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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム情報を検出することを容易にする方法であって、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１
つのパンクチャされた送信シンボルを、パンクチャ・パターンから識別することと、
　前記送信シンボルが、ゼロに設定された送信電力でパンクチャされた場合、前記少なく
とも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視することに
よって、前記基地局からのシステム情報を復号し、前記システム情報の復号時間を低減す
ることと、
を備える方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルは、少なくとも１つのパンクチャ
された物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シンボルである、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義される、請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
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　前記パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義される、請求項１に記載の方法
。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本願は、２００９年８月１１日に出願された「干渉元のセルの送信をパンクチャするこ
とによる干渉緩和」（INTERFERENCE MITIGATION BY PUNCTURING TRANSMISSION OF INTERF
ERING CELLS）と題された米国仮特許出願６１／２３３，１０７号の利益を主張する。上
記出願の全体は、参照によって本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　以下の記載は、一般に、無線通信に関し、さらに詳しくは、無線通信システムにおいて
干渉元のセルの送信をパンクチャすることによって、物理ブロードキャスト・チャネル（
ＰＢＣＨ）の干渉を緩和することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、例えば、音声、データ等のようなさまざまなタイプの通信コンテ
ンツを提供するために広く開発された。一般的な無線通信システムは、利用可能なシステ
ム・リソース（例えば、帯域幅、送信電力等）を共有することにより、複数のユーザとの
通信をサポートすることができる多元接続システムでありうる。そのような多元接続シス
テムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）シス
テム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）システム等を含む。さらに、これらシステムは、例えば、第３世代パートナシップ計画
（３ＧＰＰ）、３ＧＰＰロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）、ウルトラ・モバ
イル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、または、例えばイボリューション・データ・オプティ
マイズド（ＥＶ－ＤＯ）のようなマルチ・キャリア無線仕様、あるいはこれら技術の１ま
たは複数の改訂技術等に準拠しうる。
【０００４】
　一般に、無線多元接続通信システムは、複数のユーザ機器（ＵＥ）のための通信を同時
にサポートしうる。ＵＥはおのおのの、順方向リンクおよび逆方向リンクにおける送信に
よって、１または複数の基地局と通信しうる。順方向リンク（すなわち、ダウンリンク）
は基地局からＵＥへの通信リンクを称し、逆方向リンク（すなわち、アップリンク）はＵ
Ｅから基地局への通信リンクを称する。さらに、ＵＥと基地局との間の通信は、単一入力
単一出力（ＳＩＳＯ）システム、複数入力単一出力（ＭＩＳＯ）システム、複数入力複数
出力（ＭＩＭＯ）システム等によって確立されうる。さらに、ＵＥは、ピア・ツー・ピア
無線ネットワーク構成で、他のＵＥと（および／または基地局が他の基地局と）通信する
ことができる。
【０００５】
　ヘテロジニアスな無線通信システム（例えば、ヘテロジニアスなネットワーク（Ｈｅｔ
Ｎｅｔｓ）等）は一般に、さまざまなタイプの基地局を含みうる。これらの各々は、異な
るセル・サイズに関連付けられうる。例えば、マクロ・セル基地局は、一般に、マスト、
屋上、その他の既存の構造等の上に搭載されたアンテナ（単数または複数）を導入する。
さらに、マクロ・セル基地局はしばしば、数１０ワットのオーダの電力出力を有しており
、広いエリアのために有効通信範囲を提供しうる。フェムト・セル基地局は、最近出現し
た別のクラスの基地局である。フェムト・セル基地局は、一般に、住宅環境または小規模
ビジネス環境向けに設計されており、バックホールのための既存のブロードバンド・イン
ターネット接続（例えば、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、ケーブル等）およびＵＥ（複数
）と通信するために、無線技術（例えば、３ＧＰＰユニバーサル・モバイル・テレコミュ
ニケーション・システム（ＵＭＴＳ）またはロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ
）、１ｘイボリューション・データ・オプティマイズド（１ｘＥＶ－ＤＯ）等）を用いて
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、ＵＥへ無線有効通信範囲を提供しうる。フェムト・セル基地局はまた、ホーム・イボル
ブド・ノードＢ（ＨｅＮＢ）、ホーム・ノードＢ（ＨＮＢ）、フェムト・セル等とも称さ
れる。その他のタイプの基地局の例は、ピコ・セル基地局、ミクロ・セル基地局等を含む
。
【０００６】
　ヘテロジニアスなネットワークでは、セルは、潜在的に、近隣のセルへ顕著な干渉を引
き起こしうる。例えば、ＵＥは、マクロ・セル基地局にアクセスすることを試みうる。し
かし、ＵＥは、フェムト・セル基地局またはピコ・セル基地局により近く配置されうる。
例によれば、ＵＥは、フェムト・セル基地局が、制約された関係しか有さないのであれば
、フェムト・セル基地局にアクセスすることができない。したがって、フェムト・セル基
地局は、マクロ・セル基地局への強い干渉体になりえる。別の例によれば、ピコ・セル基
地局は、範囲拡張を行う場合、マクロ・セル基地局へ、顕著な干渉をもたらしうる。
【０００７】
　ヘテロジニアスなネットワーク内の近隣のセルからの干渉は、システム情報の配信に有
害な悪影響を与えうる。さらに詳しくは、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）は、セルへの初
期アクセスのためにＵＥによって使用されうる制限された数のパラメータを含みうる。Ｍ
ＩＢは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）で伝送されうる。ＰＢＣＨは、制
御チャネルおよびデータ・チャネルを復号するために不可欠である時間クリティカルな情
報を伝送する。さらに、同期システムでは、近隣のセルからのＰＢＣＨ信号は、一般に、
共通のリソース要素のセットで、共通の時間で送信されるので、近隣のセルからのＰＢＣ
Ｈ信号は、互いに衝突しうる。ＰＢＣＨ信号を送信および復号するための従来技術は、し
ばしば、強い干渉環境において有害な悪影響を受ける。
【発明の概要】
【０００８】
　以下は、１または複数の実施形態の基本的な理解を提供するために、そのような実施形
態の簡単な概略を示す。この概要は、考えられるすべての実施形態の広範囲な概観ではな
く、すべての実施形態の重要要素や決定的要素を特定することも、何れかまたはすべての
実施形態のスコープを線引きすることも意図されていない。その唯一の目的は、後に示さ
れるより詳細な記載に対する前置きとして、簡略化された形式で１または複数の実施形態
のいくつかの概念を表すことである。
【０００９】
　１または複数の実施形態およびその対応する開示によれば、さまざまな態様が、ヘテロ
ジニアスな無線通信環境における干渉の制御を容易にすることに関して記載される。干渉
元の基地局からの物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）送信は、セル識別子（Ｉ
Ｄ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンに基づいてパンクチャされうる。パ
ンクチャは、電力制御を適用することにより有効とされうる。したがって、パンクチャさ
れたたシンボルまたはサブフレームは、低減された送信電力、または、ゼロに設定された
送信電力を有しうる。さらに、パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベース、または
シンボル・ベースで定義されうる。
【００１０】
　関連する態様によれば、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を制御することを
容易にする方法が、本明細書において記述される。この方法は、セル識別子（ＩＤ）およ
び送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボルのための送信電力を決定
することを含みうる。さらに、この方法は、この送信電力で、送信シンボルを送信するこ
とを含みうる。
【００１１】
　別の態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、セル識別子（ＩＤ）および
送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボルのための送信電力を決定す
ることと、この送信電力で、送信シンボルをブロードキャストすることとに関連する命令
群を保持するメモリを含みうる。さらに、この無線通信装置は、メモリに接続され、メモ
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リに保持された命令群を実行するように構成されたプロセッサを含みうる。
【００１２】
　さらに別の態様は、ヘテロジニアスな無線通信環境における干渉を管理することを可能
にする無線通信装置に関する。この無線通信装置は、セル識別子（ＩＤ）および送信時間
に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボルのための送信電力を決定する手段を
含みうる。さらに、この無線通信装置は、この送信電力で、送信シンボルを送信する手段
を含みうる。
【００１３】
　また、別の態様は、コンピュータ読取可能な媒体を備えうるコンピュータ・プログラム
製品に関する。このコンピュータ読取可能な媒体は、セル識別子（ＩＤ）および送信時間
に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボルのための送信電力を決定するための
コードを含みうる。さらに、このコンピュータ読取可能な媒体は、この送信電力で、送信
シンボルを送信するためのコードを含みうる。
【００１４】
　別の態様によれば、無線通信装置は、プロセッサを含みうる。ここで、このプロセッサ
は、セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シン
ボルのための送信電力を決定するように構成されうる。さらに、このプロセッサは、この
送信電力で、送信シンボルを送信するように構成されうる。
【００１５】
　他の態様によれば、本明細書では、ヘテロジニアスな無線通信環境においてシステム情
報を検出することを容易にする方法が記載される。この方法は、セル識別子（ＩＤ）およ
び送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１つのパンクチャされた送信
シンボルを、パンクチャ・パターンから識別すること、を含みうる。さらに、この方法は
、少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視す
ることによって、基地局からのシステム情報を復号すること、を含みうる。
【００１６】
　別の態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、セル識別子（ＩＤ）および
送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１つのパンクチャされた送信シ
ンボルを、パンクチャ・パターンから識別することと、少なくとも１つのパンクチャされ
た送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視することによって、基地局からのシス
テム情報を復号することと、に関連する命令群を保持するメモリを含みうる。さらに、こ
の無線通信装置は、メモリに接続され、メモリに保持された命令群を実行するように構成
されたプロセッサを含みうる。
【００１７】
　また別の態様は、無線通信環境において、システム情報を取得することを可能にする無
線通信装置に関する。この無線通信装置は、セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて
、基地局によって送信された少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルを、パンク
チャ・パターンから識別する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、少なくとも
１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視することによっ
て、基地局からのシステム情報を復号する手段を含みうる。
【００１８】
　また、別の態様は、コンピュータ読取可能な媒体を備えうるコンピュータ・プログラム
製品に関する。このコンピュータ読取可能な媒体は、セル識別子（ＩＤ）および送信時間
に応じて、基地局によって送信された少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルを
、パンクチャ・パターンから認識するためのコードを含みうる。さらに、このコンピュー
タ読取可能な媒体は、少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比
（ＬＬＲ）を無視することによって、基地局からのシステム情報を復号するためのコード
を含みうる。
【００１９】
　別の態様によれば、無線通信装置は、プロセッサを含みうる。ここで、このプロセッサ
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は、セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも
１つのパンクチャされた送信シンボルを、パンクチャ・パターンから識別するように構成
されうる。さらに、このプロセッサは、少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボル
からのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視することによって、基地局からのシステム情報を復号
するように構成されうる。
【００２０】
　前述した目的および関連する目的を達成するために、１または複数の実施形態は、後に
