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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ビーム形成装置によって生成される複数の独立したスポットビームを定義し、異なる方
向に向いた前記複数の独立したスポットビームの各スポットビームが空間内の平面有限領
域の異なる領域と交差するステップであって、方位角及び高度の両方で前記複数の独立し
たスポットビームの方向が変動し、前記複数の独立したスポットビームによって交差され
た空間の平面有限領域の前記領域が、交差された領域の２次元アレイである、ステップと
、
　セットの複数のビーム群を定義し、各ビーム群が前記複数の独立したスポットビームの
うちの異なるサブセットのスポットビームであるステップであって、前記セットの複数の
ビーム群の各ビーム群が前記複数の独立したスポットビームの１よりも多いスポットビー
ムを含み、且つ、前記複数の独立したスポットビームの各スポットビームが、前記セット
の複数のビーム群のうちのビーム群の１つに属する、ステップと、
　前記セットのビーム群を繰り返し巡回するステップであって、前記セットのビーム群を
巡回することは、前記セットの複数のビーム群の各ビーム群を連続的に作動させることを
含み、且つ、ビーム群を作動させることは、当該ビーム群の前記スポットビームの複数を
同時に生成することを含む、ステップと、
　無線局との最適な通信リンクをもたらすビームを前記複数の独立したスポットビームの
中から特定するステップと、
　前記特定されたスポットビームが属するビーム群の作動中に行われるように前記無線局
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との通信をスケジューリングするステップと、
を含むことを特徴とする無線局との通信方法。
【請求項２】
　前記特定されたスポットビームが属する前記ビーム群の作動中に前記特定されたスポッ
トビームを介して前記無線局と通信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　通信をスケジューリングするステップが、スケジューリング情報を前記無線局に通信す
ることを含み、前記スケジューリング情報が、前記特定されたスポットビームが前記無線
局によって利用可能になる時を表すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記セットのビーム群を繰り返し巡回するステップが、前記セットのビーム群内のいず
れのビーム群も作動されていない時間が巡回中に存在しないように実行されることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ビーム形成装置がアンテナ素子の２次元アレイを備えることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項６】
　前記ビーム形成装置がフェーズドアレイであることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記セットのビーム群の中の各ビーム群が、前記複数の独立したスポットビームから選
択される４つのスポットビームから成ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記セットのビーム群が５つのビーム群から成ることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項９】
　前記セットのビーム群の各ビーム群に関して、そのビーム群のスポットビームが交差す
る前記平面有限領域の異なる領域が、前記セットのビーム群の中の別のビーム群のスポッ
トビームが交差する少なくとも１つの領域によって相互に分離させられることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　各ビーム群のスポットビームが、その他のビーム群のスポットビームが交差する領域と
異なる前記平面有限領域の領域と交差することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記特定されたスポットビームが属するビーム群の作動中以外の時点で前記無線局と制
御情報を交換するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記セットのビーム群を繰り返し巡回する間もとどまり続ける静止ビームを生成し、前
記広い静止ビームが前記複数の独立したスポットビームによって交差された領域全部を同
時にカバーする、ステップと、
　前記複数の独立したスポットビームによって交差された領域全部において、無線クライ
アントと制御情報を通信することに前記静止ビームを使用するステップと、をさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　アンテナアレイと接続されるマルチトランシーバ無線システムであって、
　前記アンテナアレイによって複数の独立したスポットビームを生成するように構成され
、前記複数の独立したスポットビームの各スポットビームが空間内の平面有限領域の異な
る領域と交差し、方位角及び高度の両方で前記複数の独立したスポットビームの方向が変
動し、前記複数の独立したスポットビームによって交差された空間の平面有限領域の前記
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領域が交差された領域の２次元アレイであり、
前記複数の独立したスポットビームがセットの複数のビーム群を形成するようにグループ
化され、前記セットの複数のビーム群の各ビーム群が、前記複数の独立したスポットビー
ムの対応する異なるサブセットのスポットビームであり、前記セットの複数のビーム群の
各ビーム群が、前記複数の独立したスポットビームの１よりも多いスポットビームを含み
、且つ、前記複数の独立したスポットビームの各スポットビームが、前記セットの複数の
ビーム群のうちのビーム群の１つに属する、マルチトランシーバ無線システムと、
　前記マルチトランシーバ無線システムシステムを制御するスケジューリングシステムで
あって、（１）前記マルチトランシーバ無線システムシステムに前記セットのビーム群を
繰り返し巡回させることにより、前記セットのビーム群を繰り返し巡回し、前記セットの
ビーム群を巡回することは、前記セットの複数のビーム群の各ビーム群を連続的に作動さ
せることを含み、且つ、ビーム群を作動させることは、当該ビーム群の前記スポットビー
ムの複数を同時に生成し、（２）前記無線局との最適な通信リンクをもたらすスポットビ
ームを前記独立した複数のスポットビームの中から特定し、（３）前記特定されたスポッ
トビームが属する前記ビーム群が作動中に前記無線局との通信が行われるようにスケジュ
ーリングするように構成されるスケジューリングシステムと、
を備えることを特徴とする無線局との通信装置。
【請求項１４】
　前記アンテナアレイをさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記特定されたスポットビームが属する前記ビーム群の作動中、前記無線局と通信する
通信システムをさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１６】
　前記アンテナアレイがアンテナ素子の２次元アレイであることを特徴とする請求項１４
に記載の装置。
【請求項１７】
　前記マルチトランシーバ無線システムと前記アンテナアレイとがフェーズドアレイを構
成することを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１８】
　前記セットのビーム群の各ビーム群が、前記複数の独立したスポットビームから選択さ
れた４つのスポットビームから成ることを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記複数の独立したスポットビームの前記スポットビームが、前記セットのビーム群内
の前記ビーム群の２以上に属しないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数の独立したスポットビームの前記スポットビームが、前記セットのビーム群内
の前記ビーム群の２以上に属しないことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　ビーム群を作動することは、当該ビーム群の全スポットビームを同時に生成することを
含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　ビーム群を作動することは、当該ビーム群の全スポットビームを同時に生成することを
含むことを特徴とする請求項１３に記載の装置。
【請求項２３】
　前記セットのビーム群の中の１つだけのビーム群が常に作動されることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記セットのビーム群の中の１つだけのビーム群が常に作動されることを特徴とする請
求項１３に記載の装置。
【請求項２５】
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　前記マルチトランシーバ無線システムは、前記セットのビーム群を繰り返し巡回する間
もとどまり続ける広い静止ビームを生成し、前記広い静止ビームが前記複数の独立したス
ポットビームによって交差された領域全部を同時にカバーするように構成され、且つ、前
記複数の独立したスポットビームによって交差された領域全部において、無線クライアン
トと制御情報を通信することに前記静止ビームを使用するように構成されたことを特徴と
する請求項１３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記制御情報は、時間スケジューリング情報を含むことを特徴とする請求項２５に記載
の装置。
【請求項２７】
　前記制御情報は、時間スケジューリング情報を含むことを特徴とする請求項１２に記載
の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１１年４月７日に出願された米国仮特許出願第６１／４７２，９００号
に対する優先権を主張するものであり、これらの明細書および請求項は、参照により本出
願に援用される。
【０００２】
　本開示は概してセルラーまたは無線ローカルエリアネットワークなどの無線システムに
関し、特に無線システムにおいて高平均スペクトル効率を達成する技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　デジタル無線通信リンクのスペクトル効率は、単位時間（秒）、単位当たり帯域幅（Ｈ
