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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ワイヤレス通信ネットワークにおける干渉を軽
減する。
【解決手段】端末は、より弱いサービング基地局と通信
することを望むことができ、強く干渉する基地局から高
い干渉を監視することができる。２つの基地局は非同期
であり、異なるフレームタイミングを持つことができる
。高い干渉が、干渉基地局にダウンリンクまたは／およ
びアップリンクのリソースを確保させることにより軽減
されることができる。干渉基地局は、端末に対する干渉
を軽減するために、確保されたダウンリンクのリソース
により低パワーで送信するか全く送信しないことができ
る。サービング基地局によってサービスが提供された端
末は、サービング基地局における干渉を軽減するために
確保されたアップリンクのリソースにより低パワーレベ
ルで送信するかまたは全く送信しないことができる。そ
の時に、端末は、サービング基地局と通信することがで
きる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイレス通信のための方法であって、
　端末に高い干渉を引き起こす干渉基地局を検出することと、
　前記干渉端末により確保されたリソースによりサービング基地局と通信することと
を備え、
　　前記確保されたリソースは、前記干渉基地局からの干渉がより少ない、方法。
【請求項２】
　前記確保されたリソースは、前記干渉基地局により確保された周波数のリソースを備え
る、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記確保されたリソースは、少なくとも1つのサブバンド、少なくとも1つの搬送波、あ
るいは1セットのサブキャリアを備える、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記確保されたリソースは、前記干渉基地局により確保された時間のリソースを備える
、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記干渉基地局および前記サービング基地局が、非同期であり、異なるフレームタイミ
ングを備えている、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記干渉基地局に対してリソースを確保する要求を送信することをさらに備える、請求
項１の方法。
【請求項７】
　前記リソースが、リソースを確保するための前もって決定された順序に基づいて前記干
渉基地局によって確保される、請求項１の方法。
【請求項８】
　前記サービング基地局との通信が、前記サービング基地局によって確保されたリソース
について排他的に送られる制御チャンネルとデータチャンネルの少なくとも１つを受け取
ることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記確保されたリソースは確保されたダウンリンクのリソースおよび確保されたアップ
リンクのリソースを備え、
　前記サービング基地局との通信は、
　前記サービング基地局から、確保されたダウンリンクのリソースでダウンリンクの制御
チャンネルおよびダウンリンクのデータチャンネルの少なくとも1つを受け取ることと、
　前記確保されたアップリンクのリソースでアップリンクの制御チャネルおよびアップリ
ンクのデータチャンネルの少なくとも1つを前記サービング基地局へ送信することと
を備える、請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記サービング基地局のN個のサブフレームの間に前記サービング基地局から制御チャ
ンネルおよびデータチャンネルの少なくとも１つを受け取ることをさらに含み、ここでN
は１またはそれより多く、そして、前記確保されたリソースは、前記サービング基地局の
N個のサブフレームをカバーする前記干渉基地局の少なくともN個のサブフレームを備える
、請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記確保されたリソースのためのチャンネル情報を決定することと、
　前記サービング基地局へチャンネル情報を送信することと
をさらに備える、請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記チャンネル情報を決定することは、
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　前記確保されたリソースのために少なくとも1つの信号対雑音干渉比（ＳＩＮＲ）の推
定値を得ることと、
　少なくとも１つのＳＩＮＲの推定値に基づきチャンネル品質表示（ＣＱＩ）情報を決定
することと
を備え、
　前記チャンネル情報が前記ＣＱＩ情報を備える、請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記チャンネル情報を決定することは、前記確保されたリソースのために少なくとも1
つの干渉の推定値を得ることを備え、および、
　前記チャンネル情報が少なくとも１つの干渉の推定値を備える、請求項１１の方法。
【請求項１４】
　前記サービング基地局の受信電力は、前記端末における前記干渉基地局の受信電力より
弱く、そして、前記サービング基地局から前記端末への経路損失は前記干渉基地局から前
記端末への経路損失より小さい、請求項１の方法。
【請求項１５】
　前記干渉基地局は、高い送信電力レベルを備えるマクロ基地局であり、
　前記サービング基地局は、低い送信電力レベルを備えるピコ基地局あるいはフェムト基
地局である、
請求項１の方法。
【請求項１６】
　前記干渉基地局は、制限されたアクセスを備えたフェムト基地局であり、
　前記サービング基地局は、無制限のアクセスを備えたピコ基地局あるいはマクロ基地局
である、
請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　各基地局により送信された低再使用のプリアンブル（preamble）に基づき前記サービン
グ基地局および前記干渉基地局の少なくとも1つを検出することをさらに備える、請求項
１の方法。
【請求項１８】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　端末に対して高い干渉を引き起こす干渉基地局を検出するための手段と、
　前記干渉基地局によって確保され、前記干渉基地局からの干渉がより小さいリソースで
サービング基地局と通信するための手段と
を備える、装置。
【請求項１９】
　前記干渉基地局に対してリソースを確保する要求を送信するための手段を備える、請求
項１８の装置。
【請求項２０】
　前記サービング基地局と通信するための手段が、前記サービング基地局によって確保さ
れたリソースについて排他的に送信されたデータチャンネルと制御チャンネルの少なくと
も一つを受信するための手段を備える、請求項１８の装置。
【請求項２１】
　前記確保されたリソースのためのチャンネル情報を決定するための手段と、
　前記サービング基地局へ前記チャンネル情報を送信するための手段と
を備える、請求項１８の方法。
【請求項２２】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　端末に対して高い干渉を引き起こす干渉基地局を検出するように、および、前記干渉基
地局により確保されたリソースでサービング基地局と通信するように構成された少なくと
も１つのプロセッサを備え、
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　前記確保されたリソースは、前記干渉基地局からの干渉がより少ない、装置。
【請求項２３】
　少なくとも1つの前記プロセッサは前記干渉基地局に対してリソースを確保する要求を
送信するように構成された、請求項２２の装置。
【請求項２４】
　前記サービング基地局によって確保されたリソースにより排他的に送信されたデータチ
ャンネルと制御チャンネルの少なくとも１つを受信するよう構成された、請求項２２の装
置。
【請求項２５】
　少なくとも1つの前記プロセッサは、前記確保されたリソースのためのチャンネル情報
を決定するように、また前記サービング基地局へチャンネル情報を送信するように構成さ
れた、請求項２２の装置。
【請求項２６】
　少なくとも一つのコンピュータに対して端末に対して高い干渉を引き起こす干渉基地局
を検出させるためのコードと、
　少なくとも一つのコンピュータに対して前記干渉端末からの干渉が小さく、前記干渉端
末により確保されたリソースでサービスを提供する基地局と通信させるためのコードと
を備えるコンピュータに読み取り可能な媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　干渉基地局からの高い干渉を監視し、サービング基地局と通信する端末の指示を得るこ
とと、
　前記サービング基地局と前記端末の間の通信を促進するためにリソースを確保すること
と、
　前記干渉基地局によって前記確保されたリソースで干渉を軽減することと
を備える、方法。
【請求項２８】
　前記干渉基地局および前記サービング基地局は、非同期であり、異なるフレームタイミ
ングを備える、請求項２７の方法。
【請求項２９】
　前記高い干渉を監視する端末の指示を得ることは、
　前記端末からリソースを確保する要求を受け取ることと、
　前記要求に基づき前記干渉基地局からの高い干渉を監視する前記端末を決定することと
を備える、請求項２７の方法。
【請求項３０】
　前記高い干渉を監視する端末の指示を得ることは、
　端末からパイロット報告を受け取ることと、
　パイロット報告に基づいて前記干渉基地局からの高い干渉を監視する端末を決定するこ
とと
を備える、請求項２７の方法。
【請求項３１】
　前記リソースを確保することは、前記干渉基地局によってリソースを確保するために前
もって決められた順序に基づいてリソースを確保することを備える、請求項２７の方法。
【請求項３２】
　前記リソースを確保する方法は、前もって決定された期間にリソースを確保することを
備える、請求項２７の方法。
【請求項３３】
　前記リソースを確保することは、前記確保されたリソースが無効になるまでの持続時間
の間、リソースを確保することを備える、請求項２７の方法。
【請求項３４】
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　前記確保されたリソースに対する干渉を軽減することは、前記干渉基地局によって確保
されたリソースによる送信を回避することを備える、請求項２７の方法。
【請求項３５】
　前記確保されたリソースに対する干渉を軽減することは、前記端末のための目標の干渉
レベルを得るために前記確保されたリソースで前記干渉基地局の送信電力を減少すること
を備える、請求項２７の方法。
【請求項３６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　干渉基地局からの高い干渉を監視し、かつサービング基地局と通信する端末の指示を得
るための手段と、
　前記サービング基地局と前記端末の間の通信を促進するためにリソースを確保するため
の手段と、
　前記干渉基地局によって前記確保されたリソースで干渉を軽減するための手段と
を備える、装置。
【請求項３７】
　高い干渉を監視する端末の指示を得るための前記手段は、端末からのリソースを確保す
ることの要求を受け取るための手段を備える、請求項３６の装置。
【請求項３８】
　リソースを確保するための前記手段は、前記干渉基地局によってリソースを確保するた
めに前もって決定された順序に基づきリソースを確保するための手段を備える請求項３６
の装置。
【請求項３９】
　前記確保されたリソースで干渉を軽減するための前記手段は、前記干渉基地局により確
保されたリソースにより送信することを避けるための手段を備える、請求項３６に記載の
方法。
【請求項４０】
　ワイレス通信のための方法であって、
　干渉基地局からの干渉が少なく、前記干渉基地局によって確保されたリソースを決定す
ることと、
　前記確保されたリソースで端末と通信することと
を備える、方法。
【請求項４１】
　前記端末と通信することは、確保されたリソースにより制御チャンネルおよびデータチ
ャンネルの少なくとも1つを前記端末に送信することを備える、請求項４０の方法。
【請求項４２】
　前記確保されたリソースは、確保されたダウンリンクのリソースおよび確保されたアッ
プリンクのリソースを備え、
　前記端末と通信することは、
　　前記端末へ前記確保されたダウンリンクのリソースでダウンリンクの制御チャンネル
およびダウンリンクのデータチャンネルの少なくとも1つを送信することと、