完全に説明され、特許請求の範囲において特に指摘された特徴を備える。本明細書に記述
された以下の説明および添付図面は、１または複数の実施形態のある実例となる態様を詳
述する。しかしながら、これらの態様は、さまざまな実施形態の原理が適用されるさまざ
まな方法のうちの僅かしか示しておらず、記載された実施形態は、そのようなすべての局
面およびそれらの均等物を示すことが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがう無線通信システムの例
示である。
【図２】図２は、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を制御するシステムの例の
例示である。
【図３】図３は、無線通信環境におけるＰＢＣＨの送信時間インタバル（ＴＴＩ）の構造
の例を例示する。
【図４】図４は、無線通信環境において導入されうるサブフレームの例の例示である。
【図５】図５は、無線通信環境において、干渉元の基地局によって送信されたＰＢＣＨシ
ンボルに適用されうる、シンボル・ベースで定義されたパンクチャ・パターンの例の例示
である。
【図６】図６は、無線通信環境において、干渉元の基地局によって送信されたＰＢＣＨシ
ンボルに適用されうる、サブフレーム・ベースで定義されたパンクチャ・パターンの例の
例示である。
【図７】図７は、半同期（semi-synchronous）ヘテロジニアス無線通信環境におけるサブ
フレーム・タイミング図の例の例示である。
【図８】図８は、ネットワーク環境内のアクセス・ポイント基地局（例えば、フェムト・
セル基地局等）の展開を可能にする通信システムの例の例示である。
【図９】図９は、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を制御することを容易にす
る方法の例の例示である。
【図１０】図１０は、ヘテロジニアスな無線通信環境においてシステム情報を検出するこ
とを容易にする方法の例の例示である。
【図１１】図１１は、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を管理することを可能
にするシステムの例の例示である。
【図１２】図１２は、無線通信環境においてシステム情報を検出することを可能にするシ
ステムの例の例示である。
【図１３】図１３は、本明細書に記載された機能のさまざまな態様を実現するために利用
されうるシステムの例の例示である。
【図１４】図１４は、本明細書に記載された機能のさまざまな態様を実現するために利用
されうるシステムの例の例示である。
【図１５】図１５は、本明細書に記載されたさまざまなシステムおよび方法と共に適用さ
れうる無線通信システムの例の実例である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　権利主張された主題のさまざまな態様が、全体を通じて同一要素を示すために同一の参
照番号が使用される図面を参照して説明される。以下の記載では、説明の目的のために、
１または複数の態様の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が述べられる。
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しかしながら、このような態様（単数または複数）は、これら具体的な詳細無しで実現さ
れうることが明確である。他の事例では、１または複数の態様の記載を容易にするために
、周知の構成およびデバイスがブロック図形式で示される。
【００２３】
　本願において使用されるような用語「構成要素」、「モジュール」、「システム」等は
、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウ
ェア、あるいは実行中のソフトウェアのうちの何れかのようなコンピュータ関連エンティ
ティを称することが意図されている。例えば、構成要素は、限定される訳ではないが、プ
ロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、集積回路、オブジェクト、実行形式、実行
スレッド、プログラム、および／またはコンピュータでありうる。例示によれば、コンピ
ューティング・デバイス上で実行中のアプリケーションと、コンピューティング・デバイ
スとの両方が構成要素となりうる。１または複数の構成要素は、プロセスおよび／または
実行スレッド内に存在し、構成要素は、１つのコンピュータに局在化されるか、および／
または、複数のコンピュータに分散されうる。さらに、これらの構成要素は、さまざまな
データ構造を格納したさまざまなコンピュータ読取可能な媒体から実行可能である。これ
ら構成要素は、（例えば、信号によってローカル・システムや分散システム内の他の構成
要素とインタラクトする１つの構成要素からのデータ、および／または、他のシステムを
備えた例えばインターネットのようなネットワークを経由して他の構成要素とインタラク
トする１つの構成要素からのデータのような）１または複数のデータのパケットを有する
信号にしたがって、ローカル処理および／またはリモート処理によって通信することがで
きる。
【００２４】
　本明細書に記載されたさまざまな技術は、例えば符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システ
ム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、
直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングル・キャリア周波数分割多元接
続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信シ
ステムのために使用されうる。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば置
換可能に使用される。ＣＤＭＡシステムは、例えばユニバーサル地上ラジオ・アクセス（
ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ２０００等のようなラジオ技術を実現することができる。ＵＴＲＡ
は、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡのその他の変形を含んでいる。ＣＤ
ＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ－８５６規格をカバ
ーする。ＴＤＭＡシステムは、例えばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標
））のような無線技術を実現することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、例えばイボルブ
ドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　
８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ（登録商標）等のような無線技術を実現することが
できる。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーシ
ョン・システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロング・ターム・イボリューション
（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの最新リリースであり、ダウンリンクで
はＯＦＤＭＡを用い、アップリンクではＳＣ－ＦＤＭＡを用いる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲ
Ａ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナシップ計画プロジェクト」
（３ＧＰＰ）と命名された組織からのドキュメントに記述されている。それに加えて、Ｃ
ＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と命
名された機構からのドキュメントに記述されている。さらに、そのような無線通信システ
ムは、アンペア（ｕｎｐａｉｒｅｄ）な無許可のスペクトルをしばしば用いるピア・トゥ
・ピア（例えば、モバイル・トゥ・モバイル）アド・ホック・ネットワーク・システム、
８０２．ｘｘ無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、および、その他任意の短距
離または長距離の無線通信技術を含みうる。
【００２５】
　シングル・キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、シングル・キャリア変
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調および周波数ドメイン等値化を用いる。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムと類似
の性能を有し、本質的に全体的に同等の複雑さを有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固
有のシングル・キャリア構造により、より低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する
。ＳＣ－ＦＤＭＡは、例えば、送信電力効率の観点から、より低いＰＡＰＲがより利点を
持つアップリンク通信において使用されうる。したがって、ＳＣ－ＦＤＭＡは、３ＧＰＰ
ロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）すなわちイボルブドＵＴＲＡにおけるアッ
プリンク多元接続性スキームとして実施されうる。
【００２６】
　さらに、本明細書では、さまざまな態様が、ユーザ機器（ＵＥ）に関連して記載される
。ＵＥは、音声および／またはデータ接続を提供するデバイスを称しうる。ＵＥは、例え
ばラップトップ・コンピュータまたはデスクトップ・コンピュータのようなコンピューテ
ィング・デバイスに接続されるか、あるいは、例えば携帯情報端末（ＰＤＡ）のような自
己完結型デバイスでありえる。ＵＥはまた、システム、加入者ユニット、加入者局、移動
局、モバイル、遠隔局、遠隔端末、モバイル・デバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デ
バイス、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、あるいはアクセス端末と称されうる
。ＵＥは、セルラ電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、無
線ローカル・ループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続機能を有するハン
ドヘルド・デバイス、コンピューティング・デバイス、あるいは、無線モデムに接続され
たその他の処理デバイスでありうる。さらに、本明細書では、さまざまな態様が、基地局
に関して記載される。基地局は、ＵＥ（単数または複数）と通信するために利用すること
ができ、アクセス・ポイント、ノードＢ、イボルブド・ノードＢ（ｅノードＢ、ｅＮＢ）
、あるいはその他いくつかの用語で称されうる。基地局は、エア・インタフェースによっ
て１または複数のセクタを介してＵＥと通信するアクセス・ネットワーク内のデバイスを
称しうる。基地局は、受信したエア・インタフェース・フレームをＩＰパケットに変換す
ることによって、インターネット・プロトコル（ＩＰ）ネットワークを含みうるアクセス
・ネットワークの無線端末とその他との間のルータとして動作することができる。基地局
はまた、このエア・インタフェースのための属性管理をも調整しうる。
【００２７】
　さらに、用語「または」は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」を意味
することが意図されている。すなわち、別に示されていない場合、あるいは、文脈から明
らかではない場合、「ＸはＡまたはＢを適用する」という句は、自然な包括的な置き換え
のうちの何れかを意味することが意図されている。すなわち、「ＸはＡまたはＢを使用す
る。」という句は、以下の例のうちの何れによっても満足される。ＸはＡを使用する。Ｘ
はＢを使用する、あるいは、ＸはＡとＢとの両方を使用する。さらに、本願および特許請
求の範囲で使用されているような冠詞“ａ”および“ａｎ”は、特に指定されていない場
合、あるいは、単数を対象としていることが文脈から明らかではない場合、一般に、「１
または複数」を意味するものと解釈されるべきである。
【００２８】
　本明細書に記載のさまざまな機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、
あるいはこれらの組み合わせによって実現されうる。ソフトウェアで実現される場合、こ
れら機能はコンピュータ読取可能な媒体に格納されうるか、あるいは、コンピュータ読取
可能な媒体上の１または複数の命令群またはコードとして送信されうる。コンピュータ読
取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。これらは、コンピュ
ータ・プログラムのある場所から別の場所への転送を容易にする任意の媒体を含む。記憶
媒体は、コンピュータによってアクセスすることが可能なあらゆる利用可能な媒体であり
うる。例として、限定することなく、このようなコンピュータ読取可能な媒体は、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光ディスク記憶装置、磁気ディス
ク記憶装置またはその他の磁気記憶デバイス、あるいは、所望のプログラム・コード手段
を命令群またはデータ構造の形式で搬送または格納するために使用され、しかも、コンピ
ュータによってアクセスされうるその他任意の媒体を備えうる。さらに、いかなる接続も
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、コンピュータ読取可能な媒体と適切に称される。同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル
、ツイスト・ペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、あるいは、例えば赤外線、無線および
マイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはその他の遠隔
ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイ
スト・ペア、ＤＳＬ、あるいは、例えば赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術
が、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるようなディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉ
ｓｃ）は、コンパクト・ディスク（ｄｉｓｃ）（ＣＤ）、レーザ・ディスク（ｄｉｓｃ）
、光ディスク（ｄｉｓｃ）、デジタル多目的ディスク（ｄｉｓｃ）（ＤＶＤ）、フロッピ
ー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（ｄｉ
ｓｃ）（ＢＤ）を含んでいる。ここで、ｄｉｓｋは通常磁気的にデータを再生し、ｄｉｓ
ｃは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュー
タ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００２９】
