルに制限を加
える方法、及びエッジ端末がランク１に該当する干渉セルのＰＭＩ情報を測定し、ランク
１を用いる端末にのみ制限を加える方法が提供される。
【００１６】
　また、エッジ端末が測定した干渉セルに関するＰＭＩ情報を用いて、干渉セルに対する
ＰＭＩ制限のためのテーブルを生成して使用する方法が提供される。具体的には、干渉セ
ルに関するＰＭＩ情報の統計値を用いて制限をする方法、作成されたＰＭＩテーブルを上
位階層に転送してダウンリンクシグナリング（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）
情報として用いる方法、作成されたＰＭＩテーブルをビットマップ（ｂｉｔｍａｐ）形式
で表して使用する方法が提供される。
【００１７】
　また、干渉セルに対するＰＭＩ制限をするために、端末が、フィードバックする干渉セ
ルに関するＰＭＩ情報を収集する方法と制限する方法が提供される。具体的には、干渉セ
ルに関する情報を端末がフィードバックする周期、基地局が端末から干渉セルに関する情
報を受信する周期、基地局がＰＭＩ使用に制限を加える区間あるいは範囲を設定する方法
、及び干渉セルに関する情報を端末ごとに異なる周期で基地局に転送する方法が提供され
る。
【００１８】
　また、端末が測定した干渉セルに関する情報を用いて、干渉セルのコードブック使用を
制限する方法が提供される。具体的には、干渉セルに対してＰＭＩを制限するために、臨
界値を満たす端末のみが、干渉セルに関する情報をフィードバックする方法、エッジ端末
がフィードバックした干渉セルに関するＰＭＩ情報を用いて、干渉セルに対してＰＭＩ制
限する方法、エッジ端末が測定した干渉セルに関するＰＭＩ情報を用いて、干渉セルの内
側に位置している端末が使用するＰＭＩを制限する方法、干渉セルの端末に対してＰＭＩ
制限を適用するための臨界値を基地局が端末に転送する方法、セルの内部移動局（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）の状態（ＳＩＮＲ、ｔｈｒｏｕｇｈｐｕｔ、ＣＱＩ）によって
一定状態以上の端末にのみＰＭＩ制限を加える方法、端末がフィードバックした情報を用
いて、制限のための臨界値を設定する方法、基地局から受信した臨界値を満たす端末にの
み制限を加える方法、干渉セルに関するＰＭＩ情報を用いて、干渉セルの端末が使用する
ＰＭＩを制限する時に、端末が使用するバンド別に制限を加えたり、全体使用バンドに対
して制限を加える方法、干渉セルで使用しなければならないＰＭＩが制限される時、準最
適（ｓｕｂ－ｏｐｔｉｍａｌ）ＰＭＩを使用する方法が提供される。
【００１９】
　また、干渉セルに関する情報を基地局にフィードバックする方法が提供される。具体的
には、バックボーンネットワークを用いてサービング基地局から干渉基地局に情報を転送
する方法、端末が直接フィードバックチャネルを通じて干渉基地局に情報を転送する方法
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、制限ＰＭＩを干渉基地局に転送するためのフィードバックチャネルを共通使用したり、
または、各基地局ごとに任意のチャネルを使用する方法が提供される。
【００２０】
　また、ＰＭＩ制限のために転送されるフィードバックメッセージとして、チャネル情報
を用いる場合には、制限ＰＭＩ、ＢＳ＿ＩＤ、Ｃｅｌｌ＿ＩＤ、帯域インデックス（ｂａ
ｎｄ＿ｉｎｄｅｘ）が使用され、ハンドオーバーメッセージを用いる場合には、制限ＰＭ
Ｉ、及び帯域インデックスが使用されることができる。
【００２１】
　また、干渉セルのＰＭＩ制限において、エッジ端末が、干渉セルに関するＰＭＩ情報を
測定してそれを端末の属している基地局に転送し、基地局は、再び干渉セルに制限される
ＰＭＩに関する情報をバックボーンネットワークを通じて干渉セルに転送してＰＭＩを制
限する方法、及び干渉セルのＰＭＩ制限において、エッジ端末が干渉セルに関するＰＭＩ
情報を干渉セルとのフィードバックチャネルを通じて直接転送してＰＭＩを制限する方法
が提供される。
【００２２】
　また、制限するＰＭＩに対するテーブルを端末に転送し、端末は、受信したテーブルに
より制限されるＰＭＩを除く残りＰＭＩを用いる方法が提供される。ここで、テーブルは
、ビットマップ形式で表示することができる。ここで、干渉セルから転送されたＰＭＩ情
報を用いて基地局が端末に制限されたＰＭＩを割り当てなくても良く、端末のフィードバ
ックしたＰＭＩが、基地局の受信した制限すべきＰＭＩと同一である場合、他のＰＭＩを
使用するように端末に信号を転送し、他のＰＭＩを基地局に転送することができる。基地
局が干渉セルから受信したＰＭＩ情報を端末に転送することによって、端末は、制限され
たＰＭＩ以外の他のＰＭＩを使用することができる。
【００２３】
　また、本発明は、ＩＣＩ（ｉｎｔｅｒ－ｃｅｌｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を減ら
すためのＦＦＲ（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ）と協力的Ｍ
ＩＭＯと一緒に使用されて、セル間干渉の影響を減らすことができる。
【００２４】
　上述した問題点を解決するための、本発明の一様相によれば、コードブックを使用する
無線通信システムのネットワークでのセル間干渉を回避する方法は、干渉セル内で前記コ
ードブックの一部の使用を制限するための情報を隣接セルから受信する段階と、前記受信
した情報を用いて、前記干渉セル内で使用制限され、前記コードブックと関連する制限元
素を決定する段階と、を含む。ここで、前記隣接セルから受信する情報は、一つのあらか
じめ決定された時区間（ｔｉｍｅ　ｐｅｒｉｏｄ）または複数の前記あらかじめ決定され
た時区間に使用することができる。または、前記隣接セルから受信する情報は、隣接セル
と前記干渉セルとを連結するバックボーンネットワーク（ｂａｃｋｂｏｎｅ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）を通じて受信したり、または、前記隣接セルに属する端末と前記干渉セルのネット
ワーク間に設定されたフィードバックチャネル（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｃｈａｎｎｅｌ）を
通じて受信することができる。または、前記干渉セル内の端末のうち、前記決定された制
限元素の使用が制限される端末を決定するのに使用される臨界値を設定する段階と、前記
決定された制限元素に関する情報及び前記設定された臨界値を前記干渉セル内の端末に転
送する段階と、をさらに含むことができる。この時、前記コードブックと関連する制限元
素に関する情報は、前記コードブックに属するプリコーディング行列のインデックスとす
ることができる。または、前記コードブックと関連する制限元素に関する情報は、前記ベ
ースコードブックに属するプリコーディング行列のインデックスとすることができる。
【００２５】
　上述の方法において、前記コードブックと関連する制限元素は、前記コードブックに属
するプリコーディング行列とすることができる。この時、前記隣接セルから受信する情報
は、前記コードブックに属するプリコーディング行列のインデックスであり、前記コード
ブックと関連する制限元素は、前記コードブックの元素のうち、前記隣接セルから受信し
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たインデックスに対応する元素と同一であるか、または、前記コードブックの元素のうち
、前記隣接セルから受信したインデックスに対応する元素の統計を用いて決定することが
できる。または、前記隣接セルから受信する情報は、ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔ
ｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）であり、前記コードブックと関連する制限元素を決定する
段階は、前記コードブックに属するプリコーディング行列のうち、前記受信したＣＳＩに
対応するプリコーディング行列を決定する段階を含み、前記コードブックと関連する制限
元素は、前記決定されたプリコーディング行列と同一であるか、または、前記決定された
プリコーディング行列の統計を用いて決定することができる。
【００２６】
　または、上述の方法において、前記コードブックの元素は、ベースコードブック（ｂａ
ｓｅ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ）の元素と連接コードブック（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｄｅｂｏｏｋ）の元素との積により形成され、前記コードブックと関連する制限元素は
、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列とすることができる。この時、
前記隣接セルから受信される情報は、前記ベースコードブックに属するプリコーディング
行列のインデックスであり、前記コードブックと関連する制限元素は、前記ベースコード
ブックの元素のうち、前記隣接セルから受信したインデックスに対応する元素と同一であ
るか、または、前記ベースコードブックの元素のうち、前記隣接セルから受信したインデ
ックスに対応する元素の統計を用いて決定することができる。または、前記隣接セルから
受信する情報は、ＣＳＩであり、前記コードブックと関連する制限元素を決定する段階は
、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列のうち、前記受信したＣＳＩに
対応するプリコーディング行列を決定する段階を含み、前記コードブックと関連する制限
元素は、前記決定されたプリコーディング行列と同一であるか、または、前記決定された
プリコーディング行列の統計を用いて決定することができる。
【００２７】
　本発明の他の様相によれば、コードブックを使用する無線通信システムのネットワーク
でのセル間干渉を回避する方法は、干渉セル内で前記コードブックの一部のみを使用する
ための情報を隣接セルから受信する段階と、前記受信した情報を用いて、前記干渉セル内
で使用が要請され、前記コードブックと関連する要請元素を決定する段階と、を含む。こ
の時、前記干渉セル内の端末のうち、前記決定された制限元素の使用が制限される端末を
決定するのに使用される臨界値を設定する段階と、前記決定された制限元素に関する情報
及び前記設定された臨界値を、前記干渉セル内の端末に転送する段階と、をさらに含むこ
とができる。ここで、前記コードブックと関連する要請元素は、前記コードブックに属す
るプリコーディング行列とすることができる。または、前記コードブックの元素は、ベー
スコードブック（ｂａｓｅ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ）の元素と連接コードブック（ｃｏｎｃａ
ｔｅｎａｔｉｏｎ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ）の元素との積により形成され、前記コードブック
と関連する要請元素は、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列とするこ
とができる。
【００２８】
　本発明のさらに他の様相によれば、コードブックを使用する無線通信システムのネット
ワークでのセル間干渉を回避する方法は、サービングセルに属する端末が前記干渉セル内
で使用が制限され、前記コードブックと関連する制限元素、または前記干渉セル内で使用
が要請され、前記コードブックと関連する要請元素を送信するか否かを決定するのに使用
される臨界値を設定する段階と、前記設定された臨界値に関する情報を、前記端末に送信
する段階と、を含む。この時、前記コードブックと関連する制限元素または前記コードブ
ックと関連する要請元素は、前記コードブックに属するプリコーディング行列とすること
ができ、または、前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブ
ックの元素との積により形成され、前記コードブックと関連する制限元素または前記コー
ドブックと関連する要請元素は、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列
とすることができる。この時、前記端末から前記干渉セルに関するＣＳＩを受信すると、
前記受信したＣＳＩに基づいて前記コードブックと関連する制限元素または前記コードブ
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ックと関連する要請元素を生成して、前記干渉セルの基地局に転送する段階をさらに含む
か、または、前記端末から前記コードブックと関連する制限元素または前記コードブック
と関連する要請元素を受信して前記干渉セルの基地局に転送する段階をさらに含むことが
できる。または、前記コードブックと関連する制限元素または前記コードブックと関連す
る要請元素を送信することを許容するようとの要請及び前記端末に関するチャネル情報を
前記端末から受信する段階と、前記受信したチャネル情報の測定値と前記臨界値とを比較
した結果が、あらかじめ決定された関係を満たす場合、前記要請に対する許諾を前記端末
に送信する段階と、をさらに含むことができる。または、前記臨界値は、ＣＱＩ、ＳＩＮ
Ｒ、ＣＳＩ、干渉電力（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｏｗｅｒ）、干渉ベクトル（ｉｎ
ｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｖｅｃｔｏｒ）、及びジオメトリー（Ｇｅｏｍｅｔｒｙ）情報に
関する値のうちの一つ以上を含み、サービングセル内の端末からフィードバックされる情
報に基づいて設定することができる。
【００２９】
　本発明のさらに他の様相によれば、コードブックを使用する無線通信システムのネット
ワークでのセル間干渉を回避する方法は、干渉セル内で使用が制限され、前記コードブッ
クと関連する制限元素、前記干渉セル内で使用が要請される前記コードブックと関連する
要請元素、または前記干渉セルに関するＣＳＩを測定する測定段階と、前記測定された制
限元素、前記測定された要請元素、または前記測定された前記干渉セルに関するＣＳＩを
サービングセルのネットワークまたは前記干渉セルのネットワークに転送する転送段階と
、を含む。この場合、前記コードブックと関連する制限元素または前記コードブックと関
連する要請元素は、前記コードブックに属するプリコーディング行列とすることができ、
または、前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元
素との積により形成され、前記コードブックと関連する制限元素または前記コードブック
と関連する要請元素は、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列とするこ
とができ、または、前記転送段階は、前記測定された前記干渉セルに関するＣＳＩを転送
する場合には、前記サービングセルの基地局または前記干渉セルの基地局にアナログフィ
ードバックを用いて転送する段階を含むことができる。この時、前記測定段階で、前記測
定はフレームごとに行われたり、または、あらかじめ決定されたフレーム周期ごとに行わ
れることができる。または、前記コードブックと関連する制限元素または前記コードブッ
クと関連する要請元素は、前記干渉セルに関するチャネル情報及びハンドオーバーに関す
る情報を用いて測定することができる。または、前記コードブックと関連する制限元素ま
たは前記コードブックと関連する要請元素は、ランク（ｒａｎｋ）及び転送ストリーム数
のうち一つ以上と関連して測定されたものとすることができる。
【００３０】
　本発明のさらに他の様相によれば、コードブックを使用する無線通信システムのネット
ワークでのセル間干渉を回避する方法は、干渉セル内で使用が制限され、前記コードブッ
クと関連する制限元素、及び前記コードブックと関連する制限元素の使用を制限するか否
かを決定するのに使用するための臨界値を前記干渉セルのネットワークから受信する段階
と、チャネル情報の測定値と前記臨界値とを比較した結果が、あらかじめ決定された関係
を満たす場合、前記コードブックと関連する制限元素に基づいて最適のＰＭＩを決定する
段階と、を含む。この時、前記コードブックと関連する制限元素は、前記コードブックに
属するプリコーディング行列であり、前記最適のＰＭＩは、前記受信された制限元素が除
外された前記コードブックに基づいて決定することができる。または、前記コードブック
の元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との積により形成され、
前記コードブックと関連する制限元素は、前記ベースコードブックに属するプリコーディ
ング行列であり、前記最適のＰＭＩは、前記受信した制限元素が除外された前記ベースコ
ードブックに基づいて決定することができる。
【００３１】
　本発明のさらに他の様相によれば、コードブックを使用する無線通信システムのネット
ワークでのセル間干渉を回避する方法は、干渉セル内で使用が要請され、前記コードブッ
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クと関連する要請元素、及び前記コードブックと関連する要請元素のみを使用するか否か
を決定するのに使用するための臨界値を前記干渉セルのネットワークから受信する段階と
、チャネル情報の測定値と前記臨界値とを比較した結果があらかじめ決定された関係を満
たす場合、前記コードブックと関連する要請元素に基づいて最適のＰＭＩを決定する段階
と、を含む。この時、前記コードブックと関連する要請元素は、前記コードブックに属す
るプリコーディング行列であり、前記最適のＰＭＩは、前記受信した要請元素及び前記連
接コードブックに基づいて決定することができる。または、前記コードブックの元素は、
ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との積により形成され、前記コード
ブックと関連する要請元素は、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列で
あり、前記最適のＰＭＩは、前記受信した要請元素及び前記連接コードブックに基づいて
決定することができる。
【００３２】
　以上の全般的な説明と以下の本発明の詳細な説明はいずれも例示的且つ説明的なもので
、請求された本発明の追加的な説明を提供するために提供されるということが理解できる
。
（項目１）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　基地局が、前記コードブックの一部の使用を制限するための情報を隣接セルから受信し
、
　前記基地局が、セル内で一つ以上の端末が使用しない“制限－ＰＭＩ”として前記コー
ドブックのプリコーディング行列インデックス（ＰＭＩ）を決定すること、
を含む、セル間干渉回避方法。
（項目２）
　前記制限－ＰＭＩに関する情報は、ビットマップ形式のテーブル形態で表現される、項
目１に記載のセル間干渉回避方法。
（項目３）
　前記基地局が、前記セル内の端末が前記決定された制限－ＰＭＩの使用が制限されるか
否かを決定するのに用いられる臨界値を決定し、
　前記基地局が、前記決定された制限－ＰＭＩに関する情報及び前記設定された臨界値を
前記セル内の端末に転送すること、
をさらに含む、項目１に記載のセル間干渉回避方法。
（項目４）
　前記隣接セルから受信する情報は、一つのあらかじめ決定された時区間または複数の前
記あらかじめ決定された時区間に使用される、項目１に記載のセル間干渉回避方法。
（項目５）