　　前記端末から前記確保されたアップリンクのリソースでアップリンクの制御チャンネ
ルおよびアップリンクのデータチャンネルの少なくとも1つを受け取ること
　を備える、請求項４０の方法。
【請求項４３】
　前記端末から確保されたリソースのチャンネル情報を受け取ることと、
　データ送信のための前記端末を選び、前記データ送信のために使用するリソースを選び
、データ送信のための変調とコードの体系、またはそれらの組み合わせを選ぶために前記
チャンネル情報を使用することと
をさらに備える、請求項４０の方法。
【請求項４４】
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　前記確保されたリソースを示す情報を同報することをさらに備える、請求項４０の方法
。
【請求項４５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　干渉基地局からの干渉がより少なく、前記干渉基地局により確保されたリソースを決定
するための手段と、
　前記確保されたリソースにより端末と通信するための手段と
を備えた、装置。
【請求項４６】
　前記端末と通信することは、前記確保されたリソースで制御チャンネルとデータチャン
ネルを排他的に端末へ送るための手段を備える、請求項４５の装置。
【請求項４７】
　前記確保されたリソースのためのチャンネル情報を前記端末から受け取るための手段と
、
　データ送信のために前記端末を選択し、前記データ送信のために使用するリソースを選
択し、変調とコードの体系、またはそれらの組み合わせを選択するために前記チャンネル
情報を使用する手段と
をさらに備える請求項４５の装置。
【請求項４８】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　サーブビング基地局で高い干渉を検出することと、
　少なくとも１つの干渉端末からの干渉が少ない確保されたリソースを決定することと、
および
　前記確保されたリソースで端末と通信すること
を備える、方法。
【請求項４９】
　リソースを確保する要求を近傍の基地局に送ることをさらに備え、
　前記近傍の前記基地局が、確保されたリソースで干渉を軽減することを少なくとも１つ
の干渉端末に指示する、請求項４８の方法。
【請求項５０】
　少なくとも1つの干渉端末に前記確保されたリソースで干渉を軽減する要求を送信する
ことをさらに備える、請求項４８の方法。
【請求項５１】
　前記端末と通信することは、前記端末によって確保されたリソースについて排他的に送
られた制御チャンネルおよびデータチャンネルの少なくとも１つを受け取ることを備える
、請求項４８の方法。
【請求項５２】
　前記確保されたリソースを示す情報を同報することをさらに備える、請求項４８の方法
。
【請求項５３】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　サービング基地局において少なくとも１つの干渉端末からの干渉の少ない確保されたリ
ソースを端末において決定することと、
　前記確保されたリソースで前記サービング基地局と通信すること
を備える、方法。
【請求項５４】
　前記サービング基地局と通信することは、前記確保されたリソースで制御チャンネルと
データチャンネルのうちの少なくとも１つをサービング基地局に排他的に送ることを備え
る、請求項５３の方法。
【請求項５５】
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　前記確保されたリソースを決定することは、前記サービング基地局から前記確保された
リソースを示す同報情報を受け取ることをさらに備える、請求項５３の方法。
【請求項５６】
　前記端末からの高い干渉を観測する近傍の基地局に対する干渉を軽減する要求を受け取
ることと、
　前記近傍の基地局のために確保された２番目のリソースで前記端末による干渉を軽減す
ること
をさらに備える、請求項５３の方法。
【請求項５７】
　前記要求を受信することは、前記近傍の基地局または前記サービング基地局からの干渉
を軽減する要求を受け取ることを備える、請求項５６の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、譲受人にすべて譲渡され、参照によりここに組込まれる、２００８年３月２
８日に出願され、「非同期の長期的な干渉の回避」と表題をつけられた米国仮特許出願第
６１／０４０，３４７号、および、２００８年３月２８日に出願された「非同期の短期な
干渉の回避」と表題をつけられた米国仮特許出願第６１／０４０，４８１号、および２０
０８年６月２７日に出願された「柔軟なマルチ搬送波通信システム」と表題をつけられた
米国仮特許出願第６１／０７６，３６６に対して優先権を主張する。
【０００２】
　現在の開示は、一般的には通信に関係し、およびより具体的にはワイヤレスの通信ネッ
トワークにおける干渉を軽減するための技法に関係する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、同
報通信などのような種々の通信内容を提供するために広く展開される。これらのワイヤレ
スネットワークは、利用可能なネットワークリソースの共有により複数のユーザをサポー
トすることができる多元接続ネットワークとなることあり得る。そのような多元接続ネッ
トワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭ
Ａ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ)ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦ
ＤＭＡ）ネットワークおよびシングルキャリアＦＤＭＡ(ＳＣ－ＦＤＭＡ)ネットワークを
含んでいる。
【０００４】
　ワイヤレス通信ネットワークは、多数の端末に対する通信をサポートすることができる
多数の基地局を含むことができる。１つの端末はダウンリンクとアップリンクを介して基
地局と通信することができる。ダウンリンク（つまりフォワードリンク）は基地局から端
末への通信リンクを意味する。そして、アップリンク（つまりリバースリンク）は端末か
ら基地局への通信リンクを意味する。
【０００５】
　基地局は、端末へのダウンリンク上のデータを送信することができ、および／または、
端末からのアップリンク上のデータを受信することができる。ダウンリンクにおいて、基
地局からの送信は近傍の基地局からの送信による干渉を監視することができる。アップリ
ンクにおいて、端末からの送信が、近傍の基地局と通信する他の端末からの送信による干
渉を監視することができる。ダウンリンクおよびアップリンクの両方については、干渉基
地局と干渉端末による干渉は性能を低下するかもしれない。
【０００６】
　したがって、ワイヤレスネットワークにおける干渉を軽減するための技法に対して当該
技術分野のニーズがある。
【発明の概要】
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【０００７】
　ワイヤレスネットワークにおける干渉を軽減するための技法がここで説明される。端末
は、より弱いサービング基地局に通信することを望むことができ、ダウンリンク上の強い
干渉基地局からの高い干渉を監視することができる。更に、サービング基地局は、アップ
リンク上の干渉端末による高い干渉を監視することができる。サービング基地局および干
渉基地局は非同期で、異なるフレームタイミングを持つことができる。
【０００８】
　１つの態様において、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上の高い干渉は、干渉
する基地局にいくつかのリソース、例えば、周波数のリソースおよび／または時間のリソ
ースを確保させることにより軽減され得る。確保されたリソースは確保されたダウンリン
クのリソースおよび／または確保されたアップリンクのリソースを含むことができる。干
渉基地局は、端末に対するダウンリンク上の干渉を軽減するために確保されたダウンリン
クのリソースに対して低パワーレベルで送信することができ、あるいは全く送信しないこ
とができる。干渉基地局によってサービスが提供された干渉端末は、サービング基地局で
アップリンク上の干渉を軽減するために確保されたアップリンクのリソースに対して低パ
ワーレベルで送信することができ、あるいは全く送信しないことができる。その時、端末
は、干渉基地局およびその端末の存在する状態でサービング基地局と通信することができ
る。周波数のリソースの確保は、非同期のネットワークに対して特に適用可能とすること
ができる。時間のリソースの確保は、下記に説明されるように、干渉基地局による過度に
高い干渉による端末においての受信機の鈍感化を回避することができる。
【０００９】
　開示の種々の態様および特徴は、さらに以下で詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、ワイヤレス通信ネットワークを示す。
【図２】図２は、複数の基地局による非同期動作を示す。
【図３】図３は、周波数のリソースの分割を示す。
【図４】図４は、周波数の確保を示す。
【図５】図５は、前もって決定された順序で周波数のリソースの確保を示す。
【図６】図６は、時間の確保を示す。
【図７】図７は、端末により実行されたプロセスを示す。
【図８】図８は、端末のための装置を示す。
【図９】図９は、干渉基地局により実行されたプロセスを示す。
【図１０】図１０は、干渉基地局のための装置を示す。
【図１１】図１１は、サーブビング基地局により実行されたプロセスを示す。
【図１２】図１２は、サービング基地局に対する装置を示す。
【図１３】図１３は、サービング基地局により実行された別のプロセスを示す。
【図１４】図１４は、サービング基地局に対する別の装置を示す。
【図１５】図１５は、端末により実行される別のプロセスを示す。
【図１６】図１６は、端末のための別の装置を示す。
【図１７】図１７は、端末および２つの基地局のブロック図を示す。
【詳細な説明】
【００１１】
　ここに説明された技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａおよび他のネットワークのような種々のワイヤレス通信ネットワークとして使用される
ことができる。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば交換可能に使
用される。ＣＤＭＡのネットワークは、ユニバーサル・テレスティアル・ラジオ・アクセ
ス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００、などのようなラジオ技術をインプリメントすること
ができる。ＵＴＲＡは広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の
変形を含んでいる。ｃｄｍａ２０００はＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６
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標準をカバーする。ＴＤＭＡのネットワークは、移動体通信ためのグローバルシステム（
ＧＳＭ（登録商標））のようなラジオ技術をインプリメントすることができる。ＯＦＤＭ
Ａのネットワークは、発展したＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ移動体広帯域（ＵＭ
Ｂ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）
、ＩＥＥＥ　８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭのようなラジオ技術をインプリメントす
ることができる。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡはユニバーサル・モービル・テレコミュニ
ケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰのロング・ターム・エボリュー
ション（ＬＴＥ）および進歩したＬＴＥ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭ
ＴＳの新リリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａおよ
びＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnership P
roject）」(３ＧＰＰ)という名の組織からの文書に説明されている。ｃｄｍａ２０００と
ＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２（3rd Generation Partnership P
roject 2）」(３ＧＰＰ２)という名の組織からの文書で説明されている。ここで説明され
た技法は、他のワイヤレスネットワークおよびラジオ技術に加えて上で言及されたワイヤ
レスネットワークおよびラジオ技術に使用されることができる。
【００１２】
　図１はワイヤレス通信ネットワーク１００を示し、それはいくらかの基地局および他の
ネットワークの構成要素を含むことができる。単純化するために、図１はわずか２つの基
地局１２０および１２２、ならびに１つのネットワークコントローラ１３０しか示さない
。基地局は、端末と通信する局とすることができ、アクセスポイント、ノードＢ、発展型
ノードＢ（ｅＮＢ）、などと呼ばれ得る。基地局は特定の地理的な領域に対して通信の有
効範囲を提供することができる。用語「セル」は、この用語が使用される文脈に依存して
、有効範囲の領域に対してサービスを提供する基地局および／または基地局のサブシステ
ムを意味することができる。
【００１３】
　基地局はマクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプのセルに対
して通信の有効範囲を与えることができる。マクロセルは比較的大きな地理的な領域（例
えば半径で数キロメートル）をカバーすることができ、サービス加入の端末により無制限
のアクセスを許可することができる。ピコセルは比較的小さな地理的な領域をカバーする
ことができ、サービス加入の端末により無制限のアクセスを許可することができる。フェ
ムトセルは比較的小さな地理的な領域（例えば家）をカバーすることができ、フェムトセ
ル（例えば、限定加入者グループ（closed subscriber group：ＣＳＧ）に属する端末）
に関連を持つ端末により制限されたアクセスを許可することができる。ＣＳＧは、家の中
にいるユーザのための端末や、特殊サービスプランに加入するユーザのための端末などを
含むことができる。マクロセルのための基地局はマクロ基地局と呼ばれることができる。
【００１４】
ピコセルのための基地局はピコ基地局と呼ばれることができる。フェムトセルのための基
地局はフェムト基地局あるいはホーム基地局と呼ばれることができる。
【００１５】
　ワイヤレスのネットワーク１００はまた中継局を含んでいるかもしれない。中継局は上
流の局からのデータおよび／または情報を受信し、また、下流の局へデータおよび／また
は他の情報を送信する局である。上流の局は基地局、別の中継局、あるいは端末になるこ
とができる。下流の局は端末、別の中継局、あるいは基地局になることができる。中継局
は、また、他の端末のための伝送を中継する端末になることができる。
【００１６】
　ネットワークコントローラ１３０は１セットの基地局に連結されて、これらの基地局に
対して調整と制御を与えることができる。ネットワークコントローラ１３０は単一のネッ
トワークの構成要素あるいはネットワークの構成要素の一つの集合体になることができる
。ネットワークコントローラ１３０はバックホール（backhaul）を介して基地局１２０お
よび１２２により通信することができる。基地局１２０および１２２は、また、例えば、



(10) JP 2014-30200 A 2014.2.13

10

20

30

40

50

ワイヤレスまたはワイヤラインのバックホールを介して直接あるいは間接的に互いに通信
することができる。
【００１７】
　ワイヤレスのネットワーク１００はマクロ基地局（macro base station）だけを含んで
いる同一機種のネットワークとなることができる。ワイヤレスネットワーク１００は、さ
らに異なるタイプの基地局、例えばマクロ基地局、ピコ基地局（pico base station）、
ホーム基地局（home base station）、中継局などを含んでいる異機種のネットワークに
なることができ、ここで説明された技法が同一機種および異機種のネットワークに使用さ
れ得る。
【００１８】
　端末１１０および１１２は、ワイヤレスのネットワーク１００にサポートされた多くの
端末のうちの２つとすることができる。端末は、静止または移動しているとすることがで
き、また、アクセス端末（ＡＴ）、移動局（ＭＳ）、ユーザ装置（ＵＥ）、加入者ユニッ
ト、局、などと呼ばれ得る。端末は、携帯電話、個人情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモ
デム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルド装置、ラップトップコンピュータ、コード
レス電話機、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）)局、などとすることができる。端末
は、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、および／または他の局と通信すること
ができる。
【００１９】
　端末はサービング基地局と通信することができ、１つまたはより多くの干渉基地局に対
して干渉を引き起こすことができ、および／または１つまたはより多くの干渉基地局から
の干渉を監視することができる。サービング基地局は、ダウンリンクおよび／またはアッ
プリンクの端末にサービスを提供するために選定された基地局である。干渉基地局は、ダ
ウンリンク上の端末に干渉を引き起こし、および／またはアップリンク上の端末からの干
渉を監視する１つの基地局である。図１において、基地局１２０は端末１１０のためのサ
ービング基地局であり、そして、基地局１２２は端末１１０に対して干渉基地局である。
端末１１２は基地局１２２に通信し、基地局１２０に対して干渉端末である。
【００２０】
　ワイヤレスネットワーク１００は同期または非同期動作をサポートすることができる。
同期動作については、基地局は同じフレームタイミングを持ち、そして、異なる基地局に
よる送信は時間において位置合わせされることができる。非同期動作については、基地局
は異なるフレームタイミングを持ち、そして、異なる基地局による送信は時間において位
置合わせされないようにすることができる。
【００２１】
　図２は、複数の基地局１からLによる非同期動作の例を示す。ここでL＞１である。各基
地局については、水平軸は時間を示し、そして、垂直軸は周波数または送信電力を表わす
ことができる。各々基地局の送信のタイムラインはサブフレームの各ユニットへ分割され
ることができる。各々サブフレームは１ミリ秒（ｍｓ）などの前もって決定された持続期
間を持つことができる。サブフレームもスロット、フレーム、などと呼ばれることができ
る。
【００２２】
　非同期動作については、各基地局は独立してそのフレームタイミングを維持することが
でき、自主的にインデックスをサブフレームに割り当てることができる。例えば、基地局
１は時間Ｔ１からスタートするサブフレームｆ１を持つことができ、基地局２は時間Ｔ２

からスタートするサブフレームｆ２を持つことができ、などおよび基地局Lからスタート
するサブフレームｆ２など持つことができ、基地局Ｌは、時間ＴＬからスタートするサブ
フレームｆＬを持つことができる。図２に示されるように、開始時間Ｔ１、Ｔ２、…およ
びＴＬは位置合わせされた時間ではないとすることができる。更に、サブフレームのイン
デックスｆ１、ｆ２、・・・およびｆＬは異なる値を持つことができる。
【００２３】
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　ワイヤレスネットワーク１００は周波数分割複信（ＦＤＤ）を利用することができる。
ＦＤＤについては１本の周波数チャネルはダウンリンクとして割り当てられる。そして、
別の周波数チャネルはアップリンクとして割り当てられる。各リンクの周波数チャネルは
、そのリンクに対して送信に使用されるかもしれない周波数のリソースとみなされること
ができる。各リンクの周波数のリソースは種々の方式で分割されることができる。
【００２４】
　図３は、１つのリンク（例えばダウンリンクまたはアップリンク）に対する周波数のリ
ソースを分割する設計を示す。リンクに対するシステムの帯域幅は固定されるかあるいは
設定可能とすることができる。例えば、ＬＴＥおよびＵＭＢは、１．２５、２．５、５、
１０あるいは２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステムの帯域幅をサポートする。システムの
帯域幅は、１からＭのインデックスを備えたM個の副帯域へ分割されることができる。こ
こで、Ｍは任意の値とすることができる。各サブバンドは所定周波数の範囲（例えばＬＴ
Ｅにおける１．０８ＭＨｚ）をカバーすることができる。サブバンドの数はシステムの帯
域幅およびサブバンドの大きさに依存することができる。例えば、１個、２個、４個、８
個あるいは１６個のサブバンドが、１．２５、２．５、５、１０あるいは２０ＭＨｚのシ
ステムの帯域幅としてそれぞれ使用可能とすることができる。
【００２５】
　システムの帯域幅も、直交周波数分割多元（ＯＦＤＭ）あるいはシングルキャリア周波
数分割多元（ＳＣ－ＦＤＭ）を備えた多重（Ｋ）のサブキャリアへ分割されることができ
る。副搬送波は、また、トーンやビンなどと呼ばれることができ、近傍の副搬送波の間の
間隔は固定されることができる。そして、サブキャリア（Ｋ）の合計数はシステムの帯域
幅に依存することができる。例えば、Kは、１．２５、２．５、５、１０あるいは２０Ｍ
Ｈｚのシステムの帯域幅に対して、それぞれ１２８、２５６、５１２、１０２４あるいは
２０４８に等しいとすることができる。各サブバンドはＳ個の副搬送波を含むことができ
る。ここで、Ｓは任意の値とすることができる。例えば、ＬＴＥにおいて、各サブバンド
は１．０８ＭＨｚをカバーし、７２個の副搬送波を含んでいる。
【００２６】
　システムの帯域幅も複数（C）の搬送波へ分割されることができる。各搬送波は特定の
中心周波数および特定の帯域幅を持つことができる。搬送波の数はシステムの帯域幅およ
び搬送波の帯域幅の大きさに依存することができる。
【００２７】
　一般的に、各リンクに対して利用可能な周波数のリソースは、サブバンド、副搬送波、
および3つの例である搬送波を用いた種々の方式で分割されることができる。利用可能な
周波数のリソースは送信のために割り当てられ、使用されることができる。
【００２８】
　ワイヤレスのネットワーク１００は例えばマクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局
などの異なるタイプの基地局を含むことができる。これらの異なるタイプの基地局は、ワ
イヤレスネットワーク100において、異なる送信電力レベル、異なる有効範囲の領域、お
よび干渉への異なる影響を持つことができる。例えば、マクロ基地局は高い送信電力レベ
ル（例えば２０ワット）を持つことができる。しかし、ピコ基地局とフェムト基地局は低
い送信電力レベル(例えば１ワット)を持つことができる。
【００２９】
　図１に戻って参照すると、端末１１０は複数の基地局のカバー範囲内にいることができ
る。これらの基地局のうちの１つは端末１１０に対してサーブするために選択されること
ができる。サービング基地局は、幾何学的配置や経路損失などのさまざまな判定基準に基
づいて選択されることができる。幾何学的配置は、信号対雑音比（signal-to-noise rati
o：ＳＮＲ）、信号対雑音干渉比（signal-to-noise-and-interference ratio：ＳＩＮＲ
）、搬送波対干渉比（carrier-to-interference ratio：C／I）、などにより定量化され
ることができる。
【００３０】
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　端末１１０は、端末が、１つまたはより多い基地局から高い干渉を監視し、および／ま
たは高度の干渉を引き起こすかもしれない主要な干渉のシナリオで動作することができる
。高い干渉は、いくつかの判定基準に基づくしきい値を越えて監視される干渉により定量
化されることができる。
【００３１】
　主要な干渉のシナリオが範囲の拡張により起こるかもしれない。それは、端末１１０が
、端末１１０によって検出された複数の基地局中のより低い経路損失およびより低い幾何
学的配置で基地局に接続するシナリオである。例えば、端末１１０は基地局１２０および
１２２を検出することができ、基地局１２０に対して基地局１２２に対するよりも低い受
信電力持つことができる。しかしながら、それは、基地局１２０に対する経路損失が基地
局１２２に対する送信損失よりも低い場合に、基地局１２０に接続することは端末１１０