　多くのデバイス、構成要素、モジュール等を含みうるシステムの観点から、さまざまな
態様が示されるだろう。これらさまざまなシステムは、追加のデバイス、構成要素、およ
びモジュール等を含みうるが、図面に関連して説明されたデバイス、構成要素、モジュー
ル等のうちの１または複数は含まれる必要がないことが理解および認識されるべきである
。これらのアプローチの組み合わせもまた使用されうる。
【００３０】
　図１は、本明細書に示されたさまざまな態様にしたがうシステム１００を図示する。シ
ステム１００は、複数のアンテナ・グループを含むことができる基地局１０２を含む。例
えば、１つのアンテナ・グループは、アンテナ１０４およびアンテナ１０６を含むことが
でき、別のグループはアンテナ１０８およびアンテナ１１０を備えることができ、さらに
別のグループはアンテナ１１２およびアンテナ１１４を含むことができる。おのおののア
ンテナ・グループについて２本のアンテナしか例示されていないが、２本より多いアンテ
ナ、または２本より少ないアンテナも、各グループのために利用されうる。基地局１０２
はさらに、送信機チェーンおよび受信機チェーンを含みうる。それらおのおのは、当業者
によって理解されるように、信号の送信および受信に関連する複数の構成要素（例えば、
プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナなど）を備
えうる。
【００３１】
　基地局１０２は、例えばＵＥ１１６およびＵＥ１２２のような１または複数のユーザ機
器（ＵＥ）と通信しうる。しかしながら、基地局１０２は、ＵＥ１１６、１２２に類似し
た実質的に任意の数のＵＥと通信しうることが認識されるべきである。ＵＥ１１６および
ＵＥ１２２は、例えば、セルラ電話、スマート・フォン、ラップトップ、ハンドヘルド通
信デバイス、ハンドヘルド・コンピューティング・デバイス、衛星ラジオ、全地球測位シ
ステム、ＰＤＡ、および／または、システム１００によって通信するためのその他任意の
適切なデバイスでありうる。図示するように、ＵＥ１１６は、アンテナ１１２、１１４と
通信している。ここで、アンテナ１１２、１１４は、順方向リンク１１８でＵＥ１１６に
情報を送信し、逆方向リンク１２０でＵＥ１１６から情報を受信する。さらに、ＵＥ１２
２は、アンテナ１０４、１０６と通信している。ここで、アンテナ１０４、１０６は、順
方向リンク１２４でＵＥ１２２に情報を送信し、逆方向リンク１２６でＵＥ１２２から情
報を受信する。周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）システムでは、例えば、順方向リンク
１１８は、逆方向リンク１２０によって使用されるものとは異なる周波数帯域を使用し、
順方向リンク１２４は、逆方向リンク１２６によって使用されるものとは異なる周波数帯
域を使用することができる。さらに、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）システムでは、順方
向リンク１１８および逆方向リンク１２０は、共通の周波数帯域を使用し、順方向リンク
１２４および逆方向リンク１２６は、共通の周波数帯域を使用することができる。
【００３２】
　通信するように指定された領域および／またはアンテナのおのおののグループは、基地
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局１０２のセクタと称されうる。例えば、アンテナ・グループは、基地局１０２によって
カバーされた領域のセクタ内のＵＥへ通信するように設計されうる。順方向リンク１１８
、１２４による通信では、基地局１０２の送信アンテナは、ＵＥ１１６、１２２のための
順方向リンク１１８、１２４の信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利
用しうる。さらに、基地局１０２は、関連付けられた有効通信範囲にわたってランダムに
分散したＵＥ１１６、１２２へ送信するためにビームフォーミングを利用している間、近
隣セル内のＵＥは、すべてのＵＥに対して単一のアンテナによって送信している基地局と
比べて、少ない干渉しか被らない。
【００３３】
　システム１００はヘテロジニアスなネットワークの一部でありうる。さらに、基地局１
０２は、任意のタイプの基地局（例えばマクロ・セル基地局、ミクロ・セル基地局、ピコ
・セル基地局、フェムト・セル基地局）でありうることが考慮される。さらに、任意のタ
イプの別の基地局（単数または複数）（図示せず）が、基地局１０２の近接内に存在しう
る。
【００３４】
　例によれば、基地局１０２は、干渉元の基地局でありうる。この例によれば、基地局１
０２による送信は、基地局１０２の近傍に位置する別の基地局による送信と干渉しうる。
例えば、基地局１０２が、フェムト・セル基地局またはピコ・セル基地局である場合、基
地局１０２は、近傍のマクロ・セル基地局と干渉しうる干渉元の基地局でありうる。しか
しながら、権利主張される主題は、それに限定されないことが認識されるべきである。
【００３５】
　別の例によれば、基地局１０２は、干渉を受ける基地局でありうる。したがって、基地
局１０２の近傍に位置する別の基地局（例えば、干渉元の基地局、フェムト・セル基地局
、ピコ・セル基地局等）（図示せず）による送信は、基地局１０２による送信と干渉しう
る。例えば、基地局１０２がマクロ・セル基地局である場合、基地局１０２は、干渉を受
ける基地局でありうる。しかし、権利主張される主題は、それに限定されないことが考慮
される。
【００３６】
　ヘテロジニアスなネットワークにおいて、顕著な干渉と遭遇しうるので、システム１０
０は、このような干渉に対してロバストな物理ブロードキャスト・チャネルを復号するこ
とをサポートしうる。干渉が制限された環境では、システム１００は、パンクチャを適用
することによって、ＰＢＣＨ復号を高めうる。特に、強い近隣セル（例えば、干渉元の基
地局）による送信は、弱いセル（例えば、干渉を受ける基地局）がＰＢＣＨ信号を送信し
ている場合に、パンクチャされうる。このように、強い近隣セルによる送信のパンクチャ
は、弱いセルにおけるＵＥ（単数または複数）（例えば、ＵＥ１１６、ＵＥ１２２等）の
ＰＢＣＨ復号に有益でありうる。本明細書で使用されるように、限定することなく、また
、一般性を失うことなく、用語「パンクチャ」、「パンクチャする」等は、例えば、送信
を禁止するために、送信電力を下げるか、または、ゼロ出力を使用することを意味しうる
。
【００３７】
　図２は、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を制御するシステム２００を例示
する。システム２００は、情報、信号、データ、命令群、コマンド、ビット、シンボル等
を送信および／または受信しうる、干渉元の基地局２０２を含んでいる。システム２００
はまた、情報、信号、データ、命令群、コマンド、ビット、シンボル等を送信および／ま
たは受信しうる、干渉を受ける基地局２０４を含んでいる。例によれば、干渉を受ける基
地局２０４は、ＵＥ２０６にサービス提供しうる。しかし、権利主張される主題は、これ
に限定されない（例えば、干渉元の基地局２０２が、ＵＥ２０６にサービス提供しうる）
ことが認識されるべきである。干渉される基地局２０４が、ＵＥ２０６にサービス提供す
る例によれば、干渉される基地局２０４は、順方向リンクおよび／または逆方向リンクに
よってＵＥ２０６と通信しうる。ＵＥ２０６は、情報、信号、データ、命令群、コマンド
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、ビット、シンボル等を送信および／または受信しうる。さらに、図示しないが、干渉元
の基地局２０２および／または干渉を受ける基地局２０４に類似した任意の数の基地局が
、システム２００に含まれるか、および／または、ＵＥ２０６に類似した任意の数のＵＥ
が、システム２００に含まれうることが考慮される。
【００３８】
　干渉元の基地局２０２と、干渉を受ける基地局２０４とは、互いに近接して位置しうる
。干渉元の基地局２０２による送信は、干渉を受ける基地局２０４による送信と干渉しう
る。例えば、干渉元の基地局２０２によって送信されたＰＢＣＨ信号は、干渉を受ける基
地局２０４によって送信されたＰＢＣＨ信号と衝突しうる。ＵＥ２０６が干渉元の基地局
２０２にアクセスすることができず、干渉元の基地局２０２によって送信されたＰＢＣＨ
信号が、干渉を受ける基地局２０４によって送信されたＰＢＣＨ信号と干渉するのであれ
ば、ＵＥ２０６は、ＰＢＣＨを復号することができない。ＰＢＣＨは、制御チャネルおよ
びデータ・チャネルの復号のために使用される時間クリティカルな情報（例えば、マスタ
情報ブロック（ＭＩＢ）等）を伝送しうるので、強いＰＢＣＨ干渉は、干渉を受ける基地
局２０４へのＵＥ２０６による初期アクセスに有害な悪影響をもたらしうる。
【００３９】
　例によれば、干渉元の基地局２０２は、フェムト・セル基地局またはピコ・セル基地局
でありえ、干渉を受ける基地局２０４は、マクロ・セル基地局でありえる。しかしながら
、権利主張される主題は、それに限定されないことが認識されるべきである。ＵＥ２０６
は、例えば、近傍の干渉元の基地局２０２（例えば、フェムト・セル基地局、ピコ・セル
基地局等）でありうる。しかしながら、ＵＥ２０６は、干渉元の基地局２０２にアクセス
することができない。したがって、干渉元の基地局２０２は、干渉を受ける基地局２０４
と干渉しうる。
【００４０】
　例によれば、ＵＥ２０６は、システム２００に入った場合、干渉元の基地局２０２を、
最も強いセルに関連付けられているものとして認識しうる。ＵＥ２０６は、干渉元の基地
局２０２が、マクロ・セル基地局であるか、ピコ・セル基地局であるか、フェムト・セル
基地局等であるかを認識することができない。ＵＥ２０６は、干渉元の基地局２０２から
受信されたＰＢＣＨ信号を評価することによって、干渉元の基地局２０２へのアクセスを
試みうる。また、ＵＥ２０６は、干渉元の基地局２０２からのＰＢＣＨ信号を読み取ると
、ＵＥ２０６が、干渉元の基地局２０２にアクセスすることを禁じられていることを認識
しうる。例えば、ＵＥ２０６は、干渉元の基地局２０２が、ＰＢＣＨ信号から認識された
ものとして制約された関係しか有していないので、干渉元の基地局２０２にアクセスする
ことができない。しかしながら、権利主張された主題は、それには限定されない。したが
って、ＵＥ２０６は、アクセスするための別のセルを発見することを試みうる。（例えば
、干渉を受ける基地局２０４等に関連付けられているような）他のセルを発見することを
試みている場合、干渉元の基地局２０２からのＰＢＣＨ信号は、干渉を受ける基地局２０
４からのＰＢＣＨ信号と干渉しうる。これは、干渉を受ける基地局２０４からのＰＢＣＨ
信号をＵＥ２０６が受信、復号、分析する能力に悪影響を与える。しかしながら、システ
ム２００では、干渉元の基地局２０２による送信は、ＵＥ２０６が、干渉を受ける基地局
２０４からのＰＢＣＨ信号を復号できるように、セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応
じてパンクチャされうる。したがって、干渉元の基地局２０２（例えば、フェムト・セル
基地局、ピコ・セル基地局等）からの干渉が低減され、ＵＥ２０６は、干渉を受ける基地
局２０４（例えば、マクロ・セル基地局等）によって送信されたＰＢＣＨ信号を読み取る
ことができるようになる。
【００４１】
　干渉元の基地局２０２は、システム情報２１０を符号化する符号化構成要素２０８を含
みうる。符号化構成要素２０８によって符号化されたシステム情報２１０は、干渉元の基
地局２０２のＭＩＢでありうる。そして、干渉元の基地局２０２への初期アクセスのため
に使用されるパラメータを含みうる。例えば、システム情報２１０（例えば、ＭＩＢに含
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まれるパラメータ等）は、ダウンリンク・システム帯域幅、物理ハイブリッド自動反復要
求（ＨＡＲＱ）インジケータ・チャネル（ＰＨＩＣＨ）構造、および、システム・フレー
ム数のうちの上位８ビットを含みうる。しかしながら、権利主張された主題は、それには
限定されない。符号化構成要素２０８は、１／３の符号化レートを使用し、その後、シス
テマティックなビットおよびパリティ・ビットの高い程度の反復が使用されうる畳み込み
コーダでありうる。したがって、ＭＩＢは、強い誤り保護を提供するために、符号化構成
要素２０８によって、非常に低い符号化レートで符号化されうる。符号化構成要素２０８
によって生成された符号化ビットは、ＰＢＣＨのために使用されるリソース要素にマップ
されうる。
【００４２】
　本明細書において、より詳細に記載されるように、ＰＢＣＨの送信時間インタバル（Ｔ
ＴＩ）は、４０ミリ秒でありうる。ＰＢＣＨは、ラジオ・フレームにおけるサブフレーム
からの４つの直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シンボル（例えば、各ラジオ・フレーム
のサブフレーム０からの４つのＯＦＤＭシンボル等）を使用しうる。さらに、ＰＢＣＨは
、中央の６つのリソース・ブロック（ＲＢ）（例えば、中央の１．０８ＭＨｚ、中央の７
２のサブキャリア等）。
【００４３】
　さらに、干渉元の基地局２０２は、干渉元の基地局２０２に関連付けられたセルＩＤと
、送信時間とに応じて、例えば、パンクチャ・パターン２１４からのＰＢＣＨシンボルの
ような送信シンボルの送信電力を決定する電力制御構成要素２１２を含みうる。セルＩＤ
は、例えば、フェムト・セルＩＤ、マクロ・セルＩＤ等でありうる。したがって、電力制
御構成要素２１２は、干渉元の基地局２０２によって使用される送信電力を変更しうる。
ＰＢＣＨに電力制御を適用することによって、システム２００におけるパンクチャ効果を
達成しうる。パンクチャ・パターン２１４は、例えば、経時的にホップしうる。さらに、
パンクチャ・パターン２１４は、サブフレーム・ベースまたはシンボル・ベースで定義さ
れうる。干渉元の基地局２０２はまた、電力制御構成要素２１２によって決定された送信
電力でＰＢＣＨシンボルを送信するブロードキャスト構成要素２１６を含みうる。
【００４４】
　干渉を受ける基地局２０４は、システム情報２２０を符号化する符号化構成要素２１８
を含みうる。符号化構成要素２１８によって符号化されたシステム情報２２０は、干渉を
受ける基地局２０４のＭＩＢでありうる。そして、干渉を受ける基地局２０４への初期ア
クセスのために使用されるパラメータを含みうる。例えば、システム情報２２０（例えば
、ＭＩＢに含まれるパラメータ等）は、ダウンリンク・システム帯域幅、ＰＨＩＣＨ構造
、および、システム・フレーム数のうちの上位８ビットを含みうる。しかしながら、権利
主張された主題は、それには限定されない。符号化構成要素２１８は、干渉元の基地局２
０２の符号化構成要素２０８に実質的に類似しうる。そして、１／３である符号化レート
を用い、その後は、システマティックなビットおよびパリティ・ビットの高い程度の反復
が使用されうる、畳み込みコーダでありうる。したがって、ＭＩＢは、強い誤り保護を与
えるために、非常に低い符号化レートで符号化構成要素２１８によって符号化されうる。
符号化構成要素２１８によって生成された符号化ビットは、ＰＢＣＨのために使用される
リソース要素にマップされうる。したがって、符号化ビットは、ＰＢＣＨシンボルにマッ
プされうる。さらに、干渉を受ける基地局２０４は、ＰＢＣＨシンボルを送信するブロー
ドキャスト構成要素２２２を含みうる。
【００４５】
　例によれば、干渉を受ける基地局２０４は、パンクチャ・パターンを使用する必要はな
い。したがって、電力制御構成要素２１２は、（例えば、しばしば、干渉元の基地局２０
２からのＰＢＣＨ送信をパンクチャする等のために、）干渉元の基地局２０２からブロー
ドキャスト構成要素２１６によって送信されたＰＢＣＨシンボルの送信電力レベルを、パ