　前記決定された制限－ＰＭＩに関する情報は、ビットマップ形式のテーブル形態で表現
され、前記ビットマップ及び前記臨界値は上位階層に転送されてダウンリンクシグナルと
して使用される、項目３に記載のセル間干渉回避方法。
（項目６）
　前記隣接セルから受信する情報は、前記隣接セルと前記セルとを連結するバックボーン
ネットワークを通じて受信したり、または、前記隣接セルに属する端末に設定されたフィ
ードバックチャネルを通じて受信する、項目１に記載のセル間干渉回避方法。
（項目７）
　前記隣接セルから受信する情報は、前記コードブックに属するプリコーディング行列の
インデックスを少なくとも一つ含み、
　前記制限－ＰＭＩは、前記インデックスと同一であるか、または、前記インデックスの
統計によって決定される、項目１に記載のセル間干渉回避方法。
（項目８）
　前記隣接セルから受信する情報は、ＣＳＩ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒ
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ｍａｔｉｏｎ）であり、
　前記制限－ＰＭＩを決定するステップは、前記コードブックに属するプリコーディング
行列のうち、前記受信したＣＳＩに対応するプリコーディング行列を決定することを含み
、
　前記制限－ＰＭＩは、前記決定されたプリコーディング行列のインデックスと同一であ
るか、または、前記決定されたプリコーディング行列の統計によって決定される、項目１
に記載のセル間干渉回避方法。
（項目９）
　前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との
積により形成され、
　前記制限－ＰＭＩは、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列インデッ
クスのうちの一つである、項目１に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１０）
　前記隣接セルから受信する情報は、前記ベースコードブックに属するプリコーディング
行列の少なくとも一つのインデックスを含み、
　前記制限－ＰＭＩは、前記インデックスと同一であるか、または、前記インデックスの
統計によって決定される、項目９に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１１）
　前記隣接セルから受信する情報はＣＳＩであり、
　前記制限－ＰＭＩを決定するステップは、前記ベースコードブックに属するプリコーデ
ィング行列のうち、前記受信したＣＳＩに対応するプリコーディング行列を決定すること
を含み、
　前記制限－ＰＭＩは、前記決定されたプリコーディング行列のインデックスと同一であ
るか、または、前記決定されたプリコーディング行列の統計を用いて決定される、項目９
に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１２）
　前記コードブックの一部の使用を制限することは、前記制限－ＰＭＩの使用が制限され
る端末に割り当てられた周波数領域または前記セルの全体周波数領域に対して行われる、
項目３に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１３）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　基地局が、前記コードブックの一部の使用を要請するための情報を隣接セルから受信し
、
　前記基地局が、セル内で一つ以上の端末が使用することを許容する“要請－ＰＭＩ”と
して前記コードブックのプリコーディング行列インデックス（ＰＭＩ）を決定すること、
を含む、セル間干渉回避方法。
（項目１４）
　前記基地局が、前記セル内の端末が前記決定された要請－ＰＭＩを使用するか否かを決
定するのに用いられる臨界値を決定し、
　前記決定された要請－ＰＭＩに関する情報及び前記決定された臨界値を前記セル内の端
末に転送すること、
をさらに含む、項目１３に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１５）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　基地局が、隣接セルからの干渉が強い制限－ＰＭＩまたは前記隣接セルからの干渉が弱
い要請－ＰＭＩを、前記基地局によって制御されるセルに属する端末が送信するか否かを
決定するのに用いられる臨界値を決定し、
　前記決定された臨界値に関する情報を前記端末に送信すること、
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を含む、セル間干渉回避方法。
（項目１６）
　前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩは、前記コードブックに属するプリコーディ
ング行列インデックスのうちの一つである、項目１５に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１７）
　前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との
積により形成され、
　前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩは、前記ベースコードブックに属するプリコ
ーディング行列である、項目１５に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１８）
　前記端末から前記隣接セルに関するＣＳＩを受信すると、前記受信したＣＳＩに基づい
て前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩを生成して前記隣接セルの基地局に転送する
ステップをさらに含む、または、
　前記端末から前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩを受信して前記隣接セルの基地
局に転送することをさらに含む、項目１６に記載のセル間干渉回避方法。
（項目１９）
　前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩを送信することを許容するようとの要請及び
前記端末に関するチャネル情報を前記端末から受信し、
　前記受信したチャネル情報の測定値と前記臨界値とを比較した結果が、あらかじめ決定
された関係を満たす場合、前記要請の応答として許諾メッセージを前記端末に送信するこ
と、
をさらに含む、項目１６に記載のセル間干渉回避方法。
（項目２０）
　前記臨界値は、ＣＱＩ、ＳＩＮＲ、ＣＳＩ、干渉電力、干渉ベクトル、及びジオメトリ
情報に関する値のうち一つ以上を含み、前記基地局によって制御されるセル内の端末から
フィードバックされる情報に基づいて決定される、項目１６に記載のセル間干渉回避方法
。
（項目２１）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　隣接セルでの使用制限を要請する制限－ＰＭＩ、前記隣接セルでの使用を要請する要請
－ＰＭＩ、及び前記隣接セルに関するＣＳＩを測定し、
　前記測定された制限－ＰＭＩ、前記測定された要請－ＰＭＩ、または前記測定された前
記隣接セルに関するＣＳＩを、前記端末を制御する基地局または前記隣接セルの基地局に
転送すること、
を含む、セル間干渉回避方法。
（項目２２）
　前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩは、前記コードブックに属するプリコーディ
ング行列インデックスのうちの一つである、項目２１に記載のセル間干渉回避方法。
（項目２３）
　前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との
積により形成され、
　前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩは、前記ベースコードブックに属するプリコ
ーディング行列インデックスのうちの一つである、項目２１に記載のセル間干渉回避方法
。
（項目２４）
　前記転送するステップは、前記セルの基地局または前記隣接セルの基地局にアナログフ
ィードバックを用いて前記測定されたＣＳＩを転送することを含む、項目２１に記載のセ
ル間干渉回避方法。
（項目２５）
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　前記測定するステップは、毎フレームごとに行われたり、または、あらかじめ決定され
たフレーム周期ごとに行われる、項目２２に記載のセル間干渉回避方法。
（項目２６）
　前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩは、前記隣接セルに関するチャネル情報及び
ハンドオーバーに関する情報を用いて測定される、項目２６または２７に記載のセル間干
渉回避方法。
（項目２７）
　前記制限－ＰＭＩまたは前記要請－ＰＭＩは、ランク及び転送ストリーム数のうちの一
つ以上と関連して測定される、項目２２に記載のセル間干渉回避方法。
（項目２８）
　前記測定された制限－ＰＭＩ、前記測定された要請－ＰＭＩ、または前記測定された前
記隣接セルに関するＣＳＩは、前記隣接セルの各端末に割り当てられた周波数領域または
前記隣接セルの全体周波数領域に対して特定コードブック元素の使用を制限するのに使用
するためのものである、項目２２に記載のセル間干渉回避方法。
（項目２９）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　端末が、基地局を含むセル内で使用を制限するための制限－ＰＭＩに関する情報、及び
前記制限－ＰＭＩを使用するか否かを決定するのに用いる臨界値に関する情報を含むブロ
ードキャスト信号を前記基地局から受信し、
　前記端末が、チャネル情報の測定値と前記臨界値とを比較した結果が、あらかじめ決定
された関係を満たす場合、前記制限－ＰＭＩに基づいて最適のＰＭＩを決定すること、
を含む、セル間干渉回避方法。
（項目３０）
　前記制限－ＰＭＩは、前記コードブックに属するプリコーディング行列インデックスの
うちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信した制限－ＰＭＩを除く前記コードブックに基づいて決
定される、項目２９に記載のセル間干渉回避方法。
（項目３１）
　前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との
積により形成され、
　前記制限－ＰＭＩは、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列インデッ
クスのうちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信した制限－ＰＭＩを除く前記ベースコードブックに基づ
いて決定される、項目２９に記載のセル間干渉回避方法。
（項目３２）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　端末が、基地局を含むセル内で使用を要請するための要請－ＰＭＩに関する情報、及び
前記要請－ＰＭＩを使用するか否かを決定するのに用いる臨界値に関する情報を含むブロ
ードキャスト信号を前記基地局から受信し、
　チャネル情報の測定値と前記臨界値とを比較した結果が、あらかじめ決定された関係を
満たす場合、前記要請－ＰＭＩに基づいて最適のＰＭＩを決定すること、
を含む、セル間干渉回避方法。
（項目３３）
　前記要請－ＰＭＩは、前記コードブックに属するプリコーディング行列インデックスの
うちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信した要請－ＰＭＩ及び連接コードブックに基づいて決定
される、項目３２に記載のセル間干渉回避方法。
（項目３４）
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　前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との
積により形成され、
　前記要請－ＰＭＩは、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列インデッ
クスのうちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信した要請－ＰＭＩ及び連接コードブックに基づいて決定
される、項目３２に記載のセル間干渉回避方法。
（項目３５）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　端末が、基地局を含むセル内で使用を制限するための制限－ＰＭＩに関する情報、及び
前記制限－ＰＭＩを使用するか否かに関する指示子を含むブロードキャスト信号を前記基
地局から受信し、
　前記端末が、前記制限－ＰＭＩの使用が制限されると指示された場合、前記制限－ＰＭ
Ｉに基づいて最適のＰＭＩを決定すること、
を含む、セル間干渉回避方法。
（項目３６）
　前記制限－ＰＭＩは、前記コードブックに属するプリコーディング行列インデックスの
うちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信した制限－ＰＭＩを除く前記コードブックに基づいて決
定される、項目３５に記載のセル間干渉回避方法。
（項目３７）
　前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との
積により形成され、
　前記制限－ＰＭＩは、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列インデッ
クスのうちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信された制限－ＰＭＩを除く前記ベースコードブックに基
づいて決定される、項目３５に記載のセル間干渉回避方法。
（項目３８）
　コードブックを使用する無線通信システムにおいてセル間干渉を回避する方法であって
、
　端末が、基地局を含むセル内で使用を要請するための要請－ＰＭＩに関する情報、及び
前記要請－ＰＭＩを使用するか否かに関する指示子を含むブロードキャスト信号を前記基
地局から受信し、
　前記端末が、前記要請－ＰＭＩを使用すると指示された場合、前記要請－ＰＭＩに基づ
いて最適のＰＭＩを決定すること、
を含む、セル間干渉回避方法。
（項目３９）
　前記要請－ＰＭＩは、前記コードブックに属するプリコーディング行列インデックスの
うちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信した要請－ＰＭＩ及び連接コードブックに基づいて決定
される、項目３８に記載のセル間干渉回避方法。
（項目４０）
　前記コードブックの元素は、ベースコードブックの元素と連接コードブックの元素との
積により形成され、
　前記要請－ＰＭＩは、前記ベースコードブックに属するプリコーディング行列インデッ
クスのうちの一つであり、
　前記最適のＰＭＩは、前記受信した要請－ＰＭＩ及び連接コードブックに基づいて決定
される、項目３８に記載のセル間干渉回避方法。
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【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、セル間干渉を効果的に回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】閉ループＭＩＭＯ方式を用いるシステムの構成図である。
【図２】多重セル環境におけるセル間干渉を示す構成図である。
【図３】本発明の一実施例による、干渉セルのプリコーディングベクトルの使用を制限す
るためにサービング基地局に干渉セルのＰＭＩ情報を転送する端末構成を示す図である。
【図４】本発明の一実施例による、干渉セルの端末が干渉を与えるプリコーディングベク
トルを推定し制限するための具体的な構成を示す図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明の一実施例による、エッジ端末が干渉セルに関する情報を
バックボーンネットワークを通じてフィードバックする構成を示す図である。図５（ｂ）
は、本発明の一実施例による、エッジ端末が干渉セルに関する情報を干渉セルとのフィー
ドバックチャネルを通じてフィードバックする構成を示す図である。
【図６】本発明の一実施例による、干渉セルのＰＭＩの使用を制限するためのシステムの
構成を示す図である。
【図７】本発明の一実施例による、干渉セルのＰＭＩの使用を制限するためのシステムの
構成を示す図である。
【図８】本発明の一実施例による無線通信システムのネットワークでのセル間干渉を回避
する方法であり、サービングセルのエッジ端末の内部処理過程を示すフローチャートであ
る。
【図９】本発明の一実施例による無線通信システムのネットワークでのセル間干渉を回避
する方法であり、サービングセルのネットワーク、例えば、基地局の内部処理過程を示す
フローチャートである。
【図１０】本発明の一実施例による無線通信システムのネットワークでのセル間干渉を回
避する方法であり、干渉セルのネットワーク、例えば、干渉セルの基地局の内部処理過程
を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施例による無線通信システムのネットワークでのセル間干渉を回
避する方法であり、干渉セル内の端末の内部処理過程を示すフローチャートである。
【図１２】本発明による他の実施例によるセル間干渉除去方法を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明の付加的な利点、目的、及び特徴の一部は、以下の詳細な説明で説明され、他の
一部は、本発明の実施から習得したり、下記の内容から、当該技術分野における通常の知
識を有する者には明らかになるであろう。本発明の目的及び他の利点は、添付の図面の他
、ここに記述される詳細な説明及び請求の範囲で特に指摘された構造によって実現及び獲
得することができる。
【００３６】
　以下、添付の図面に基づいて、本発明の好適な実施例について詳細に説明する。ただし
、図面中、同一の構成要素には可能な限り同一の参照番号を付する。
【００３７】
　プリコーディングまたはビームフォーミング（ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）のような技術
を用いる場合、使用されるプリコーディング行列／プリコーディングベクトルまたはビー
ムフォーマ（ｂｅａｍｆｏｒｍｅｒ）が隣接セルに強い影響を与えることがある。これを
フラッシュライト効果（ｆｌａｓｈｌｉｇｈｔ　ｅｆｆｅｃｔ）と呼ぶ。本発明の実施例
によれば、コードブックを用いてプリコーディングまたはビームフォーミングをする時に
、このようなフラッシュライト効果を減らす目的で、隣接基地局に、コードブックの特定
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元素（ｃｏｄｅｂｏｏｋ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を使用しないように要請することができる。
逆に、特定コードブック元素を使用するように要請することもできる。
【００３８】
　＜コードブックベクトルまたはコードブック行列の使用制限または要請＞
　閉ループ方式の多重入出力システムは、チャネル情報を用いて転送性能を向上させる。
チャネル情報を用いてプリコーディングをするＭＩＭＯシステムの受信信号は、下記の数
学式で示すことができる。
【００３９】
【数１】

