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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおいて無線干渉を処理するための、第１の無線基地局（１２）
とされる無線基地局（１２）における方法であって、当該第１の無線基地局（１２）は、
第１のセル（１４）を形成する地理的領域にわたり無線カバレッジを提供し、第１のユー
ザ機器（１０）及び第２のユーザ機器（１１）は、当該第１のセル（１４）においてサー
ビスを提供され、前記第１の無線基地局（１２）、前記第１のユーザ機器（１０）及び前
記第２のユーザ機器（１１）は、前記無線通信ネットワークに含まれ、前記方法は、
‐前記第１のセル（１４）内で前記第２のユーザ機器（１１）とデバイスツーデバイス（
Ｄ２Ｄ）接続上で通信するために第１の無線リソースが前記第１のユーザ機器（１０）に
割り当てられることを判定すること（５０１）と、
‐第２のセル（１５）にサービスを提供する構成へ情報を転送すること（５０３）と、当
該情報は、前記第１の無線リソースを識別し、及び前記第１のセル（１４）内の前記第２
のユーザ機器（１１）と前記Ｄ２Ｄ接続上で通信するために当該第１の無線リソースが前
記第１のユーザ機器（１０）に割り当てられることを示すことと、当該情報は、前記第２
のセル（１５）内の第３のユーザ機器（１６）に第２の無線リソースをスケジューリング
するために、前記第２のセル（１５）にサービスを提供する前記構成によって考慮される
ことと、
　を含み、
　前記情報は、標準化されたトラフィック負荷インジケータメッセージ又はオーバーロー
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ドインジケータメッセージを拡張することによって提供され、前記Ｄ２Ｄ接続について用
いられるリソースを無線リソースごとに識別する、
　方法。
【請求項２】
　前記構成は、第２の無線基地局（１３）に含まれ、前記情報は、当該情報を含むトラフ
ィック負荷インジケータを前記第２の無線基地局（１３）へのメッセージにおいて送信す
ることによって転送される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記構成は、第２の無線基地局（１３）に含まれ、前記転送すること（５０３）は、前
記第１の無線リソース上の無線干渉が閾値を超える場合にトリガされ、前記情報は、前記
第２の無線基地局（１３）へのメッセージ中のオーバーロードインジケータにおいて当該
情報を送信することによって転送され、当該オーバーロードインジケータは、前記第２の
セル（１５）における対応無線リソースが前記第３のユーザ機器（１６）にスケジューリ
ングされるべきではないことを示し、当該対応無線リソースは、前記情報において識別さ
れる前記第１の無線リソースに対応する、請求項１～２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
‐前記第１のユーザ機器（１０）及び前記第２のユーザ機器（１１）のうちの少なくとも
１つのユーザ機器の位置を判定すること（５０２）、
　をさらに含み、
　前記転送すること（５０３）は、当該少なくとも１つのユーザ機器が前記第１のセル（
１４）の境界及び／又は前記第２のセル（１５）の境界の距離レンジ内に存在する場合、
実行される、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記情報は、前記第１の無線リソースを周波数ドメイン及び時間ドメインにおけるリソ
ースブロックのセットとして識別する情報、前記Ｄ２Ｄ接続において用いられる最大送信
電力、再利用標識、前記第１のユーザ機器（１０）の位置及び／又は前記第２のユーザ機
器（１１）の位置を含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記情報は、前記無線リソースがＤ２Ｄ通信について用いられるか否かを示す１つ以上
のビットを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信ネットワークにおいて第３のユーザ機器（１６）によって用いられるべき第２
の無線リソースをスケジューリングするための、第２の無線基地局（１３）とされる無線
基地局（１３）における方法であって、当該第２の無線基地局（１３）は、第２のセル（
１５）を形成する地理的領域にわたり無線カバレッジを提供し、前記第３のユーザ機器（
１６）は当該第２のセル（１５）においてサービスを提供され、前記第２の無線基地局（
１３）及び前記第３のユーザ機器（１６）は前記無線通信ネットワークに含まれ、前記方
法は、
‐第１のセル（１４）にサービスを提供する構成から情報を受信すること（７０３）と、
当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び前記第１のセル（１４）内で第２のユー
ザ機器（１１）とデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）接続上で通信するために当該第１の無
線リソースが第１のユーザ機器（１０）に割り当てられることを示すことと、
‐前記情報を考慮して第２の無線リソースを前記第３のユーザ機器（１６）にスケジュー
リングすること（７０４）と、
　を含み、
　前記情報は、標準化されたトラフィック負荷インジケータメッセージ又はオーバーロー
ドインジケータメッセージを拡張することによって提供され、前記Ｄ２Ｄ接続について用
いられるリソースを無線リソースごとに識別する、
　方法。
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【請求項８】