ンクチャ・パターン２１４に基づいて設定しうる。一方、干渉を受ける基地局２０４は、
パンクチャ・パターンを導入する必要はない（例えば、干渉を受ける基地局２０４は、Ｐ
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ＢＣＨ送信をパンクチャする必要はない）。したがって、干渉を受ける基地局２０４から
、ブロードキャスト構成要素２２２によって送信されたＰＢＣＨ送信は、しばしばパンク
チャされる必要はない。
【００４６】
　ＵＥ２０６は、復号構成要素２２４および情報検出構成要素２２６を含みうる。復号構
成要素２２４は、受信されたＰＢＣＨシンボルを復号しうる。さらに、情報検出構成要素
２２６は、伝送された情報を識別するために、復号されたＰＢＣＨを分析しうる。例えば
、情報検出構成要素２２６は、ＰＢＣＨシンボルによって伝送されたシステム情報（例え
ば、ＭＩＢ等）を認識しうる。システム情報は、ＰＢＣＨシンボルに対応する基地局（例
えば、干渉元の基地局２０２、干渉を受ける基地局２０４等）への初期アクセスのために
、ＵＥ２０６によって利用されうる。
【００４７】
　別の例によれば、ＵＥ２０６は、パンクチャされたセル内に存在しうる（例えば、干渉
元の基地局２０２は、ＵＥ２０６等によってアクセス可能でありうる）。パンクチャを有
効にするために、本明細書で記載されているＰＢＣＨ電力制御を利用することによって、
ＵＥ２０６の復号構成要素２２４は、幾分長い復号時間を有するようになる。例示によれ
ば、ＵＥ２０６は、レガシーＵＥ（例えば、リリース８のＵＥ等）でありうる。この例示
によれば、本明細書に記載されたパンクチャは、下位互換性があり、干渉元の基地局２０
２によって適用されうるパンクチャ・パターン２１４を認識できないレガシーＵＥに透過
的である。例えば、送信電力がゼロになるように、シンボルが、電力制御構成要素２１２
によって完全にパンクチャされているのであれば、レガシーＵＥは、雑音を受信しうる。
これによって、ＰＢＣＨのための復号時間がわずかに長くなる。他の例によれば、ＵＥ２
０６は、干渉元の基地局２０２によるＰＢＣＨ送信に先立ってパンクチャ・パターン２１
４を知ることができるエンハンストＵＥ（例えば、リリース１０のＵＥ等）でありうる。
したがって、エンハンストＵＥは、良好なパフォーマンスのために、パンクチャされたプ
リアンブルまたはシンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視しうる。例えば、エンハン
ストＵＥは、第１のＯＦＤＭシンボルが、ゼロに設定された送信電力でパンクチャされた
ことを知り、これによって、エンハンストＵＥの復号構成要素２２４は、この第１のシン
ボルにおけるＬＬＲを無視しうる。
【００４８】
　図３は、無線通信環境におけるＰＢＣＨのＴＴＩ（例えば、ＰＢＣＨ　ＴＴＩ、ＰＢＣ
Ｈフレーム等）の構造３００の例を例示する。構成３００は例示目的のために示されてお
り、権利主張される主題はこのような構成に限定されないことが認識されるべきである。
同期システムでは、異なる基地局（例えば、図２の、干渉元の基地局２０２、図２の、干
渉を受ける基地局２０４、別のセル等）からのＰＢＣＨ信号が、後述するように、共通の
サブキャリアのセット（例えば、中央の７２のサブキャリア等）で、共通の時間（例えば
、共通のＯＦＤＭシンボル）で送信されうる。したがって、異なる基地局からのＰＢＣＨ
信号が、衝突しうる。
【００４９】
　ＰＢＣＨは、４０ミリ秒を有する。構造３００は、４つの連続したラジオ・フレーム、
すなわち、ラジオ・フレーム３０２、ラジオ・フレーム３０４、ラジオ・フレーム３０６
、およびラジオ・フレーム３０８を含む。これら連続した４つのラジオ・フレームは、Ｐ
ＢＣＨ　ＴＴＩに含まれている。ラジオ・フレーム（例えば、ラジオ・フレーム３０２、
ラジオ・フレーム３０４、ラジオ・フレーム３０６、ラジオ・フレーム３０８等）は、１
０ミリ秒の持続時間を有しうる。さらに、ラジオ・フレーム（例えば、ラジオ・フレーム
３０２、ラジオ・フレーム３０４、ラジオ・フレーム３０６、ラジオ・フレーム３０８等
）は、１０のサブフレームを含みうる。ここで、サブフレームは、１ミリ秒の持続時間を
有しうる。
【００５０】
　ＰＢＣＨは、４０ミリ秒のＴＴＩにおいて、４つのバースト、すなわちバースト３１０
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、バースト３１２、バースト３１４、およびバースト３１６で送信されうる。ＰＢＣＨバ
ースト（例えば、バースト３１０、バースト３１２、バースト３１４、バースト３１６等
）は、ラジオ・フレームの第１のサブフレームの第２のスロット中の４つのＯＦＤＭシン
ボルを利用しうる。したがって、例えば、バースト３１０は、ラジオ・フレーム３０２か
らのサブフレーム０の第２のスロットのＯＦＤＭシンボル０、１、２、３を使用し、バー
スト３１２は、ラジオ・フレーム３０４からのサブフレーム０の第２のスロットのＯＦＤ
Ｍシンボル０、１、２、３を使用し、バースト３１４は、ラジオ・フレーム３０６からの
サブフレーム０の第２のスロットのＯＦＤＭシンボル０、１、２、３を使用し、また、バ
ースト３１６は、ＯＦＤＭシンボル０、１、２、３を使用しうる。バースト３１０、バー
スト３１２、バースト３１４、およびバースト３１６のために使用されるＯＦＤＭシンボ
ルは、ＰＢＣＨシンボルと称されうる。したがって、１６のＰＢＣＨシンボルが、１つの
ＰＢＣＨ　ＴＴＩに含まれうる。
【００５１】
　さらに、ＰＢＣＨは、中央の６つのＲＢで送信されうる。したがって、実際のシステム
帯域幅に関わらず、中央の７２のサブキャリアがＰＢＣＨのために使用されうる。中央の
６つのＲＢは、システム帯域幅全体のうちの中央の１．０８ＭＨｚに対応しうる。
【００５２】
　図４は、無線通信環境において導入されうるサブフレーム４００の例を例示する。サブ
フレーム４００は、例として与えられたものであって、権利主張される主題はそれに限定
されないことが認識されうる。
【００５３】
　サブフレーム４００は、１ミリ秒の持続時間を有し、（例えば、おのおのが０．５ミリ
秒の持続時間を有する等の）２つのスロットを含みうる。図示する例では、サブフレーム
４００のスロットは、通常のＣＰ長さの場合、７つのシンボルを含みうる。したがって、
サブフレーム４００は、１４のシンボルを含みうる。別の例によれば、拡張されたＣＰを
適用するサブフレーム（図示せず）は、おのおのが６つのシンボルを含みうる２つのスロ
ットを含みうることが考慮される。しかしながら、権利主張される主題は、前述した例に
限定されないことが認識されるべきである。
【００５４】
　周波数領域では、サブフレーム４００のリソースは、１２のサブキャリア（例えば、１
８０ｋＨｚ等）からなる単位でグループ化されうる。１つのスロット（例えば０．５ミリ
秒等）の持続時間ついて、１２のサブキャリアからなる単位は、リソース・ブロック（Ｒ
Ｂ）（例えば、例では、ＲＢ４０２等）と称されうる。リソースの最小単位は、リソース
要素（ＲＢ）と称されうる。これは、１つのシンボルの持続時間に関する１つのサブキャ
リアでありうる（例えば、例は、ＲＢ４０２に含まれるＲＥ４０４である等）。ＲＢは、
通常のＣＰのために８４のＲＥ（または、拡張されたＣＰのために７２のＲＥ）を含みう
る。
【００５５】
　例示された例では、サブフレーム４００は、ラジオ・フレームの第１のサブフレーム（
例えば、サブフレーム０等）でありうる。例えば、サブフレーム４００は、図３のラジオ
・フレーム３０２、ラジオ・フレーム３０４、ラジオ・フレーム３０６、またはラジオ・
フレーム３０８の第１のサブフレームでありうる。さらに、サブフレーム４００の第２の
スロットの最初の４つのシンボルは、ＰＢＣＨのために使用されるＲＥを含みうる。一方
、サブフレーム４００の第２のスロットの最初の４つのシンボルからのＲＥの残りは、基
準信号のために確保されうる。しかしながら、権利主張される主題は、基準信号のために
確保されたＲＥのパターンの図示された例に限定されないことが認識されるべきである。
【００５６】
　さらに、本明細書で述べられるように、中央の６つのＲＢは、ＰＢＣＨ送信のために使
用されうる。したがって、ＲＢ４０２は、中央の６つのＲＢのうちの１つでありえる。中
央の６つのＲＢからの別の５つのＲＢは、実質的にＲＢ４０２に類似しうる。したがって
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、ＲＢ４０２は、中央の７２のサブキャリアのうちの１２を含みうる。
【００５７】
　図５は、無線通信環境において、干渉元の基地局（例えば、図２の干渉元の基地局２０
２等）によって送信されたＰＢＣＨシンボルに適用されうるシンボル・ベースで定義され
たパンクチャ・パターン５００の例（例えば、図２のパンクチャ・パターン２１４等）を
例示する。例えば、パンクチャ・パターン５００は、ヘテロジニアスなネットワークにお
けるフェムト・セル基地局またはピコ・セル基地局によって利用されうる。一方、マクロ
・セル基地局（例えば、図２の、干渉を受ける基地局２０４等）は、パンクチャ・パター
ンを適用する必要は無い。パンクチャ・パターン５００は、ＰＢＣＨ　ＴＴＩに含まれる
ＰＢＣＨシンボルのために設定されうる。したがって、４０ミリ秒のＰＢＣＨ　ＴＴＩに
含まれる１６のＰＢＣＨシンボルが示される。１６のＰＢＣＨシンボルは、４つの連続し
たＰＢＣＨシンボルの４つのバースト（例えば、バースト５０２、バースト５０４、バー
スト５０６、およびバースト５０８）にグループ化されうる。ここで、おのおののバース
トは、対応するサブフレームに由来する（例えば、おのおののバーストは、対応するラジ
オ・フレームのサブフレーム０に由来する等）。さらに、ＰＢＣＨ信号は、６つのリソー
ス・ブロック（例えば、中央の７２のサブキャリア等）によって送信されうる。しかしな
がら、権利主張される主題は、パンクチャ・パターン５００を適用することに限定されず
、他のパンクチャ・パターンが、特許請求の範囲のスコープ内にあることが意図されるこ
とが考慮される。
【００５８】
　パンクチャ・パターン５００は、干渉を受ける基地局（例えば、図２の、干渉を受ける
基地局２０４、マクロ・セル基地局等）によってサービス提供されるＵＥ（例えば、図２
のＵＥ２０６等）に対して、潜在的に強い干渉体となりうる干渉元の基地局（例えば、フ
ェムト・セル基地局、ピコ・セル基地局等）のＰＢＣＨシンボルに電力制御を適用するた
めに利用されうる。パンクチャ・パターン５００は、シンボル・ベースで定義される。し
たがって、干渉元の基地局は、図示するように、パンクチャ・パターン５００から、ＰＢ
ＣＨ　ＴＴＩにおける第１のＰＢＣＨシンボルの送信電力がＰ１であるべきであり、ＰＢ
ＣＨ　ＴＴＩにおける第２のＰＢＣＨシンボルの送信電力がＰ２であるべきであり、ＰＢ
ＣＨ　ＴＴＩにおける第３のＰＢＣＨシンボルの送信電力がＰ３であるべきであり、ＰＢ
ＣＨ　ＴＴＩにおける第４のＰＢＣＨシンボルの送信電力がＰ４であるべきであり、ＰＢ
ＣＨ　ＴＴＩにおける第５のＰＢＣＨシンボルの送信電力がＰ５であるべきであり、・・
・、およびＰＢＣＨ　ＴＴＩにおける第１６のＰＢＣＨシンボルの送信電力がＰ１６であ
るべきである、と決定しうる。したがって、所与のＰＢＣＨシンボルの場合、干渉元の基
地局は、送信時間に応じて、パンクチャ・パターン５００から送信電力を決定しうる。
【００５９】
　さらに、パンクチャ・パターン５００は、セルＩＤに基づきうる。したがって、異なる
セル（例えば、図２の干渉元の基地局２０２、（図示しない）別の干渉元の基地局等）は
、シンボル・ベースで定義されたそれぞれ異なるパンクチャ・パターンを有しうる。した
がって、複数のフェムト・セル基地局が、マクロ・セル基地局と衝突する場合、フェムト
・セル基地局はおのおの、このフェムト・セル基地局によって送信されたＰＢＣＨシンボ
ルのために使用された電力レベルを示すセルＩＤに応じて、対応するパンクチャ・パター
ンを有しうる。例えば、セルＩＤに応じたパンクチャ・パターンを適用することによって
、パンクチャ・パターンを互いにランダムにすることができる。これは、複数のフェムト
・セル基地局がマクロ・セル基地局と衝突する場合に引き起こされる干渉を低減すること
に関して有益でありうる。
【００６０】
　パンクチャ・パターン５００からの異なるＰＢＣＨシンボルについて識別された送信電
力は、同じであるか、または、異なりうることが考慮される。したがって、第１のＰＢＣ
Ｈシンボルの送信電力（Ｐ１）は、第２のＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ２）等と同じ
であるか、異なりうる。例えば、第１のＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ１）と、第３の
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ＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ３）と、第４のＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ４）と
が、第１のレベルに設定されうる一方、第２のＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ２）は、
第１のレベルよりも低い第２のレベルに設定されうる。この例によれば、干渉元の基地局
によって送信された第２のＰＢＣＨは、送信電力Ｐ２を第２のレベルに下げることによっ
てパンクチャされうる。しかしながら、権利主張される主題は、前述の例（例えば、ＰＢ
ＣＨ　ＴＴＩからの１または複数のＰＢＣＨシンボルは、第２のＰＢＣＨシンボルに加え
て、あるいは、第２のＰＢＣＨシンボルの代わりに、対応する送信電力を低減する等によ
ってパンクチャされうる）に限定されないことが認識されるべきである。
【００６１】
　別の例によれば、ＰＢＣＨシンボルは、送信を禁止することによってパンクチャされう
る。この例によれば、パンクチャされたＰＢＣＨシンボルの送信電力は、ゼロに設定され
うる。例示によれば、第７のＰＢＣＨシンボル（例えば、バースト５０４における第３の
ＰＢＣＨシンボル）は、干渉元の基地局によって送信されることが禁じられる。これによ
って、第７のＰＢＣＨシンボル（Ｐ７）の送信電力がゼロに設定されうる。しかしながら
、権利主張される主題は、前述（例えば、ＰＢＣＨ　ＴＴＩからの１または複数のＰＢＣ
Ｈシンボルは、第７のＰＢＣＨシンボルに加えて、あるいは、第７のＰＢＣＨシンボルの
代わりに、送信電力をゼロに設定することによってパンクチャされる等）に限定されない
ことが考慮される。
【００６２】
　例によれば、パンクチャ・パターン５００は、経時的にホップしうる。この例によれば
、第１のＴＴＩの間、第１のＴＴＩにおける第１のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ１

であり、第１のＴＴＩにおける第２のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ２であり、第１
のＴＴＩにおける第３のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ３であり、第１のＴＴＩにお
ける第４のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ４であり、第１のＴＴＩにおける第５のＰ
ＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ５でありうるといった具合である。さらに、次のＴＴＩ
中、ＰＢＣＨシンボルの送信電力が変更されうる。したがって、次のＴＴＩにおける第１
のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ１７であり（例えば、Ｐ１７は、Ｐ１と同じまたは