　ここで、Ｈはチャネルを表し、ｎは、０の平均値を有するガウスノイズ（ｚｅｒｏ　ｍ
ｅａｎ　Ｇａｕｓｓｉａｎ　ｎｏｉｓｅ）を表す。Ｗｉは、基地局が、データ転送を始め
る前にあらかじめ探しておいた最適のコードブックに含まれたベクトルを表し、送受信ア
ンテナ数と転送するストリーム数によって様々なコードブック（Ｗ）のコードブックベク
トルがあり、コードブック（Ｗ）は、下記の数学式で示すように、それぞれのコードブッ
クベクトルからなる。
【００４０】
【数２】

　ここで、Ｗｉは、コードブック中のｉ番目のプリコーディングベクトルを表す。
【００４１】
　端末は、受信した信号を用いてコードブックから最適の性能を有するコードブックベク
トルを選択し、これを基地局にフィードバックチャネルを通じて転送する。このようなプ
リコーディングを用いることによって、転送ストリームに対する電力及びレート制御を行
うことができ、共同チャネル干渉（ｃｏ－ｃｈａｎｎｅｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）
を除去することができる。
【００４２】
　図１は、閉ループＭＩＭＯ方式を用いるシステムの構成図である。
【００４３】
　端末１０１は、基地局１０２から受信した信号を用いて、データを受信したチャネル１
０３を推定する。推定したチャネルを用いて、端末１０１は、基地局１０２がデータを送
信する時にチャネル状況に好適なＭＣＳを適用するように、ＣＱＩを計算する（１０４）
。また、推定されたチャネルとコードブックを用いて、チャネル状況に最適のチャネル係
数、すなわち、コードブックのプリコーディングベクトルを、既に知っているコードブッ
クから選択する（１０５）。推定されたチャネルを用いて端末１０１が求めたチャネル情
報は、基地局１０２と端末１０１間のフィードバックチャネル１０６を通じて転送される
。この時、チャネル情報を、アナログフィードバック（ａｎａｌｏｇ　ｆｅｅｄｂａｃｋ
）を通じて基地局１０２に転送することができる。ここで、“ナログフィードバック”と
いう用語は、測定されたチャネル情報を、加工した形態（例えば、該情報をいくつかの量
子化された値に制限し、該量子化された値をこれを指示するインデックスとともに転送す
る量子化された形態）ではなく、そのままの形態でフィードバックするということを意味
する。基地局１０２は、端末１０１から受信したチャネル情報、選択されたＭＣＳ、及び
コードブックのプリコーディングベクトルを用いてデータを端末に送信する。
【００４４】
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　多重セル環境で閉ループＭＩＭＯを用いるシステムは、隣接セルの影響から多く干渉を
受けることになる。特に、セルのエッジに位置している端末（すなわち、第１移動端末）
が受信する信号の強度は、セルの内側に位置している端末（すなわち、第２移動端末）が
受信する信号の強度に比べて、受信する信号の強度が弱いため、隣接セルによる影響を多
く受けることになる。
【００４５】
　図２は、多重セル環境でのセル間干渉を示す構成図である。
【００４６】
　図２のセルＡ（Ｃｅｌｌ＿Ａ）でエッジに位置している端末ＵＥ１は、セルＡ（Ｃｅｌ
ｌ＿Ａ）にサービスを提供しているサービング基地局ＢＳ１から遠く離れているため、受
信信号Ｒ１が非常に弱い。また、端末ＵＥ１が隣接セル（例えば、Ｃｅｌｌ＿Ｂ、Ｃｅｌ
ｌ＿Ｃ、Ｃｅｌｌ＿Ｄ）との境界部分に位置しており、隣接セル（例えば、Ｃｅｌｌ＿Ｂ
、Ｃｅｌｌ＿Ｃ、Ｃｅｌｌ＿Ｄ）による干渉を受け、受信性能が大きく低下する。一方、
セルＣでセルの内側に位置している端末ＵＥ２は、基地局ＢＳ３に近接しているため、受
信信号Ｒ２の強度が非常に良好であり、隣接セル（例えば、Ｃｅｌｌ＿Ａ、Ｃｅｌｌ＿Ｂ
、Ｃｅｌｌ＿Ｄ）から干渉を受けるが、隣接セル（例えば、Ｃｅｌｌ＿Ａ、Ｃｅｌｌ＿Ｂ
、Ｃｅｌｌ＿Ｄ）からの信号の強度が弱いため、受信性能にほとんど影響を与えない。し
たがって、セルのエッジに位置している端末（例えば、ＵＥ１）は、セルの内側に位置し
ている端末（例えば、ＵＥ２）に比べて隣接セルによる影響を多く受け、性能が低下して
しまう。
【００４７】
　このような多重セル環境で、閉ループＭＩＭＯを用いる各セルの基地局ＢＳ１、ＢＳ２
、ＢＳ３、‥‥‥、ＢＳＮは、互いに同一のコードブックを用いて各セルに位置している
端末にデータを転送し、この時、各セルでは、基地局と端末間のチャネル状態に基づいて
各端末ごとに最適のプリコーディングベクトルを用いてデータを転送する。この時、それ
ぞれの端末に使用されるプリコーディングベクトルは、互いに完全に独立しておらず、互
いに相関性を持っているか、プリコーディングベクトルによるビームパターンが重なって
ビームパターンが互いに影響を与えることになる。したがって、セル内の端末がサービン
グ基地局からチャネル状況に好適な最適のプリコーディングベクトルを用いてデータを受
信する時、セルのエッジに位置している端末は、隣接しているセルの基地局が隣接してい
るセル内の端末に使用した最適のプリコーディングベクトルによる影響により、強いセル
間干渉を受けることになる。したがって、閉ループＭＩＭＯを用いる端末は、多重セル環
境でＩＣＩに対する影響を減らし、また、使用されるプリコーディングベクトルが互いに
与える影響を減らすために、干渉を起こすセルのプリコーディングベクトルの使用に制限
を加えることができる。プリコーディングベクトルの使用に制限を加えるためには、干渉
により影響を受けている端末が、干渉を与える隣接セルが使用してはならないＰＭＩを把
握して、サービング基地局に転送しなければならない。
【００４８】
　サービングセル内の端末は、自身とサービングセルの基地局間のＣＳＩ及び自身と干渉
セルの基地局間のＣＳＩを、アナログフィードバックを用いて転送することができる。こ
のように転送されるＣＳＩは、チャネル行列（ｃｈａｎｎｅｌ　ｍａｔｒｉｘ）、チャネ
ル分散行列（ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｖａｒｉａｎｃｅ　ｍａｔｒｉｘ）、チャネル分散行
列のシンギュラーベクトル（ｓｉｎｇｕｌａｒ　ｖｅｃｔｏｒ／ｖｅｃｔｏｒｓ）のよう
な形態を有することができる。サービングセルの基地局は、端末から転送されたサービン
グセルに関するＣＳＩ、干渉セルに関するＣＳＩ、及び基地局の持っているコードブック
情報を用いて、端末が使用するのに好適なコードブックベクトル及び端末に干渉を多く与
える干渉セルのコードブックベクトルを決定する。例えば、プリコーディングのためのコ
ードブックを用いる場合、サービングセルの基地局で選択された干渉セルに関するＰＭＩ
は、バックボーンネットワークを通じて干渉セルに転送されることができる。ここで、サ
ービングセルの基地局により決定されて転送されるＰＭＩは、干渉セルで使用制限される
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べきＰＭＩである。サービングセルの基地局から、使用制限されるべき使用制限ＰＭＩを
受信した干渉セルの基地局は、干渉セル内の端末が使用するＰＭＩを決定する時に、コー
ドブックのＰＭＩのうち、サービングセルから転送された使用制限ＰＭＩ以外のＰＭＩの
中から決定する。この時、干渉セルの基地局は、干渉セル内の端末が転送したアナログフ
ィードバック情報を用いることができる。
【００４９】
　他の方法として、サービングセルの基地局は、サービングセル内の端末から受信した干
渉セルに関するＣＳＩを、バックボーンネットワークを通じて干渉セルの基地局に転送す
ることができる。干渉セルに関するＣＳＩを受信した干渉セルの基地局は、コードブック
情報を用いて干渉セルで使用制限されるべき使用制限ＰＭＩを決定する。干渉セル内の端
末は、この使用制限ＰＭＩ以外のＰＭＩを使用する。すなわち、サービングセルの基地局
から受信したＣＳＩを用いて、サービングセル内の端末に干渉を与えるＰＭＩを決定し、
このように決定されたＰＭＩの使用を干渉セル内で制限することによってセル間干渉を減
らすことができる。上述したサービングセルと干渉セルは相対的な概念として理解すべき
である。
【００５０】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）は、干渉セルのプリコーディングベクトルの使用を制限する
目的で、サービング基地局に干渉セルのＰＭＩ情報を転送する端末構成を示す図である。
【００５１】
　隣接しているセル内の端末に干渉を与える干渉セルによる影響を減らすために、図３（
ａ）及び図３（ｂ）に示す構成図によって、干渉セルのプリコーディングベクトル情報、
すなわち、ＰＭＩを転送する端末が定められる。
【００５２】
　図３（ａ）は、干渉セルのプリコーディングベクトルの使用を制限するための情報を転
送する端末に対する構成図で、臨界値（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ）を使用する方法を示してい
る。
【００５３】
　図３（ａ）を参照すると、各セルの基地局は、各セル内の端末が干渉セルのＰＭＩ情報
を転送することを許容するか否かを決定するのに用いられる臨界値を、セル内の全ての端
末にブロードキャストする。例えば、図３（ａ）のセルＡ（Ｃｅｌｌ＿Ａ）で、基地局Ｂ
Ｓ１は、端末ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３、ＭＳ４に臨界値をブロードキャストする（実線）
。この時、端末に転送される臨界値は、セル内のそれぞれの端末が基地局に転送するＣＱ
Ｉ、ＳＩＮＲ、ジオメトリー（Ｇｅｏｍｅｔｒｙ）、ＣＳＩなどを用いて決定される。臨
界値は、例えば、ＳＩＮＲ、チャネル情報、及び端末の位置情報などのようなジオメトリ
ー情報を用いて計算された全端末の短期間（ｓｈｏｒｔ　ｔｅｒｍ）または長期間（ｌｏ
ｎｇ　ｔｅｒｍ）の受信ＳＩＮＲに基づいて、これらのＳＩＮＲの中で下位１０％を境界
付けるＳＩＮＲ、または、あらかじめ固定された任意のＳＩＮＲ値（例えば、－２．５ｄ
Ｂ）を用いて定められる。計算された受信ＳＩＮＲを持って臨界値を定める場合、臨界値
は端末の状況によって流動的に変わる。このような臨界値は、全セルに同一に適用したり
、セルごとに異なる値を適用することができる。定められた臨界値は、固定されても良く
、あるいは、毎フレームあるいは長い時間（例えば、１００フレームまたはスーパーフレ
ーム（ｓｕｐｅｒｆｒａｍｅ））に一回ずつ変更されても良い。基地局から臨界値を受信
した端末のうち、端末のＳＩＮＲが臨界値未満の場合に該当する端末は、干渉セルに関す
る情報を基地局に転送する。例えば、図３（ａ）のセルＡで、端末ＭＳ１、ＭＳ４のみが
基地局ＢＳ１に干渉セルに関する情報を転送する（点線）。図３（ａ）の構成では、基地
局が臨界値を端末に転送した後、この臨界値を満たす端末のみが、干渉セルに関する情報
を転送する。
【００５４】
　図３（ｂ）は、干渉セルのプリコーディングベクトルの使用を制限するための情報を転
送する端末の構成を示す図で、要請（ｒｅｑｕｅｓｔ）及び確認（ｃｏｎｆｉｒｍ）を使
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用する方法を示している。
【００５５】
　図３（ｂ）を参照すると、隣接セルによる干渉を受けている全端末（例えば、セルＡの
端末ＭＳ１、ＭＳ２、ＭＳ３、ＭＳ４）が、干渉セルに関する情報を転送するために、基
地局に要請（ｒｅｑｕｅｓｔ）情報を送る（実線）。この時、基地局は、端末のＳＩＮＲ
、ＣＱＩ、ジオメトリー情報などを用いて、干渉セルの情報を転送する端末を選択し、選
択された端末（例えば、セルＡの端末ＭＳ１、ＭＳ４）には確認信号を送る（点線）。こ
の時、基地局から確認信号を受信した端末は、干渉セルに関する情報を基地局に転送する
。例えば、上記の方法により選択されたセルのエッジに位置している端末は、隣接セルに
よる強い干渉の影響を減らすために、まず、複数の隣接セルから受信した信号を用いて複
数の隣接セルのそれぞれのチャネルの情報を推定する。この時、エッジ端末に干渉を与え
るセルを決定するためには、推定された各隣接セルのチャネル情報を用いて、各隣接セル
がエッジ端末に及ぼす信号の強度（例えば、ＳＩＮＲあるいはＳＩＲ、ＣＱＩ等）を計算
して、それぞれの隣接セルが及ぼす干渉の程度を測定する。セルエッジに位置している端
末は、推定された隣接セルに関するチャネル情報を用いて計算された、各セルが及ぼす干
渉の程度を用いて、エッジ端末に最も大きい干渉を与える一つのセルあるいは多数の干渉
セルを決定することができ、決定される干渉セルの個数は可変である。
【００５６】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）で、サービングセル（Ｃｅｌｌ＿Ａ）内の端末が転送する干
渉セルに関する情報は、ＰＭＩ情報、またはアナログフィードバックを通じて転送するＣ
ＳＩとすることができる。
【００５７】
　サービングセル内の端末がＰＭＩ情報を転送する場合には、干渉セルの基地局は、受信
したＰＭＩ情報を直接用いることができる。
【００５８】
　これと違い、サービングセル内の端末が、干渉セルに関するＣＳＩを干渉セルの基地局
にアナログフィードバックを通じて直接転送し、干渉セルの基地局は、受信したＣＳＩ及
びコードブック情報を用いて干渉セル内で使用制限すべきＰＭＩを決定することができる
。
【００５９】
　または、サービングセルの端末がＣＳＩをアナログフィードバックを通じてサービング
セルの基地局に転送することができる。この時、サービングセルの基地局は、受信したＣ
ＳＩ及びコードブック情報を用いて、干渉セル内で使用制限されるべきＰＭＩを決定した
後、決定されたＰＭＩを干渉セルの基地局に転送することができる。
【００６０】
　または、サービングセルの端末がＣＳＩをサービングセルの基地局にアナログフィード
バックを通じて転送すると、サービングセルの基地局は、受信したＣＳＩを干渉セルの基
地局に転送し、干渉セルの基地局は、受信したＣＳＩ及びコードブック情報を用いて干渉
セル内で使用制限されるべきＰＭＩを決定することができる。
【００６１】
　また、セルのエッジに位置している端末は、受信した信号を用いて干渉セルに関する情
報を直接測定する方法の他、干渉を与えるセルに関する干渉の情報と干渉セルに関する情
報をハンドオーバー情報を用いて測定することが。例えば、セルのエッジ端末がハンドオ
ーバー情報を受信している時、セルのエッジ端末が受信しているハンドオーバー情報は、
隣接セルあるいは基地局に関する情報（Ｃｅｌｌ＿ＩＤまたはＢＳ＿ＩＤ）と隣接セルに
対する信号強度（ＲＳＳＩ　；　ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｓｉｇｎａｌ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ　
ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）などを含んでいる。セルのエッジ端末は、受信したハンドオーバ
ー情報に含まれた隣接セルの信号強度（ＲＳＳＩ）を用いて、最も強い信号の強度を送っ
ている、すなわち、最大のＲＳＳＩを送るセルを干渉セルとして測定し、一つ以上の干渉
セルを測定する場合には、受信したＲＳＳＩが大きい順番で該当のセルあるいは基地局を
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干渉セルとして測定する。
【００６２】
　セルのエッジ端末が受信する信号は、下記の数学式で示される。
【００６３】
【数３】