‐前記第３のユーザ機器（１６）が前記第２のセル（１５）又は前記第１のセル（１４）
のセル境界の距離レンジ内に存在することを判定すること、
　をさらに含み、
　前記第３のユーザ機器（１６）が前記距離レンジ内に存在する場合、前記スケジューリ
ングすること（７０４）は、受信される前記情報において識別される前記第１の無線リソ
ースに対応しない、前記第２のセル（１５）における前記第２の無線リソースを割り当て
ることによって実行される、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
‐前記第３のユーザ機器（１６）が前記第２のセル（１５）内の第４のユーザ機器（１７
）とＤ２Ｄ接続上で通信していることを判定すること、
　をさらに含み、
　前記第３のユーザ機器（１６）が前記第４のユーザ機器（１７）と前記Ｄ２Ｄ接続上で
通信している場合、前記スケジューリングすること（７０４）は、受信される前記情報に
おいて識別される前記第１の無線リソースに対応しない、前記第２のセル（１５）におけ
る前記第２の無線リソースを割り当てることによって実行される、
　請求項７～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記情報は、前記構成からのメッセージ中のトラフィック負荷インジケータに含まれ、
当該構成は、第１の無線基地局（１２）に含まれる、請求項７～９のいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記情報は、前記構成からのメッセージ中のオーバーロードインジケータに含まれ、当
該構成は、第１の無線基地局（１２）に含まれ、当該オーバーロードインジケータは、前
記第１の無線リソース上の無線干渉が閾値を超えることを示す、請求項７～１０のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１２】
　受信される前記情報は、前記第１の無線リソースを周波数ドメイン及び時間ドメインに
おけるリソースブロックのセットとして識別する情報、前記Ｄ２Ｄ接続において用いられ
る最大送信電力、再利用標識、前記第１のユーザ機器（１０）の位置及び／又は前記第２
のユーザ機器（１１）の位置を含む、請求項７～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信ネットワークにおいて無線干渉を処理するための、第１の無線基地局（１２）
とされる無線基地局（１２）であって、当該第１の無線基地局（１２）は、第１のユーザ
機器（１０）及び第２のユーザ機器（１１）にサービスを提供するように構成される第１
のセル（１４）を形成する地理的領域にわたり無線カバレッジを提供するように構成され
、当該第１の無線基地局（１２）は、
　前記第１のセル（１４）内で前記第２のユーザ機器（１１）とデバイスツーデバイス（
Ｄ２Ｄ）接続上で通信するために第１の無線リソースが前記第１のユーザ機器（１０）に
割り当てられることを判定するように構成される判定回路（６０１）と、
　第２のセル（１５）にサービスを提供する構成へ情報を転送するように構成される転送
回路（６０２）と、
　を備え、
　前記情報は、前記第１の無線リソースを識別し、及び前記第１のセル（１４）内で前記
第２のユーザ機器（１１）と前記Ｄ２Ｄ接続上で通信するために当該第１の無線リソース
が前記第１のユーザ機器（１０）に割り当てられることを示し、当該情報は、前記第２の
セル（１５）内の第３のユーザ機器（１６）に第２の無線リソースをスケジューリングす
るために、前記第２のセル（１５）にサービスを提供する前記構成によって考慮され、
　前記情報は、標準化されたトラフィック負荷インジケータメッセージ又はオーバーロー
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ドインジケータメッセージを拡張することによって提供され、前記Ｄ２Ｄ接続について用
いられるリソースを無線リソースごとに識別する、
　無線基地局（１２）。
【請求項１４】
　無線通信ネットワークにおいて第３のユーザ機器（１６）によって用いられるべき第２
の無線リソースをスケジューリングするための、第２の無線基地局（１３）とされる無線
基地局であって、当該第２の無線基地局（１３）は、前記第３のユーザ機器（１６）にサ
ービスを提供するように構成される第２のセル（１５）を形成する地理的領域にわたり無
線カバレッジを提供するように構成され、当該第２の無線基地局は、
　第１のセル（１４）にサービスを提供する構成からの情報を受信するように構成される
受信回路（８０１）であって、当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び前記第１
のセル（１４）内で第２のユーザ機器（１１）とデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）接続上
で通信するために当該第１の無線リソースが第１のユーザ機器（１０）に割り当てられる
ことを示す、受信回路と、
　前記情報を考慮して第２の無線リソースを第３のユーザ機器（１６）にスケジューリン
グするように構成されるスケジューラ（８０３）と、
　を備え、
　前記情報は、標準化されたトラフィック負荷インジケータメッセージ又はオーバーロー
ドインジケータメッセージを拡張することによって提供され、前記Ｄ２Ｄ接続について用
いられるリソースを無線リソースごとに識別する、
　無線基地局。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書における実施形態は、第１の無線基地局、第２の無線基地局、及びこれらの基