異なりうる等であり）、次のＴＴＩにおける第２のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ１

８であり（例えば、Ｐ１８は、Ｐ２と同じまたは異なりうる等であり）、次のＴＴＩにお
ける第３のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ１９であり（例えば、Ｐ１９は、Ｐ３と同
じまたは異なりうる等であり）、次のＴＴＩにおける第４のＰＢＣＨシンボルの送信電力
は、Ｐ２０であり（例えば、Ｐ２０は、Ｐ４と同じまたは異なりうる等であり）、次のＴ
ＴＩにおける第５のＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ２１である（例えば、Ｐ２１は、
Ｐ１と同じまたは異なりうる等である）、といった具合である。しかしながら、権利主張
される主題は、前述の例に限定されないことが認識されるべきである。
【００６３】
　図６は、無線通信環境において、干渉元の基地局（例えば、図２の干渉元の基地局２０
２等）によって送信されたＰＢＣＨシンボルに適用されうるサブフレーム・ベースで定義
されたパンクチャ・パターン６００（例えば、図２のパンクチャ・パターン２１４等）の
例を例示する。例えば、例えば、パンクチャ・パターン６００は、ヘテロジニアスなネッ
トワークにおけるフェムト・セル基地局またはピコ・セル基地局によって利用されうる。
一方、マクロ・セル基地局（例えば、図２の、干渉を受ける基地局２０４等）は、パンク
チャ・パターンを適用する必要は無い。パンクチャ・パターン６００は、ＰＢＣＨ　ＴＴ
Ｉに含まれるＰＢＣＨシンボルのために設定されうる。したがって、４０ミリ秒のＰＢＣ
Ｈ　ＴＴＩに含まれる１６のＰＢＣＨシンボルが示される。１６のＰＢＣＨシンボルは、
４つの連続したＰＢＣＨシンボルの４つのバースト（例えば、バースト６０２、バースト
６０４、バースト６０６、およびバースト６０８）にグループ化されうる。ここで、おの
おののバーストは、サブフレームに由来する（例えば、おのおののバーストは、対応する
ラジオ・フレームのサブフレーム０に由来する等）。さらに、ＰＢＣＨ信号は、６つのリ
ソース・ブロック（例えば、中央の７２のサブキャリア等）によって送信されうる。しか
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しながら、権利主張される主題は、パンクチャ・パターン６００を適用することに限定さ
れず、他のパンクチャ・パターンが、特許請求の範囲のスコープ内にあることが意図され
ることが考慮される。
【００６４】
　パンクチャ・パターン６００は、干渉元の基地局（例えば、フェムト・セル基地局、ピ
コ・セル基地局等）のＰＢＣＨシンボルに電力制御を適用するために利用されうる。これ
は、干渉を受ける基地局（例えば、図２の、干渉を受ける基地局２０４、マクロ・セル基
地局等）によってサービス提供されるＵＥ（例えば、図２のＵＥ２０６等）に対して、潜
在的に強い干渉体となりうる。パンクチャ・パターン６００は、サブフレーム・ベースで
定義される。したがって、干渉元の基地局は、パンクチャ・パターン６００から、ＰＢＣ
Ｈ　ＴＴＩにおける（例えば、バースト６０２等に含まれる）第１のサブフレームからの
４つのＰＢＣＨシンボルのうちの第１のグループの送信電力が、Ｐ１であるべきであり、
ＰＢＣＨ　ＴＴＩにおける（例えば、バースト６０４等に含まれる）第２のサブフレーム
からの４つのＰＢＣＨシンボルのうちの第２のグループの送信電力が、Ｐ２であるべきで
あり、ＰＢＣＨ　ＴＴＩにおける（例えば、バースト６０６等に含まれる）第３のサブフ
レームからの４つのＰＢＣＨシンボルのうちの第３のグループの送信電力が、Ｐ３である
べきであり、ＰＢＣＨ　ＴＴＩにおける（例えば、バースト６０８等に含まれる）第４の
サブフレームからの４つのＰＢＣＨシンボルのうちの第４のグループの送信電力が、Ｐ４

であるべきであることを決定しうる。したがって、特定のサブグループからのＰＢＣＨシ
ンボルの所与のグループの場合、干渉元の基地局は、送信時間に応じて、パンクチャ・パ
ターン６００から送信電力を決定しうる。
【００６５】
　さらに、パンクチャ・パターン６００は、セルＩＤに基づきうる。したがって、異なる
セル（例えば、図２の干渉元の基地局２０２、（図示しない）別の干渉元の基地局等）は
、サブフレーム・ベースで定義されたそれぞれ異なるパンクチャ・パターンを有しうる。
したがって、複数のフェムト・セル基地局が、マクロ・セル基地局と衝突する場合、フェ
ムト・セル基地局はおのおの、このフェムト・セル基地局によって送信されたＰＢＣＨシ
ンボルのために使用された電力レベルを示すセルＩＤに応じて、対応するパンクチャ・パ
ターンを有しうる。例えば、セルＩＤに応じたパンクチャ・パターンを適用することによ
って、パンクチャ・パターンを互いにランダムにすることができる。これは、複数のフェ
ムト・セル基地局がマクロ・セル基地局と衝突する場合に引き起こされる干渉を低減する
ことに関して有益でありうる。
【００６６】
　パンクチャ・パターン６００からの異なるバーストについて識別された送信電力は、同
じであるか、または、異なりうることが考慮される。したがって、バースト６０２におけ
るＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ１）は、バースト６０４におけるＰＢＣＨシンボルの
送信電力（Ｐ２）等と同じであるか、異なりうる。例によれば、バースト６０２における
ＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ１）、バースト６０４におけるＰＢＣＨシンボルの送信
電力（Ｐ２）、および、バースト６０８におけるＰＢＣＨシンボルの送信電力（Ｐ４）は
、第１のレベルに設定されうる一方、バースト６０６におけるＰＢＣＨシンボルの送信電
力（Ｐ３）は、第１のレベルよりも低い第２のレベルに設定されうる。この例によれば、
干渉元の基地局によって送信されたバースト６０６におけるＰＢＣＨシンボルは、送信電
力Ｐ３を第２のレベルに下げることによってパンクチャされうる。しかしながら、権利主
張される主題は、前述の例（例えば、ＰＢＣＨ　ＴＴＩからのバースト６０２、バースト
６０４、およびバースト６０８のうちの１または複数は、バースト６０６に加えて、ある
いは、バースト６０６の代わりに、対応する送信電力を低減すること等によってパンクチ
ャされる等）に限定されないことが認識されるべきである。
【００６７】
　別の例によれば、バースト内のＰＢＣＨシンボルは、送信を禁じることによりパンクチ
ャされうる。したがって、パンクチャされたバーストにおけるＰＢＣＨシンボルの送信電
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力は、ゼロに設定されうる。例えば、バースト６０２内のＰＢＣＨシンボルは、干渉元の
基地局によって送信されることが禁じられうる。したがって、バースト６０２におけるＰ
ＢＣＨシンボルの送信電力は、ゼロに設定されうる。しかしながら、権利主張される主題
は、前述（例えば、ＰＢＣＨ　ＴＴＩからのバースト６０４、バースト６０６、およびバ
ースト６０８のうちの１または複数は、バースト６０２に加えて、あるいは、バースト６
０２の代わりに、送信電力をゼロに設定することによってパンクチャされる等）に限定さ
れないことが考慮される。
【００６８】
　さらなる例によれば、パンクチャ・パターン８００は、経時的にホップしうる。この例
によれば、第１のＴＴＩの間、第１のＴＴＩにおけるバースト６０２におけるＰＢＣＨシ
ンボルの送信電力は、Ｐ１であり、第１のＴＴＩにおけるバースト６０４におけるＰＢＣ
Ｈシンボルの送信電力は、Ｐ２であり、第１のＴＴＩにおけるバースト６０６におけるＰ
ＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ３であり、第１のＴＴＩにおけるバースト６０８におけ
るＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ４でありうる。さらに、次のＴＴＩの間、ＰＢＣＨ
シンボルの送信電力が変更されうる。したがって、次のＴＴＩにおけるバースト６０２に
おけるＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ５であり（例えば、Ｐ５は、Ｐ１と同じまたは
異なりうる等であり）、次のＴＴＩにおけるバースト６０４におけるＰＢＣＨシンボルの
送信電力は、Ｐ６であり（例えば、Ｐ６は、Ｐ２と同じまたは異なりうる等であり）、次
のＴＴＩにおけるバースト６０６におけるＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ７であり（
例えば、Ｐ７は、Ｐ３と同じまたは異なりうる等であり）、次のＴＴＩにおけるバースト
６０８におけるＰＢＣＨシンボルの送信電力は、Ｐ８でありうる（例えば、Ｐ８は、Ｐ４

と同じまたは異なりうる等でありうる）。しかしながら、権利主張される主題は、前述の
例に限定されないことが認識されるべきである。
【００６９】
　再び、図２を参照する。パンクチャ・パターン２１４（例えば、図５のパンクチャ・パ
ターン５００、図６のパンクチャ・パターン６００等）は、セルＩＤに応じており、経時
的にホップしうる。さらに、パンクチャ・パターン２１４は、Ｔ個のラジオ・フレーム（
１０＊Ｔミリ秒の持続時間）において少なくともＸ個の干渉の無いＰＢＣＨシンボルを持
つ弱いセル（例えば、干渉を受ける基地局２０４等）を提供するように設計されうる。こ
こで、ＸおよびＴは、整数でありうる。したがって、ＵＥ２０６（例えば、これは、干渉
元の基地局２０２等にアクセスすることができない）は、１０＊Ｔミリ秒の持続時間中、
干渉を受ける基地局２０４から、Ｘ個の干渉の無いＰＢＣＨシンボルを観察しうる。干渉
の無いＰＢＣＨシンボルが、電力制御構成要素２１２によって生成され、パンクチャ・パ
ターン３１４に基づいて、干渉元の基地局２０２の送信電力を下げる。Ｘの値が大きくな
ると、干渉元の基地局２０２のＰＢＣＨパフォーマンスを低下させるが、（例えば、干渉
を受ける基地局２０４等からの）弱いセルのために、復号構成要素２２４のＰＢＣＨ検出
確率を実質的に高めうることが考慮される。Ｘのために設定された値は、干渉を受ける基
地局２０４の所望の有効通信範囲に依存しうる。しかしながら、権利主張される主題は、
それに限定されないことが認識されるべきである。
【００７０】
　別の例によれば、干渉元の基地局２０２が強い干渉体である場合、パンクチャ・パター
ン２１４は、パンクチャされたＰＢＣＨシンボルを４０ミリ秒のＰＢＣＨフレーム（例え
ば、ＰＢＣＨ　ＴＴＩ等）内でクラスタ化することができる。したがって、パンクチャさ
れたＰＢＣＨシンボルをＰＢＣＨフレーム内で分散させるのではなく、パンクチャされた
ＰＢＣＨシンボルをクラスタ化することによって、（例えば、干渉を受ける基地局２０４
等からの）弱いセルのための復号構成要素２２４のＰＢＣＨ検出確率がより高くなる。例
えば、３つのＰＢＣＨシンボルが、ＰＢＣＨフレーム内の１６のＰＢＣＨシンボルからパ
ンクチャされた場合、パンクチャされた３つのＰＢＣＨシンボルは、パンクチャされたＰ
ＢＣＨシンボルが、ＰＢＣＨフレーム内の１６のＰＢＣＨシンボルにわたって分散される
のではなく、（例えば、Ｙが１６未満の整数である場合、３つの連続したＰＢＣＨシンボ
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ル、ＰＢＣＨフレーム内のＹ個の連続したＰＢＣＨシンボルのうち３つのＰＢＣＨシンボ
ルのように、）ともにクラスタ化されうる。
【００７１】
　さらに別の例によれば、パンクチャ・パターン２１４は、パンクチャされたＰＢＣＨシ
ンボルを分散しうる。例えば、パンクチャされたＰＢＣＨシンボルは、４０ミリ秒のＰＢ
ＣＨフレーム（例えば、ＰＢＣＨ　ＴＴＩ等）内で分散されうる。別の例示によれば、パ
ンクチャされたＰＢＣＨシンボルは、複数のＰＢＣＨフレーム（例えば、複数のＰＢＣＨ
　ＴＴＩ等）にわたって分散されうる。
【００７２】
　さらなる例によれば、（例えば、干渉を受ける基地局２０４等に関連付けられた）弱い
セルでは、ＵＥ２０６が、パンクチャ・パターン２１４を知らないのであれば、ＵＥ２０
６は、低い冗長バージョン（ＲＶ）番号内でパンクチャされたＰＢＣＨシンボルがより多
くある場合に、より高いＰＢＣＨ検出確率を有しうる。しかし、権利主張される主題は、
それに限定されないことが認識されるべきである。
【００７３】
　図７は、半同期のヘテロジニアスな無線通信環境におけるサブフレーム・タイミング図
の例を例示する。半同期システムでは、（例えば、図２の電力制御構成要素２１２等のよ
うな）電力制御構成要素は、（例えば、図２のパンクチャ・パターン２１４等のような）
パンクチャ・パターンに基づいて（例えば、図２の、干渉元の基地局２０２等のような）
干渉元の基地局から送信された物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）シンボル（
単数または複数）をパンクチャしうる。しかしながら、図７は、例示目的のために提供さ
れており、権利主張される主題は、図示したサブフレーム・タイミング図の例に限定され
ないことが認識されるべきである。
【００７４】
　半同期システムでは、サブフレーム境界は、近隣セルに共通でありうるが、サブフレー
ム・インデクスは、セルにわたって異なりうる。サブフレーム・タイミング図７００およ
びサブフレーム・タイミング図７０２に図示するように、サブフレーム境界は、（例えば
、図２の干渉を受ける基地局２０４等のような）干渉を受ける基地局と、（例えば、図２
の干渉元の基地局２０２等のような）干渉元の基地局とで揃っている。しかしながら、干
渉元の基地局（例えば、近隣セル等）からのＰＢＣＨ信号は、サブフレーム・インデクス
の相違によって、干渉を受ける基地局（例えば、サービス提供セル等）からのＰＢＣＨ信
号と衝突しないことがありうる。図示された例によれば、干渉を受ける基地局からのサブ
フレーム０に含まれたＰＢＣＨ信号は、サブフレーム・タイミング図７００における干渉
元の基地局からのサブフレーム１に含まれる信号と衝突しうる。そして、干渉を受ける基
地局からのサブフレーム０に含まれたＰＢＣＨ信号は、サブフレーム・タイミング図７０
２における干渉元の基地局からのサブフレーム９に含まれる信号と衝突しうる。さらに、
干渉元の基地局と、干渉を受ける基地局との間（例えば、強いセルと弱いセルとの間）の
サブフレーム・インデクスの差は、干渉元の基地局（例えば、強いセル等）に知られうる
と仮定されうる。
【００７５】
　したがって、干渉を受ける基地局のＰＢＣＨが送信されている場合、干渉元の基地局は
、中央の６つのＲＢにおけるＰＤＳＣＨ送信をパンクチャしうる。例えば、電力制御構成
要素は、干渉を受ける基地局からのＰＢＣＨ信号と衝突するＰＤＳＣＨシンボルまたはサ
ブフレームを、パンクチャ・パターンに基づいてパンクチャしうる。例示によれば、干渉
を受ける基地局のＰＢＣＨシンボルに対応するスロット（例えば、サブフレーム・タイミ
ング図７００からのサブフレーム１の第２のスロット、サブフレーム・タイミング図７０
２からのサブフレーム９の第２のスロット等）またはサブフレーム全体（サブフレーム・
タイミング図７００からのサブフレーム１、サブフレーム・タイミング図７０２からのサ
ブフレーム９等）がパンクチャされうる（例えば、弱いセルのＰＢＣＨシンボルに対応す
るスロットまたはサブフレームは、強いセルのＰＤＳＣＨのスケジューリングの際に回避
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されうる）。上記の議論に類似して、パンクチャ・パターンは、セルＩＤに応じており、
経時的にホップしうる。
【００７６】
　図８は、ネットワーク環境内でのアクセス・ポイント基地局（例えば、フェムト・セル
基地局等）の展開を可能にする典型的な通信システム８００を例示する。図８に示すよう