　上記数学式で、右辺の１番目の項は、サービングセルからサービングセル内の端末に転
送された信号を表し、２番目の項は、隣接セルによる干渉を表す。ここで、サービングセ
ルのエッジに位置するそれぞれの端末は、推定された干渉セルのチャネル情報とコードブ
ックを用いて、端末に最大の干渉を与えるプリコーディングベクトルを測定する。例えば
、ランク１コードブックを使用する２×２ＭＩＭＯシステムで、干渉セルのプリコーディ
ングベクトルを求めるための数学式は、下記の通りである。
【００６４】
【数４】

　ここで、Ｗは、ランク１コードブックを表し、ｗ１，ｗ２，…，ｗＮは、コードブック
に含まれたプリコーディングベクトルを表す。Ｈｉは、ｉ番目の干渉セルに関するチャネ
ル情報であり、Ｈｅｑ（ｋ）は、干渉チャネル情報とｋ番目のプリコーディングベクトル
を用いて求めたチャネル値である。上記の数学式で求めるそれぞれのプリコーディングベ
クトルに対するチャネル値を用いて、端末は、干渉セルに対するＣＱＩやＳＩＮＲまたは
ＳＩＲを計算して、最大の干渉を与えるプリコーディングベクトルを求める。干渉セルに
対するプリコーディングベクトルは、毎区間や一定区間あるいは一定区間間隔で測定する
ことができ、測定されたそれぞれのベクトルに対する制限も、毎区間や一定区間あるいは
一定区間間隔で適用することができる。
【００６５】
　図４（ａ）乃至図４（ｅ）は、干渉セルに対する端末が干渉を与えるプリコーディング
ベクトルの推定及び制限のための具体的な構成を示す図である。この時、一つのフレーム
を、干渉セルに関するプリコーディングベクトル情報、すなわち、ＰＭＩを求めるための
区間の単位とすることができる。同図で、‘↑’は、干渉セルに対するプリコーディング
ベクトルを推定するタイミングを表し、‘↓’は、干渉セルがこの推定されたプリコーデ
ィングベクトルをセル内で使用することを制限するタイミングを表す。
【００６６】
　図４（ａ）を参照すると、毎フレームごとに、セルエッジに位置している端末が、干渉
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セルのチャネル情報を用いて、端末に大きい干渉を与えるＰＭＩ　Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ

４を測定する。測定されたＰＭＩは、測定された干渉セルで使用制限しなければならない
ＰＭＩと設定され、その後、干渉セルは、その次に続くフレームで、Ｒ１，Ｒ２，Ｒ３の
ように、当該設定されたＰＭＩの使用を制限することができる。図４（ａ）によれば、時
間インデックス１で測定されたＰＭＩ（Ｐ１）による干渉セルでの使用制限は、時間イン
デックス２で行われる（Ｒ１）。時間インデックス２で測定されたＰＭＩ（Ｐ２）による
干渉セルでの使用制限は、時間インデックス３で行われる（Ｒ２）。そして、時間インデ
ックス３で測定されたＰＭＩ（Ｐ３）による干渉セルでの使用制限は、時間インデックス
４で行われる（Ｒ３）。
【００６７】
　図４（ｂ）を参照すると、干渉セルで使用制限しなければならないＰＭＩは、図４ａと
同様に、毎フレーム単位で測定される。測定されたＰＭＩは、測定された干渉セルで使用
制限されるべきＰＭＩと設定され、その後、干渉セルは、一定間隔後（例えば、４フレー
ム後）のフレームに対して、当該設定されたＰＭＩの使用を制限することができる。図４
（ｂ）によれば、時間インデックス１で測定されたＰＭＩ（Ｐ１）による干渉セルでの使
用制限は、時間インデックス５で行われる（Ｒ１）。時間インデックス２で測定されたＰ
ＭＩ（Ｐ２）による干渉セルでの使用制限は、時間インデックス６で行われる（Ｒ２）。
そして、時間インデックス３で測定されたＰＭＩ（Ｐ３）による干渉セルでの使用制限は
、時間インデックス７で行われる（Ｒ３）。
【００６８】
　図４（ｃ）及び図４（ｄ）を参照すると、干渉セルのＰＭＩの使用を制限するためのプ
リコーディングベクトルに関する情報として、または、干渉セルが干渉セル内の端末に使
用する時にセル間干渉を発生させるＰＭＩ情報として、セルエッジに位置している各端末
が、あらかじめ設定された収集区間の間（一定フレーム区間）（Ａ１，Ａ２，…）フィー
ドバックあるＰＭＩ情報を利用できる。この時あらかじめ設定された収集区間間の各フレ
ームごとにフィードバックされた情報の統計値、または、あらかじめ設定された収集区間
の間に各フレームごとにフィードバックされた情報のうち、最も強い干渉を起こすＰＭＩ
に基づいて、測定された干渉セルで使用制限されるべきＰＭＩを設定することができる。
【００６９】
　図４（ｃ）を参照すると、あらかじめ定められた長さ（Ａ１，Ａ２，…；例えば、４個
のフレーム長）の収集区間の間にフィードバックされた干渉セルのＰＭＩ情報を測定する
。このような測定は、毎フレームごとに反復して行われることができる。測定された値に
基づいて、測定された干渉セルで使用制限されるべきＰＭＩを設定することができる。干
渉セルは、あらかじめ定められた長さＡ１，Ａ２，…の収集区間が終わる時点の次のフレ
ームで、設定されたＰＭＩを使用制限することができる。図４（ｃ）で、干渉セルのＰＭ
Ｉ情報は、時間インデックス１、２、３、４で収集して転送され、このように転送された
干渉セルのＰＭＩ情報の統計値、またはそれらの中で最も強い干渉を起こすＰＭＩに基づ
いて、時間インデックス５で干渉セル内のＰＭＩを制限することができる。このような処
理は、毎フレームごとに反復することができる。すなわち、干渉セルのＰＭＩ情報は、時
間インデックス２、３、４、５で収集して転送され、このように転送された干渉セルのＰ
ＭＩ情報の統計値、またはそれらの中で最も強い干渉を起こすＰＭＩに基づいて、時間イ
ンデックス６で干渉セル内のＰＭＩを制限することができる。同様に、干渉セルのＰＭＩ
情報は、時間インデックス３、４、５、６で収集して転送され、このように転送された干
渉セルのＰＭＩ情報の統計値、またはそれらの中で最も強い干渉を起こすＰＭＩに基づい
て、時間インデックス７で干渉セル内のＰＭＩを制限することができる。
【００７０】
　一方、図４（ｄ）を参照すると、図４（ｃ）のように、あらかじめ定められた長さＡ１
，Ａ２，…の収集区間の間に測定してフィードバックされた情報を用いて、あらかじめ定
められた長さＢ１，Ｂ２，…の制限区間の間に干渉セルに対してＰＭＩを制限することが
できる。この時、干渉セルに関する情報を収集するあらかじめ定められた長さＡ１，Ａ２
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，…の収集区間の長さと、干渉セルに対してＰＭＩを制限をするあらかじめ定められた長
さＢ１，Ｂ２，…の制限区間の長さは固定されずに可変することができる。また、あらか
じめ定められた長さＡ１，Ａ２，…の収集区間の間に干渉セルに関する情報を収集する処
理が、必ずしも毎フレームごとに反復されならなければならないわけではない。例えば、
セルのエッジ端末が、干渉セルに関する情報をスーパーフレームごとに基地局に転送し、
転送された干渉セルに関する情報を用いて、スーパーフレームの間に干渉セルに対してＰ
ＭＩ使用を制限することができる。図４（ｄ）を参照すると、干渉セルのＰＭＩ情報は、
時間インデックス１、２、３、４で収集して転送され、このように転送された干渉セルの
ＰＭＩ情報の統計値またはその中で最も強い干渉を起こすＰＭＩに基づいて、時間インデ
ックス５、６、７、８で干渉セル内のＰＭＩを制限するとができる。同様に、干渉セルの
ＰＭＩ情報は、時間インデックス５、６、７、８で収集して転送され、このように転送さ
れた干渉セルのＰＭＩ情報の統計値、またはその中で最も強い干渉を起こすＰＭＩに基づ
いて、時間インデックス９、１０、１１、１２で干渉セル内のＰＭＩを制限することがで
きる。
【００７１】
　図４（ｅ）を参照すると、エッジ端末は、あらかじめ定められたフレーム（時点）（例
えば、時間インデックス１，６，…）でのみ干渉セルのＰＭＩを制限するためのプリコー
ディングベクトルの情報（ＰＭＩ）を測定し、このように測定された情報を干渉セルの基
地局にフィードバックする。干渉セルの基地局は、端末がフィードバックした情報を用い
て、あらかじめ定められた長さＢ１，Ｂ２，…の制限区間の間に干渉セルのＰＭＩ使用を
制限することができる。図４（ｅ）を参照すると、干渉セルのＰＭＩ情報は、時間インデ
ックス１で収集して転送され、このように転送された干渉セルのＰＭＩ情報に基づいて、
時間インデックス２、３、４、５で干渉セル内のＰＭＩを制限することができる。同様に
、干渉セルのＰＭＩ情報は、時間インデックス６で収集して転送され、このように転送さ
れた干渉セルのＰＭＩ情報に基づいて、時間インデックス７、８、９、１０で干渉セル内
のＰＭＩを制限することができる。
【００７２】
　エッジ端末が干渉セルでＰＭＩ使用を制限するために測定してフィードバックする干渉
セルに関するＰＭＩ情報は、図４（ａ）乃至図４（ｅ）で提示された収集区間Ａ１，Ａ２
，…または収集時点（例えば、時間インデックス１，２，３，…）と異なるようにグルー
プ化されたり設定されたりすることができる。また、干渉セルのＰＭＩ使用が制限される
区間は、図４（ａ）乃至図４（ｅ）で提示された制限区間（例えば、Ｂ１，Ｂ２…）と異
なるようにグループ化されたり設定されたりすることができる。
【００７３】
　図４（ａ）乃至図４（ｅ）で、サービングセルの端末は、ＰＭＩ（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、
Ｐ４）の代わりに、干渉セルに関するＣＳＩを測定してアナログフィードバックを通じて
サービングセルに転送し、サービングセルは、受信したＣＳＩを用いて干渉セルで使用制
限されるべきＰＭＩを決定した後、決定されたＰＭＩを干渉セルの基地局に転送すること
ができる。
【００７４】
　または、サービングセルの端末は、干渉セルに関するＣＳＩを測定してアナログフィー
ドバックを通じてサービングセルの基地局に転送し、サービングセルは、受信したＣＳＩ
を干渉セルの基地局に転送することができる。干渉セルは、受信したＣＳＩ及びコードブ
ック情報を用いて干渉セル内で使用制限されるべきＰＭＩを決定することができる。
【００７５】
　または、サービングセルの端末は、干渉セルに関するＣＳＩを測定してアナログフィー
ドバックを通じて干渉セルの基地局に転送し、干渉セルの基地局は、受信したＣＳＩ及び
コードブック情報を用いて、干渉セル内で使用制限されるべきＰＭＩを決定することがで
きる。
【００７６】
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　また、多数の区間で収集した、干渉セルに関する一つ以上のＰＭＩ情報を、干渉セルの
ＰＭＩを制限をするために直接使用したりまたは統計的に処理して使用することができる
。
【００７７】
　干渉セルのＰＭＩ使用を制限するためのフィードバック情報を収集する収集範囲と、干
渉セル内で使用可能なＰＭＩを制限する制限範囲は、図４（ａ）乃至図４（ｅ）に例示し
たように、様々な組み合わせを有することができる。
【００７８】
　また、干渉セルのＰＭＩを制限するために、エッジ端末が、定められた期間の間にまた
は周期ごとに、干渉セルの制限すべき制限ＰＭＩ（ｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄ　ＰＭＩ）を測
定して制限する他、基地局が端末の状態に基づいて各端末に対して制限ＰＭＩをフィード
バックすべき周期に関する情報をエッジ端末に転送することができる。すると、それぞれ
の端末はそれぞれ同一の及び／または異なる周期で制限ＰＭＩをサービング基地局に転送
することができる。この場合、干渉セルは、異なる周期でフィードバックされる情報を統
計的に用いて、あらかじめ定められた区間内でコードブックの使用を制限することができ
るか、または、各フィードバック情報の周期によってコードブックの使用を制限すること
ができる。
【００７９】
　セルのエッジ端末がフィードバックする干渉セルに関するＰＭＩ情報は、周波数の側面
で干渉セル内のＰＭＩ使用を制限するために、干渉セルのそれぞれの周波数領域に対して
ＰＭＩを測定したり、全体周波数領域あるいは特定周波数領域内で使用禁止されるべきＰ
ＭＩを求める。エッジ端末が各周波数領域に対して干渉セルのＰＭＩ情報を測定する場合
には、Ｎ個のフィードバック情報が基地局に転送されるが、全体周波数領域に対して干渉
セルのＰＭＩ情報を測定する場合には、一個のフィードバック情報が基地局に転送される
。転送されたフィードバック情報を用いることによって、干渉セルに対するプリコーディ
ングベクトルの使用を、それぞれの周波数領域、全体周波数領域、または特定周波数領域
に対して制限することができる。
【００８０】
　例えば、エッジ端末がＮ個の周波数バンドのうちＭ個の周波数領域に対して干渉セルに
対するＰ個のＰＭＩをサービング基地局にフィードバックする場合、干渉セルでは、次の
例のようにＰＭＩ使用を制限することができる。第一、干渉が発生する周波数領域別にＰ
ＭＩの使用を制限する方法であって、干渉セルは、エッジ端末がフィードバックした制限
ＰＭＩを、該当するＭ個の周波数領域に対して制限することができる。第二、干渉セルは
、Ｐ個の制限ＰＭＩを、全体周波数領域（Ｎ個のバンド）に適用してＰ個の制限ＰＭＩの
使用を禁止することができる。上述したそれぞれの方法によって、エッジ端末がフィード
バックする干渉セルに対するＰＭＩは、各バンド別にまたは全体バンドに対して適用され
て、干渉セルのＰＭＩ使用を制限する。
【００８１】
　セル基地局がランク適応（Ｒａｎｋ　ａｄａｐｔａｔｉｏｎ）（チャネル環境に応じた
転送ストリーム個数の適応的運営）を用いて端末にデータを転送する場合にも、干渉セル
のプリコーディングベクトルの使用を制限するＰＭＩ制限を用いることができる。例えば
、基地局が端末にランク２を用いてランク適応をする場合に、エッジ端末は、干渉セルの
ＰＭＩを制限するために、干渉セルのチャネル情報を用いて最大の影響を与える干渉セル
のＰＭＩをランクによって計算して、サービング基地局に転送する。サービング基地局か
らランクによる制限ＰＭＩを受信した干渉セルは、干渉セルの内部ユーザ（ｉｎｎｅｒ　
ｕｓｅｒ）が、受信したランクによるＰＭＩ以外の準最適（ｓｕｂ－ｏｐｔｉｍａｌ）な
ＰＭＩを使用するようにする。
【００８２】
　ランク適応を使用する一例として、エッジ端末が干渉セルのＰＭＩ情報を測定する時、
使用する全ランクに対して制限ＰＭＩを測定するのではなく、ランク１に該当する制限Ｐ