ｚ）で所定のビット・エラー・レートを超えずに送信される情報のビット数として定義さ
れる性能指数である。スペクトル効率はビット／秒／ヘルツで測定され、「ビット／ｓ／
Ｈｚ」と表記されることが多い。無線リンクのスペクトル効率が高いほど、時間および帯
域幅内に送信される情報がより多く詰め込まれている。情報理論の最も重要な結果は、通
常は信号体雑音プラス干渉比、すなわちＳＮＩＲと表記されるスペクトル効率対通信チャ
ネルの信号品質に関する。ＳＮＩＲが大きいほど、スペクトル効率が高い。
【０００４】
　論理的には、２つの局（たとえば、セルラーシステム内の基地局と移動局）間の各無線
送信は、ゼロ（送信される情報なし）から始まり送信中の通信チャネルの品質によって決
定される最大値に至るまですべてのスペクトル効率をサポートすることができる。実質上
、デジタル無線システムは連続的なデータ転送速度ではなく、通常は基準によって明示さ
れる有限数のデータ転送速度をサポートする。各データ転送速度は特定のスペクトル効率
に対応し、最大データ転送速度は検討されるシステムにおける送信にとって可能なピーク
または最大スペクトル効率を提供する。すべての送信にとってピークスペクトル効率で無
線システムを動作させることで、システムでの無線接続を通じて最大量のデータを転送す
ることができる。これがシステムの最大容量である。すべてのモバイルが基地局に隣接し
て配置され、常に高チャネル品質を有するとすれば、結果的に最大容量とピークスペクト
ル効率が得られる。通常、実際のシステム容量、すなわち、無線接続を通じて転送するデ
ータの実際量は、後述するように最大容量よりもずっと少ない。
【０００５】
　通常、無線システムでの無線チャネル品質は送信毎に変化する。モバイルが時間の経過
と共に送信中であっても自らの物理的位置を変化させるセルラーシステムの場合、この作
用が特に顕著である。この場合、実際のネットワーク容量の表示として送信毎のスペクト
ル効率に焦点を当てるよりも、期間全体にわたるセル全体の平均スペクトル効率を算出ま
たは測定することの方が意義深い。すべての送信は基地局で開始または終了するため、セ
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ル平均スペクトル効率は基地局平均無線データトラフィックに直接関連する。
【０００６】
　当初から、商業用セルラーシステムは低平均スペクトル効率で動作してきた。しかしな
がら、従来の音声主要通信が求める適度なビットレートのおかげで、長年の間、無線搬送
波はこのネットワークの欠点を隠してきた。加えて、平均スペクトル効率を向上させずに
無線トラフィックの増加をサポートするうえで、余分なＲＦスペクトルが利用可能であっ
た。
【０００７】
　セルラーシステムにおけるスペクトル効率の当初の制限は、割り当てられたＲＦスペク
トル毎に非常に少ないビットしか詰め込まれない極めて単純な変調技術の使用であった。
ネットワークが次世代へと進化していくにつれ、より高性能で効率的な変調技術が導入さ
れていき、ピークスペクトル効率を大幅に向上させたが、ネットワーク平均スペクトル効
率は低いままであった。この低い平均パフォーマンスの理由こそ、まさに微細な信号、高
ノイズ、妨害子の存在、マルチパスフェーディングなどの無線インタフェースの特徴であ
る。
【０００８】
　上述の傾向に続き、ＷｉＭａｘやＬＴＥ（長期進化）などの第４世代（４Ｇ）無線シス
テムは、特にモバイル装置にとってのコストとパワーの多大な犠牲なしにはさらなる向上
が見込めないほどの高度化に向けて送信スキームを推し進めてきた。たとえば、４Ｇシス
テムはＭＩＭＯ（マルチ入力マルチ出力）スキームと称される複数のＲＦトランシーバス
キームを使用する。これらのシステムは、特に超高ピークスペクトル効率を目指して、い
くつかのアンテナ信号上で大量のデジタル信号処理を行う。にもかかわらず、これらのシ
ステムの場合でも、平均スペクトル効率はピーク効率と比較して低いままである。上述し
たように、これは無線インタフェースの平均通信チャネルの低品質が原因である。いくつ
かのアンテナ信号上でのデジタル信号処理のみでは、平均スペクトル効率全体を大幅に増
大させる実現可能なソリューションとはならない。
【０００９】
　スマートフォン、無線タブレット、大量のデジタル情報を受信および生成することので
きるその他のモバイル装置の導入は、無線ネットワークに大きな影響をもたらした。これ
は、データの頻繁な使用を要求する無線用途と組み合わせて、無線ネットワークの容量需
要をいまだかつてないレベルまで推し進めている。既存の４Ｇシステムを含め従来の低平
均効率方法による有限ＲＦスペクトルの利用はもはや適切ではない。ピークスペクトル効
率から遠く離れた平均スペクトル効率でネットワークを動作させることは、理論的には可
能だが無駄が多すぎる。さらに、従来の無線ネットワークを、増大し続ける容量を収容す
るように拡張するのは非経済的である。
【００１０】
　上記の点に鑑み、従来の無線ネットワークに付随する重大な問題と欠点があることが理
解できる。
【発明の概要】
【００１１】
　本開示の実施形態は、新たな基地局アーキテクチャおよび機能を使用することによって
低平均スペクトル効率の問題を解決する技術を含む。その新しい基地局アーキテクチャは
、プログラム可能な空間的走査にしたがい方位角および高度をステアリング可能なペンシ
ルビームなどの複数のアジャイル・ビーム・パターンを生成する無線フロントエンドＲＦ
能力を含む。このフロントエンド能力は、電子ビーム形成、ステアリング、および走査の
ために複数のアンテナの使用を必要とする。新たな機能は、新たなモバイルスケジューリ
ング能力と適切なチャネルマトリックス処理ソフトウェアの使用を含む。
【００１２】
　概して、本開示の各種実施形態では、複数のアンテナを使用する従来の２方向無線通信
スキームから以下の２つの基本的変更が行われる。ａ）基地局による複数のビームパター
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ンでのセクタ走査の導入と、ｂ）モバイル操作と基地局セクタ走査プロセスとの間の時間
的調整の導入。加えて、従来のシステムと比較して、本開示の実施形態は、（１）さらに
高い有効多アンテナゲインおよび空間的フィルタリング能力、（２）放射パターン変化に
おけるさらに高い敏捷性、（３）放射パターンの形成におけるさらに高い柔軟性、を利用
することができる。
【００１３】
　本開示の一実施形態によると、アンテナアレイに接続される信号処理ユニットを備える
無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラム可能で、
かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の同時放射パ
ターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することができる。基
地局システムは放射パターンのうちのいくつかで空間を走査し、その他の放射パターンを
静止させ、それぞれの走査プロセスと同期して放射パターンを通じてモバイルユニットと
の間で情報を送受信する。
【００１４】
　本開示の別の実施形態によると、フェーズドアレイに接続される信号処理ユニットを備
える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラム可能
で、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の同時放
射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することができる
。基地局システムは放射パターンのうちいくつかで空間を走査し、その他の放射パターン
を静止させ、それぞれの走査プロセスと同期して放射パターンを通じてモバイルユニット
との間で情報を送受信する。
【００１５】
　本開示の別の実施形態によると、フェーズドアレイに接続される信号処理ユニットを備
える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラム可能
で、かつ個別に高速で方位角および高度をステアリング可能である、少なくとも１つだが
通常は多数の同時放射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受
信することができる。基地局システムは放射パターンのうちいくつかで空間を走査し、そ
の他の放射パターンを静止させ、それぞれの走査プロセスと同期して放射パターンを通じ
てモバイルユニットとの間で情報を送受信する。
【００１６】
　本開示のさらに別の実施形態によると、フェーズドアレイに接続される信号処理ユニッ
トを備える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラ
ム可能で、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の
同時放射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することが
できる。放射パターンの少なくともいくつかは狭ペンシルビームである。基地局システム
は放射パターンのうちのいくつかで空間を走査し、その他の放射パターンを静止させ、そ
れぞれの走査プロセスと同期して、放射パターンを通じてモバイルユニットとの間で情報
を送受信する。
【００１７】
　本開示のさらに別の実施形態によると、フェーズドアレイに接続される信号処理ユニッ
トを備える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラ
ム可能で、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の
同時放射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することが
できる。放射パターンの少なくともいくつかは方位角および高度をステアリング可能な狭
ペンシルビームである。基地局システムは放射パターンのうちいくつかで空間を走査し、
その他の放射パターンを静止させ、それぞれの走査プロセスと同期して、放射パターンを
通じてモバイルユニットとの間で情報を送受信する。
【００１８】
　本開示のさらに別の実施形態によると、フェーズドアレイに接続される信号処理ユニッ
トを備える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラ
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ム可能で、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の
同時放射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することが
できる。放射パターンの少なくともいくつかは狭ペンシルビームである。基地局システム
は狭ペンシルビームで空間を走査し、その他の放射パターンを静止させ、それぞれの走査
プロセスと同期して、放射パターンを通じてモバイルユニットとの間で情報を送受信する
。
【００１９】
　本開示のさらに別の実施形態によると、フェーズドアレイに接続される信号処理ユニッ
トを備える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラ
ム可能で、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の
同時放射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することが
できる。放射パターンの少なくともいくつかは狭ペンシルビームである。基地局システム
は狭ペンシルビームで空間を走査し、その他の放射パターンを静止させ、それぞれの走査
プロセスと同期して、狭ペンシルビームを通じてモバイルユニットとの間でペイロード情
報を送受信する。
【００２０】
　本開示のさらに別の実施形態によると、フェーズドアレイに接続される信号処理ユニッ
トを備える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラ
ム可能で、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の
同時放射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することが
できる。放射パターンの少なくともいくつかは狭ペンシルビームである。基地局システム
は狭ペンシルビームで空間を走査し、その他の放射パターンを静止させ、それぞれの走査
プロセスと同期して、狭ペンシルビームを通じてモバイルユニットとの間でペイロード情
報を送受信する。さらに、基地局システムは、狭ペンシルビームを通じてモバイルユニッ
トと２方向制御情報を通信する。
【００２１】
　本開示のさらに別の実施形態によると、信号処理ユニットとフェーズドアレイとを備え
る無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラム可能で
、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の同時放射
パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することができる。
放射パターンの少なくともいくつかは狭ペンシルビームである。基地局システムは狭ペン
シルビームを有する空間を走査し、その他の放射パターンを静止させ、それぞれの走査プ
ロセスと同期して、狭ペンシルビームを通じてモバイルユニットとの間でペイロード情報
を送受信する。さらに、基地局システムは、静止放射パターンを通じてモバイルユニット
と２方向制御情報を通信する。
【００２２】
　本開示のさらに別の実施形態によると、信号処理ユニットとフェーズドアレイとを備え
る無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形状をプログラム可能で
、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが通常は多数の同時放射
パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受信することができる。
放射パターンは数が十分な狭ペンシルビームであり、すべてのビームが検討される場合、
基地局システムによって走査される全空間が常に少なくとも低レベルの放射到達範囲を有
するように設計される。言い換えると、十分に狭いペンシルビームがあり、常に全空間を
覆う各狭ペンシルビームからの十分な流出放射がある。基地局システムは狭ペンシルビー
ムで空間を走査し、それぞれの走査プロセスと同期して狭ペンシルビームを通じてモバイ
ルユニットとの間でペイロード情報を送受信する。さらに、基地局システムは、すべての
狭ペンシルビームを通じてモバイルユニットと２方向制御情報を通信する。
【００２３】
　本開示のさらに別の実施形態によると、信号処理ユニットとアンテナアレイまたはフェ
ーズドアレイとを備える無線基地局システムが提供される。基地局システムは、個別に形
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状をプログラム可能で、かつ個別に高速でステアリング可能である、少なくとも１つだが
通常は多数の同時放射パターンを生成し、各放射パターンを利用して独立した情報を送受
信することができる。基地局システムは放射パターンのうちいくつかで空間を走査し、そ
の他の放射パターンを静止させ、それぞれの走査プロセスと同期して、放射パターンを通
じてモバイルユニットとの間で情報を送受信する。また、放射パターンを通じて送受信さ
れた情報は、チャネル－マトリックス処理アルゴリズムにより基地局システムの信号処理
ユニットで処理されて、放射パターン間の相互干渉を排除する。
【００２４】
　本開示を、添付図面に示されるように具体的な実施形態を参照して以下より詳細に説明
する。本開示は具体的な実施形態を参照して説明したが、それに限定されないものと理解
すべきである。ここの教示にアクセスする当業者であれば、追加の実施例、変更、実施形
態、ならびにその他の使用分野がここに記載の開示の範囲に含まれ、本開示が非常に有用
であることを認識するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　本開示のより完全な理解を深めるために、添付図面を以下参照するが、類似の構成要素
には類似の参照符号を付す。これらの図面は本開示を限定するものと解釈すべきではなく
、単に例示的であることを目的とする。
【００２６】
【図１】無線セルを示す図。
【００２７】
【図２】３つの１２０度セクタに分割された無線セルを示す図。
【００２８】
【図３】典型的なセクタアンテナ放射パターン：（ａ）水平「ｘ－ｙ」面でのセクタ到達
範囲と、（ｂ）垂直「ｚ－接地」面での放射パターンを示す図。
【００２９】
【図４】単独のアンテナを有する基地局システムを示す図。
【００３０】
【図５】従来の無線セル内の信号強度分布の概略図。
【００３１】
【図６】１次元アンテナアレイを有する基地局システムを示す図。
【００３２】
【図７】２×２ＭＩＭＯ動作を示す概略図。
【００３３】
【図８】従来のビーム形成／ステアリングシステムの放射パターン：（ａ）水平「ｘ－ｙ
」面でのセクタ到達範囲、（ｂ）垂直「ｚ－接地」面での放射パターンを示す図。
【００３４】
【図９】従来のビーム形成／ステアリングシステムの無線セル内の信号強度分布を示す概
略図。
【００３５】
【図１０】本開示の一実施形態に係る２次元アンテナアレイを有する基地局システムを示
す図。
【００３６】
【図１１】本開示の一側面に係るペンシルビームを有するシステムの放射パターン：（ａ
）水平「ｘ－ｙ」面でのセクタ到達範囲、（ｂ）垂直「ｚ－接地」面での放射パターンを
示す図。
【００３７】
【図１２】本開示の一側面に係るペンシルビームを有するシステムの無線セル内での信号
強度分布を示す概略図。
【００３８】
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【図１３】本開示の一側面に係る最大出力密度点を通過するセクタ内の線に沿った、ペン
シルビームにおけるＲＦ信号出力密度を示す図。
【００３９】
【図１４】本開示の一実施形態に係る２次元フェーズドアレイを有する基地局システムを
示す図。
【００４０】
【図１５】２０個の円による１２０度セクタの近似を示す図。
【００４１】
【図１６】本開示の一側面に係る４つのペンシルビームを有する５つの可能なビームパタ
ーン：（ａ）第１のビームパターン、（ｂ）第２のビームパターン、（ｃ）第３のビーム
パターン、（ｄ）第４のビームパターン、（ｅ）第５のビームパターンを示す図。
【００４２】
【図１７】本開示の一実施形態に係る基地局サブシステムを示す図。
【００４３】
【図１８】本開示の一側面に係る非ビーム領域によって分離された２つのペンシルビーム
：（ａ）適切なペンシルビームのケースと（ｂ）狭すぎるペンシルビームのケース、を横
断するセクタ内の線に沿った信号強度の概略図。
【００４４】
【図１９】本開示の一側面に係る非ビーム領域によって分離された２つのペンシルビーム
：（ａ）適切なペンシルビームのケースと（ｂ）広すぎるペンシルビームのケース、を横
断するセクタ内の線に沿った信号強度の概略図。
【００４５】
【図２０】本開示の一側面に係る空間内の有限平面を交差する３つのビームを示す図。
【００４６】
【図２１】本開示の一実施形態に係る基地局サブシステムを示す図。
【００４７】
　ここで使用される見出しは単に組織化を目的としており、明細書または請求項の範囲を
限定することを目的としていない。本願全体を通じて使用されるように、「できる」とい
う文言は義務的な意味（すなわち、でなければならないという意味）ではなく許容的な意
味（すなわち、そうする能力を有するという意味）で使用されている。同様に、「含む」
という文言は、含むが限定はされないことを意味する。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
従来のモバイル無線システム
　携帯電話やＷｉｆｉなどの現代のモバイルデジタル無線システムの構成要素は、図１に
示されるようにセル３である。基地局システムと称される基地局１は、合わせて無線クラ
イアントと称される局２などのセル内の移動局または固定局に無線アクセスを提供する。
無線アクセスとは、基地局と無線クライアント間の２方向無線通信のシステム能力を意味
する。基地局は最終的には世界電話ネットワークやインターネットなどを含む大ネットワ
ークに階層的に接続することができ（図１には示さず）、無線クライアントとこれらのネ
ットワークとをリンクさせる。
【００４９】
　簡潔にするため、図１の基地局システムがセル到達範囲領域３の中心に位置し、セルの
形状は円形である。これは理想的な状況であり、セルラー動作の原理と制限を例示するた
めにのみ使用される。ごく実際的なケースでは、丘、岩、木、建物、橋などの天然または
人工の妨害物が非常に不規則で複雑な無線伝播路を形成する。最適到達範囲を得るために
基地局を位置決めする際、これらが検討に入れられ、結果的にセルは概して不規則形状を