に対して望ましいかもしれない。基地局１２０（それはピコ基地局かもしれない）が基地
局１２２（それはマクロの基地局かもしれない）と比較してはるかに低い送信電力を持つ
場合がそのような場合かもしれない。より低い経路損失で基地局１２０へ端末１１０を接
続させることにより、より少ない干渉が、与えられたデータ速度を達成するためにワイヤ
レスネットワーク１００に対して引き起こされることができ、ネットワークの容量が向上
されることができる。
【００３２】
　主要な干渉のシナリオが、また、制限された関係により引き起こされることができる。
端末１１０は、基地局１２２に接近することができ、基地局１２２に対する高い受信電力
を持つことができる。しかしながら、端末１１０は基地局１２２のＣＳＧに属さないかも
しれないし、基地局１２２にアクセスすることが許可されないかもしれない。その時、端
末１１０はより低い受信電力で無制限の基地局１２０に接続することができる。その時、
端末１１０は、基地局１２２による高い干渉を監視することができ、基地局１２２への高
い干渉をまた引き起こすことができる。
【００３３】
　１つの態様において、リソースの確保は支配的な干渉のシナリオにおいて動作する端末
１１０に対する通信をサポートするために使用されることができる。リソースの確保は、
１つまたはより多い他の基地局に対する１つの基地局による所定のリソースの確保である
。また、リソースの確保は、リソースの割当てとして「ブランキング」などと呼ぶことが
できる。干渉する基地局１２２は、基地局１２２が確保されたダウンリンクのリソースに
より干渉を軽減させるために低パワーレベルで送信することができ、または全く送信しな
いとすることができるいくつかのダウンリンクのリソース（例えばダウンリンクに対する
1つまたはより多いサブバンド）を確保することができる。干渉基地局１２２は、また、
基地局１２２によってサービスが提供された端末が確保されたアップリンクのリソースに
より干渉を軽減するために低パワーレベルで送信することができ、全く送信しないことが
できるいくつかのアップリンクのリソース（例えばアップリンクに対する１つまたはより
多いサブバンド）を確保することができる。その時、端末１１０は、確保されたダウンリ
ンクのリソースによりより少ない干渉を監視することができ、そして、サービング基地局
１２０は、確保されたアップリンクのリソースにより少ない干渉を監視することができる
。その時、端末１１０は、干渉基地局１２２およびその端末がある状態でさえサービング
基地局１２０により通信することができる。一般的に、確保されたリソースは周波数のリ
ソースおよび／または時間のリソースを含むことができる。かもしれない。理解しやすい
ように、下記の説明の多くは周波数のリソースの確保、あるいは周波数の確保に関する。
【００３４】
　周波数の確保は同期・非同期動作の両方に対して使用されることができる。基地局が時
間について共通の概念を持たないので、周波数の確保は非同期動作で特に適用可能とする
ことができる。非同期動作はより多くのピコ基地局やフェムト基地局が屋内で展開される
ようにより共通になることができる。そして、これらの基地局は全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）のような同期するソースにアクセスしないかもしれない。
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【００３５】
　図４は、周波数の確保の設計が主な干渉のシナリオにおいて動作する端末１１０に対す
る通信をサポートするための周波数の確保についての設計を示す。１つの動作状況におい
て、端末１１０は、例えば、それらの基地局によって送られた低再使用のパイトットまた
はプリアンブル（ＬＲＰｓ）に基づき、強い基地局１２２だけでなくより弱い基地局１２
０の存在を検出することができる。ＬＲＰｓは、遠方の端末により受け取られることがで
きるように低い再使用で送信されたパイロットである。端末１１０は、範囲の拡張または
制限された連携によりより弱い基地局１２０へ接続することを望むことができる。端末１
１０は、より弱い基地局１２０に接続する要求をより強い基地局１２２に通知することが
できる。
【００３６】
　別の動作状況において、端末１１０は、最初に強い基地局１２２と通信することができ
る。端末１１０は、その後より弱い基地局１２０の存在を検出するかもしれないし、この
基地局に基づいて配置、経路損失、バックホールの品質のようないくつかの判定基準に基
づきこの基地局と接続することができる。端末１１０は、より弱い基地局１２０に接続す
る要望を強い基地局１２２に通知する。さらに別の動作状況において、端末１１０は、最
初に強い基地局１２２と通信し、次に、より弱い基地局１２０の存在を検出し、そして、
より弱い基地局を強い基地局に報告することができる。強い基地局１２２は、いくつかの
判定基準に基づいて端末１１０にサービスを提供するためにより弱い基地局１２０を選択
し、より弱い基地局への切り替えを実行するように端末に指示することができる。
【００３７】
　上記で説明されたすべての操作状況については、より弱い基地局１２０は端末１１０の
ためのサービング基地局であり、強い基地局１２２は干渉基地局であることができる。干
渉基地局１２２は、サービング基地局１２０と通信することを許容するために、ダウンリ
ンクあるいはアップリンク、あるいは両方のリンクにおけるいくつかの周波数のリソース
を確保することができる。各リンクのために確保すべき周波数のリソースの量は例えば、
バックホールを介して交換されたメッセージを通して、あるいは、端末１１０を通して基
地局１２０と交渉されることができる。確保された周波数のリソースは、サブバンド、副
搬送波、搬送波のユニットで与えられることができる。確保された周波数のリソースが前
もって決定された時間の量（例えば１００ミリ秒）の間有効になることができ、または変
化が生じるまで無期限に持続し、有効であることができる。干渉基地局１２２は、バック
ホールを介して、あるいは端末１１０を通して確保された周波数のリソースをサービング
基地局１２０に通知するだろう。
【００３８】
　ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれに対して確保すべき周波数のリソースの量
は、種々の方式に基づいてかつ種々の要因に基づいて決定されることができる。１つの設
計において、保存すべき周波数のリソースの量は、対応をする基地局１２０についてのロ
ーディング、干渉基地局についてのローディング、端末１１０に送るデータの量、ネット
ワーク容量などの要因に基づいて決定されることができる。１つの設計において、周波数
のリソースの固定された量が確保されることができる。別の設計において、周波数のリソ
ースの設定可能な量は、確保され、オーバー時間を変更し、および／または基地局から基
地局に変化することができる。図４に示される例において、干渉基地局１２２は、基地局
１２０に対応するためにサブバンドｘを確保する。以下で説明されるように、確保すべき
特定の周波数のリソースが決定されることができる。
【００３９】
　図５は、前もって決定した順序で周波数のリソースを確保する設計を示す。図５に示さ
れた例において、３つの基地局Ａ、ＢおよびＣは、サブバンドのユニットにおいて、周波
数のリソースを確保することができる。各基地局についての水平軸は周波数を表わし、垂
直軸は送信電力を表わす。端末１１０は、基地局Ａ、ＢおよびＣからの高い干渉を監視す
ることができる。それらの干渉する基地局が異なるサブバンドを確保する場合、端末１１
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０はなお確保されたサブバンドの全てで高い干渉を監視することができる。例えば、もし
１つの基地局Ａがサブバンド1を保存すれば、その時、端末１１０は、なおサブバンド1上
の基地局Ｂおよび／またはＣからの高い干渉を監視し、サブバンド1上で通信することが
できないかもしれない。
【００４０】
　１つの設計において、干渉基地局は、前もって決定した順序で周波数のリソースを確保
することができる。図５に示される例において、サブバンド１は最初に確保されるかまは
た空白にされ、次に、サブバンド２は２番目に確保され、サブバンド３は３番目に確保さ
れるだろう。基地局Ａは、３つのサブバンドを確保することを決定し、そして、サブバン
ド１、２および３を確保することができる。基地局Ｂは、１つのサブバンドを確保するこ
とを決定し、そして、サブバンド１を確保することができる。基地局Ｃは、２つのサブバ
ンドを確保することを決定し、そして、サブバンド１および２を確保することができる。
端末１１０は、全ての３つの基地局Ａ、ＢおよびCからのサブバンド上のより少ない干渉
を監視し、基地局ＡおよびＣからのサブバンド２上のより少ない干渉を監視し、基地局Ａ
のみからのサブバンド３上のより少ない干渉を監視することができる。端末１１０は、サ
ブバンド１上の十分なＳＩＮＲを達成し、サブバンド２上で適度のＳＩＮＲを達成し、お
よびサブバンド３上でより低いＳＩＮＲを達成することができる。
【００４１】
　１つの設計において、同じパワークラス（例えばすべてのマクロ基地局）の異なる基地
局は、前もって決定した順序で周波数のリソースを確保することができる。例えば、図５
における、基地局Ａ、ＢおよびＣはマクロ基地局になることができる。端末１１０は、３
つのすべてのマクロ基地局Ａ、ＢおよびＣの有効範囲内にあるピコ基地局とへ接続するこ
とを望み、３つのマクロ基地局のすべてによって確保されたサブバンド１上の十分なＳＩ
ＮＲを達成することができる。周波数のリソースを確保する前もって決定された順序は、
基地局によって既知のアプリオリ（a priori）であり、あるいは基地局へ伝えられること
ができる。
【００４２】
　図１および４に示される例に戻って参照すると、干渉基地局１２２は、種々の方式で確
保されたダウンリンクの周波数のリソースにより干渉を軽減することができる。1つの設
計において、干渉基地局１２２は、確保された周波数のリソースにより送信を回避し、そ
して、これらの周波数のリソースにより干渉を引き起こさなくすることができる。別の設
計において、干渉基地局１２２は、確保された周波数のリソースにより干渉を軽減するた
めにより低いパワーレベルにおいて送信することができる。1つの設計において、干渉基
地局１２２の送信電力のレベルは端末１１０に対する目標の干渉レベルを達成するために
選択されることができる。端末１１０は、周波数のリソースを確保する要求を干渉基地局
１２２に送信し、その要求に目標の干渉レベルおよびたぶんその送信電力のレベルを含む
ことができる。干渉基地局１２２は、端末１１０の既知または報告された送信電力のレベ
ルおよび干渉基地局での要求の測定された受信電力のレベルに基づいて前記端末から干渉
基地局１２２までの送信損失を決定することができる。その時、干渉基地局１２２は、そ
の経路損失および目標の干渉レベルに基づいた送信電力のレベルを決定することができる
。同様に、確保されたアップリンクの周波数のリソース上での干渉は、干渉基地局１２２
によって監視された端末に、それらの周波数のリソースにより送信を回避させるか低いパ
ワーレベルで送信させることにより軽減されることができる。
【００４３】
　サーブ基地局１２０は、種々の方式において確保された周波数のリソースを使用するこ
とができる。1つの設計において、サーブ基地局１２０は、確保されたダウンリンクの周
波数のリソースでの１つまたはそれ以上のダウンリンクの制御チャンネル（例えば、排他
的に）を送り、および／または、確保されたアップリンクの周波数のリソースでの１つま
たはそれ以上のアップリンクの制御チャンネル（例えば排他的に）を受け取ることができ
る。この設計は、より少ない干渉を持つ周波数のリソースにおいて、端末１１０に対して
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制御情報を確実に送り、および／または、端末１１０から制御情報を確実に受け取ること
を許容することができる。サービング基地局１２０は、確保されたダウンリンクの周波数
のリソース(利用可能な場合)、あるいは他の方式で確保されることができる他のダウンリ
ンクのリソースでデータを送ることができる。サービング基地局１２０は、また、確保さ
れたアップリンクの周波数のリソース（利用可能な場合）、あるいは他の方式で確保され
ることができる他のアップリンクのリソースで端末１１０からのデータの受け取ることが
できる。例えば、サービング基地局１２０は、端末１１０がサービング基地局１２０にア
ップリンクのリソースについてのデータを送ることができるように所定のアップリンクの
リソースで干渉を軽減するように干渉端末に依頼する干渉軽減要求を送ることができるの