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ＭＩを測定し、測定された制限ＰＭＩを用いてＰＭＩを制限する。干渉セルは、ランク１
に対して測定されたプリコーディングベクトルを用いて、ランク１を用いる干渉セルの内
部ユーザ端末に制限を加え、干渉セルの内部ユーザ端末がランク２を用いる場合には、受
信したランク１に対するプリコーディングベクトルを含む全てのランク２プリコーディン
グベクトルに対して制限を加える。このように、使用する全ランクに対して制限を加える
場合の他にも、エッジ端末が測定したランク１に対する制限ＰＭＩを用いて、ランク１を
用いる端末にのみ制限を与えることもできる。
【００８３】
　図４に示すように、各セルのエッジ端末が一定区間あるいは一定時点で測定した干渉セ
ルに対するＰＭＩを用いて、干渉を与える干渉セルが、干渉セル自身の内部端末に使用す
るＰＭＩを制限するのに使用するために、セルのエッジ端末は、測定した干渉セルに関す
る情報を自身の基地局または干渉セルの基地局に伝達しなければならない。端末が測定し
た干渉セルに関する情報をフィードバックする方法の構成図を、図５（ａ）及び図５（ｂ
）に示す。
【００８４】
　図５（ａ）は、エッジ端末が干渉セルに関する情報をバックボーンネットワークを通じ
てフィードバックする構成を示す図である。
【００８５】
　図５（ａ）を参照すると、セルのエッジに位置している端末ＭＳは、隣接基地局ＢＳ２
、ＢＳ３から強い干渉を受けている。エッジ端末ＭＳは、エッジ端末ＭＳに大きい影響を
与える干渉セルのＰＭＩの使用を制限するために、干渉セルのＰＭＩ（ｗ２、ｗ３）を測
定する。その後、基地局とのフィードバックチャネルを用いて、端末ＭＳとサービング基
地局ＢＳ１とのＰＭＩ（ｗ１）とともに、干渉セルに対するＰＭＩ（ｗ２、ｗ３）をサー
ビングセルの基地局ＢＳ１にフィードバックする。エッジ端末ＭＳがサービングセルにフ
ィードバックする情報は、Ｃｅｌｌ＿ＩＤ、ＢＳ＿ＩＤ、制限ＰＭＩ、帯域指示子などを
含む。
【００８６】
　もし、エッジ端末がハンドオーバーメッセージをＰＭＩ制限に用いる場合には、ハンド
オーバーメッセージに含まれたＣｅｌｌ＿ＩＤ、ＢＳ＿ＩＤなどはフィードバックしなく
て済む。また、それぞれのバンド別にＰＭＩを制限せずに、全体バンドに対してＰＭＩを
制限する場合には、帯域指示子はフィードバック情報に含まれなくても良い。エッジ端末
がフィードバックする干渉セルに関する情報は、バックボーンネットワークを通じてそれ
ぞれの該当の干渉セルの基地局に伝達されたり、上位階層（ｌａｙｅｒ）に転送されて干
渉セルのＰＭＩ使用を制限するようになる。図５（ａ）を参照すると、エッジ端末が全て
の情報をサービング基地局に伝達し、バックボーンネットワークを用いてサービング基地
局と干渉セル基地局間に情報を転送する。
【００８７】
　図５（ｂ）は、エッジ端末が干渉セルに関する情報を干渉セルとのフィードバックチャ
ネルを通じてフィードバックする構成を示す図である。
【００８８】
　図５（ｂ）を参照すると、エッジ端末（ＭＳ）は、干渉セルの基地局ＢＳ２、ＢＳ３と
のフィードバックチャネルを用いて直接干渉セルに関する情報ｗ２、ｗ３を伝達する。こ
の時、エッジ端末ＭＳと干渉セルの基地局ＢＳ２、ＢＳ３とのフィードバックチャネルは
、共通のチャネルであっても良く、または、各セルごとに割り当てられた任意のチャネル
であっても良い。エッジ端末ＭＳと干渉セルの基地局Ｓ２、ＢＳ３とのフィードバックチ
ャネルが共通チャネルである場合には、フィードバックチャネルを使用する時に生じうる
データの重畳による情報の誤りを減らすために、基地局ごとに特定コードやホッピング信
号を用いてデータを区別することができる。
【００８９】
　セルのエッジ端末から干渉セルのＰＭＩ使用制限のためのＰＭＩを、直接フィードバッ
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クチャネルを通じて受信したり、他のセルの基地局からフィードバックチャネルを通じて
受信した基地局は、受信したＰＭＩを用いて制限しなければならないＰＭＩのテーブルを
作成してＰＭＩ使用を制限することができる。干渉セルの内部端末のＰＭＩ使用を制限す
るために作成されたＰＭＩテーブルは、図３に言及された方法の通り、毎フレームごとに
作成したり、または、あらかじめ決定された時間間隔で作成したりすることができる。ま
た、エッジ端末が転送した制限ＰＭＩを用いて作成されたテーブルは、ビットマップ（ｂ
ｉｔｍａｐ）で表して使用することができ、一度作成されたテーブルやビットマップは、
長い期間にわたって干渉セルのＰＭＩを制限するのに使用することができる。制限ＰＭＩ
を用いて作成されたテーブルやビットマップが長い期間にわたって使用される時は、作成
されたテーブルまたはビットマップを上位階層に転送してセル基地局に対するダウンリン
ク信号として使用することができる。
【００９０】
　端末からバックボーンネットワークまたはフィードバックチャネルを通じて制限ＰＭＩ
情報を受信した干渉セルは、受信した情報を用いて干渉セル内の端末のＰＭＩ使用を制限
する。受信した制限ＰＭＩを用いて干渉セルでＰＭＩ使用を制限する方法の例として、下
記の２通りの方法を挙げることができる。
【００９１】
　第一の方法は、制限ＰＭＩ情報を受信した基地局が、制限されたＰＭＩを端末に割り当
てない方法である。すなわち、基地局は、セル内の端末の受信状態がＰＭＩ制限をするた
めの臨界値を満たす時、フィードバックしたＰＭＩが、干渉セルの基地局が受信した制限
ＰＭＩと同一である場合、干渉セルの基地局は、干渉セルの内部端末が、干渉セルの基地
局が受信した制限ＰＭＩとは異なるＰＭＩをフィードバックするように要請する信号を、
干渉セルの内部端末に転送し、この時、この信号を受信した干渉セルの内部端末は、干渉
セルの内部端末が既に転送したＰＭＩ以外のＰＭＩ（例えば、準最適ＰＭＩ）を基地局に
転送する。
【００９２】
　第二の方法は、制限ＰＭＩ情報を受信した干渉セルの基地局が、制限ＰＭＩ情報とＰＭ
Ｉ制限を適用するための臨界値を干渉セルの内部端末に転送し、干渉セルの内部端末が、
受信した制限ＰＭＩ以外のＰＭＩを使用するようにする方法である。制限ＰＭＩ情報を受
信した干渉セル基地局により、フィードバックするＰＭＩが制限される干渉セルの内部端
末は、臨界値によって、干渉セルに属する全端末であるか、あるいは、セルの内側に位置
している端末である。ここで、干渉セルの内側に位置する端末に対してＰＭＩを制限する
場合、干渉セルの内側に存在する端末は、基地局が転送した臨界値によって全部制限を受
けたり、または、端末の受信状態によって可変的にＰＭＩを制限することができる。制限
するための臨界値は、端末が転送した情報を用いて基地局により定められ、干渉セルに関
する情報を転送する端末を設定するために使用する臨界値を求めるために適用する方法に
よって求めることができる。
【００９３】
　干渉セルに対するＰＭＩ制限は、隣接セルによる干渉の影響を減らすためのＦＦＲ（ｆ
ｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｒｅｕｓｅ）あるいは協力的ＭＩＭＯの方法
と共に使用されることで、より效果的にセル間干渉による影響を減らすことができる。
【００９４】
　図６及び図７は、干渉セルのＰＭＩの使用を制限するためのシステムの構成図である。
【００９５】
　多重セル環境で閉ループＭＩＭＯを用いるシステムにおいて、セルのエッジに位置して
いる端末は、隣接しているセルの内側に位置している端末が使用するプリコーディングベ
クトルにより多くの干渉を受けることになる。このようなセル間干渉により、セルのエッ
ジに位置している端末は、セルの内側に位置している端末に比べて性能が劣化してしまう
。このような多重セル環境でセルのエッジに位置している端末が受けるセル間干渉（ＩＣ
Ｉ）の影響を減らすために、干渉を与えるセルのＰＭＩ使用を制限をするための動作を、
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図６及び図７に具体的に示す。
【００９６】
　図６は、干渉基地局がＰＭＩ制限に必要な情報をブロードキャストし、干渉セル内の端
末がＰＭＩの使用を制限するか否かを決定する方法を示す図である。
【００９７】
　図６を参照すると、セルのエッジ端末Ｅｄｇｅ＿ＭＳは、隣接セルＩ＿ＢＳ１、Ｉ＿Ｂ
Ｓ２，…Ｉ＿ＢＳＮから受信した信号を用いて、隣接セルまたは隣接セルの基地局から転
送されるチャネル特性を測定し（Ｓ６０１）、強い干渉を与える一つあるいは一つ以上の
干渉セルを決定し（Ｓ６０２）、決定された干渉セルに関するチャネル情報を推定（Ｓ６
０３）する。セルエッジ端末は、推定された干渉チャネルとコードブックのプリコーディ
ングベクトルを用いて、エッジ端末に最大の影響を与える制限ＰＭＩ（ｗ１，ｗ２，…，
ｗＮ）を測定する。このように端末が測定したそれぞれの干渉セルに対する制限ＰＭＩ（
ｗ１，ｗ２，…，ｗＮ）情報は、端末のサービング基地局Ｓ＿ＢＳまたは干渉基地局Ｉ＿
ＢＳ１、Ｉ＿ＢＳ２、…Ｉ＿ＢＳＮに伝達される。それぞれの干渉基地局Ｉ＿ＢＳｊ（ｊ
＝１，２，…，Ｎ）は、自身に伝達された制限ＰＭＩ　ｗｊ（ｊ＝１，２，…，Ｎ）を、
自身の属する干渉セル内の端末にブロードキャストすることができる。これと共に、干渉
セル内の各端末のＰＭＩ使用を制限するか否かを決定するのに使用される臨界値をブロー
ドキャストすることができる。ここで、臨界値は、例えばＳＩＮＲ値とすることができる
。ｊ番目の干渉セル（ｊ＝１，２，…，Ｎ）に属する端末ＭＳｊ（ｊ＝１，２，…，Ｎ）
は、２つのテストを満たす場合、ＰＭＩの使用を制限することができる。第一、干渉基地
局Ｉ＿ＢＳｊからブロードキャスティングされた制限ＰＭＩ（ｗｊ）が、端末ＭＳｊが最
初に測定したＰＭＩと同一か判断する。第二、端末ＭＳｊのＳＩＮＲが干渉基地局Ｉ＿Ｂ
Ｓｊからブロードキャスティングされた臨界値よりも小さいか否か判断する。万一、これ
ら２つのテストで、比較されるＰＭＩが同一であり、同時に端末ＭＳｊのＳＩＮＲがブロ
ードキャスティングされた臨界値よりも小さい場合には、ブロードキャスティングされた
制限ＰＭＩ（ｗｊ）を除くコードブックからＰＭＩを決定する（Ｓ６０４＿ｊ、ｊ＝１，
２，…，Ｎ）。
【００９８】
　図７は、干渉基地局が制限ＰＭＩ情報と干渉セル内の端末が転送したＳＩＮＲ値のよう
な情報を用いて、ＰＭＩの使用が制限されるべき端末を決定する方法を示す図である。
【００９９】
　図７を参照すると、セルのエッジ端末Ｅｄｇｅ＿ＭＳは、隣接セルＩ＿ＢＳ１、Ｉ＿Ｂ
Ｓ２、…Ｉ＿ＢＳＮから受信した信号を用いて、隣接セルまたは隣接セルの基地局から転
送されるチャネル特性を測定し（Ｓ７０１）、強い干渉を与える一つあるいは一つ以上の
干渉セルを決定し（Ｓ７０２）、決定された干渉セルに関するチャネル情報を推定（Ｓ７
０３）する。セルエッジ端末は、推定された干渉チャネルとコードブックのプリコーディ
ングベクトルを用いて、エッジ端末に最大の影響を与える制限ＰＭＩ（ｗ１，ｗ２，…，
ｗＮ）を測定する。このように端末が測定したそれぞれの干渉セルに対する制限ＰＭＩ（
ｗ１，ｗ２，…，ｗＮ）情報は、端末のサービング基地局Ｓ＿ＢＳまたは干渉基地局Ｉ＿
ＢＳ１、Ｉ＿ＢＳ２、…Ｉ＿ＢＳＮに伝達される。それぞれの干渉基地局Ｉ＿ＢＳｊ（ｊ
＝１，２，…，Ｎ）は、受信した制限ＰＭＩ（ｗ１，ｗ２，…，ｗＮ）情報を、干渉セル
の内部端末がフィードバックしたＰＭＩと比較することができる（Ｓ７０４＿ｊ、ｊ＝１
，２，…，Ｎ）。比較される制限ＰＭＩと干渉セルの内部端末がフィードバックしたＰＭ
Ｉとが一致する場合には、その干渉セルの内部端末は、その基地局が受信した制限ＰＭＩ
の使用が制限される。この時、ＰＭＩ使用が制限される干渉セルの内部端末は、準最適プ
リコーディングベクトルを使用し、基地局から準最適プリコーディングベクトルを用いた
データを受信する。
【０１００】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）は、本発明の一実施例による無線通信システムのネットワー
クにおけるセル間干渉を回避する方法であって、サービングセルのエッジ端末の内部処理