有する。
【００５０】
　さらに、ほとんどの場合、３６０度領域を３つの１２０度セクタに分割することが、基
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地局の到達範囲領域を最大化するために非常に有効である。これを図２に示す。通常、１
２０度の到達範囲を有する別々の基地局アンテナが各セクタ４に供する。セルタワー５上
のセクタアンテナ１１は図３（ａ）に示す。
【００５１】
　典型的なセクタアンテナは、図３（ａ）および３（ｂ）に示される放射パターンを有す
る。水平面では、放射接地到達範囲１２はセクタ全体にわたる。垂直面では、アンテナ放
射セクション１３によって示されるように、放射はほとんど地面へと向かう。これにより
、エネルギーが無線クライアントのいない上方向に向かって浪費されるのが防止される。
セクタアンテナ放射パターン全体は、水平面で１２０度の広さを有し、垂直面ではずっと
狭くなるビームとして説明することができる。この放射パターンは送受信共に有効である
ことを強調しておくことが重要である。たとえば、図３（ｂ）の放射セクション１３は、
アンテナが送信モードでＲＦ力を送信し、受信モードでＲＦ力を受信する領域である。放
射パターン外のどのモバイルも基地局に到達できないし、基地局からも到達できない。
【００５２】
　図４は、セクタアンテナ１１と、ワン－ＲＦプロセッサと称される信号処理サブシステ
ム１００と、ワン－ＲＦ全二重インタフェースと称される相互接続ネットワーク１０１と
を備える基地局システムを示す。セクタアンテナ１１はワン－ＲＦプロセッサ１００を始
点または終点とするＲＦエネルギーを送受信する。サブシステム１００は無線基地局にお
いて必要なすべてのＲＦ、アナログ、デジタル処理機能を含む。このサブシステムの必須
の側面は、単独のアンテナとの間で信号を処理することであり、したがってワン－ＲＦプ
ロセッサの名称が付される。同様に、ワン－ＲＦ全二重インタフェース１０１は送受信両
方向（よって、全二重という名称）で単独のアンテナ（よって、ワン－ＲＦという名称）
との間で信号を担持する。
【００５３】
　実際上、無線搬送波は送受信に別々のセクタアンテナを使用し、多様性のために２つの
受信セクタアンテナを使用することが非常に多い。他の類似の構成も可能である。しかし
ながら、従来のシステムでは、これらの複数のアンテナはワン－ＲＦプロセッサにまだ接
続されており、原則的には図４のような単独のアンテナの機能を実行する。生来、セクタ
毎にいくつかのアンテナを使用するワン－ＲＦプロセッサは、セクタ毎に単独のアンテナ
を使用するワン－ＲＦプロセッサと比較して追加のＲＦ回路（無線など）を有するが、こ
の実際的な詳細はワン－ＲＦプロセッサの定義には含まれない。ワン－ＲＦプロセッサの
基本的な定義上の特性は、実際の配備ではいくつかの物理セクタアンテナを介するにもか
かわらず単独のＲＦ信号を送受信することである。このため、および本明細書の目的上、
ワン－ＲＦプロセッサは以下の説明では、一般性を失うことなく図４のように単独のセク
タアンテナに接続されるとみなすだけで十分であろう。
【００５４】
　加えて、本明細書の以下の部分で、システムのコンセプトをある事例ではセクタに関し
て、別の事例では全セルに関して説明する。これは単に説明の明瞭化のためであって、そ
れぞれのコンセプトを限定するものではなく、コンセプトはいずれかのケースにおいても
有効である。
【００５５】
従来の無線システムのスペクトル効率
　上述したように、スペクトル効率は所定のビット・エラー・レートを超えずに秒および
ヘルツ当たりに送信される情報のビット数として定義される性能指数である。無線システ
ムでは、ピークスペクトル効率として知られる最大スペクトル効率は、基準によって明示
される変調フォーマットに従い設定される。
【００５６】
　実際上、モバイル無線システムはごく稀にしかピークスペクトル効率で動作しない。実
際には、平均スペクトル効率はピーク効率よりもずっと低い。この大きな差の主な理由は
まさに無線送信の性質による。通信信号のＳＮＩＲはセル内で大きく変動する。タワーア
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ンテナに近い、および／または直接見通し内のモバイルは通常、セルの縁部または建物な
どの「ＲＦシャドウ」内のモバイルよりもずっと高い信号品質を享受する。さらに、マル
チパス効果が、時間と共に変動するフェーディングと称される大きなＳＮＩＲ変動を生成
する。
【００５７】
　図５は、信号品質を低下させる３つの領域：小さな強信号領域４０、わずかに大きな中
信号領域４１、大きな弱信号領域４２を示すことによって簡易にセル内の大ＳＮＩＲ変動
を示す。現実の場合、セル全体にわたる非均一な連続的信号品質変動は起こらない。しか
しながら、平均スペクトル効率がピークスペクトル効率よりも低いことを証明するには、
図５の簡易化で十分である。
【００５８】
　典型的な無線システムは、低ＳＮＩＲで起こりうる超低レートから高ＳＮＩＲが得られ
るときのみ起こりうるピークレートまで様々なデータ転送速度をサポートすることによっ
てセル内のＳＮＩＲの大きな変動に対処する。図５に関しては、ピークまたは略ピークレ
ートは小さな強信号領域４０でのみ使用され、低～中レートは中信号領域４１で使用され
、低～超低レート（コールドロップ前に基準によって許容される最低レート）は大きな弱
信号領域４２で使用される。明らかに、平均スペクトル効率はピーク論理効率よりも低く
、後者は強信号領域がセル全体をカバーすると推定して算出される。言い換えると、大部
分のモバイルはほとんどの時間、低データ転送速度で通信するため、結果的に低平均スペ
クトル効率となる。変調などの他のスペクトル効率パラメータの代わりではなく、それに
加えてこの点に着目することが重要である。
【００５９】
単アンテナシステムでのスペクトル効率の向上
　図５に示される信号－品質問題にかかわらず、ａ）情報トラフィックが低ビットレート
しか要しない音声が中心を占めていた、ｂ）搬送波が利用可能な余分のＲＦスペクトルを
備えていた、ｃ）より効率的な変調技術を通じて利用可能なスペクトルの使用が可能であ
ったため、これまで無線搬送波は十分な通信サービスを提供してくることができた。最初
の２つの節減状況は一時的なものであった。今日および予測可能な未来においては、無線
トラフィックは映像送信などデータを多量に使用する用途が中心を占めており、いまだか
つてないレートで増え続けている。加えて、ＲＦスペクトルは不足しており、基本的には
有限なリソースである。
【００６０】
　次世代（たとえば、１Ｇ、２Ｇ、３Ｇ、４Ｇセルラーシステム世代）へとより効率的な
変調技術を有する無線システムにアップデートすることはスペクトル効率の向上問題に対
処するが、拡張性が制限された単に一時的なソリューションでもあった。というのは、よ
りスペクトル的に効率的な変調技術はさらに高いＳＮＩＲを必要とするからである。セル
全体にわたる基本的なＳＮＩＲ変動問題に加えて、上述したように、モバイルコストと電
力損失もＳＮＩＲの増加と共に増大する。４Ｇで既に高レベルのシステムＳＮＩＲ要件を
さらに引き上げることは、この事実のみを考えてみても可能性が極めて低い。さらに、基
本的に、ＳＮＩＲの上昇（より高度な変調）を通じてシステムスペクトル効率を高めるこ
とは、シャノンの情報理論が課す緩やかに増大する対数法則に制限される。したがって、
変調を通じてより高いスペクトル効率を得るというオプションは、４G無線システムを超
えるリターンを減少させる点に達している。
【００６１】
　予測されるように、図５に示されるセルＳＮＩＲ問題のため、非常にスペクトル的に効
率的な変調を使用するにもかかわらず、４Ｇ無線システムなどのＬＴＥ（長期進化）など
の平均スペクトル効率は低い。たとえば、4Ｇ　Ａｍｅｒｉｃａｓフォーラム（元３Ｇ　
Ａｍｅｒｉｃａｓ）は従来の単独のアンテナ（図４を参照して定義）配備の場合、わずか
１．４ビット／ｓ／ＨｚのＬＴＥ平均スペクトル効率を予測しているが、それぞれのピー
ク効率は４ビット／ｓ／Ｈｚである。これは４Ｇ　Ａｍｅｒｉｃａｓ白書「ＬＴＥおよび
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ＨＳＰＡネットワークのＭＩＭＯ送信スキーム」、２００９年６月、図２２、４０ページ
に示されている。モバイル上に４つのアンテナを有する最も高度な多アンテナＬＴＥ配備
でさえ、スペクトル効率はわずか２．５ビット／ｓ／Ｈｚであるが（同じ４Ｇ　Ａｍｅｒ
ｉｃａｓ白書を参照）、このシステムの理論的ピーク効率は１６ビット／ｓ／Ｈｚである
。現実には、４つのアンテナを有するモバイルはほとんどなく、標準的な４Ｇセルの実際
の平均スペクトル効率は２ビット／ｓ／Ｈｚ未満である。
【００６２】
ＭＩＭＯシステムでのスペクトル効率の向上
　無線通信における低スペクトル効率問題に対処する周知のアプローチは、少数の複数ア
ンテナを使用することである。よく使用される用途の１つが空間的多様性ＭＩＭＯ（マル
チ入力マルチ出力）システムであり、散乱する信号を利用してＲＦスペクトルを複数並列
送信のために再利用する。ＬＴＥによってサポートされる４×４のＭＩＭＯは基地局に４
つのアンテナ、モバイルに４つのアンテナを有し、理想的な状態では、従来の非ＭＩＭＯ
システムの４倍のデータを同一のＲＦスペクトル上で送信する（最大スペクトル効率が４
倍増加）。
【００６３】
　ＭＩＭＯ動作に適した基地局システムを図６に示す。このシステムは、Ｎ個のアンテナ
を有する１次元アンテナアレイ２１、Ｎ－ＲＦプロセッサと称される信号処理サブシステ
ム２００、Ｎ－ＲＦ全二重相互接続と称される相互接続ネットワーク２０１を備え、信号
をアンテナアレイのＮ個のアンテナとＮ－ＲＦプロセッサとの間で信号を行き来させる。
図４のワン－ＲＦプロセッサにあるような標準的機能に加えて、Ｎ－ＲＦプロセッサはＮ
－１個の追加のＲＦ回路（無線）およびそれぞれのインタフェースと、ＭＩＭＯ動作に関
する必要なリアルタイム計算を実行する「チャネルマトリックス処理」と称される複雑な
デジタル処理能力とを含む。事実上、チャネルマトリックス処理はＲＦ信号伝播の空間的
多様性を使用して、同一のＲＦスペクトル上で送信されるＮ個の個別のＲＦ信号を相互に
分離させる。ＭＩＭＯは無線クライアントが単独のアンテナを有するとき特別な形状をと
る。この場合、ＲＦスペクトルは複数の並列送信によって再利用されず、単独の送信から
のＳＮＩＲは複数の経路を通じて伝播する信号を適切に結合することによって向上される
。
【００６４】
　Ｎ＝２の場合（基地局システムに２つのアンテナと無線クライアントに２つのアンテナ
）の空間的多様性ＭＩＭＯのコンセプトを概念的に図７に示す。基地局６は２つの独立し