で、サービング基地局１２０はダウンリンクのリソースのデータを送ることができる。そ
れに相応して、端末１１０は、所定のダウンリンクのリソースにより干渉を軽減すること
を干渉基地局１２２に依頼する干渉低減要求を送ることができるので、サービング基地局
１２０は、ダウンリンクのリソースについてのデータを端末１１０に送ることができる。
この設計は、干渉基地局１２２が長期間にわたり少量の周波数のリソースを確保すること
を許容することができる。データを送信するためのアップリンクおよび／またはダウンリ
ンクのリソースは、必要に応じて、リソース活用メッセージ（ＲＭＵｓ）と呼ばれる干渉
軽減要求を使用してダイナミックに確保されることができる。
【００４４】
　別の設計において、サービング基地局１２０は、確保されたダウンリンクの周波数のリ
ソースでダウンリンクの制御チャンネルおよびデータチャンネルを送り、および／または
確保されたアップリンクの周波数のリソースでアップリンクの制御チャンネルおよびデー
タチャンネルを受け取ることができる。干渉基地局１２２は、各リンク上の制御チャンネ
ルおよびデータチャンネルために各リンクについての十分な量の周波数のリソースを確保
することができる。
【００４５】
　１つの設計において、干渉基地局１２２は、サービング基地局１２０に確保された周波
数のリソースを伝える情報を同報することができる。別の設計において、サービング基地
局１２０は、制御チャンネルのために使用されて確保された周波数のリソースを伝える情
報を同報することができる。ひとつの基地局は、基地局により送られたＬＲＰにおける確
保された周波数のリソースまたは他のいくつかの信号に関する情報を同報することができ
る。
【００４６】
　１つの設計において、端末１１０は、サービング基地局１２０に対して周期的にチャン
ネル情報を送信することができる。チャンネル情報は、チャンネル品質表示（ＣＱＩ）情
報、干渉情報、チャンネル応答情報などを備えることができる。１つの設計において、Ｃ
ＱＩ情報は、例えば、サービング基地局１２０のために確保された各サブバンド、端末１
１０へのデータ送信に使用してもよい各サブバンド、十分に高いＳＩＮＲを備えた各サブ
バンド、十分に低干渉を備えた各サブバンド、基地局１２０に対応するために確保された
全ての周波数のリソース、全システムの帯域幅などの報告されるべき周波数ユニット対す
るＳＩＮＲ推定値を含むことができる。他の設計において、ＣＱＩの情報は、少なくとも
一つＳＩＮＲの推定値に基づいて決定された少なくとも１つの変調とコードの体系（ＭＣ
Ｓ）を含むことができる。干渉の情報は、報告されるべき各周波数ユニットに対する干渉
の推定値を含むことができる。ＣＱＩ報告のための周波数ユニットは、干渉報告のための
周波数ユニットと同じかまたは異なることができる。端末１１０は、ＣＱＩ情報を最初の
速度で送り、最初の速度と同じかまたはそれより遅い第２の速度で干渉情報を送ることが
できる。その代わりに、あるいは、さらに、端末１１０は、ＣＱＩ情報は、サービング基
地局１２０によって要求されたとき、チャンネルの状態が変化したとき、または、他のト
リガーする事象に基づき、ＣＱＩ情報および／または干渉情報を送信することができる。
サービング基地局１２０は、データ転送のための端末を選択すること、端末へのデータ送
信のために使用する周波数のリソースを選択すること、端末に対するデータ送信のために
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変調およびコードの体系を選択することなどのために端末によって報告されたＣＱＩ情報
および／または干渉情報を使用することができる。
【００４７】
　端末１１０は、干渉基地局１２２による過度に高い干渉を監視することができ、ダウン
リンク上の干渉基地局により鈍感にされる（あるいは感じなくされる）ことができる。干
渉が非常に高いので、高い干渉がある状態でサービング基地局１２０のための要求された
信号が端末１１０により検出されない時に、その鈍感になることが起こることがある。例
えば、端末１１０は、自動利得制御（ＡＧＣ）を実行することができ、受信利得を調整で
きるので、アナログ－デジタル変換器（ＡＤＣ）に供給される入力信号は、ＡＤＣをクリ
ッピング（clipping）することを避けるために目標信号レベルにある。ＡＤＣ入力信号は
、干渉基地局１２２による高い干渉に加えてサービング基地局１２０からの要求された信
号を含むことができる。ＡＤＣ入力信号は高い干渉により支配されることができる。要求
された信号レベルはＡＤＣの量子化雑音レベル未満であり、検出されないかもしれない。
【００４８】
　上で説明された鈍感化のシナリオは、干渉する基地局１２２に対応する基地局１２０の
ためにいくつかの周波数のリソースを確保させることによって処理されることがない。も
し、干渉基地局１２２がサービング基地局１２０のためのいくつかの周波数のリソースを
確保しているが確保されていない周波数のリソースで送信を行うとすると、それらの周波
数のリソースからの高い干渉が、要求された信号がＡＤＣの入力において電子化雑音以下
なるように依然として端末１１０のＡＧＣに受信利得を調整させることができる。
【００４９】
　別の態様において、端末１１０の鈍感化は時間の確保を使用することにより処理される
ことができる。時間の確保は、１つまたはそれ以上の他の基地局のための１つの基地局に
よる所定の時間のリソース（例えば時間間隔）の確保である。干渉基地局１２２は、サー
ビング基地局１２０のために所定時間間隔（例えばサブフレームのセット）を確保してお
くことができ、確保された時間の間隔の間に低パワーレベルで送信することができるか、
全く送信しないことができる。その時、端末１１０は、確保された時刻間隔の間に干渉基
地局１２２からの最低値を監視することができ、またはする干渉基地局１２２からの干渉
を監視しないことができ、それらの時間間隔の間にサービング基地局１２０からの要求さ
れた信号を検出することができる。
【００５０】
　図６は、サービング基地局１２０と干渉基地局１２２による非同期の動作で鈍感化を抑
制するための時間の確保の一例を示す。各基地局については、水平軸は時間を表し、垂直
軸は周波数または送信電力を表わすかもしれない。サービング基地局１２０は、サブフレ
ームｆｓで端末１１０にサービスを提供することを要求することができる。非同期動作の
ために、サービング基地局１２０のサブフレームｆｓは干渉基地局１２２のサブフレーム
ｆｉおよびｆｉ＋１と重複することができる。したがって、干渉基地局１２２は、サービ
ング基地局１２０に対してサブフレームｆｉおよびｆｉ＋１において全ての周波数のリソ
ースを確保することができる。
【００５１】
　図６は、サービング基地局１２０に、干渉基地局１２２からの干渉なしまたは低干渉で
一つのサブフレームを使用することを許容するための干渉基地局による２つのサブフレー
ムの確保を示す。一般的に、時間の量（例えば、サブフレームの任意の数）がサービング
基地局１２０のために確保される。確保された時間は連続的になる（例えば、いくつかの
連続的なサブフレーム）ことができ、それは基地局１２０および１２２の位置合わせされ
ていないフレームタイミングにより再使用されない時間のパーセンテージを減少させるこ
とができる。確保された時間は、また、離れて間隔を置かれることができる。例えば、Ｑ
個のインターレースは、Ｑ個のサブフレームにより離れて間隔を置かれるサブフレームを
含む各インターレースと定義されことができる。ここで、Ｑは４，６，８に等しくするこ
とができる。干渉する基地局１２２は、サーブする基地局１２０のために１つまたはそれ
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より多いインターレースを確保することができる。確保される時間の量および／または確
保される特定の時間間隔は、例えば、バックホールを介して交換されたメッセージを通じ
て、基地局１２０および１２２によって交渉されることができる。
【００５２】
　端末１１０は、ダウンリンクでの干渉基地局１２２により鈍感にされることができ、次
に、アップリンクでの干渉する基地局１２２を鈍感にすることができる。これは、例えば
、もし、干渉基地局１２２が、端末１１０が制限された関係によりアクセスすることがで
きない近くのフェムト基地局であるなら、そのような場合であるだろう。そのような対称
的な鈍感化のシナリオにおいて、干渉基地局１２２は、サーブする基地局１２０から端末
１１０による送信のためのダウンリンク対していくつかの時間を確保することができ（例
えば図６に示されたように）、また、サービング基地局１２０に対する端末１１０による
送信のためのアップリンクに対していくつかの時間を確保することができる。干渉基地局
１２２は、端末１１０による高い干渉を回避するために、アップリンクのために確保され
た時間の間にアップリンク送信のためにその端末をスケジュールすることを避けることが
できる。
【００５３】
　図４および６で示された例において、干渉基地局１２２のみが、サービング基地局１２
０のために周波数のリソースと時間を確保することができる。一般に、いかなる基地局も
他の基地局のために周波数のリソースおよび／または時間を確保することができる。複数
の基地局は、相互に他から高い干渉を監視することができる。周波数の確保については、
異なる基地局は異なる周波数のリソース、例えば異なる副帯域を使用することができる。
時間の確保については、異なる基地局は異なる時間区間（例えば異なる１００ミリ秒の間
隔）、または、非重複のインターレースを使用することができる。
【００５４】
　理解しやすいように、ダウンリンクでの干渉の軽減について上記の多くの説明がなされ
ている。その技法はアップリンクに対しても干渉の軽減として使用されることができる。
【００５５】
　図７は、ワイヤレスネットワークにおけるリソースの確保を用いて通信をする端末によ
り実行されたプロセス７００の設計を示す。端末は、端末に高干渉を引き起こす干渉基地
局を検出することができる（ブロック７１２）。端末は干渉基地局に対するリソース（例
えば、周波数のリソースおよび／または時間のリソース）を確保するための要求を送るこ
とができる（ブロック７１４）。端末は、干渉基地局により確保されたリソースによりサ
ービング基地局と通信することができる。（ブロック７１６）サービング基地局と干渉基
地局は非同期で、異なるフレームタイミングを備えることができる。あるいは、サービン
グ基地局および干渉基地局は同期しており、同様のフレームタイミングを備えるができる
。
【００５６】
　１つのシナリオにおいて、端末は２つの基地局を検出し、サービング基地局として１つ
の基地局を選択し、干渉する基地局として別の基地局を識別することができる。別のシナ
リオにおいて、端末は、最初に第１の基地局（例えばマクロ基地局）と通信し、次に、第
２の基地局（例えばピコ基地局）を検出することができる。端末は、第２の基地局に対し
て切り替えることを望むこができ、第１の基地局に対して第2の基地局を報告することが
できる。第１の基地局は、第２の基地局に対して端末を手放すことを決定することができ
、端末が第２の基地局と通信することを許容するためにリソースを確保することができる
。したがって、第１の基地局は最初にサービング基地局になることができ、次に、干渉基
地局になることができる。サービング基地局および干渉基地局は、他の方式でも決定され
ることができる。
【００５７】
　確保されたリソースはダウンリンクのリソースおよび／またはアップリンクのリソース
を含むことができる。周波数の確保については、各リンク（もしあれば）に対して確保さ
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れたリソースは、少なくとも１つの副帯域、少なくとも１つの搬送波、１セットの副搬送
波などを含むことができる。時間の確保については、各リンク（もしあれば）に対して確
保されたリソースは、確保された時間間隔における１セットのサブフレームを備えること
ができる。周波数および時間の両方の確保について、確保されたリソースは、例えば、（
i）確保されたリソースに対してより低いパワーレベルにおいて送信するか、または全く
送信しない干渉基地局、（ii）確保されたリソースについてより低いパワーレベルにおい
て送信するか、または全く送信しない干渉基地局によってサービスが提供された端末、に
より干渉基地局からの干渉を軽減することができる。
【００５８】
　ブロック７１６の１つの設計において、端末は、サービング基地局によって確保された
リソースに対してより排他的に送られる制御チャンネルおよび／またはデータチャンネル
を受け取ることができる。制御チャンネルおよび／またはデータチャンネルは、性能を改
善する低干渉により確保されたリソースに対して制限されることができる。別の設計にお