(25) JP 5284459 B2 2013.9.11

10

20

30

40

50

過程を示している。
【０１０１】
　図８（ａ）は、サービングセル内の端末が干渉セルのＰＭＩ情報を干渉セルのネットワ
ークに転送するか否かを、サービングセルのネットワーク（例えば、基地局）に確認する
方法を示す図である。
【０１０２】
　サービングセル内の端末は、自身に干渉を与える干渉セルに関するＰＭＩ情報を測定し
て、この干渉セルに転送することが許容されるか否かを確認する要請をサービングセルの
基地局に転送する（Ｓ８０１ａ）。サービングセルの基地局は、干渉セルに関するＰＭＩ
情報を干渉セルに転送することを許容するか否かを決定するのに使用される臨界値をあら
かじめ持っていることができる。この臨界値は、例えばＳＩＮＲ値とすることができる。
図８（ａ）には示さなかったが、Ｓ８０１ａで転送された要請を受信した基地局は、要請
した端末のＳＩＮＲ値とあらかじめ持っている臨界値とを比較することができる。例えば
、この端末のＳＩＮＲ値が臨界値よりも小さい場合は、当該端末が干渉セルに関するＰＭ
Ｉ情報を当該干渉セルに転送することを許容するメッセージを転送することができる。サ
ービングセル内の端末がこのメッセージを基地局から受信できなかった場合には、制限Ｐ
ＭＩを干渉セルに転送しない（Ｓ８０２ａ）。一方、サービングセル内の端末がこのメッ
セージを基地局から受信した場合には、サービングセルに隣接する隣接セルのうち、自身
に干渉を与える干渉セルで使用制限されるべき一つ以上の制限ＰＭＩを、あらかじめ決定
された周期ごとに測定することができる（Ｓ８０３ａ）。その後、この端末は、測定され
た一つ以上の制限ＰＭＩを、干渉セルのネットワークに転送することができる（Ｓ８０４
ａ）。
【０１０３】
　図８（ｂ）は、干渉セルに関する情報を転送するか否かを決定するのに使用される臨界
値を、サービングセルの基地局がサービングセル内の端末に転送し、各端末は、受信した
臨界値を用いて干渉セルに制限ＰＭＩを転送するか否かを決定する方法を示す図である。
図８（ａ）の方法では、干渉セルに制限ＰＭＩを転送するか否かを基地局が決定したが、
図８（ｂ）の方法では、干渉セルに制限ＰＭＩを転送するか否かをサービングセル内の各
端末が決定する。
【０１０４】
　図８（ｂ）で、それぞれの端末は、自身に干渉を与える干渉セルに関する情報を、当該
干渉セルに転送するか否かを決定するのに使用される臨界値（例えば、ＳＩＮＲ値）を、
基地局から受信することができる（Ｓ８０１ｂ）。各端末は、自身のＳＩＮＲ値がＳ８０
１ｂで受信した臨界値よりも小さいか否か判断することができる（Ｓ８０２ｂ）。万一、
小さいと、干渉セルに制限ＰＭＩ情報を転送しない。万一、大きいと、各端末は、サービ
ングセルに隣接する隣接セルのうち各端末に干渉を与える干渉セルで使用制限されるべき
制限ＰＭＩを、あらかじめ決定された周期ごとに測定する（Ｓ８０３ｂ）。測定された制
限ＰＭＩは、干渉セルのネットワークに転送することができる（Ｓ８０４ｂ）。
【０１０５】
　段階Ｓ８０４ａ、Ｓ８０４ｂは、干渉セルに対する一つ以上の制限ＰＭＩをサービング
セルのネットワークに転送する段階、及びサービングセルのネットワークに転送された一
つ以上の制限ＰＭＩを、サービングセルと干渉セルとを連結するバックボーンネットワー
クを通じて干渉セルのネットワークに転送する段階を含むこともできる。
【０１０６】
　図８（ａ）及び図８（ｂ）に示す実施例で、一つ以上の制限ＰＭＩの測定は、干渉セル
から受信した信号を用いて直接測定した干渉セルに関する情報に基づいて行うこともでき
る。あるいは、上記一つ以上の制限ＰＭＩの測定は、ハンドオーバー情報に基づいて行う
こともできる。
【０１０７】
　または、段階Ｓ８０４ａ、Ｓ８０４ｂで、測定された一つ以上の制限ＰＭＩを干渉セル
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のネットワークに転送することは、干渉セルのネットワークと設定されたフィードバック
チャネルを通じてなされることもできる。また、一つ以上の制限ＰＭＩはランクによって
測定されることもできる。
【０１０８】
　図９（ａ）及び図９（ｂ）は、本発明の一実施例による無線通信システムのネットワー
クにおけるセル間干渉を回避する方法であって、サービングセルのネットワーク、例えば
、基地局の内部処理過程を示す図である。
【０１０９】
　図９（ａ）は、サービングセルの内部端末が干渉セルに関する情報を送信することを許
容するように要請する場合に、この要請を許諾するか否かを決定する方法を示している。
【０１１０】
　基地局は、サービングセルに隣接する隣接セルのうち、サービングセルに属する端末に
干渉を与える干渉セルに関する情報を端末から受信するか否かを決定するのに使用される
臨界値（例えば、ＳＩＮＲ値）を設定することができる（Ｓ９０１ａ）。段階Ｓ９０２ａ
で、基地局は、サービングセルに属する端末から、干渉セルに関する情報を送信すること
を許容するようとの要請、及びこの端末に関するチャネル情報（例えば、ＳＩＮＲ値）を
受信することができる。その後、基地局は、受信したチャネル情報の測定値が、段階Ｓ９
０１ａで設定された臨界値よりも小さいか否か判断する（Ｓ９０３ａ）。万一、小さいと
判断されると、この端末の要請を許諾することができる（Ｓ９０４ａ）。または、段階Ｓ
９０３ａ及び段階Ｓ９０４ａで、チャネル情報と臨界値とを比較した結果が、あらかじめ
決定された関係を有するか否かによって判断することもできる。
【０１１１】
　図９（ｂ）は、サービングセルの基地局が干渉セルに関する情報を送信してもよいか否
かを決定するのに使用される臨界値を、サービングセルに属する端末にブロードキャスト
する方法を示す図である。
【０１１２】
　段階Ｓ９０１ｂで、サービングセルに隣接する隣接セルのうち、サービングセルに属す
る端末に干渉を与える干渉セルに関する情報を端末から受信するか否かを決定するのに使
用される臨界値を設定する。段階Ｓ９０２ｂでは、設定された臨界値に関する情報を端末
に送信する。送信された臨界値に関する情報は、サービングセル内の端末が受信すること
ができる。臨界値に関する情報を受信した端末は、それぞれ、臨界値に基づいて干渉セル
に関する情報をサービングセルのネットワーク（例えば、基地局）に転送するか否かを決
定することができる。ある端末が干渉セルに関する情報を転送する場合には、段階Ｓ９０
３ｂで干渉セルに関する情報を受信することができる。
【０１１３】
　ここで、干渉セルに関する情報を端末から受信するか否かを決定するのに使用される臨
界値は、端末がフィードバックする情報に基づいて設定することができる。ここで、フィ
ードバックする情報は、ＣＱＩ、ＳＩＮＲ、ＣＳＩ、及びジオメトリー情報のうち一つ以
上を含むことができる。
【０１１４】
　図１０（ａ）及び図１０（ｂ）は、本発明の一実施例による無線通信システムのネット
ワークにおけるセル間干渉を回避する方法であって、干渉セルのネットワーク、例えば、
干渉セルの基地局の内部処理過程を示す図である。
【０１１５】
　図１０（ａ）で、干渉セルの基地局は、干渉セル内で使用制限されるべき一つ以上の制
限ＰＭＩを、あらかじめ決定された周期で受信することができる（Ｓ１００１ａ）。例え
ば、このあらかじめ決定された受信周期は、図４（ａ）乃至図４（ｅ）などから理解する
ことができる。その後、基地局は、受信した一つ以上の制限ＰＭＩを用いて、干渉セルの
内部端末に対するＰＭＩ使用制限に用いられる制限ＰＭＩテーブル及びＰＭＩを制限する
か否かを決定するのに使用される臨界値を設定することができる（Ｓ１００２ａ）。ここ
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で、制限ＰＭＩテーブルは、ビットマップ形式で表示することができ、臨界値は、例えば
ＳＩＮＲ値とすればよく、制限ＰＭＩテーブルは、干渉セル内で使用制限されるべき制限
ＰＭＩの情報を持っている。その後、干渉セルの基地局は、干渉セルの内部端末からフィ
ードバックされるＰＭＩ及びチャネル情報を受信することができる（Ｓ１００３ａ）。干
渉セルの基地局は、段階Ｓ１００３ａでフィードバックされたＰＭＩが、段階Ｓ１００２
ａのテーブルにより制限されるＰＭＩであるか否かを決定する。万一、フィードバックさ
れたＰＭＩが使用制限されるべきものでないと、手順を終了する（Ｓ１００４ａ）。逆に
、フィードバックされたＰＭＩが使用制限されるべきものであると、段階Ｓ１００３ａで
フィードバックした端末のＳＩＮＲ値が、段階Ｓ１００２ａで設定された臨界値よりも大
きいか否か決定する（Ｓ１００５ａ）。万一、臨界値よりも大きくないと、手順を終了す
る（Ｓ１００５ａ）。逆に、臨界値よりも大きいと、段階Ｓ１００３ａでフィードバック
した端末に以前に転送したＰＭＩを除くＰＭＩを使用するようとのメッセージを伝達する
ことができる（Ｓ１００６ａ）。段階Ｓ１００６ａで、制限ＰＭＩに対する使用制限の要
請は、干渉セルの内部端末が使用するバンド別に行うことができる。
【０１１６】
　図１０（ｂ）で、干渉セルの基地局は、干渉セル内で使用制限されるべき一つ以上の制
限ＰＭＩを、あらかじめ決定された周期で受信することができる（Ｓ１００１ｂ）。その
後、干渉セルの基地局は、干渉セルの内部端末に対するＰＭＩ使用制限に使用される制限
ＰＭＩテーブル及びＰＭＩ制限に使用される臨界値を設定できる（Ｓ１００２ｂ）。その
後、干渉セルの基地局は、設定された制限ＰＭＩテーブル及び臨界値をセル内の端末に転
送することができる（Ｓ１００３ｂ）。
【０１１７】
　段階Ｓ１００１ａ、Ｓ１００１ｂで、干渉セルで使用制限されるべき一つ以上の制限Ｐ
ＭＩは、干渉セル及び干渉セルに隣接するセルを連結するバックボーンネットワークを通
じて干渉セルに隣接するセルから受信することができる。または、段階Ｓ１００１ａ、Ｓ
１００１ｂで、干渉セルで使用制限されるべき一つ以上の制限ＰＭＩは、干渉セルに隣接
するセルの内部端末と干渉セルのネットワーク間に設定されたフィードバックチャネルを
通じて受信することができる。また、段階Ｓ１００１ａ、Ｓ１００１ｂで、セルで使用制
限される一つ以上の制限ＰＭＩは、ランク（ｒａｎｋ）によって測定されたものであって
も良い。この場合、干渉セルは、ランク１に対して測定されたプリコーディングベクトル
を用いて、ランク１を用いる干渉セルの内部ユーザ端末に制限を加え、干渉セルの内部ユ
ーザ端末がランク２を用いる場合には、受信したランク１に対するプリコーディングベク
トルを含むすべてのランク２プリコーディングベクトルに制限を加えることができる。こ
のように、使用する全てのランクに制限を加える場合の他にも、エッジ端末の測定したラ
ンク１に対する制限ＰＭＩを用いて、ランク１を用いる端末にのみ制限を与えることがで
きる。
【０１１８】
　上記の制限ＰＭＩテーブルに含まれる制限ＰＭＩは、段階Ｓ１００１ａ、Ｓ１００１ｂ
で受信された一つ以上の制限ＰＭＩの統計値に基づいて設定することもでき、または段階
Ｓ１００１ａ、Ｓ１００１ｂで受信された一つ以上の制限ＰＭＩのうち、最大の干渉を起
こす制限ＰＭＩと設定することもできる。また、制限ＰＭＩテーブルは、ビットマップ形
式で表示しても良く、ダウンリンクシグナリング情報として用いられるように上位階層に
転送しても良い。
【０１１９】
　図１１（ａ）及び図１１（ｂ）は、本発明の一実施例による無線通信システムのネット
ワークでセル間干渉を回避する方法を示す図で、干渉セル内の端末の内部処理過程を示す
。
【０１２０】
　図１１（ａ）を参照すると、干渉セルの端末は、干渉セルのネットワークからＰＭＩ使
用制限に使用される制限ＰＭＩテーブル及びＰＭＩ制限に使用される臨界値を受信するこ
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とができる（Ｓ１１０１ａ）。ここで、干渉セルのネットワークは、例えば、干渉セルの
基地局であり、制限ＰＭＩテーブルはビットマップ形式とすることができ、臨界値は、例
えば、ＳＩＮＲ値とすることができる。その後、干渉セルの各端末は、各端末で測定した
最適のＰＭＩが、段階Ｓ１１０１ａで受信された制限ＰＭＩテーブルにより制限されるＰ
ＭＩなのか否かを判断する。万一、制限されるＰＭＩでなければ、測定した最適のＰＭＩ
を干渉セルのネットワークにフィードバックする（Ｓ１１０２ａ）。万一、制限されるＰ
ＭＩであれば、測定されたＳＩＮＲ値が、受信した臨界値よりも大きいか否か判断する（
Ｓ１１０３ａ）。万一、大きくないと、測定した最適のＰＭＩを干渉セルのネットワーク
にフィードバックする（Ｓ１１０３ａ）。一方、もし大きいと、制限ＰＭＩテーブルによ
って使用制限の要請された制限ＰＭＩを除く残りＰＭＩのうち、最適のＰＭＩをフィード
バックすることができる（Ｓ１１０４ａ）。
【０１２１】
　図１１（ｂ）を参照すると、干渉セル内の端末は、段階Ｓ１１０１ｂで、干渉セルのネ
ットワークにＰＭＩ情報及びチャネル情報を送信することができる。その後、段階Ｓ１１
０２ｂで、干渉セルのネットワークから特定の制限ＰＭＩの使用制限に対する要請を受信
することができる。この要請を受信した場合には、段階Ｓ１１０３ｂで、制限要請された
制限ＰＭＩを除く残りＰＭＩのうち、最適のＰＭＩをフィードバックすることができる。
【０１２２】
　図６乃至図１１では、サービングセルの端末が、干渉セルで使用制限されるべきＰＭＩ
を決定した後、決定されたＰＭＩをバックボーンネットワークを通じてまたは干渉セルの
基地局に直接転送する方法を例示した。しかし、図３（ａ）及び図３（ｂ）で既に説明し
たが、サービングセルの端末は、干渉セルに関するＣＳＩを測定してアナログフィードバ
ックを通じてサービングセルの基地局または干渉セルの基地局に転送し、干渉セル内で使
用制限されるべきＰＭＩは、サービングセルの端末が転送したＣＳＩを用いて、サービン
グセルの基地局または干渉セルの基地局で決定されることができる。すなわち、サービン
グセルの基地局は、サービングセルの端末から受信したＣＳＩを用いて干渉セル内で使用
制限されるべきＰＭＩを決定した後、決定されたＰＭＩを干渉セルの基地局に転送するこ
とができる。または、サービングセルの基地局は、干渉セルの基地局に干渉セルに関する
ＣＳＩを転送し、干渉セルの基地局は、受信したＣＳＩ及びコードブック情報を用いて、
干渉セル内で使用制限されるべきＰＭＩを決定することができる。
【０１２３】
　上述の本発明による実施例で、エッジ端末が干渉セルに転送する情報は、干渉セルで使
用してはならない制限ＰＭＩと規定した。しかし、本発明の他の実施例では、エッジ端末
が干渉セルに転送する情報を、干渉セルに使用してもらいたい要請ＰＭＩ（ｒｅｑｕｅｓ
ｔｅｄ　ＰＭＩ）と規定することもできる。すなわち、エッジ端末が干渉セルに一つ以上
の要請ＰＭＩに関する情報を転送すると、干渉セルでは、干渉セル内の特定端末に対して
受信した一つ以上の要請ＰＭＩのうち最適のＰＭＩを選択して使用させることができる。
要請ＰＭＩを使用する方法は、上述の本発明による実施例と容易に組み合わせることがで
きるということは、当業者には自明である。
【０１２４】
　＜ベースコードブックのベクトルまたはベースコードブック行列の使用制限または要請
＞
　送信機がＮｔ個のアンテナを有しており、ランクがＮｒである場合に、コードブックＣ