た信号を２つのアンテナ（１信号につき１つのアンテナ）で同一スペクトル上で送信する
。基地局アンテナの物理的位置の差（たとえば、空間的多様性）により、各信号は異なる
経路を通って伝播し無線クライアント７に至る。後者は異なる位置に物理的に配置された
独自の２つのアンテナで２つの信号を受信する。したがって、各無線クライアントアンテ
ナは２つの基地局信号の重畳を受信し、その各信号は図７に無線路として示される独自の
物理チャネルを通って伝播されている。無線信号路８は４つの無線信号路のうちの１つで
ある。２×２のＭＩＭＯは４つのチャネルパラメータ（第１の基地局アンテナから第１の
クライアントアンテナ、第１の基地局アンテナから第２のクライアントアンテナ、第２の
基地局アンテナから第１のクライアントアンテナ、第２の基地局アンテナから第２のクラ
イアントアンテナ）を有する。信号伝搬における特定の散乱状況を想定し、無線クライア
ントは基地局から送信される２つの信号を計算によって分離させることができる。
【００６５】
　空間的多様性ＭＩＭＯシステムは、携帯電話では実現しづらい、モバイルが複数のアン
テナを要するという根本的な欠点を備えている。さらに、モバイルは複数の消費電力の大
きなＲＦ回路（無線）とＭＩＭＯ計算にとっての相当多いデジタル処理要件を有するため
、バッテリ駆動時間が短い。加えて、ピークレートのＭＩＭＯ処理には、チャネルノイズ
に対して大きな信号を必要とする。モバイルが基地局にさほど近くない場合、起こりうる
ＭＩＭＯレートとＭＩＭＯスペクトル効率が急激に低下する。上述のＬＴＥ例が示すよう



(13) JP 6006781 B2 2016.10.12

10

20

30

40

50

に、アンテナの数が４倍になると（１つのアンテナから４つのアンテナ）、平均スペクト
ル効率が２倍よりも小さくなるだけでなく、４×４のＭＩＭＯの場合の平均効率とピーク
効率間の比が従来の非ＭＩＭＯシステムよりもずっと小さくなる。
【００６６】
従来のビーム形成およびステアリングシステムでのスペクトル効率の向上
　複数のアンテナの異なる用途は、従来のビーム形成／ステアリングシステムでの利用で
ある。このアプローチの利点の１つは、モバイルが従来の無線システムで使用される規格
であり、基地局のみが複数のアンテナとＲＦ回路（無線）を有することである。基地局側
では、従来のビーム形成／ステアリングはＭＩＭＯと類似しており、複数のＲＦ回路（無
線の数はアンテナの数に等しい）を必要とし、「ビーム処理」と称される重い信号処理を
採用している。図６に示される基地局システムの図は従来のビーム形成／ステアリングシ
ステムにも適用される。しかしながら、ビーム処理はチャネルマトリックス処理と異なる
。ビーム処理では、Ｎ個のアンテナとの間のＲＦ信号は、構造上所望の信号を追加し不所
望の信号（妨害子）をキャンセルするように結合することができる。
【００６７】
　図８（ａ）および８（ｂ）は、アンテナアレイ２１を使用する従来のビーム形成／ステ
アリングシステムの有効な放射パターンを示す。水平面では、放射接地到達範囲２２は扇
状ビームと称されるセクタの狭い部分である。垂直面では、放射は従来のセクタアンテナ
と同一である。図８（ｂ）の垂直セクション２３は図３（ｂ）の垂直セクション１３と同
一である。上記の「有効放射」という文言は、扇状ビームが実際には送信モードにのみ存
在し、受信モードでは仮想的であるという事実を扱っている。これを以下に説明する。
【００６８】
　送信モードでは、図８（ａ）のアンテナアレイ２１中のＮ個のアンテナはＮ個の別個だ
が干渉性のＲＦ信号を送信し、該ＲＦ信号は送信される情報を含む別々のＲＦバージョン
の同一のベースバンド信号である。概して、各ＲＦバージョンは他と異なるＲＦ位相およ
び異なるＲＦ大きさを有する。アンテナアレイ２１中の各アンテナは従来のセクタアンテ
ナであるため、Ｎ個のＲＦ信号はセクタ全体にわたって送信されるが、互いにコヒーレン
トに干渉する。このコヒーレント干渉が設計上生じるのは、すべてのＲＦ信号が同一のソ
ースから発生し、従来のビーム形成／ステアリングシステムがこのコヒーレント動作にた
めに特別に設計および較正されているからである。最終結果として、Ｎ個の送信されたＲ
Ｆ信号は到達範囲領域２２内で建設的に干渉し、セクタの残りで破壊的に干渉する。した
がって、送信モードでは、従来のビーム形成／ステアリングシステムは実際の狭扇状ビー
ムを生成する。
【００６９】
　受信モードでは、図８（ａ）のアンテナアレイ２１のＮ個のアンテナは、（モバイルお
よび妨害子からの）Ｎ個のバージョンのセクタ信号を表すＮ個の別々のＲＦ信号を受信し
、各バージョンは異なる空間位置で受信される。従来のビーム形成／ステアリングシステ
ムは各信号を別々にデジタル化し、デジタル領域でコヒーレントにそれらの信号を結合し
て、到達範囲領域２２とセクタのその他の場所にゼロ到達範囲とを有効に生成する。した
がって、受信モードでは、従来のビーム形成／ステアリングシステムは仮想上の狭扇状ビ
ームのみを生成する。
【００７０】
　セクタにわたって大きな信号孔を形成するビーム形成システムに関して起こり得る問題
（ビーム外の信号なし）はモバイル追跡である。モバイルがカバーされる領域から外に出
ると、無線リンクは見かけ上切断される。従来のビーム形成／ステアリングシステムの重
要な特徴は、放射パターンが有効に狭いという事実にもかかわらず、常にセクタ全体を監
視できるという能力である。これは、受信されるビームが算出を通じた仮想であって現実
ではないからである。システムはセクタ内の全モバイルに関する完全な情報（Ｎ個のバー
ジョンの情報）を有する。この情報は、セルを通過する無線クライアントを追跡し、ビー
ム（またはヌル－後述）を動的に対象の無線クライアントへと向けるために使用される。
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【００７１】
　図９は、２５などのいくつかの狭扇状ビーム内でのモバイルとの間の信号を増強し、こ
れらの扇状ビーム外のモバイルとの間の信号を有効に排除する理想的な従来のビーム形成
／ステアリングシステム２４によってサービスを提供されるセルを示す。有効に、ビーム
形成／ステアリングを有する基地局２４は、図５の従来の基地局１と比べてビーム領域内
のＳＮＩＲを向上させる。
【００７２】
　図９の無線到達範囲のための方法は図５の方法と異なる。前者の方法は、一度にセクタ
の一部のみをカバーする複数の（この場合２つ）扇状ビームを含む。このアンテナ放射の
集中は、２つの手段によってビーム内のＲＦ信号のＳＮＩＲを高める役割を果たす。第１
に、ＳＮＩＲの信号部がノイズおよび妨害子のレベルに対して増大される。第２に、ＲＦ
信号がセルの一部でのみ伝播するためマルチパスフェーディングの可能性が低減する。ビ
ーム内の向上ＳＮＩＲとビーム外のゼロＳＮＩＲ間のトレードオフには、無線通信プロセ
スとの協調が必要である。このため、システムはビームを対象の無線クライアントへと向
ける。
【００７３】
　図９にあるような扇状ビームは生来、Ｎ個の通常のセクタアンテナが相互に隣接して配
置される１次元アンテナアレイで生成される。小サイドローブの扇状ビームを生成するに
は各アンテナのＲＦ信号を適切に位相調整することで十分であり、アンテナ信号の大きさ
を変動させることでさらにサイドローブを低減させることができる。アンテナの数が多い
ほど、ビームはより狭い方位角で広がる。しかしながら、ビーム形状は常に細長く、基地
局アンテナからセクタの端部まで放射方向にセクタにまたがる。様々な方位角でノッチを
配置して妨害子を低減するなどのその他の放射パターンも極めて有効であり、Ｎ個のアン
テナ信号の類似の位相および大きさを変動させることで可能である。しかしながら、上述
の１次元アレイ（任意数のアンテナ）を有することは放射方向にビームを成形するには十
分ではないかもしれないことを強調しておく。１次元アンテナアレイは、ペンシルビーム
としても知られるスポットを生成することができない。言い換えると、１次元アンテナア
レイによって生成されるパターンは放射方向に不変である。
【００７４】
　スペクトル効率の向上などの魅力的な論理的特性にもかかわらず、従来のビーム形成／
ステアリングシステムは重大な実際的制限を有する。無線セルラーシステムにとって重要
な制限は、少数のアンテナを超えてシステムを拡大するのが困難なことである（8個以上
のアンテナは稀である）。加えて、ハードウェアのコストが過剰になり（多すぎる高品質
無線）、必要なベースバンド処理の複雑度が高まり、高価なデジタルプロセッサおよびソ
フトウェアを必要とする。ごく少数のアンテナの使用により、どの方向への最大アンテナ
ゲインも、システムの空間フィルタリング効果も制限される。このため、実際上、図９に
理想的に示されるような扇状ビームを使用するのではなく、妨害子の方向にヌル／ノッチ
を配置することによって共チャネル妨害子（同一のＲＦスペクトル内の信号）を排除する
ことが通常は好ましい。各モバイル信号は異なる複数路で基地局と通信するため、モバイ
ル追跡を含め実世界の無線トラフィックの処理は複雑である。実際、８アンテナビームス
テアリングシステムはスペクトル効率の２分の１未満の向上しか達成せず、平凡なパフォ
ーマンス対コスト比となる。
【００７５】
　上述の説明が示すように、少数のアンテナとデジタル信号処理のみを使用してスペクト
ル効率を高める方法は有効性が限られている。たとえば、ＬＴＥ基準は１６ビット／ｓ／
Ｈｚのピークスペクトル効率を可能にするが、平均効率は最も利用可能な高度な処理でも
２ビット／ｓ／Ｈｚ未満と予想される。
【００７６】
　これらのパフォーマンスの限界を超える方法の１つは、本開示の一側面によると、基地
局システムのＲＦフロントエンドに新たなハードウェア能力を導入して、デジタル化前に
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信号ＳＮＩＲを増強することである。これにより、処理アルゴリズムが平均スペクトル効
率を最適化する可能性が生まれる。当然ながら、向上したシステムは経済的でもあるべき
である。
【００７７】
大アンテナアレイでのスペクトル効率の向上
　商業用無線システムでの大アンテナアレイの使用は、上述したように上記システムの高
コストにより実現していない。しかしながら、理論的には，上述のビーム形成／ステアリ
ングのコンセプトは、アンテナの数を増やすことで大いに恩恵を受ける。図６のシステム
の一般化である可能なそれぞれの基地局システムを図１０に示す。アンテナアレイ３１は
Ｎ×Ｍサイズの２次元である。これらのＮ×Ｍ個のアンテナはＮ×Ｍ個の別個のＲＦ信号
を送受信する。図６のシステムの別の一般化として、Ｎ×Ｍ個のＲＦ信号は特定の方法で