いて、確保されたリソースは確保されたダウンリンクのリソースおよび確保されたアップ
リンクのリソースを含むことができる。端末は、サービング基地局から、確保されたリソ
ースに対するダウンリンクの制御チャンネルおよび／またはダウンリングのデータチャン
ネルを受け取ることができる。端末は、確保されたアップリンクのリソース対するアップ
リンクの制御チャネルおよび／またはアップリンクデータチャンネルをサービング基地局
へ送信することできる。確保されたリソースは、他の方式において通信に使用されること
ができる。
【００５９】
　時間の確保については、端末は、サービング基地局のN個のサブフレームの間にサービ
ング基地局から制御チャンネルおよび／またはデータチャンネルを受け取ることができる
。ここでNは、１またはそれ以上である。確保されたリソースは例えば図６に示されるよ
うに、サービング基地局のN個のサブフレームとオーバーラップする干渉基地局の少なく
ともN個のサブフレームを含むことができる。確保されたリソースは、また、１つまたは
それ以上のインターレースを含むことができる。
【００６０】
　１つの設計において、端末は、確保されたリソースのチャンネル情報を決定して、サー
ブする基地局へチャンネル情報を送信することができる。端末は、確保されたリソースに
対する少なくとも１つのＳＩＮＲ推定値を得て、少なくとも１つのＳＩＮＲの推定値に基
づいたＣＱＩ情報を決定することができる。端末は、また、確保されたリソースに対する
少なくとも1つの干渉の推定値を得ることができる。チャンネル情報は、ＣＱＩ情報、少
なくとも１つの干渉の推定値、および／または他の情報を含むことができる。
【００６１】
　１つの設計において、範囲の拡張については、サービング基地局の受信電力は、端末に
おける干渉基地局の受信電力より弱くなることができる。また、サービング基地局から端
末への経路損失は、干渉基地局から端末への送信損失よりも小さくなることがある。干渉
基地局は、高い送信電力レベル（例えば２０ワット）を持つマクロ基地局になることがあ
る。サービング基地局は、低い送信電力レベル（例えば１ワット）のピコ基地局あるいは
フェムト基地局になることができる。別の設計において、制限された関係のため、干渉基
地局は制限されたアクセスを備えたフェムト基地局であり、端末によりアクセスできなく
なることができる。サービング基地局は、無制限のアクセスを備えたピコ基地局あるいは
マクロ基地局であり、端末によりアクセス可能になることができる。
【００６２】
　図８は、端末のための装置８００の設計を示す。装置８００は、端末に高い干渉を発生
する干渉基地局を検出するモジュール８１２、干渉基地局に対してリソースを確保する要
求を送るモジュール８１４、干渉基地局からの干渉が少なく、干渉基地局によって確保さ
れたリソースによりサービング基地局と通信するモジュール８１６を備える。
【００６３】
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　図９は、ワイヤレスネットワークにおける干渉基地局により実行されたプロセス９００
の設計を示す。干渉基地局は、干渉基地局による高い干渉を監視し、かつ、サービング基
地局と通信する端末の指示を得ることができる。（ブロック９１２）干渉基地局およびサ
ービング基地局は非同期とすることができ、異なるフレームタイミングをもつことができ
る。１つの設計において、干渉基地局は、端末からリソース（例えば周波数のリソースお
よび／または時間のリソース）に対する要求を受け取ることができる。別の設計において
、干渉基地局は、端末からパイロット報告を受け取ることができる。干渉基地局は、端末
が、要求、パイロット報告、あるいは他のいくつかの情報に基づいて、干渉地局による高
い干渉を監視していることを決めることができる。
【００６４】
　サービング基地局と端末の間の通信を促進するリソースを確保することができる（ブロ
ック９１４）。１つの設計において、干渉基地局は、前もって決定された順序（例えば図
５に示されるように）に基づいてリソース（例えば周波数のリソース）を確保する。干渉
基地局は、前もって決定された時間の期間または確保されたリソースが無効になるまでの
持続時間の間にリソースを確保することもできる。
【００６５】
　干渉基地局は、確保されたリソースにより干渉を減少させることができる（ブロック９
１６）。1つの設計において、干渉基地局は、確保されたリソースにより送信することを
避けることができる。別の設計において、干渉基地局は、例えば、端末に対する目標の干
渉レベルを得るために、確保されたリソースにより送信電力を軽減することができる。送
信電力の軽減量は、干渉基地局から端末までの推定された経路損失と目標の干渉レベルに
基づいて決定されることができる。
【００６６】
　図１０は、干渉基地局のための装置１０００設計を示す。装置１０００は、干渉基地局
からの高い干渉を監視し、サービング基地局と通信する端末の指示を得るモジュール１０
１２と、サービング基地局と端末の間の通信を促進するリソースを確保するモジュール１
０１４と、干渉基地局により確保されたリソースにより干渉を軽減するモジュール１０１
６を含んでいる。
【００６７】
　図１１は、ワイヤレスネットワークにおけるサービング基地局により実行されたプロセ
ス１１００の設計を示す。サービング基地局は、干渉基地局により確保されたリソース（
例えば周波数のリソースおよび／または時間のリソース）を決定することができる（ブロ
ック１１１２）。干渉基地局およびサービング基地局は非同期であり、異なるフレームタ
イミングを備えることができる。確保されたリソースは干渉基地局からの干渉がより少な
くすることができる。サービング基地局は、確保されたリソースを（例えばシステム情報
またはＬＲＰを介して）示す情報を同報することができる。
【００６８】
　サービング基地局は、確保されたリソースで端末と通信することができる（ブロック１
１１４）。1つの設計において、サーブする基地局は、確保されたリソースで制御チャン
ネルおよび／またデータチャンネルを（例えば排他的に）端末に送信することができる。
別の設計において、サービング基地局は、確保されたリソースに加えて他のリソースによ
り制御チャンネルおよび／またはデータチャンネルを端末に送信することができる。さら
に別の設計において、確保されたリソースは確保されたダウンリンクのリソースおよび確
保されたアップリンクのリソースを含むことができる。サービング基地局は、確保された
ダウンリンクのリソースについてのダウンリンクの制御チャンネルおよび／またはダウン
リンクのデータチャンネルを端末に送信することができる。サービング基地局は、端末に
、確保されたアップリンクのリソースについてのアップリンクの制御チャネルおよび／ま
たアップリンクのデータチャンネルを端末から受け取ることができる。
【００６９】
　１つの設計において、サービング基地局は、確保されたリソースのためのチャンネル情
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報（例えばＣＱＩ情報、干渉情報、など）を端末から受け取ることができる。サービング
基地局は、データ送信のための端末を選びこと、データ送信のために使用するリソースを
選ぶこと、データ送信のための変調とコードの体系を選ぶことなどのために、チャンネル
情報を使用することができる。
【００７０】
　図１２は、サービング基地局のための装置１２００の設計を示す。装置１２００は、干
渉基地局からの干渉が少ない確保されたリソースを用いて干渉基地局によって確保された
リソースを決定するためのモジュール１２１２と、確保されたリソースにより端末と通信
するためのモジュール１２１２を含んでいる。
【００７１】
　図１３は、ワイヤレスネットワークにおけるリソースの確保による通信のために対応す
る基地局により実行されたプロセス１３００の設計を示す。サービング基地局は、高い干
渉を検出することができる（ブロック１３１２）。サービング基地局は、少なくとも1つ
の干渉端末からの干渉がより少ない確保されたリソース(例えば周波数のリソースおよび/
または時間のリソース)を決定することができる（ブロック１３１４）。１つの設計にお
いて、サービング基地局は、近傍の基地局へリソースを確保する要求を送信することがで
きる。その時、近傍の基地局は、少なくとも１つの干渉端末に確保されたリソースにより
干渉を軽減するように指示することができる。別の設計において、サービング基地局は、
少なくとも1つの干渉端末へ確保されたリソースで干渉を軽減する要求を送信することが
できる。その時、各干渉端末は、確保されたリソースにより干渉を軽減することができる
。どのような場合も、サービング基地局は、その端末に対して確保されたリソースを示す
情報を同報することができる。
【００７２】
　サービング基地局は、確保されたリソースで端末と通信することができる（ブロック１
３１６）。１つの設計において、サービング基地局は、端末により確保されたリソースに
ついて送られた（例えば排他的に）制御チャンネルおよび／またはデータチャンネルを受
け取ることができる。
【００７３】
　図１４は、リソースの確保を備えたサービング基地局のための装置１４００の設計を示
す。装置１４００は、サーブする基地局で高い干渉を検出するモジュール１４１２と、少
なくとも１つの干渉端末から干渉がより少ない確保されたリソースを決定するモジュール
１４１４と、確保されたリソースで端末と通信するモジュール１４１６とを含んでいる。
【００７４】
　図１５は、ワイヤレスネットワークにおけるリソースの確保を用いて通信する端末によ
り実行されたプロセス１５００の設計を示す。端末は、サービング基地局において少なく
とも1つの干渉端末から干渉が少ない確保されたリソース（例えば周波数のリソースおよ
び/または時間のリソース）を決定することができる（ブロック１５１２）。1つの設計に
おいて、端末は、サービング基地局から、確保されたリソースを示す同報情報を受け取る
ことができる。端末は、確保されたリソースによりサービング基地局と通信することがで
きる（ブロック１５１４）。１つの設計において、端末は、確保されたリソースについて
の制御チャンネルおよび／またはデータ・チャネル(例えば排他的に)をサーブする基地局
に送信することができる。
【００７５】
　端末は、また端末からの高い干渉を監視する近傍の基地局への干渉を軽減する要求を受
け取ることができる（ブロック１５１６）。端末は、近傍の基地局あるいはサービング基
地局から要求を受け取ることができる。その時、端末は、近傍の基地局のために確保され
た第２のリソースにより干渉を軽減することができる（ブロック１５１８）。
【００７６】
　図１６は、リソースの確保を備えた端末のための装置１６００の設計を示す。装置１６
００は、サービング基地局における少なくとも１つの干渉端末からの干渉が少ない確保さ
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れたリソースを決定するモジュール１６１２と、確保されたリソースによりサービング基
地局と通信するモジュール１６１４と、端末からの高い干渉を監視する近傍の基地局に対
する干渉を軽減する要求を受け取るモジュール１６１６と、近傍の基地局のために確保さ
れた２番目のリソースにより干渉を軽減するモジュール１６１８を含む。
【００７７】
　図８、１０、１２、１４および１６におけるモジュールは、プロセッサ、エレクトロニ
クスデバイス、ハードウェアデバイス、エレクトロニクス部品、論理回路、メモリ、ソフ
トウェアコード、ファームウェア符号などあるいはそれの任意の組合せを含むことができ
る。
【００７８】
　図１７は、端末１１０とサービング基地局１２０、および干渉基地局１２２の設計のブ
ロック図を示す。サービング基地局において、送信プロセッサ１７１４ａは、データソー
ス１７１２ａからデータを、コントローラ／プロセッサ１７３０ａおよびスケジューラ１
４３４ａから制御情報を受け取ることができる。コントローラ／プロセッサ１７３０ａは
確保されたリソースに対してメッセージを供給することができる。スケジューラ１７３４
ａは、端末１２０に対してスケジュールの許可を供給することができる。プロセッサ１７
１４ａは、それぞれ、データと制御情報を処理し（例えば、符号化し、変調し）、データ
シンボルと制御シンボルを供給する。プロセッサ１７１４ａは、また、ＬＲＰのためにパ
イロットシンボルを発生することができる。プロセッサ１７１４ａは、データ、制御、お
よびパイロットシンボルを（例えばＯＦＤＭ、ＣＤＭＡ、などのために）処理し、出力サ
ンプルを提供することができる。送信機（ＴＭＴＲ）１７１６ａは出力サンプルを調整し
（例えば、アナログに変換し、増幅し、濾波し、アップコンバータで変換し）、ダウンリ