に、システム８００は、複数のフェムト・セル基地局を含む。これらは、アクセス・ポイ
ント基地局、ホーム・イボルブド・ノードＢユニット（ＨｅＮＢ）、ホーム・ノードＢユ
ニット（ＨＮＢ）、フェムト・セル等とも称されうる。例えば、フェムト・セル基地局（
ＨｅＮＢ８１０）のおのおのは、例えば１または複数のユーザ住宅８３０のような、対応
する小規模ネットワーク環境に配置され、外部のみならず関連するＵＥ（単数または複数
）８２０にサービス提供するように構成されうる。おのおののＨｅＮＢ８１０はさらに、
（図示しない）ＤＳＬルータや、あるいは、（図示しない）ケーブル・モデムによって、
インターネット８４０およびモバイル・オペレータ・コア・ネットワーク８５０に接続さ
れる。
【００７７】
　本明細書に記載された実施形態は、３ＧＰＰ用語を使用しているが、これら実施形態は
、３ＧＰＰ（リリース９９、リリース５、リリース６、リリース７）技術のみならず、３
ＧＰＰ２（１×ＲＴＴ、１×ＥＶ－ＤＯ　リリース０、改訂Ａ、改訂Ｂ）技術、およびそ
の他の周知ならびに関連する技術にも適用されることが理解されるべきである。本明細書
に記載されたこのような実施形態では、ＨｅＮＢ８１０の所有者は、モバイル・オペレー
タ・コア・ネットワーク８５０によって提供された、例えば３Ｇモバイル・サービスのよ
うなモバイル・サービスに加入し、ＵＥ８２０は、マクロ・セル基地局８６０を経由した
マクロ・セルラ環境における動作と、住宅小規模ネットワーク環境における動作との両方
を行うことが可能でありうる。したがって、ＨｅＮＢ８１０は、既存の任意のＵＥ８２０
との下位互換性がありうる。
【００７８】
　図９－１０は、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を制御することに関連する
方法を例示する。説明を単純にする目的で、これら方法は、一連の動作として示され説明
されているが、これら方法は、１または複数の実施形態にしたがって、幾つかの動作が本
明細書で示され記載されたものとは異なる順序で、あるいは他の動作と同時に生じうるの
で、動作の順序によって限定されない　ことが理解され認識されるべきである。例えば、
当業者であれば、これら方法はその代わりに、例えば状態図におけるように、一連の相互
関連する状態またはイベントとして表されうることを理解し認識するだろう。さらに、１
または複数の実施形態にしたがって方法を実現するために、必ずしも例示されたすべての
動作が必要とされる訳ではない。
【００７９】
　図９は、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を制御することを容易にする方法
９００を例示する。９０２では、セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチ
ャ・パターンから、送信シンボルのための送信電力が決定されうる。送信シンボルは、例
えば、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シンボルでありうる。さらに、セル
ＩＤは、フェムト・セルＩＤ、マクロ・セルＩＤ等でありうる。例えば、パンクチャ・パ
ターンは、経時的にホップしうる。さらに、パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベ
ース、またはシンボル・ベースで定義されうる。さらに、パンクチャ・パターンは、例え
ば、（ＰＢＣＨフレーム等のような）フレームにおいて、パンクチャされた送信シンボル
（例えば、ＰＢＣＨシンボル等）をクラスタ化しうる。別の例によれば、パンクチャ・パ
ターンは、パンクチャされた送信シンボル（例えば、ＰＢＣＨシンボル等）を、（例えば
、ＰＢＣＨフレームのような）フレーム内で分散させうる。さらに別の例によれば、パン
クチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルを、（例えば、複数のＰＢＣＨフレ
ーム等のような）複数のフレームにわたって分散する。９０４では、送信シンボルが、送
信電力で送信されうる。
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【００８０】
　例によれば、パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義されうる。例によ
れば、パンクチャ・パターンは、（例えば、ＰＢＣＨフレーム等のような）フレームから
の特定のサブフレームにおける送信シンボルの特定のセット（例えば、ＰＢＣＨシンボル
の特定のセッ等ト）のための送信電力を、第１のレベルに設定しうる。そして、別のサブ
フレーム内の送信シンボルの別のセットをパンクチャするために、フレームからの別のサ
ブフレームにおける送信シンボルの別のセット（例えば、ＰＢＣＨシンボルの別のセット
等）のための送信電力を、第１のレベルよりも低い第２のレベルに設定しうる。別の例示
によれば、パンクチャ・パターンは、（例えば、ＰＢＣＨフレーム等のような）フレーム
からの特定のサブフレームにおける送信シンボルの特定のセット（例えば、ＰＢＣＨシン
ボルの特定のセット）のための送信電力を、所与のレベルに設定しうる。そして、別のサ
ブフレームにおける送信シンボルの別のセットをパンクチャするために、対応する送信電
力をゼロに設定することによって、フレームからの別のサブフレームにおける送信シンボ
ルの別のセット（例えば、ＰＢＣＨシンボルの別のセット）の送信を禁止しうる。
【００８１】
　別の例によれば、パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義されうる。例示に
よれば、パンクチャ・パターンは、（例えば、ＰＢＣＨ等フレームのような）フレームか
らの特定の送信シンボル（例えば、ＰＢＣＨシンボル等）のための送信電力を、第１のレ
ベルに設定しうる。そして、別の送信シンボルをパンクチャするために、フレームからの
別の送信シンボル（例えば、別のＰＢＣＨシンボル等）のための送信電力を、第１のレベ
ルよりも低い第２のレベルに設定しうる。別の例示によれば、パンクチャ・パターン（例
えば、ＰＢＣＨフレーム等のような）フレームからの特定の送信シンボル（例えば、特定
のＰＢＣＨシンボル等）のための送信電力を、所与のレベルに設定しうる。そして、別の
送信シンボルをパンクチャするために、対応する送信電力をゼロに設定することによって
、フレームからの別の送信シンボル（例えば、別のＰＢＣＨシンボル等）の送信を禁止し
うる。
【００８２】
　さらなる例によれば、中央の６つのリソース・ブロック（ＲＢ）における物理ダウンリ
ンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信の送信電力は、ＰＤＳＣＨ送信が、近隣の基地局か
らのＰＢＣＨ信号と衝突する場合に低減されうる。例えば、送信電力は、サブフレームま
たはスロットについて低減されうる。ＰＤＳＣＨ送信の送信電力の低減は、半同期の無線
通信環境においてなされうる。
【００８３】
　図１０は、ヘテロジニアスな無線通信環境においてシステム情報を検出することを容易
にする方法１０００が例示される。１００２では、基地局によって送信された少なくとも
１つのパンクチャされた送信シンボルが、セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、
パンクチャ・パターンから識別されうる。この少なくとも１つのパンクチャされた送信シ
ンボルは、例えば、少なくとも１つの物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シン
ボルでありうる。さらに、セルＩＤは、マクロ・セルＩＤ、フェムト・セルＩＤ等であり
うる。例えば、パンクチャ・パターンは、経時的にホップしうる。さらに、パンクチャ・
パターンは、サブフレーム・ベース、またはシンボル・ベースで定義されうる。１００４
では、少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無
視することによって、基地局からのシステム情報が復号されうる。
【００８４】
　本明細書に記載された１または複数の態様によれば、無線通信環境において、送信シン
ボルをパンクチャすることに関して推論がなされうることが認識されるだろう。本明細書
で使用されるように、「推論する」または「推論」なる用語は一般に、イベントおよび／
またはデータによって取得されたような観察のセットから、システム、環境、および／ま
たは、ユーザの状態の推論あるいはそれらに関連する推理のプロセスを称する。推論は、
特定のコンテキストまたは動作を識別するために適用されるか、あるいは、例えば状態に
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わたる確率分布を生成しうる。推論は、確率論的、すなわち、データおよびイベントの考
慮に基づいて、該当する状態にわたる確率分布を計算することでありうる。推論はまた、
イベントおよび／またはデータのセットから、より高いレベルのイベントを構築するため
に適用される技術を称することができる。そのような推論によって、イベントが時間的に
近接していようといまいと、これらイベントおよびデータが１または幾つかのイベント・
ソースおよびデータ・ソースに由来していようと、観察されたイベントおよび／または格
納されたイベント・データのセットから、新たなイベントまたは動作を構築することがで
きる。
【００８５】
　図１１は、ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を管理することを可能にするシ
ステム１１００を例示する。例えば、システム１１００は、基地局内に少なくとも部分的
に存在しうる。システム１１００は、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合
わせ（例えば、ファームウェア）によって実現される機能を表す機能ブロックでありうる
機能ブロックを含むものとして示されることが認識されるべきである。システム１１００
は、連携して動作しうる電子構成要素の論理グループ１１０２を含む。例えば、論理グル
ープ１１０２は、セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンか
ら、送信シンボルのための送信電力を決定するための電子構成要素１１０４を含みうる。
さらに、論理グループ１１０２は、この送信電力で送信シンボルを送信するための電子構
成要素１１０６を含みうる。論理グループ１１０２はまた、オプションとして、物理ダウ
ンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信が、近隣の基地局からの物理ブロードキャスト
・チャネル（ＰＢＣＨ）信号と衝突する場合、中央の６つのリソース・ブロックにおける
ＰＤＳＣＨ送信の送信電力を低減するための電子構成要素１１０８を含みうる。さらに、
システム１１００は、電子構成要素１１０４、１１０６、１１０８に関連付けられた機能
を実行するための命令群を保持するメモリ１１１０を含みうる。メモリ１１１０の外側に
あると示されているが、電子構成要素１１０４、１１０６、１１０８のうちの１または複
数は、メモリ１１１０内に存在しうることが理解されるべきである。
【００８６】
　図１２は、無線通信環境において、システム情報を取得することを可能にするシステム
１２００を例示する。例えば、システム１２００はＵＥ内に存在しうる。システム１２０
０は、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ（例えば、ファームウェア
）によって実現される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブロックを含むものとして
示されることが認識されるべきである。システム１２００は、連携して動作しうる電子構
成要素の論理グループ１２０２を含む。例えば、論理グループ１２０２は、セル識別子（
ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１つのパンクチャ
された送信シンボルを、パンクチャ・パターンから識別するための電子構成要素１２０４
を含みうる。さらに、論理グループ１２０２は、少なくとも１つのパンクチャされた送信
シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視することによって、基地局からのシステム情
報を復号するための電子構成要素１２０６を含みうる。さらに、システム１２００は、電
子構成要素１２０４、１２０６に関連付けられた機能を実行するための命令群を保持する
メモリ１２０８を含みうる。メモリ１２０８の外側にあると示されているが、電子構成要
素１２０４、１２０６のうちの１または複数がメモリ１２０８内に存在しうることが理解
されるべきである。
【００８７】
　図１３は、本明細書に記載された機能のさまざまな態様を実現するために利用されうる
システム１３００の例示である。システム１３００は、基地局１３０２（例えば、干渉元
の基地局２０２、干渉される基地局２０６）を含みうる。基地局１３０２は、１または複
数のＵＥ１３０４からの信号（単数または複数）を、１または複数の受信（Ｒｘ）アンテ
ナ１３０６を経由して受信し、１または複数の送信（Ｔｘ）アンテナ１３０８を経由して
１または複数のＵＥ１３０４へ送信しうる。さらに、基地局１３０２は、受信アンテナ（
単数または複数）１３０６から情報を受信する受信機１３１０を備えうる。一例によれば
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、受信機１３１０は、受信した情報を復調する復調器（Ｄｅｍｏｄ）１３１２と動作可能
に関連付けられうる。復調されたシンボルは、プロセッサ１３１４によって分析されうる
。プロセッサ１３１４はメモリ１３１６に接続されており、メモリは、ＵＥ（単数または
複数）１３０４との間で送信または受信されるデータ、および／または、本明細書に記載
されたさまざまな動作および機能を実行することに関連するその他任意の適切なプロトコ
ル、アルゴリズム、情報等を格納する。例えば、基地局１３０２は、方法９００および／
またはその他の類似かつ適切な方法を実行するためのプロセッサ１３１４を適用しうる。
基地局１３０２はさらに、送信機１３２０によるアンテナ（単数または複数）１３０８を
介した送信のために、信号を多重化しうる変調器１３１８を含みうる。
【００８８】
　プロセッサ１３１４は、受信機１３１０によって受信された情報を分析すること、送信
機１３２０による送信のための情報を生成すること、または、基地局１３０２の１または
複数の構成要素を制御すること、に特化されたプロセッサでありうる。別の例によれば、
プロセッサ１３１４は、受信機１３１０によって受信された情報の分析と、送信機１３２
０による送信のための情報の生成と、基地局１３０２の１または複数の構成要素の制御と
を実行しうる。基地局１３０２の１または複数の構成要素は、例えば、符号化構成要素２
０８、バックホール制御構成要素３０８、ブロードキャスト構成要素２１６、符号化構成
要素２１８、および／または、ブロードキャスト構成要素２２２を含みうる。さらに、図
示されていないが、基地局１３０２のうちの１または複数の構成要素は、プロセッサ１３
１４または複数のプロセッサ（図示せず）のうちの一部でありえることが考慮される。
【００８９】
　図１４は、本明細書に記載された機能のさまざまな態様を実現するために利用されうる
システム１４００の例示である。システム１４００は、ＵＥ１４０２（例えば、ＵＥ２０
６等）を含みうる。ＵＥ１４０２は、１または複数のアンテナ１４０６を経由して、１ま
たは複数の基地局１４０４から信号（単数または複数）を受信し、１または複数の基地局
１４０４へ送信しうる。さらに、ＵＥ１４０２は、アンテナ（単数または複数）１４０６