結合されてＫ個のＲＦ信号を生成し、それらの信号はＫ－ＲＦ全二重インタフェースと称
される全二重相互接続ネットワーク３０１を通じて送信される。Ｋ－ＲＦプロセッサと称
されるＲＦ／アナログ／デジタル信号プロセッサ３００はＫ個のＲＦ信号を処理して、向
上されたセクタ／セル全体の平均スペクトル効率を得る。このＫ－ＲＦプロセッサ機能の
詳細をさらに以下に説明する。
【００７８】
　アンテナアレイに２次元を追加することで、放射方向ならびに方位角に関して放射全体
を成形するという新しい基本的な能力が得られる。その結果、このシステムはペンシルビ
ームを生成することができる。図１１（ａ）および１１（ｂ）は２次元アンテナアレイ３
１を使用する上記システムの放射パターンを示す。水平面では、放射接地到達範囲３２は
ゼロ信号領域によって囲まれる円形信号領域である。垂直面では、放射は図１１（ｂ）の
セクション３３によって示されるように狭い。ペンシルビーム３４全体を図１１（ａ）に
示す。
【００７９】
　図１２は、本開示の一側面に係る、２次元アンテナアレイとペンシルビームとを使用す
る、基地局３５がサービスを供給する無線セルを示す。基地局３５はペンシルビーム３４
などの３つのペンシルビームによってカバーされる３つの強信号領域内のモバイルとの間
の信号を増強し、これらの強信号領域外のモバイルとの間の信号を除去する。有効には、
ペンシルビームを有する基地局３５は、図５の基地局１、また図９の基地局２４と比較し
てもビーム領域内のＳＮＩＲを向上させる。理論的には、ペンシルビーム３４などのペン
シルビームを配置し、Ｎ×ＭＲＦ信号の位相と大きさを変更することによってセクタ内の
任意の位置に電子的に移動させることができると言及することが重要である。
【００８０】
　図１１および１２は、急角度で定義されたビームを示す（たとえば、ＲＦ信号の大きさ
はビーム縁線上で有限値からゼロに急激に変化する）。これは図１３に示される実際のケ
ースの単純な図解化である。実際上、ビーム変化内のＲＦ出力密度５０は途切れなく連続
的に変化する。必然的に、セクタ内の点５２ではＲＦ出力密度が最大となる。その点から
直線上の任意の方向に離れると、ＲＦ出力密度はピーク値からの３ｄＢの変動となる点５
３で最大値の半分に至るまで減少する。この点５３は、本開示にしたがいビーム縁を任意
に定義できる場所である。この領域外で、ビーム出力密度は使用される空間フィルタリン
グ設計により点５１でゼロへと減衰する。アンテナアレイのサイズが大きくなるにつれ、
実現され得る空間フィルタの移行領域は急になる。
【００８１】
　したがって、慣習上、一般性を失うことなく、ここに記載されるビームカバー領域（た
とえば、強信号領域４０）は－３ｄＢ出力密度縁線内と考えられる。加えて、ビーム幅は
ビーム開始点（すなわち、アンテナアレイの中心）からの視野角として定義される。たと
えば、「１５度ビーム」はピーク出力密度点を囲む領域であって、出力密度がその点から
３ｄＢ以上である領域とすることができ、この領域はアンテナアレイの中心から１５度の
視野角を有する。
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【００８２】
　ペンシルビームは方位角と放射方向の両方に関して狭いため、必然的にＲＦスペクトル
を再使用することができ、これは無線ネットワークのスペクトル効率を向上させる重要な
能力である。言い換えると、セクタ内で相互に十分離れて配置されるペンシルビームは安
全に同一のＲＦスペクトルを使用して（ビーム対ビーム干渉がほとんどか全くない）、独
立した並列ストリームで情報を送信することができる。理論的には、ビームが狭いほど、
より多くのビームを同一のＲＦスペクトルでの並列送信のために使用することができ、よ
り高いスペクトル効率が達成される。しかしながら、独立した信号の並列送信の数はＫ、
図１０のＫ－ＲＦ全二重インタフェース３０１のサイズに限定される。概して、この相互
接続ネットワークを通じて流れる信号はビーム信号の線形組合せである。重要な特定のケ
ースは、Ｋ個のビームが存在し、Ｋ－ＲＦ全二重インタフェースの各チャネルが単独のビ
ームの信号を担持する状況である。
【００８３】
　図１０のパラメータＫのサイズとシステムのハードウェア方法はシステムのコストに重
要な役割を果たす。これを以下より詳細に説明する。
【００８４】
フェーズドアレイ（Ｐｈａｓｅｄ　Ａｒｒａｙ）の使用
　図１０の基地局システムのＲＦ／アナログセクションは、Ｎ×Ｍ個のアレイ３１、Ｋ－
ＲＦ全二重インタフェース３０１、およびＫ－ＲＦプロセッサ３００内の無線回路を備え
る重要なサブシステムである。実際上、このＲＦ／アナログセクションはフェーズドアレ
イで実現することができる。アナログアレイ、デジタルアレイ、広範なハイブリッドソリ
ューション、研究開発段階の新規なアレイなど、多数の種類の装置がある。
【００８５】
　第１の例として、Ｋが１（単独の無線システム）である場合、図１０のシステムのＲＦ
／アナログセクションは、すべてのアンテナ信号が共同フィードを用いて単独のＲＦ信号
に結合される従来のアナログ・フェーズド・アレイである（たとえば、Ｒ．Ｍａｉｌｌｏ
ｕｘ著「フェーズド・アレイ・アンテナ・ハンドブック」第２版、Ａｒｔｅｃｈ　Ｈｏｕ
ｓｅ、２００５年を参照）。現在、これらの従来のアナログ・フェーズド・アレイは、携
帯電話などの商業用無線システム用途にとっては非常に高額である。
【００８６】
　第２の例として、ＫがＮ×Ｍ（Ｎ×Ｍ個の無線システム）である場合、図１０のシステ
ムのＲＦ／アナログセクションは、各アンテナ信号がデジタル領域で個別に生成または処
理される現代のデジタル・フェーズド・アレイである。アナログアレイと同様、軍事用レ
ーダで使用されるこれらの汎用システムも、商業用無線システムにとっては非常に高額で
ある。部分アナログおよび部分デジタル・フェーズド・アレイを使用する従来のハイブリ
ッドソリューションもまた高額である。
【００８７】
　ペンシルビーム能力を有する基地局システムのＲＦ／アナログセクションの低コスト・
フェーズド・アレイ・ソリューションは米国特許出願第１３／１７３，３００号に開示さ
れており、引用により全文を本明細書に組み込む。このフェーズドアレイは小さなＫパラ
メータ（たとえば、Ｋ＝２～８）と中間周波数（ＩＦ）インタフェースを使用する。上記
フェーズド・アレイ・ソリューションを利用するペンシルビームシステムを図１４に示す
。フェーズドアレイ３６はＮ×Ｍサイズの２次元であり、等角（たとえば、非平面）とす
ることができる。Ｋ個のＩＦ信号は、Ｋ－ＩＦ全二重インタフェースと称される全二重相
互接続ネットワーク４０１を通じて、Ｋ－ＩＦプロセッサと称されるＩＦ／アナログ／デ
ジタル信号プロセッサ４００との間で送受信される。このフェーズド・アレイ・ソリュー
ションにおけるコスト面の突破口は、米国特許出願第１３／１７３，３００号に記載され
るようなＲＦ同期化方法によって可能になるシリコン集積回路と低コストアセンブリとの
使用から生じる。使用されるハードウェア方法のため、このフェーズドアレイはビーム形
成およびステアリング能力において極めて迅速である（すなわち、１つのビーム構成から
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次のビーム構成に非常に迅速に切り替わることができる）。実際上、このビームスイッチ
ング速度は、送信されるデータの転送速度によって表される情報流の速度と同時とみなす
ことができる。当然ながら、その他のビームステアリングに対する従来のアプローチを採
用することができるが、通常は複雑度とコストが増大し、速度が低下するというペナルテ
ィを負う。
【００８８】
アジャイルビーム（Ａｇｉｌｅ　Ｂｅａｍｓ）法
　図１０の基地局システムと図１４の基地局システムは、理論的には上述したようにスペ
クトル効率を高めることのできる、複数のペンシルビームを生成する基本能力を備える。
しかしながら、追加の考慮が実用化に必要である。これらの考慮の主目的は、最適セクタ
到達範囲および最適無線クライアント接続性のためのシステム動作技術を開示することで
ある。アジャイルビーム法と称される新規の動作技術をここで紹介する。アジャイルビー
ム法は送信にも受信にも同じく有効である。したがって、それぞれのケースを個々に説明
する必要はなく、以下の考慮はいずれのケースにも適用される。
【００８９】
　図１０の基地局システムまたは図１４の基地局システムは、モバイルクライアントとの
間のＫ個以下の並列する独立データ転送をサポートすることができる。上述の低コスト・
フェーズド・アレイ・ソリューションと一致するＫの小さな値とＫ個の狭ペンシルビーム
の使用を前提とすると、セクタの大部分がビーム外にとどまることは明白である。アジャ
イルビーム法はこの欠点を軽減する。
【００９０】
　後述の例では、４つの１５度ビーム（Ｋ＝４）を１度に使用することを検討しているが
、単に一例であり、一般性を失うものではない。開示される技術が他の多くのビーム数ま
たはビーム幅に対しても有効であることは自明であろう。これらの技術は、たとえビーム
が概してペンシルビームでなくても有効である。
【００９１】
　図１５が示すように、１２０度のセルラーセクタは、簡略化のため「円」と称する２０
個の均等な円形領域を含む２つの隣接する正三角形によって近似させることができる。円
形領域６０は２０個の円のうちの１つである。円６１などの周辺円はセルタワー位置から
約１５度の視野角（正三角形の角度６０度を４つの周辺円で割った角度が１５度）を有す
る。慣習上、および簡略化のため、２０個の円のいずれもセルタワーから開始される１５
度ビームの接地面を有する交点とみなすことができる。これはタワー近傍のビーム拡張効
果、タワー長効果、ビーム傾斜効果を無視している。しかしながら、これらの詳細は限定
することを目的としていない。原則的には、図１０または１４のシステムは、まさに図１
５に図示されるように２０個の円のうちのいずれも覆うようにサイズを変えられるペンシ
ルビームを生成することができる。加えて、図１５はすべてのビームに対する見通し内（
（ＬＯＳ）伝播を推定している。後で、システム実行可能性とパフォーマンスに重大な影
響を及ぼさないこの理想的状況については排除する。
【００９２】
　４つの１５度ペンシルビームの使用はセクタ領域の約５分の１（２０個の円のうち４つ
）をカバーする。セクタ全体に到達範囲を拡張するには、複数のビームセットが必要であ
る。図１６の図が示すように、このような到達範囲はビーム間干渉が最小限か全くない場
合に可能である。図１５に示されるようなセクタに近似する５セットの円が図１６（ａ）
～１６（ｅ）にそれぞれ示されている。各セットの円は、強信号を有する４つのそれぞれ
の領域をカバーする異なる構成の４つのペンシルビームに対応する。たとえば、図１６（