ンク信号を発生することができる。それはアンテナ１７２０ａを介して送信されることが
できる。
【００７９】
　干渉基地局１２２は、同様に、基地局１２２によってサービスが提供された端末に対す
るデータおよび制御情報を処理することができる。データ、制御情報およびパイロットは
、送信プロセッサ１７１４ｂにより処理され、送信機１７１６ｂにより調整され、アンテ
ナ１７２０ｂを介して送信されることが可能である。
【００８０】
　端末１１０では、アンテナ１７５２は基地局１２０および１２２からダウンリンク信号
を受け取ることができる。受信機（ＲＣＶＲ）１７５４は、アンテナ１７５２による受信
される信号を調整し（例えば、濾波し、増幅し、ダウンコンバータで変換し、およびデジ
タル化する）、および入力サンプルを提供することができる。受信プロセッサ１７５６は
入力サンプルを（例えばＯＦＤＭ、ＣＤＭＡなどのために）処理し、検出されたシンボル
を提供することができる。プロセッサ１７５６は、さらに、検出されたシンボルを処理し
（例えば、復調し、復号する）、データ受信装置１７５８に復号データを供給し、コント
ローラ／プロセッサ１７７０に復号された制御情報を提供することができる。
【００８１】
　アップリンクにおいて、送信プロセッサ１７８２は、データソース１７８０からデータ
を受け取り、処理し、コントローラ／プロセッサ１７７０からの情報（例えば、確保され
たリソースに対する要求）を調整し、出力サンプルを提供する。送信機１７８４は出力サ
ンプルを調整しアップリンク信号を発生することができる。それはアンテナ１７５２を介
して送信されることができる。各基地局では、端末１１０および他の端末からのアップリ
ンク信号はアンテナ１７２０により受け取られ、受信機１７４２により調整され、受信プ
ロセッサ１７４４により処理されることできる。プロセッサ１７４４はデータ受信装置１
７４６に復号データを供給し、コントローラ/プロセッサ１７３０に復号された制御情報
を供給することができる。
【００８２】
　コントローラ/プロセッサ１７３０ａ、１７３０ｂおよび１７７０は、基地局１２０お
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よび１２２、ならびに端末１１０における動作を指示することができる。端末１１０にお
けるプロセッサ１７７０および／または他のモジュールは、ここに記載された技法に対し
て図７におけるプロセッサ７００、図１５におけるプロセッサ１５、および／または他の
プロセッサに指示することを実行することができる。干渉基地局１２２におけるプロセッ
サ１７３０および／または他のモジュールは、ここに記載された技法に対して図９におけ
るプロセス９００を実行または指示することができる。サービング基地局１２０において
、プロセッサ１７３０および／または他のモジュールが、図１１のプロセス１１００、図
１３のプロセス１３００、他のプロセス実行し、または指示することができる。メモリ１
７３２ａ、１７３２ｂおよび１７７２は、基地局１２０および１２２、ならびに端末１１
０のためにデータとプログラムコードをそれぞれ記憶することができる。スケジューラ１
７３４ａおよび１７３４ｂは、基地局１２０および１２２との通信のために端末をそれぞ
れスケジュールすることができ、スケジュールされた端末にリソースを割り当てることが
できる。
【００８３】
　技術の熟練者は、情報と信号が様々な異なる技術および技法のうちのどれでも使用して
表わされることができることを理解するだろう。例えば、上記の説明で参照されるデータ
、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁界または磁気粒子、光学的な場または光学的な粒子、あるいはそれらの任意の組合
せにより表わされることができる。
【００８４】
　当業者は、開示に関連してここに説明された種々の実例となる論理ブロック、モジュー
ル、回路、およびアルゴリズムのステップが電子ハードウェア、コンピュータソフトウェ
ア、その両方として実行されることを十分に認識するだろう。明白にハードウェアとソフ
トウェアのこの互換性を示すために、種々の実例となる部品、ブロック、モジュール、回
路およびステップは、それらの機能についての用語で一般的に上記において説明された。
そのような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実行されるかどうかは、システ
ム全体に課された特定の用途と設計の制約に依存する。熟練した技術者は、各特定の用途
のために様々方法で説明された機能性を構築することができる。しかし、そのような実行
の決定は現在の開示の範囲による逸脱を引き起こすとは解釈されるべきでない。
【００８５】
　ここでの説明に関連して説明された種々の実例となる論理ブロック、モジュール、およ
び回路は、ここで説明された機能を実行するように設計された汎用プロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブル
ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理装置、個別のゲートロジック、
トランジスタロジック、個別のハードウェア部品あるいはそれらの組み合わせとして構築
され実行される。汎用プロセッサはマイクロプロセッサかもしれない。しかし、他の選択
肢において、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、あるいはステートマシンかもしれない。プロセッサも、例えばＤＳＰと、一つマイク
ロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰのコア部分と関連する１つまたはそれ
以上のマイクロプロセッサまたはそのような構成の組み合わせなどのコンピューティング
装置の組合せとして構成されることができる。
【００８６】
　ここでの開示に関連して説明された方法かアルゴリズムのステップは、ハードウェアに
おいて、プロセッサにより実行されたソフトウェアモジュールにおいて、または、その2
つの組合せにおいて、直接具体化されることが可能である。ソフトウェアモジュールは、
ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲおＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモ
リ、レジスタ、ハードディスク、取外し可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは技術にお
いて既知の他の形式の記憶媒体に存在することができる。典型的な記憶媒体は、プロセッ
サが記憶媒体から情報を読み、および書くことができるようにプロセッサと結合している
。他の選択肢において、記憶媒体はプロセッサに対して不可欠であるだろう。プロセッサ
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ができる。他の選択肢において、プロセッサと記憶媒体はユーザの端末の個別部品として
存在することができる。
【００８７】
　１つ以上の典型的な設計において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェアあるいはそれの任意の組合せにおいて構築されることができる。もしソフ
トウェアにおいて構築されれば、機能は、１コンピュータ読み取り可能な記憶媒体上1つ
またはより多い命令またはとして格納され、あるいは伝送されることができる。コンピュ
ータに読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から他の場所へのコン
ピュータプログラムの移動を促進するあらゆる媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒
体は、汎用目的または専用目的のコンピュータによりアクセスすることができるあらゆる
使用可能な媒体であることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータに
読み取り可能な媒体はＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光学ディ
スク記憶装置、磁気ディスク記憶装置あるいは他の磁気記憶装置、命令やデータ構造も形
式として要求されたプログラムコード手段を移動するために使用することができ、汎用目
的あるいは特定目的のコンピュータによってアクセスされる他のあらゆる媒体を含む。さ
らに、いかなる結合も当然にコンピュータに読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、同
軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）あるい
は赤外線、ラジオおよびマイクロ波のような無線技術を使用して、ソフトウェアがウェブ
サイト、サーバあるいは他の遠隔のソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイ
バーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬあるいは赤外線、ラジオおよびマイクロ波のような
ワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで用いられるディスクとディスクは、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、ディジタル・
バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスクおよびブルーレイ
ディスクを含む。ここで、ディスクは、磁気的にデータを再生し、またレーザを用いて光
学的に再生する。上記のものの組合せもコンピュータに読み取り可能な媒体の範囲内に含
まれているべきである。
【００８８】
　開示の上記の説明はいかなる当業者も開示を得るか使用することを可能にするために提
供される。開示に対する種々の修正は当業者に容易に明白になる。そして、ここに定義さ
れた一般的な法則は、開示の精神あるいは範囲から逸脱せずに、他の変形に適用されるこ
とができる。したがって、その開示は、ここで説明された例や設計に対して限定するよう
には意図されていないが、ここで説明された法則および新規な特徴に矛盾しない最も広い
範囲が与えられることになっている。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年9月17日(2013.9.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイレス通信のための方法であって、
　端末に高い干渉を引き起こす干渉基地局を検出することと、
　前記干渉端末により確保されたリソースによりサービング基地局と通信することと
を備え、
　　前記確保されたリソースは、前記干渉基地局からの干渉がより少ない、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　開示の上記の説明はいかなる当業者も開示を得るか使用することを可能にするために提
供される。開示に対する種々の修正は当業者に容易に明白になる。そして、ここに定義さ
れた一般的な法則は、開示の精神あるいは範囲から逸脱せずに、他の変形に適用されるこ
とができる。したがって、その開示は、ここで説明された例や設計に対して限定するよう
には意図されていないが、ここで説明された法則および新規な特徴に矛盾しない最も広い
範囲が与えられることになっている。
　以下に本件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。
［１］ワイレス通信のための方法であって、
　端末に高い干渉を引き起こす干渉基地局を検出することと、
　前記干渉端末により確保されたリソースによりサービング基地局と通信することと
を備え、
　　前記確保されたリソースは、前記干渉基地局からの干渉がより少ない、方法。
［２］前記確保されたリソースは、前記干渉基地局により確保された周波数のリソースを
備える、［１］の方法。
［３］前記確保されたリソースは、少なくとも1つのサブバンド、少なくとも1つの搬送波
、あるいは1セットのサブキャリアを備える、［１］の方法。
［４］前記確保されたリソースは、前記干渉基地局により確保された時間のリソースを備
える、［１］の方法。
［５］前記干渉基地局および前記サービング基地局が、非同期であり、異なるフレームタ
イミングを備えている、［１］の方法。
［６］前記干渉基地局に対してリソースを確保する要求を送信することをさらに備える、
［１］の方法。
［７］前記リソースが、リソースを確保するための前もって決定された順序に基づいて前