ＮｔｘＮｒ（コードブックセットＣＮｔｘＮｒ）の各元素は、連接コードブックＡＮｔｘ

Ｎｔ（連接コードブックセットＡＮｔｘＮｔ）（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ　ｃｏｄｅ
ｂｏｏｋ　ＡＮｔｘＮｔ）から選択される元素とベースコードブックＢＮｔｘＮｒ（ベー
スコードブックセットＢＮｔｘＮｒ）（ｂａｓｅ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ　ＢＮｔｘＮｒ）か
ら選択される元素との積、またはベースコードブックＢＮｔｘＮｔ（ベースコードブック
セットＢＮｔｘＮｔ）から選択される元素と連接コードブックＡＮｔｘＮｒ（連接コード
ブックセットＡＮｔｘＮｒ）から選択される元素との積と定義することができる。以下、
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このように定義されるコードブックを使用する場合に、干渉セルでプリコーディングベク
トルの使用を制限する方法について説明する。
【０１２５】
　上記のようで定義されるコードブックで、例えば、連接コードブックＡＮｔｘＮｔ、ベ
ースコードブックＢＮｔｘＮｒ、及びコードブックＣＮｔｘＮｒの元素の個数をそれぞれ
ｌ、ｍ、ｎで表記すると、ｎ＝ｍｘｌの関係を有することができる。連接コードブックＡ

ＮｔｘＮｔの各元素Ａｉ
ＮｔｘＮｔ（ｉ＝０，１，２，…，ｌ－１）は、ＮｔｘＮｔ行列

であり、ベースコードブックＢＮｔｘＮｒの各元素Ｂｉ
ＮｔｘＮｒ（ｉ＝０，１，２，…

，ｍ－１）は、ＮｔｘＮｒ行列であり、コードブックＣＮｔｘＮｒの各元素Ｃｉ
ＮｔｘＮ

ｒ（ｉ＝０，１，２，…，ｎ－１）は、ＮｔｘＮｒ行列でありうる。したがって、連接コ
ードブックＡＮｔｘＮｔはＮｔｘＮｔ行列の集合、ベースコードブックＢＮｔｘＮｒはＮ

ｔｘＮｒ行列の集合、そしてコードブックＣＮｔｘＮｒはＮｔｘＮｒ行列の集合と定義す
ることができる。このような関係は、下記の数学式５及び数学式６により表すことができ
、連接コードブックＡＮｔｘＮｒ及びベースコードブックＢＮｔｘＮｔの場合にも類推及
び適用可能である。例えば、数学式６の場合には、Ｃｐ

ＮｔｘＮｒ＝Ｂｑ
ＮｔｘＮｔｘＡ

ｒ
ＮｔｘＮｒになりうる。

【０１２６】
【数５】

【０１２７】
【数６】

　さらに、Ｃｔは、時間（ｔ）でのプリコーダを表し、Ｃｔ－１は、時間（ｔ－１）での
プリコーダと仮定する時、下記の数学式７のような関係を有することができ、連接コード
ブックＡＮｔｘＮｒ及びベースコードブックＢＮｔｘＮｔの場合にも適用可能である。
【０１２８】

【数７】

　図１２は、数学式６の概念を図式化して説明するものである。
【０１２９】
　連接コードブックＡＮｔｘＮｔの元素の個数をｌとすれば、ベースコードブックＢＮｔ
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ｘＮｒの各元素に、連接コードブックＡＮｔｘＮｔに含まれたｌ個の元素をそれぞれ乗算
することができる。したがって、ベースコードブックの各元素ごとにｌ個のそれぞれ異な
るコードブック元素を生成することができる。この時、ベースコードブックの各元素によ
り生成されるｌ個のそれぞれ異なるコードブック元素の集合を、一つのグループと見なす
ことができる。この場合、ベースコードブックがｍ個の元素を有するとすれば、ベースコ
ードブックと連接コードブックにより生成されるｎ＝ｍｘｌ個のコードブックの元素は、
総ｍ個のグループに分けることができる。各グループは、ｌ個のコードブック元素で構成
される。
【０１３０】
　図１２は、数学式６によりＮｒ個のベクトルを有するベース行列とＮｔ個の行を有する
連接行列によって生成されるＮｔｘＮｒ個の連接ベクトルを示す図である。この場合、図
１２は、コードブックＣＮｔｘＮｒの一つの元素である特定行列をベクトル単位に分解し
たものと見なすことができる。
【０１３１】
　Ｎｒ＝１、すなわち、ランクが１の場合、ベースコードブックＢＮｔｘ１及びコードブ
ックＣＮｔｘ１の各元素は、１個の列を有する行列、すなわちベクトルで表示されるため
、図式化する容易である。この時、コードブックＣＮｔｘ１の各元素とベースコードブッ
クＢＮｔｘ１の各元素は、図１２と類似の方式で図式化可能である。
【０１３２】
　コードブックを形成するためのベースコードブック及び連接コードブックのそれぞれは
、あらかじめ定められた固定したコードブックを用いたり、一定周期（ｌｏｎｇ－ｔｅｒ
ｍ　ｂａｓｅｄ　ｐｅｒｉｏｄ　ｏｒ　ｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍ　ｂａｓｅｄ　ｐｅｒｉｏ
ｄ）でフィードバックされた可変的なコードブックを用いて構成することができ、それぞ
れの構成方法は、互いに独立して選択されることができる。また、ベースコードブック及
び連接コードブックは、互いに独立した別個の周期でフィードバックされることができる
。例えば、それぞれの略固定されたまたは相対的に長い周期（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｂａ
ｓｅｄ　ｐｅｒｉｏｄ）あるいは相対的に短い周期（ｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍ　ｂａｓｅｄ
　ｐｅｒｉｏｄ）でフィードバックされてコードブックを構成することができる。
【０１３３】
　また、数学式６は、例えば、数学式８で示すこともできる。
【０１３４】
【数８】

　ここで、
【０１３５】
【化１】

は、ＤＦＴに基づくコードブック、
【０１３６】
【化２】

は、あらかじめ定義されたコードブック（８０２．１６ｅ　ｃｏｄｅｂｏｏｋ）を表し、
これは、数学式６で表した連接コードブックＡＮｔｘＮｔ、ベースコードブックＢＮｔｘ
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Ｎｒの一例と見なすことができる。また、
【０１３７】
【化３】

は、
【０１３８】

【化４】

よりも長時間に基づく周期（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｂａｓｅｄ　ｐｅｒｉｏｄ）を用いて
フィードバックされたコードブックを用いることができる。
【０１３９】
　数学式５及び数学式６のように構成されたコードブックによって転送されるプリコーダ
／ビームフォーマにおいても同様の方法を適用することができる。この時、隣接基地局の
端末は、下記のような方法で干渉制御を要請することができる。
【０１４０】
　第一の方法では、転送されるプリコーダ／ビームフォーマ、すなわち、コードブックセ
ットＣＮｔｘＮｒの特定元素を使用しないように要請したり、または、コードブックセッ
トＣＮｔｘＮｒの特定元素を使用するように要請したりすることができる。この方法によ
れば、干渉セルにより実際に影響を与えるコードブック元素を制御することができる。第
一の方法に、上述の本発明の実施例による方法をいずれも同一の方式で適用できることは
明らかである。
【０１４１】
　第二の方法では、ベースコードブック元素、すなわち、コードブックセットＢＮｔｘＮ

ｒの特定元素を使用しないように要請したり、または、コードブックセットＢＮｔｘＮｒ

の特定元素を使用するように要請することができる。
【０１４２】
　本発明による他の実施例は、第二の方法を使用するものである。上述の第一の方法と第
二の方法とを比較してみると、ＣＮｔｘＮｒは総ｎ＝ｍｘｌ個の元素を有するが、ＢＮｔ

ｘＮｒは総ｍ個の元素を有するので、干渉を受ける隣接セルの端末が、使用を制限したり
または使用を要請する元素を指定して干渉セルにフィードバックする時に、第二の方法で
のオーバーヘッドが相対的に小さい。すなわち、ｍ＜ｌの関係を満たすので、第二の方法
でフィードバックのために使われるビット数は、第一の方法でフィードバックのために使
われるビット数よりも小さくなることができる。転送されるプリコーダ／ビームフォーマ
は、ベースコードブックの元素（ｅｌｅｍｅｎｔ）を基準として生成されるので、該元素
を制限すると、それにより生成されるＣ、すなわち、ＡＢあるいはＢＡを制御することが
できる。この方法を用いると、実際に影響を与えるＣｉ

ＮｔｘＮｒ（ｉ＝０，１，２，…
，ｎ－１）（コードブックセットＣＮｔｘＮｒの元素）を制御するのではないが、端末で
の演算量とフィードバックオーバーヘッド（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｏｖｅｒｈｅａｄ）を效
果的に減らすことができる。
【０１４３】
　この実施例で、干渉セルの基地局と干渉を受ける端末はそれぞれ、ベースコードブック
と連接コードブックを有していることができる。この時、隣接セルによる干渉を除去する
ために使用してはならないまたは使用しなければならないベースコードブック集合の元素
を、端末が求める。基地局は、受信したベースコードブックの元素を用いて特定コードブ
ック集合の元素を使用しても使用しなくても良い。
【０１４４】
　例えば、端末が干渉セルの基地局で使用してはならないベースコードブックの元素を測
定して転送すると、干渉セルの基地局は、受信したベースコードブックの元素以外のベー
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スコードブックを用いて最適のコードブック元素を求めることができる。すなわち、干渉
セルの基地局で使用してはならないベースコードブックの１個の元素、例えば、Ｂ０

Ｎｔ

ｘＮｒが測定されて転送されると、干渉セルでは、数学式５のＢＮｔｘＮｒのうち、Ｂ０

ＮｔｘＮｒを除く集合を用いて最適のコードブック元素を求めることができる。この場合
、１個以上の元素が転送されることができる。
【０１４５】
　これと逆に、使用しなければならないベースコードブックの元素を転送する場合、該転
送されたベースコードブックの元素と連接コードブック集合を用いて、使用しなければな
らない最適のコードブック元素を求めることができる。すなわち、干渉セルの基地局で使
用しなければならないベースコードブックの１個の元素、例えば、Ｂ０

ＮｔｘＮｒが測定
されて転送されると、干渉セルでは、数学式５のＢＮｔｘＮｒのＢ０

ＮｔｘＮｒ及び連接
コードブックＡＮｔｘＮｔを用いて最適のコードブック元素を求めることができる。この
場合、１個以上の元素が転送されることができる。
【０１４６】
　この実施例に、上述の図４の方法を変形して適用することができる。すなわち、端末に
影響を与える干渉セルのベースコードブックの元素を端末が所定周期によって測定して転
送し、干渉セルでは、受信したベースコードブックの元素を所定周期ごとに所定方法で適
用することができる。
【０１４７】
　また、この実施例に、上述の図５の方法を変形して適用することができる。すなわち、
端末に影響を与える干渉セルのベースコードブックの元素は、干渉セルとのフィードバッ
クチャネルを通じて転送されたり、または、バックボーンネットワークを通じて転送され
たりすることができる。
【０１４８】
　また、この実施例に、上述の図６乃至図１１による方法を変形して適用できるというこ
とは、当業者に自明である。
【０１４９】
　以上で説明された実施例は、本発明の構成要素及び特徴が所定の形態で結合されたもの
である。各構成要素または特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものとして考
慮しなければならない。各構成要素または特徴は、他の構成要素や特徴と結合しない形態
で実施されることができる。また、一部の構成要素及び／または特徴を結合して本発明の
実施例を構成することも可能である。本発明の実施例で説明される動作の順序は変更可能
である。ある実施例の一部構成や特徴は他の実施例に含まれることもでき、他の実施例の
対応する構成または特徴と取り替えられることもできる。特許請求の範囲において明示的
な引用関係を有しない請求項は結合して実施例を構成することもでき、出願後の補正によ
り新しい請求項として含めることも可能であることは自明である。
【０１５０】
　本文書で、本発明の実施例は、基地局と端末機とのデータ送受信関係を中心に説明され
た。ここで、基地局は、端末と直接的に通信を行うネットワーク終端ノード（Ｔｅｒｍｉ
ｎａｌ　ｎｏｄｅ）としての意味を有する。本文書で基地局によって行われると説明され
た特定動作は、場合によっては、基地局の上位ノード（ｕｐｐｅｒ　ｎｏｄｅ）によって
行われることもできる。すなわち、基地局を含む多数のネットワークノード（ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　ｎｏｄｅｓ）からなるネットワークにおいて端末との通信のために行われる様々な
動作は、基地局または基地局以外のネットワークノードによって行われることもできるこ
とは自明である。‘基地局’は、固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ
、ｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）などの用
語にすることもできる。また、‘端末’は、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、Ｍ
Ｓ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＳＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｓｔａｔｉｏｎ）などの用語にすることもできる。
【０１５１】
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　本発明による実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそれらの結合などによって具現することができる。ハ
ードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、一つまたはそれ以上のＡＳＩＣｓ（
ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔｓ
）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、ＤＳＰＤｓ（
ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＰＬＤｓ（
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆｉｅｌｄ　
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサ、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などによって具現することができる。
【０１５２】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例は、以上で説明さ
れた機能または動作を行うモジュール、手続き、関数などの形態で具現することができる
。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶されて、プロセッサによって駆動される
ことができる。メモリユニットは、プロセッサの内部または外部に設けられて、公知の様
々な手段によってプロセッサとデータを交換することができる。
【０１５３】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴を逸脱しない範囲で、別の特定の形態に具体化で
きることは、当業者にとっては明らかである。よって、上記の詳細な説明は、いずれの面
においても制限的に解釈してはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本
発明の範囲は、添付した請求項の合理的解釈によって定められるべきであり、本発明の等
価的範囲内における変更はいずれも、本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１５４】
　本発明は、無線移動セルラー通信システムのための通信装置に用いることができる。

【図２】
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