ａ）では、アンテナアレイ６２によって生成される第１のビームが強信号を有する領域６
３を提供し、第３のビームが強信号を有する領域６５を提供する。同様に、図１６（ｂ）
では、第２のビームと第４のビームが強信号を有する領域６４および６６をそれぞれ提供
する。強信号を有する４つのそれぞれの領域をカバーする４つのビームの各構成はビーム
群と称される。
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【００９３】
　図１６（ａ）～１６（ｅ）の強信号を有する４つの円の各セットはビームパターンと称
する。５つのビームパターンのアンサンブルはセクタ全体をカバーし、各ビームパターン
はビーム群の４つの１５度ペンシルビームによってカバーされる４つの強信号領域を含む
。したがって、図１６（ａ）～１６（ｅ）では、５つの対応するビーム群：群１、群２、
群３、群４、群５によって生成される５つのビームパターンがある。各ビーム群中のビー
ムは相互に干渉しないように互いに離して配置される。同一の特性を有する（それぞれの
ビーム群によって生成される）ペンシル・ビーム・パターンのその他類似のアンサンブル
も可能である。また、ペンシルビームではなく細長ビームや星形ビームなどのビームで上
記のパターンアンサンブルを生成することもできる。
【００９４】
　図１６の５つのビームパターンを一例として使用して、セクタ全体をカバーする１つの
方法には、１回で１つのみのビームパターン、何回かですべてのビームパターンとなるよ
うにビームパターンのオンオフを切り替えることである。最大スペクトル効率を得るには
、ビームパターンのない時間が必要である。言い換えると、最大スペクトル効率を得るに
は、情報が基地局と無線クライアントとの間を常時流れているべきである。
【００９５】
　実行可能な無線通信システムを入手するため、基地局と無線クライアント間の情報転送
は、ビーム・パターン・スイッチングのプロセスと協調させなければならない。このビー
ム・パターン・スイッチングと協調された情報転送との組合せはアジャイルビーム法と称
される。「アジャイル」という文言は、ビームパターンが情報転送レートと比較して非常
に迅速に切り替わり、ビームスイッチング中の情報ロスが防止されるという暗黙の要件を
指す。
【００９６】
　アジャイルビーム法の協調スケジューリング戦略は基本的に、従来のビームステアリン
グ技術の処理戦略と異なる。上述したように、従来のビーム・ステアリング・ケースでは
、システムは常にセクタ全体を完全に掌握しており、ある方向では最大値で（クライアン
トがサービスを提供される）、別の方向ではヌルで（干渉相殺）「ビーム」構成を形成す
る。この戦略は「基地局追跡モバイル」と称される。アジャイルビーム法では、ビームで
モバイルを追跡するのではなく、モバイルは基地局によって生成されるアジャイルビーム
でセクタ到達範囲のプロセスにしたがい基地局と通信するようにスケジューリング／プロ
グラミングされる。したがって、この戦略は「基地局追跡モバイル」と称することができ
る。
【００９７】
アジャイルビームシステムの例
　最も一般的なケースでは、アジャイルビーム法は、ビームパターンの不規則かつ動的な
スイッチングと、変動するビームパターン（ビームの数とビームのサイズ）と共に使用す
ることができる。たとえば、セクタの特定領域に一定期間、無線クライアントがいない場
合、その領域をカバーするそれぞれのビームは他のビームパターンをオンにするのに有利
なようにオフにしておくことができる。同様に、特定領域で大量の無線トラフィックがあ
る場合、それぞれのビームを常にオンにしておくことができる。あまり一般的でないがよ
り簡易なアジャイルビーム法の適用では、図１６の５つのビームパターンまたはその等価
を不定に繰り返すことができ、各ビーム群は時間の５分の１オンになるビームパターンを
生成する。事実上、この簡易なプロセスは、別個のステップで４つのビームでセクタを走
査することと等価である。
【００９８】
　ビーム・パターン・スイッチングと情報転送間の適切な協調がアジャイルビーム法にと
っては重要である。図１７は、マルチビーム走査の単純なケースでこの機能を提供する実
現可能な基地局サブシステムを示す。このサブシステムは図１０の基地局システムまたは
図１４の基地局システムに含めることができる。図１７のＮ×Ｍ個のフェーズドアレイ３
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７は、信号７０を介して物理層処理７１との間を行き来する、Ｋ個のＲＦ信号を送信また
は受信するＫ個のアジャイルビームを生成する。フェーズド・アレイ・ビームは、ＭＡＣ
（メディアアクセス制御）ソフトウェアによって制御されるＫ－ビーム形成および走査モ
ジュールと称されるモジュール７３を通じてプログラミングされる。このモジュールは、
高レベルＭＡＣコマンドを要求されるビームパターンを生成するためにフェーズドアレイ
によって使用される位相および大きさに、およびビームスイッチング／走査プログラムに
変換する。制御信号７４はビーム形成情報をフェーズドアレイに転送する。
【００９９】
　ビームスイッチング／走査と情報転送間の協調が行われるのはＭＡＣ層である。時間／
周波数通信リソースを無線クライアントに割り当てるＭＡＣの一部であるスケジューラ７
２は、ビームがそれぞれのクライアントのいる領域に到達範囲を提供する期間中、無線ク
ライアントの送受信時間をスケジューリングする。物理層処理ブロック７１は調整された
アナログフォーマットへの／からのデジタルデータへの／からのＲＦ信号を変換する標準
動作を提供する。
【０１００】
　図１７に開示され上述された機能は、１つまたはそれ以上のプロセッサと、各種機能用
の適切なプログラムコードを記憶するメモリ（たとえば、ＲＯＭ、ディスク記憶装置、永
久記憶装置など）と、プログラムコードの実行中に使用されるＲＡＭおよび／またはアク
ティブメモリとを含むファームウェアまたは処理システム、または両者の組合せによって
通常は実現することができると理解すべきである。
【０１０１】
　上述の例にあるような４つのビームパターンを有するアジャイルビーム法はＬＴＥ基準
に合致する。後者はＭＩＭＯのために最大４つの基地局アンテナを許容するため、物理層
とインタフェースとを通じて４つの独立したストリームのデータ送信をサポートする。加
えて、ＬＴＥ ＭＡＣ層スケジューリングは時間および周波数スロット割当が極めて柔軟
で、協調スケジューリングを可能にする。さらに、アジャイルビーム法は生来ＬＴＥのデ
ータフレーム構造に組み込まれるため、高い平均スペクトル効率をもたらす。
【０１０２】
　一実施形態では、図１６を参照して説明される走査スキームは５ｍｓ毎に不定に繰り返
すことができ、各４ビームパターンは１度に１ｍｓ作動される。これは、アンテナ・ビー
ム・パターン（またはビーム群）がＬＴＥサブフレーム（１ｍｓ）毎に変動して、アンテ
ナの焦点を各サブフレームでセクタの別の２０％に合わせることに相当する。１０ｍｓの
ＬＴＥフレーム中、セクタ内の各点は計２ｍｓ間、２回カバーされ、短サイクリックプレ
フィックス（サブフレームにつき１４パケット）を含む２８パケットまたは長サイクリッ
クプレフィックス（サブフレームにつき１２パケット）を含む２４パケットに相当する。
【０１０３】
　２５０Ｋｍ／ｈで移動するモバイル（ＬＴＥフレーム毎に０．７ｍの位置変化）の場合
、７ｍの位置変化（各ビーム領域に関し、１０個のＬＴＥフレーム、サブフレームにつき
１４パケット、フレームにつき供される２つのサブフレーム）内に少なくとも２８０個の
ＬＴＥパケットが生じる。この位置変化は各ビームによってカバーされる領域の半径より
も小さい。たとえば、半径５００ｍの小さなセクタの場合、各ビームは半径６４．５ｍの
円形領域をカバーする。５Ｋｍの半径のセクタの場合、各ビームは半径が６４５ｍの円形
領域をカバーする。ゆっくりと移動するモバイルは各所定のビーム位置に関しさらに良好
な到達範囲を得ることができ、静止するモバイルはビーム位置から連続的な到達範囲を得
ることができる。これらの単純な計算が示すように、複数のアジャイル・ペンシル・ビー
ムでセクタをカバーする利点は、セクタ到達範囲が事実上連続しており、基地局がモバイ
ルに接触していない長い期間がない点である。
【０１０４】
　上述の例では、システムは連続的かつ規則的に繰り返しビーム群を巡回する（すなわち
、群１、群２、群３、群４、群５のシーケンスが連続的に繰り返されて、各ビーム群が同
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一長の時間生成される）。しかしながら、反復的なビーム群の巡回は、状況の求めに応じ
て不規則または不定期にも実行することができる。たとえば、異なるビーム群を異なる長
さの時間生成することができる、および／または順不同に生成することができる、および
／または１サイクル中にいくつかの群を2度以上生成することができる。この問題に関す
るより詳細な点を以下に説明する。
【０１０５】
無線クライアント制御
　上記のアジャイルビーム法の説明では、基地局は時間スケジューリング情報を含む無線
クライアント制御情報を通信することができると暗黙に仮定されていた。この通信は通常
、特別な制御チャネルを通じて行われ、普通は高速データチャネルよりもかなり低いＳＮ
ＩＲを要する。制御チャネルを確定し維持する単純な方法は、別々の静止する１２０度ビ
ームでセクタ全体をカバーすることである。しかしながら、このアプローチは１つのビー
ムを浪費する場合があり、現行の無線基準の修正を要する可能性が高い。代替アプローチ
を以下に説明する。
【０１０６】
　ビーム数とビームサイズは以下のようにして選択することができる。ａ）ビームは、ビ
ーム間の中間点で、アンテナの空間フィルタリングが阻止帯域に達するように十分細くあ
るべきである、ｂ）ビーム幅は、セクタの相当部分がわずかなアンテナ放射でカバーされ
ないほど狭くてはならない。システムが狭ビーム（たとえば、十分に大きなフェーズドア
レイ）を生成する能力を有すると仮定すると、これは正しいビーム幅とビーム数を選択す
ることによって可能である。図１８および１９はこの点を示す。適切な設計を図１８（ａ
）および１９（ａ）に示す。ここで、第１のビーム５４の強度はビーム中心から離れた半
径１．５のビーム幅外では無視できるほど小さく、第２のビーム５５を実質上干渉しない
。しかしながら、低エネルギーにもかかわらず、ビーム間の領域はまだカバーされている
。少なくとも２つのビームがこの領域をどの方向でもカバーしているため、基地局は低Ｓ
ＮＩＲでモバイル制御情報と通信できる可能性を維持する。概して、ビーム間領域は静穏
であることを目的とし、すなわち、それらの領域内のモバイルはペイロードデータを送受