記干渉基地局によって確保される、［１］の方法。
［８］前記サービング基地局との通信が、前記サービング基地局によって確保されたリソ
ースについて排他的に送られる制御チャンネルとデータチャンネルの少なくとも１つを受
け取ることを備える、［１］に記載の方法。
［９］前記確保されたリソースは確保されたダウンリンクのリソースおよび確保されたア
ップリンクのリソースを備え、
　前記サービング基地局との通信は、
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　前記サービング基地局から、確保されたダウンリンクのリソースでダウンリンクの制御
チャンネルおよびダウンリンクのデータチャンネルの少なくとも1つを受け取ることと、
　前記確保されたアップリンクのリソースでアップリンクの制御チャネルおよびアップリ
ンクのデータチャンネルの少なくとも1つを前記サービング基地局へ送信することと
を備える、［１］の方法。
［１０］前記サービング基地局のN個のサブフレームの間に前記サービング基地局から制
御チャンネルおよびデータチャンネルの少なくとも１つを受け取ることをさらに含み、こ
こでNは１またはそれより多く、そして、前記確保されたリソースは、前記サービング基
地局のN個のサブフレームをカバーする前記干渉基地局の少なくともN個のサブフレームを
備える、［１］の方法。
［１１］前記確保されたリソースのためのチャンネル情報を決定することと、
　前記サービング基地局へチャンネル情報を送信することと
をさらに備える、［１］の方法。
［１２］前記チャンネル情報を決定することは、
　前記確保されたリソースのために少なくとも1つの信号対雑音干渉比（ＳＩＮＲ）の推
定値を得ることと、
　少なくとも１つのＳＩＮＲの推定値に基づきチャンネル品質表示（ＣＱＩ）情報を決定
することと
を備え、
　前記チャンネル情報が前記ＣＱＩ情報を備える、［１１］の方法。
［１３］前記チャンネル情報を決定することは、前記確保されたリソースのために少なく
とも1つの干渉の推定値を得ることを備え、および、
　前記チャンネル情報が少なくとも１つの干渉の推定値を備える、［１１］の方法。
［１４］前記サービング基地局の受信電力は、前記端末における前記干渉基地局の受信電
力より弱く、そして、前記サービング基地局から前記端末への経路損失は前記干渉基地局
から前記端末への経路損失より小さい、［１］の方法。
［１５］前記干渉基地局は、高い送信電力レベルを備えるマクロ基地局であり、
　前記サービング基地局は、低い送信電力レベルを備えるピコ基地局あるいはフェムト基
地局である、
［１］の方法。
［１６］前記干渉基地局は、制限されたアクセスを備えたフェムト基地局であり、
　前記サービング基地局は、無制限のアクセスを備えたピコ基地局あるいはマクロ基地局
である、
［１］に記載の方法。
［１７］各基地局により送信された低再使用のプリアンブル（preamble）に基づき前記サ
ービング基地局および前記干渉基地局の少なくとも1つを検出することをさらに備える、
［１］の方法。
［１８］ワイヤレス通信のための装置であって、
　端末に対して高い干渉を引き起こす干渉基地局を検出するための手段と、
　前記干渉基地局によって確保され、前記干渉基地局からの干渉がより小さいリソースで
サービング基地局と通信するための手段と
を備える、装置。
［１９］前記干渉基地局に対してリソースを確保する要求を送信するための手段を備える
、［１８］の装置。
［２０］前記サービング基地局と通信するための手段が、前記サービング基地局によって
確保されたリソースについて排他的に送信されたデータチャンネルと制御チャンネルの少
なくとも一つを受信するための手段を備える、［１８］の装置。
［２１］前記確保されたリソースのためのチャンネル情報を決定するための手段と、
　前記サービング基地局へ前記チャンネル情報を送信するための手段と
を備える、［１８］の方法。
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［２２］ワイヤレス通信のための装置であって、
　端末に対して高い干渉を引き起こす干渉基地局を検出するように、および、前記干渉基
地局により確保されたリソースでサービング基地局と通信するように構成された少なくと
も１つのプロセッサを備え、
　前記確保されたリソースは、前記干渉基地局からの干渉がより少ない、装置。
［２３］少なくとも1つの前記プロセッサは前記干渉基地局に対してリソースを確保する
要求を送信するように構成された、［２２］の装置。
［２４］前記サービング基地局によって確保されたリソースにより排他的に送信されたデ
ータチャンネルと制御チャンネルの少なくとも１つを受信するよう構成された、［２２］
の装置。
［２５］少なくとも1つの前記プロセッサは、前記確保されたリソースのためのチャンネ
ル情報を決定するように、また前記サービング基地局へチャンネル情報を送信するように
構成された、［２２］の装置。
［２６］少なくとも一つのコンピュータに対して端末に対して高い干渉を引き起こす干渉
基地局を検出させるためのコードと、
　少なくとも一つのコンピュータに対して前記干渉端末からの干渉が小さく、前記干渉端
末により確保されたリソースでサービスを提供する基地局と通信させるためのコードと
を備えるコンピュータに読み取り可能な媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
［２７］ワイヤレス通信のための方法であって、
　干渉基地局からの高い干渉を監視し、サービング基地局と通信する端末の指示を得るこ
とと、
　前記サービング基地局と前記端末の間の通信を促進するためにリソースを確保すること
と、
　前記干渉基地局によって前記確保されたリソースで干渉を軽減することと
を備える、方法。
［２８］前記干渉基地局および前記サービング基地局は、非同期であり、異なるフレーム
タイミングを備える、［２７］の方法。
［２９］前記高い干渉を監視する端末の指示を得ることは、
　前記端末からリソースを確保する要求を受け取ることと、
　前記要求に基づき前記干渉基地局からの高い干渉を監視する前記端末を決定することと
を備える、［２７］の方法。
［３０］前記高い干渉を監視する端末の指示を得ることは、
　端末からパイロット報告を受け取ることと、
　パイロット報告に基づいて前記干渉基地局からの高い干渉を監視する端末を決定するこ
とと
を備える、［２７］の方法。
［３１］前記リソースを確保することは、前記干渉基地局によってリソースを確保するた
めに前もって決められた順序に基づいてリソースを確保することを備える、［２７］の方
法。
［３２］前記リソースを確保する方法は、前もって決定された期間にリソースを確保する
ことを備える、［２７］の方法。
［３３］前記リソースを確保することは、前記確保されたリソースが無効になるまでの持
続時間の間、リソースを確保することを備える、［２７］の方法。
［３４］前記確保されたリソースに対する干渉を軽減することは、前記干渉基地局によっ
て確保されたリソースによる送信を回避することを備える、［２７］の方法。
［３５］前記確保されたリソースに対する干渉を軽減することは、前記端末のための目標
の干渉レベルを得るために前記確保されたリソースで前記干渉基地局の送信電力を減少す
ることを備える、［２７］の方法。
［３６］ワイヤレス通信のための装置であって、
　干渉基地局からの高い干渉を監視し、かつサービング基地局と通信する端末の指示を得
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るための手段と、
　前記サービング基地局と前記端末の間の通信を促進するためにリソースを確保するため
の手段と、
　前記干渉基地局によって前記確保されたリソースで干渉を軽減するための手段と
を備える、装置。
［３７］高い干渉を監視する端末の指示を得るための前記手段は、端末からのリソースを
確保することの要求を受け取るための手段を備える、［３６］の装置。
［３８］リソースを確保するための前記手段は、前記干渉基地局によってリソースを確保
するために前もって決定された順序に基づきリソースを確保するための手段を備える［３
６］の装置。
［３９］前記確保されたリソースで干渉を軽減するための前記手段は、前記干渉基地局に
より確保されたリソースにより送信することを避けるための手段を備える、［３６］に記
載の方法。
［４０］ワイレス通信のための方法であって、
　干渉基地局からの干渉が少なく、前記干渉基地局によって確保されたリソースを決定す
ることと、
　前記確保されたリソースで端末と通信することと
を備える、方法。
［４１］前記端末と通信することは、確保されたリソースにより制御チャンネルおよびデ
ータチャンネルの少なくとも1つを前記端末に送信することを備える、［４０］の方法。
［４２］前記確保されたリソースは、確保されたダウンリンクのリソースおよび確保され
たアップリンクのリソースを備え、
　前記端末と通信することは、
　　前記端末へ前記確保されたダウンリンクのリソースでダウンリンクの制御チャンネル
およびダウンリンクのデータチャンネルの少なくとも1つを送信することと、
　　前記端末から前記確保されたアップリンクのリソースでアップリンクの制御チャンネ
ルおよびアップリンクのデータチャンネルの少なくとも1つを受け取ること
　を備える、［４０］の方法。
［４３］前記端末から確保されたリソースのチャンネル情報を受け取ることと、
　データ送信のための前記端末を選び、前記データ送信のために使用するリソースを選び
、データ送信のための変調とコードの体系、またはそれらの組み合わせを選ぶために前記
チャンネル情報を使用することと
をさらに備える、［４０］の方法。
［４４］前記確保されたリソースを示す情報を同報することをさらに備える、［４０］の
方法。
［４５］ワイヤレス通信のための装置であって、
　干渉基地局からの干渉がより少なく、前記干渉基地局により確保されたリソースを決定
するための手段と、
　前記確保されたリソースにより端末と通信するための手段と
を備えた、装置。
［４６］前記端末と通信することは、前記確保されたリソースで制御チャンネルとデータ
チャンネルを排他的に端末へ送るための手段を備える、［４５］の装置。
［４７］前記確保されたリソースのためのチャンネル情報を前記端末から受け取るための
手段と、
　データ送信のために前記端末を選択し、前記データ送信のために使用するリソースを選
択し、変調とコードの体系、またはそれらの組み合わせを選択するために前記チャンネル
情報を使用する手段と
をさらに備える［４５］の装置。
［４８］ワイヤレス通信のための方法であって、
　サーブビング基地局で高い干渉を検出することと、
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　少なくとも１つの干渉端末からの干渉が少ない確保されたリソースを決定することと、
および
　前記確保されたリソースで端末と通信すること
を備える、方法。
［４９］リソースを確保する要求を近傍の基地局に送ることをさらに備え、
　前記近傍の前記基地局が、確保されたリソースで干渉を軽減することを少なくとも１つ
の干渉端末に指示する、［４８］の方法。
［５０］少なくとも1つの干渉端末に前記確保されたリソースで干渉を軽減する要求を送
信することをさらに備える、［４８］の方法。
［５１］前記端末と通信することは、前記端末によって確保されたリソースについて排他
的に送られた制御チャンネルおよびデータチャンネルの少なくとも１つを受け取ることを
備える、［４８］の方法。
［５２］前記確保されたリソースを示す情報を同報することをさらに備える、［４８］の
方法。
［５３］ワイヤレス通信のための方法であって、
　サービング基地局において少なくとも１つの干渉端末からの干渉の少ない確保されたリ
ソースを端末において決定することと、
　前記確保されたリソースで前記サービング基地局と通信すること
を備える、方法。
［５４］前記サービング基地局と通信することは、前記確保されたリソースで制御チャン
ネルとデータチャンネルのうちの少なくとも１つをサービング基地局に排他的に送ること
を備える、［５３］の方法。
［５５］前記確保されたリソースを決定することは、前記サービング基地局から前記確保
されたリソースを示す同報情報を受け取ることをさらに備える、［５３］の方法。
［５６］前記端末からの高い干渉を観測する近傍の基地局に対する干渉を軽減する要求を
受け取ることと、
　前記近傍の基地局のために確保された２番目のリソースで前記端末による干渉を軽減す
ること
をさらに備える、［５３］の方法。
［５７］前記要求を受信することは、前記近傍の基地局または前記サービング基地局から
の干渉を軽減する要求を受け取ることを備える、［５６］の方法。
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