から情報を受け取る受信機１４０８を含みうる。一例によれば、受信機１４０８は、受信
した情報を復調する復調器（Ｄｅｍｏｄ）１４１０と動作可能に関連付けられうる。復調
されたシンボルは、プロセッサ１４１２によって分析されうる。プロセッサ１４１２はメ
モリ１４１４に接続されており、メモリ１４１４は、基地局（単数または複数）１４００
４との間で送信または受信されるデータ、および／または、本明細書に記載されたさまざ
まな動作および機能を実行することに関連するその他任意の適切なプロトコル、アルゴリ
ズム、情報等を格納する。例えば、ＵＥ１４０２は、方法１０００および／またはその他
の類似かつ適切な方法を実行するためのプロセッサ１４１２を適用しうる。ＵＥ１４０２
はさらに、送信機１４１８によるアンテナ（単数または複数）１４０６を介した送信のた
めに、信号を多重化しうる変調器１４１６を含みうる。
【００９０】
　プロセッサ１４１２は、受信機１４０８によって受信された情報を分析すること、送信
機１４１８による送信のための情報を生成すること、または、ＵＥ１４０２の１または複
数の構成要素を制御すること、に特化されたプロセッサでありうる。別の例によれば、プ
ロセッサ１４１２は、受信機１４０８によって受信された情報の分析と、送信機１４１８
による送信のための情報の生成と、ＵＥ１４０２の１または複数の構成要素の制御とを実
行しうる。ＵＥ１４０２の１または複数の構成要素は、例えば、復号構成要素２２４、お
よび／または、情報検出構成要素２２６を含みうる。さらに、図示されていないが、ＵＥ
１４０２のうちの１または複数の構成要素は、プロセッサ１４１２または複数のプロセッ
サ（図示せず）のうちの一部でありえることが考慮される。
【００９１】
　図１５は、無線通信システム１５００の例を示す。無線通信システム１５００は、簡略
のために、１つの基地局１５１０と１つのＵＥ１５５０しか示していない。しかしながら
、システム１５００は、複数の基地局および／または複数のＵＥを含むことができ、追加
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の基地局および／またはＵＥは、以下に示すような基地局１５１０およびＵＥ１５５０の
例と実質的に同じでも、あるいは別のものでもありうることが認識されるべきである。そ
れに加えて、基地局１５１０および／またはＵＥ１５５０は、この間の無線通信を容易に
するために、本明細書に記載されたシステム（図１－２、８、１１－１４）および／また
は方法（図９－１０）を適用しうることが認識されるべきである。
【００９２】
　基地局１５１０では、多くのデータ・ストリームのためのトラフィック・データが、デ
ータ・ソース１５１２から送信（ＴＸ）データ・プロセッサ１５１４へ提供される。一例
によれば、おのおののデータ・ストリームが、それぞれのアンテナを介して送信される。
ＴＸデータ・プロセッサ１５１４は、トラフィック・データ・ストリームをフォーマット
し、このデータ・ストリームのために選択された特定の符号化スキームに基づいて符号化
し、インタリーブして、符号化されたデータを提供する。
【００９３】
　おのおののデータ・ストリームの符号化されたデータは、直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ）技術を用いてパイロット・データと多重化されうる。さらに、あるいは、その代わ
りに、パイロット・シンボルは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）
、あるいは符号分割多重化（ＣＤＭ）されうる。パイロット・データは、一般に、既知の
方法で処理される既知のデータ・パターンであり、ＵＥ１５５０において、チャネル応答
を推定するために使用されうる。おのおののデータ・ストリームについて多重化されたパ
イロットおよび符号化されたデータは、データ・ストリームのために選択された特定の変
調スキーム（例えば、バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング（ＢＰＳＫ）、直交フェ
ーズ・シフト・キーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍフェーズ・シフト・キーイング（Ｍ－ＰＳＫ
）、Ｍ直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）等）に基づいて変調（例えば、シンボル・マップ）さ
れ、変調シンボルが提供される。おのおののデータ・ストリームのデータ・レート、符号
化、および変調は、プロセッサ１５３０によって実行または提供される指示によって決定
されうる。
【００９４】
　データ・ストリームの変調シンボルは、（例えば、ＯＦＤＭのために）変調シンボルを
処理するＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１５２０に提供される。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１
５２０はその後、ＮＴ個の変調シンボル・ストリームをＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）１５
２２ａ乃至１５２２ｔへ提供する。さまざまな実施形態において、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセ
ッサ１５２０は、データ・ストリームのシンボル、および、そのシンボルが送信されるア
ンテナへ、ビームフォーミング重みを適用する。
【００９５】
　おのおのの送信機１５２２は、１または複数のアナログ信号を提供するために、それぞ
れのシンボル・ストリームを受信して処理し、さらには、ＭＩＭＯチャネルを介した送信
に適切な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整（例えば、増幅、フィルタ
、およびアップコンバート）する。さらに、送信機１５２２ａ乃至１５２２ｔからのＮＴ

個の変調信号が、ＮＴ個のアンテナ１５２４ａ乃至１５２４ｔからそれぞれ送信される。
【００９６】
　ＵＥ１５５０では、送信された変調信号が、ＮＲ個のアンテナ１５５２ａ乃至１５５２
ｒによって受信され、各アンテナ１５５２からの受信信号が、それぞれの受信機（ＲＣＶ
Ｒ）１５５４ａ乃至１５５４ｒへ提供される。おのおのの受信機１５５４は、それぞれの
信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート）し、この調整された信
号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにこのサンプルを処理して、対応する「受信
された」シンボル・ストリームを提供する。
【００９７】
　ＲＸデータ・プロセッサ１５６０は、ＮＲ個の受信機１５５４からＮＲ個のシンボル・
ストリームを受信し、受信されたこれらシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術
に基づいて処理して、ＮＴ個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。ＲＸデ
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ータ・プロセッサ１５６０は、検出されたおのおののシンボル・ストリームを復調し、デ
インタリーブし、復号して、そのデータ・ストリームのためのトラフィック・データを復
元する。ＲＸデータ・プロセッサ１５６０による処理は、基地局１５１０におけるＴＸ　
ＭＩＭＯプロセッサ１５２０およびＴＸデータ・プロセッサ１５１４によって実行される
ものと相補的である。
【００９８】
　プロセッサ１５７０は、上述したように、利用可能などの技術を利用するのかを定期的
に決定する。さらに、プロセッサ１５７０は、行列インデクス部およびランク値部を備え
た逆方向リンク・メッセージを規定することができる。
【００９９】
　逆方向リンク・メッセージは、通信リンクおよび／または受信されたデータ・ストリー
ムに関するさまざまなタイプの情報を備えうる。逆方向リンク・メッセージは、多くのデ
ータ・ストリームのトラフィック・データをデータ・ソース１５３６から受信するＴＸデ
ータ・プロセッサ１５３８によって処理され、変調器１５８０によって変調され、送信機
１５５４ａ乃至１５５４ｒによって調整され、基地局１５１０へ送り戻される。
【０１００】
　基地局１５１０では、ＵＥ１５５０からの変調信号が、アンテナ１５２４によって受信
され、受信機１５２２によって調整され、復調器１５４０によって復調され、ＲＸデータ
・プロセッサ１５４２によって処理されて、ＵＥ１５５０によって送信された逆方向リン
ク・メッセージが抽出される。さらに、プロセッサ１５３０は、ビームフォーミング重み
を決定するためにどの事前符号化行列を使用するかを決定するために、この抽出されたメ
ッセージを処理する。
【０１０１】
　プロセッサ１５３０、１５７０は、基地局１５１０およびＵＥ１５５０における動作を
指示（例えば、制御、調整、管理等）しうる。プロセッサ１５３０およびプロセッサ１５
７０はそれぞれ、プログラム・コードおよびデータを格納するメモリ１５３２およびメモ
リ１５７２に関連付けられうる。プロセッサ１５３０およびプロセッサ１５７０はまた、
アップリンクおよびダウンリンクそれぞれのための周波数およびインパルス応答推定値を
導出する計算をも実行する。
【０１０２】
　本明細書に記載された態様は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドル
ウェア、マイクロコード、あるいはそれらの任意の組み合わせによって実現されうること
が理解されるべきである。ハードウェアで実現する場合、処理ユニットは、１または複数
の特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処
理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理回路（ＰＬＤ）、フィールドプログラム可
能ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、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、本明細書に記載の機能を実行するために設計されたその他の電子ユ
ニット、あるいはこれらの組み合わせ内に実装されうる。
【０１０３】
　これら実施形態が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアあるいはマイクロコ
ード、プログラム・コードあるいはコード・セグメントで実現される場合、これらは、例
えば記憶素子のような機械読取可能媒体に格納されうる。コード・セグメントは、手順、
機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェ
ア・パッケージ、クラス、または、命令、データ構造、あるいはプログラム文からなる任
意の組み合わせを表すことができる。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラ
メータ、あるいは記憶内容の引渡および／または受信を行うことによって、他のコード・
セグメントまたはハードウェア回路に接続されうる。情報、引数、パラメータ、データな
どは、メモリ共有、メッセージ引渡し、トークン引渡、ネットワーク送信などを含む任意
の適切な手段を用いて引渡、転送、あるいは送信されうる。
【０１０４】
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　ソフトウェアで実現する場合、本明細書に記載のこれら技術は、本明細書に記載の機能
を実行するモジュール（例えば、手続き、機能等）を用いて実現されうる。ソフトウェア
・コードは、メモリ・ユニット内に格納され、プロセッサによって実行されうる。メモリ
・ユニットは、プロセッサ内部またはプロセッサ外部に実装されうる。プロセッサ外部に
実装される場合、メモリ・ユニットは、当該技術分野で周知のさまざまな手段によってプ
ロセッサと通信可能に接続されうる。
【０１０５】
　上述したものは、１または複数の実施形態のうちの一例を含む。もちろん、上述した態
様を説明する目的で、構成要素または方法の考えられる全ての組み合わせを記述すること
は可能ではないが、当業者であれば、さまざまな態様のさらに多くの組み合わせおよび置
き換えが可能であることを認識することができる。したがって、記載された態様は、特許
請求の範囲の精神および範囲内にあるそのような全ての変更、修正、および変形を含むこ
とが意図される。さらにまた、用語「含む」が、詳細説明あるいは特許請求の範囲のうち
の何れかで使用されている限り、その用語は、用語「備える」が、請求項における遷移語
として適用される場合に解釈される用語「備える」と同様に、包括的であることが意図さ
れる。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［発明１］
　ヘテロジニアスな無線通信環境において干渉を制御することを容易にする方法であって
、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボ
ルのための送信電力を決定することと、
　前記送信電力で、前記送信シンボルを送信することと、
を備える方法。
［発明２］
　前記送信シンボルは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シンボルである、
発明１に記載の方法。
［発明３］
　前記セルＩＤは、マクロ・セルＩＤである、発明１に記載の方法。
［発明４］
　前記セルＩＤは、フェムト・セルＩＤである、発明１に記載の方法。
［発明５］
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、発明１に記載の方法。
［発明６］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義される、発明１に記載の方
法。
［発明７］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定のサブフレームにおける送信シンボ
ルの特定のセットのための送信電力を、第１のレベルに設定し、別のサブフレームにおけ
る送信シンボルの別のセットをパンクチャするために、前記フレームからの別のサブフレ
ームにおける送信シンボルの別のセットのための送信電力を、前記第１のレベルよりも低
い第２のレベルに設定する、発明６に記載の方法。
［発明８］
　前記フレームは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）フレームである、発明
７に記載の方法。
［発明９］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定のサブフレームにおける送信シンボ
ルの特定のセットのための送信電力を、所与のレベルに設定し、別のサブフレームにおけ
る送信シンボルの別のセットをパンクチャするために、対応する送信電力をゼロに設定す
ることによって、前記フレームから別のサブフレームにおける送信シンボルの別のセット
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の送信を禁止する、発明６に記載の方法。
［発明１０］
　前記フレームは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）フレームである、発明
９に記載の方法。
［発明１１］
　前記パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義される、発明１に記載の方法。
［発明１２］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定の送信シンボルのための送信電力を