信できないが、基地局はネットワーク管理のためにモバイルとの低レート制御信号をまだ
維持することができる。これにより、アジャイルビーム法を使用せずに従来の配備と同様
に効率的にモバイルを制御することができる。
【０１０７】
　図１８（ｂ）のように最適ビームよりも細いビームを使用すると、ビーム間領域は第１
のビーム５６によっても第２のビーム５７によってもカバーされていないため、モバイル
制御能力が妨害される。図１９（ｂ）のように最適ビームよりも広いビームを使用すると
、第１のビーム５８と第２のビーム５９は自らのパワー配分を相互に向けて拡張している
ため、ビーム間の干渉の可能性が生じる。
【０１０８】
見通し外（Ｎｏｎ　Ｌｉｎｅ　ｏｆ　Ｓｉｔｅ，ＮＬＯＳ）ケース
　これまでの考慮では、明瞭化のためＬＯＳ（見通し内）無線接続を推定した。実際には
、セルラー無線通信がＬＯＳ状況でのみ発生するのは、あったとしてもごくわずかなケー
スである。典型的な状況では、数個のみのモバイルがＬＯＳにあり、大部分のモバイルは
建物やその他の人口構造物および木や大岩などの天然障害物上の信号反射を通じて基地局
と通信する。加えて、同一の信号の多くの反射は異なる時間に到着することが多く、マル
チパス干渉やフェーディングを引き起こす。
【０１０９】
　ＬＯＳおよびＮＬＯＳ伝播は通信システム全体にとって重要な考慮事項であるが、基地
局アンテナの観点からは、重要なのはＲＦエネルギーをソースまたはシンクする空間能力
のみであって、入射または出射がどのようにセクタ内を移動するかではない。したがって
、概して、たとえば、全ＬＯＳケースまたは全ＮＬＯＳケースまたはその組合せの場合、
図１４のフェーズドアレイによって生成される図１６のパターンは実際まさにフェーズド
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アレイの正面に来る。言い換えると、フェーズドアレイの正面に配置されたフェーズドア
レイと平行な面を考える場合、この面を通る４つのビームのＲＦソーシングまたはシンキ
ングパターンは図１６に示されるようなものになる。これは、その面が近接効果場を回避
するほど十分に遠く、フェーズドアレイと面との間に物理的妨害物がないことを前提とし
ている。この論理的考慮を３つのビームに関して図２０に例示する。有限平面８１はアン
テナアレイ８０の正面に配置され、図１６のパターンと同様に３つのビーム８２、８３、
８４は３つの対応領域８５、８６、８７で有限平面８１と交差する。
【０１１０】
　先に推定したような全ＬＯＳケースでは、有限平面上のビームパターンは単純な幾何学
的突起（円錐）を介して対応するセクタ領域に直接マッピングされて位相特性を保持する
。すなわち、連続領域が連続領域などにマップされる。ＮＬＯＳケースでは、このマッピ
ングは一層複雑になる可能性があり、概して位相特性を保持しない。すなわち、アンテナ
の正面の有限平面上の連続円形領域はいくつかのばらばらな領域にマップされる場合があ
る（たとえば、物理的に近すぎないモバイルはまだ同一のビーム上で基地局と最適に通信
することができる）。当然ながら、フェーズド・アレイ・ビームが狭くなるにつれ、アン
テナ放射に対してより簡易なセクタマッピングができる可能性が高まる。以下では、２つ
のＮＬＯＳケースはアジャイルビーム法で、単純なケースと一般的なケースと特定される
。
【０１１１】
　単純なＮＬＯＳケースは「１モバイル対１ビーム」ケースである。アンテナ放射へのセ
クタマッピングの複雑度に関係なく、具体的なスケジューリングのために、各モバイルが
３つのビームのうち１つのみを通じて基地局と通信する場合、アジャイルビーム法ではこ
のＮＬＯＳケースはＬＯＳケースと略同一である。言い換えると、たとえばスケジューラ
７２が、どの単独のビームがすべてのモバイルをカバーするのかを常に掌握している場合
、モバイルの実際の物理的位置は無関係である。当然ながら、この場合、高速で移動する
モバイルはＬＯＳケースの場合よりもずっと高速に小さなＮＬＯＳカバースポットを横断
することができる。しかしながら、おそらくこの状況は、同一のタワー配備を備えるその
他の無線システムよりもずっと優れてはいないであろう。この状況は適切なネットワーク
プランニングとアンテナ配置によって適切に緩和される（到達範囲下の全領域が妥当に「
照らされるように」確保する）。
【０１１２】
　繁華街などの非常に分散的な環境では、単純なＮＬＯＳケースを有するようにモバイル
を常にスケジューリングできるとは限らない。これは一般的なＮＬＯＳケースである。こ
の状況で、ビームパターン中の少なくとも２つのビームはいくつかのモバイルをカバーす
る。しかしながら、これは、単独のアンテナを有するクライアントでの従来の空間的多様
性ＭＩＭＯと異なるものではなく、同一の処理ソリューションで対処することができる。
図２１は、図１７のサブシステムと類似するが標準的ＭＩＭＯ処理７５で増強されている
サブシステムを示す。従来のＭＩＭＯシステムと比較して、アジャイルビーム法は、フェ
ーズドアレイが顕著でプログラム可能な空間フィルタリング効果をＲＦフロントエンドに
おいて生成し、ＲＦ信号のＳＮＩＲを向上させるという利点を追加する。
【０１１３】
ビーム割当アルゴリズム
　上記説明では、スケジューラ７２は、どのビームが各モバイルに適するかを常に掌握し
ていると仮定した。このような場合、スケジューラ７２がこの知識を入手し保持する方法
はいくつかある。単純なサーチに基づく技術を以下に説明する。
【０１１４】
　まず、アジャイルビーム法にしたがい動作するシステムがオンになった後の特定の時間
に、すべてのモバイルが図１６に示されるようなセクタ走査と協調してビームを矯正し基
地局と通信するように割り当てられると想定する。モバイルがセクタ周囲を移動すると、
そのうちいくつかは、異なるビームによって異なる時間に、割り当てられたカバー領域か
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ら離れて異なる領域に向かって移動する。しかしながら、システムは高速走査によって頻
繁に各モバイルと通信するため、１つのビームからの「離脱」はチャネル品質の単調な劣
化として示される。これにより、スケジューラ７２がトリガされて、他のビームパターン
に対応する時間スロットで制御データの送信を開始するようにモバイルに要求する。基地
局が（適切に設計された複数のビームおよび走査により）セクタ全体との連絡を常時維持
することができる能力を備えることを思い起こしてもらいたい。検討してきたＬＴＥ例の
場合、わずか５ｍｓの間に、スケジューラ７２は、モバイルが別のビーム内に「出現する
」か否か、それがどのビームであるかを知るべきである。また、スケジューラ７２はモバ
イルチャネル品質を監視することができ、適切な時間に（新ビームのチャネル品質は旧ビ
ームよりも高い）モバイルを新ビームに切り替える。
【０１１５】
　「ブラインド」サーチに基づく上述の簡易なアルゴリズムは、システムが迅速であり、
モバイルと基地局との間で情報を交換する機会が多いために実現可能である。一般的なＮ
ＬＯＳケースでも、これらのサーチはモバイルの最適割当に向けてビームに迅速に収束す
る。このアルゴリズムの高レベルな解釈とは、チャネル品質の高いモバイルがセクタ走査
プロセスと同期して維持される一方、新たな最適割当が発見されるまで、チャネル品質が
劣化しているモバイルが走査パターンとの決定性非同期動作（ほとんどが制御データ）下
に置かれることである。
【０１１６】
　システムの開始は、モバイルを漸進的に１つずつ引き入れ、追加のモバイルを引き入れ
る前に各モバイルを対応する最適ビーム内に配置するように設計することができる。たと
えば、モバイルによるＧＰＳ座標報告と基地局に記憶され動的に更新されるＧＰＳマップ
とに基づく、より高機能なモバイル－割当原理も可能である。さらに別の実行可能なビー
ム割当アルゴリズム原理は、隣接チャネル品質について報告するモバイルを使用すること
である。
【０１１７】
　要約すると、本開示は、ピークスペクトル効率に近い平均スペクトル効率を達成する技
術について説明している。これは低コストネットワークのアップグレードで無線システム
容量を最大１０倍に増大させることを表す。
【０１１８】
　現時点では、上述の本開示にしたがい無線システムにおける高平均スペクトル効率を達
成する技術は、ある程度まで入力データの処理と出力データの生成とを含むということに
注目すべきである。この入力データ処理と出力データ生成は、ハードウェアまたはソフト
ウェアで実行することができる。たとえば、特定の電子部品を、上述の本開示にしたがい
無線システムにおいて高平均スペクトル効率を達成することに関連する機能を実行する基
地局あるいは類似または関連の回路で採用することができる。もしくは、指示に従い動作
する１つまたはそれ以上のプロセッサが、上述の本開示にしたがい無線システムにおいて
高平均スペクトル効率を達成することに関連する機能を実行することができる。上記のこ
とが当てはまる場合、上記指示を１つまたはそれ以上の非一時的プロセッサ読取り可能媒
体（たとえば、磁気ディスクまたはその他の記憶媒体）に記憶させることができる、ある
いは１つまたはそれ以上の搬送波に組み込まれる１つまたはそれ以上の信号を介して１つ
またはそれ以上のプロセッサに送信することができることも本開示の範囲に含まれる。
【０１１９】
　本開示は、ここに記載される特定の実施形態によって範囲を限定されない。事実、ここ
に記載の実施形態に加えてその他の各種実施形態および本開示の変形は、上記の説明と添
付図面から当業者にとって自明であろう。よって、上記のその他の実施形態および変形は
本開示の範囲に属すると意図される。さらに、本開示は少なくとも１つの具体的な目的の
ための少なくとも１つの具体的な環境における少なくとも１つの具体的な実施例を背景と
して説明したが、当業者であれば、その有効性は該実施例に限定されず、本開示が多数の
目的のための多数の環境下で有益に実現可能であると理解するであろう。したがって、後
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述する請求項は、本明細書に記載される開示の範囲および精神全体に鑑み解釈されるべき
である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６（ａ）】

【図１６（ｂ）】 【図１６（ｃ）】
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【図１６（ｄ）】 【図１６（ｅ）】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】
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