、第１のレベルに設定し、別の送信シンボルをパンクチャするために、前記フレームから
の別の送信シンボルのための送信電力を、前記第１のレベルよりも低い第２のレベルに設
定する、発明１１に記載の方法。
［発明１３］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定の送信シンボルのための送信電力を
、所与のレベルに設定し、別の送信シンボルをパンクチャするために、対応する送信電力
をゼロに設定することによって、前記フレームからの別の送信シンボルの送信を禁止する
、発明１１に記載の方法。
［発明１４］
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信が、近隣の基地局からの物理ブロー
ドキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）信号と衝突する場合、中央の６つのリソース・ブロッ
クにおける前記ＰＤＳＣＨ送信の送信電力を低減すること、をさらに備える発明１に記載
の方法。
［発明１５］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルをフレーム内でクラスタ
化する、発明１に記載の方法。
［発明１６］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルをフレーム内に分散させ
る、発明１に記載の方法。
［発明１７］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルを複数のフレームにわた
って分散させる、発明１に記載の方法。
［発明１８］
　無線通信装置であって、
　　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シン
ボルのための送信電力を決定することと、
　　前記送信電力で、前記送信シンボルをブロードキャストすることと、
に関連する命令群を保持するメモリと、
　前記メモリに接続され、前記メモリに保持された命令群を実行するように構成されたプ
ロセッサと。
を備える無線通信装置。
［発明１９］
　前記送信シンボルは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シンボルである、
発明１８に記載の無線通信装置。
［発明２０］
　前記セルＩＤは、フェムト・セルＩＤまたはマクロ・セルＩＤのうちの１つである、発
明１８に記載の無線通信装置。
［発明２１］
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、発明１８に記載の無線通信装置。
［発明２２］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義される、発明１８に記載の
無線通信装置。
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［発明２３］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定のサブフレームにおける送信シンボ
ルの特定のセットのための送信電力を、第１のレベルに設定し、別のサブフレームにおけ
る送信シンボルの別のセットをパンクチャするために、前記フレームからの別のサブフレ
ームにおける送信シンボルの別のセットのための送信電力を、前記第１のレベルよりも低
い第２のレベルに設定する、発明２２に記載の無線通信装置。
［発明２４］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定のサブフレームにおける送信シンボ
ルの特定のセットのための送信電力を、所与のレベルに設定し、別のサブフレームにおけ
る送信シンボルの別のセットをパンクチャするために、対応する送信電力をゼロに設定す
ることによって、前記フレームからの別のサブフレームにおける送信シンボルの別のセッ
トの送信を禁止する、発明２２に記載の無線通信装置。
［発明２５］
　前記パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義される、発明１８に記載の無線
通信装置。
［発明２６］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定の送信シンボルのための送信電力を
、第１のレベルに設定し、別の送信シンボルをパンクチャするために、前記フレームから
の別の送信シンボルのための送信電力を、前記第１のレベルよりも低い第２のレベルに設
定する、発明２５に記載の無線通信装置。
［発明２７］
　前記パンクチャ・パターンは、フレームからの特定の送信シンボルのための送信電力を
、所与のレベルに設定し、別の送信シンボルをパンクチャするために、対応する送信電力
をゼロに設定することによって、前記フレームからの別の送信シンボルの送信を禁止する
、発明２５に記載の無線通信装置。
［発明２８］
　前記メモリはさらに、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信が、近隣の基
地局からの物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）信号と衝突する場合、中央の６
つのリソース・ブロックにおける前記ＰＤＳＣＨ送信の送信電力を低減することに関連す
る命令群を保持する、発明１８に記載の無線通信装置。
［発明２９］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルをフレーム内でクラスタ
化する、発明１８に記載の無線通信装置。
［発明３０］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルをフレーム内に分散させ
る、発明１８に記載の無線通信装置。
［発明３１］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルを複数のフレームにわた
って分散させる、発明１８に記載の無線通信装置。
［発明３２］
　ヘテロジニアスな無線通信環境における干渉を管理することを可能にする無線通信装置
であって、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボ
ルのための送信電力を決定する手段と、
　前記送信電力で、前記送信シンボルを送信する手段と、
を備える無線通信装置。
［発明３３］
　前記送信シンボルは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シンボルである、
発明３２に記載の無線通信装置。
［発明３４］
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　前記セルＩＤは、フェムト・セルＩＤまたはマクロ・セルＩＤのうちの１つである、発
明３２に記載の無線通信装置。
［発明３５］
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信が、近隣の基地局からの物理ブロー
ドキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）信号と衝突する場合、中央の６つのリソース・ブロッ
クにおける前記ＰＤＳＣＨ送信の送信電力を低減する手段、をさらに備える発明３２に記
載の無線通信装置。
［発明３６］
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、発明３２に記載の無線通信装置。
［発明３７］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義される、発明３２に記載の
無線通信装置。
［発明３８］
　前記パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義される、発明３２に記載の無線
通信装置。
［発明３９］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルをフレーム内でクラスタ
化する、発明３２に記載の無線通信装置。
［発明４０］
　前記パンクチャ・パターンは、パンクチャされた送信シンボルを、フレーム内に、また
は、複数のフレームにわたって、のうちの少なくとも１つで分散させる、発明３２に記載
の無線通信装置。
［発明４１］
　コンピュータ・プログラム製品であって、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボ
ルのための送信電力を決定するためのコードと、
　前記送信電力で、前記送信シンボルを送信するためのコードと、
を備えたコンピュータ読取可能な媒体を備えた、コンピュータ・プログラム製品。
［発明４２］
　前記送信シンボルは、物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シンボルである、
発明４１に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［発明４３］
　前記コンピュータ読取可能な媒体はさらに、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）送信が、近隣の基地局からの物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）信号と衝
突する場合、中央の６つのリソース・ブロックにおける前記ＰＤＳＣＨ送信の送信電力を
低減するためのコードを備える、発明４１に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［発明４４］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義される、発明４１に記載の
コンピュータ・プログラム製品。
［発明４５］
　前記パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義される、発明４１に記載のコン
ピュータ・プログラム製品。
［発明４６］
　無線通信装置であって、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、パンクチャ・パターンから、送信シンボ
ルのための送信電力を決定し、
　前記送信電力で、前記送信シンボルを送信する、
ように構成されたプロセッサを備える、無線通信装置。
［発明４７］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義されたか、または、シンボ
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ル・ベースで定義されたか、のうちの少なくとも１つである、発明４６に記載の無線通信
装置。
［発明４８］
　ヘテロジニアスな無線通信環境においてシステム情報を検出することを容易にする方法
であって、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１
つのパンクチャされた送信シンボルを、パンクチャ・パターンから識別することと、
　前記少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無
視することによって、前記基地局からのシステム情報を復号することと、
を備える方法。
［発明４９］
　前記少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルは、少なくとも１つのパンクチャ
された物理ブロードキャスト・チャネル（ＰＢＣＨ）シンボルである、発明４８に記載の
方法。
［発明５０］
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、発明４８に記載の方法。
［発明５１］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義される、発明４８に記載の
方法。
［発明５２］
　前記パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義される、発明４８に記載の方法
。
［発明５３］
　無線通信装置であって、
　　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも
１つのパンクチャされた送信シンボルを、パンクチャ・パターンから識別することと、
　　前記少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を
無視することによって、前記基地局からのシステム情報を復号することと、
に関連する命令群を保持するメモリと、
　前記メモリに接続され、前記メモリに保持された命令群を実行するように構成されたプ
ロセッサと。
を備える無線通信装置。
［発明５４］
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、発明５３に記載の無線通信装置。
［発明５５］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義される、発明５３に記載の
無線通信装置。
［発明５６］
　前記パンクチャ・パターンは、シンボル・ベースで定義される、発明５３に記載の無線
通信装置。
［発明５７］
　無線通信環境において、システム情報を取得することを可能にする無線通信装置であっ
て、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１
つのパンクチャされた送信シンボルを、パンクチャ・パターンから識別する手段と、
　前記少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無
視することによって、前記基地局からのシステム情報を復号する手段と、
を備える無線通信装置。
［発明５８］
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、発明５７に記載の無線通信装置。



(30) JP 5847968 B2 2016.1.27

10

20

［発明５９］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義されたか、または、シンボ
ル・ベースで定義されたか、のうちの少なくとも１つである、発明５７に記載の無線通信
装置。
［発明６０］
　コンピュータ・プログラム製品であって、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１
つのパンクチャされた送信シンボルを、パンクチャ・パターンから認識するためのコード
と、
　前記少なくとも１つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無
視することによって、前記基地局からのシステム情報を復号するためのコードと、
を備えるコンピュータ読取可能な媒体を備える、コンピュータ・プログラム製品。
［発明６１］
　前記パンクチャ・パターンは、経時的にホップする、発明６０に記載のコンピュータ・
プログラム製品。
［発明６２］
　前記パンクチャ・パターンは、サブフレーム・ベースで定義されたか、または、シンボ
ル・ベースで定義されたか、のうちの少なくとも１つである、発明６０に記載のコンピュ
ータ・プログラム製品。
［発明６３］
　無線通信装置であって、
　セル識別子（ＩＤ）および送信時間に応じて、基地局によって送信された少なくとも１
つのパンクチャされた送信シンボルを、パンクチャ・パターンから識別し、少なくとも１
つのパンクチャされた送信シンボルからのログ尤度比（ＬＬＲ）を無視することによって
、基地局からのシステム情報を復号する、ように構成されたプロセッサを備える、無線通
信装置。
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