地局における方法に関する。特に、本明細書における実施形態は、無線通信ネットワーク
内の無線干渉を処理することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の無線通信ネットワークにおいて、少し例を挙げるだけでも、ＬＴＥ（Long　Term
　Evolution）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ：3rd　Generation　Partnership　Project）広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤ
ＭＡ：Wideband　Code　Division　Multiple　Access）、ＧＳＭ／ＥＤＧＥ（Global　Sy
stem　for　Mobile　communications/Enhanced　Data　rate　for　GSM　Evolution）、
ＷｉＭａｘ（Worldwide　Interoperability　for　Microwave　Access）、又はＵＭＢ（U
ltra　Mobile　Broadband）といった多くの異なる技術が用いられている。無線通信ネッ
トワークは、セルを形成する少なくとも１つのそれぞれの地理的領域に無線カバレッジを
提供する無線基地局を含む。ユーザ機器は、それぞれの無線基地局によってセル内でサー
ビスを提供され、及びそれぞれの無線基地局と通信している。ユーザ機器は、アップリン
ク（ＵＬ）送信において無線基地局へ無線で又は無線インタフェース上でデータを送信し
、無線基地局は、ダウンリンク（ＤＬ）送信においてユーザ機器へ無線で又は無線インタ
フェース上でデータを送信する。
【０００３】
　直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭ：orthogonal　frequency　division　multiple　a
ccess）ネットワークにおいて、ユーザ機器は、直交する、従って非与干渉のリソースを
時間ドメイン及び周波数ドメインにおいて割り当てられる。高いリソース利用率を達成す
るために、現代のマルチセル無線通信ネットワークは、各セル内で全ての時間リソース及
び周波数リソースを再利用し（「再利用１」とも呼ばれる）、及び高性能なセル間干渉コ
ーディネーション（ＩＣＩＣ：Inter-Cell　Interference　Coordination）技法を採用し
て、周囲のセルによってもたらされる干渉を低減する。
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【０００４】
　例えば、３ＧＰＰは、近隣の無線基地局が互いに通信することを可能にする、無線基地
局間のいわゆるＸ２インタフェース上でのセル間の、即ち無線基地局間の通信プロトコル
を標準化した。そのようなＸ２ベースのＩＣＩＣは、無線基地局が時間リソース、周波数
リソース及び電力リソースの使用に関して互いに能動的に又は受動的に通知し、及びその
ようなセル間情報を当該無線基地局のスケジューリング及びＯＦＤＭリソースブロック（
ＲＢ）割り当てにおいて考慮することを可能にする。
【０００５】
　無線基地局が採用する具体的なＩＣＩＣアルゴリズムは、ベンダの又はネットワーク事
業者のＩＣＩＣ戦略及び／又は現在のトラフィック負荷及び／又はネットワークの配備及
び他の状況に依存し得るものであって、通信標準の範囲外である。
【０００６】
　ネットワーク支援型（ＮＡ：Network　Assisted）のデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）
通信は、セルラネットワークのスペクトル効率を増加させる手段として近年提案されてい
る。一般に、ＮＡ　Ｄ２Ｄシナリオにおいて、無線基地局は、ユーザ機器のＤ２Ｄペア間
の無線インタフェース上でユーザデータが直接通信される間、通信の制御に関する、通信
デバイスの制御プレーン機能性の大部分を節約する。例えば、無線基地局は、Ｄ２Ｄ通信
についての特定の送信時間間隔（ＴＴＩ：Transmission　Time　Interval）中にどのＯＦ
ＤＭリソースブロックが用いられるべきかを決定し得る。
【０００７】
　特定の技術的解決策に依存して、幾つかの他の制御プレーン機能性は、特定のデバイス
に委ねられ得る。例えば、送信側（ＴＸ）ユーザ機器は、ユーザデータについての送信電
力を無線基地局によって判定される最大送信電力レベルまで設定し得る。Ｄ２Ｄペア内の
ユーザ機器は、サウンディングリファレンス信号（ＳＲＳ：Sounding　Reference　Signa
l）を送信し、測定し及びレポートすることによってＤ２Ｄ接続の無線チャネル品質を判
定することにもアクティブに参加し得る。ＳＲＳは、予め定義される信号であって、ＴＸ
ユーザ機器及び受信側（ＲＸ）ユーザ機器の双方に予め知得されている。受信されるＳＲ
Ｓは、予め知得されているＳＲＳと比較され、無線チャネル品質は、当該比較に基づく。
【０００８】
　ＮＡ　Ｄ２Ｄ通信において、Ｄ２Ｄ接続又はリンクについての無線リソースの割り当て
に関する幾つかの代替案が存在する。そのような無線リソースは、時間ドメイン及び周波
数ドメインにおけるＯＦＤＭリソースブロック及び／又は送信電力を含み得る。スペクト
ル効率を最大化するために、ＯＦＤＭリソースブロックを単一のセルのカバレッジエリア
内でセルラ接続及びＤ２Ｄ接続の双方について再利用することが望ましい。そのような場
合において、従来のセルラシナリオとは対照的に、セル内干渉は、もはや無視できない。
セルラリンクとＤ２Ｄリンクとの間でＯＦＤＭリソースブロックの同時の重複する使用が
存在し得るためである。本明細書におけるセルラ接続は、無線基地局とユーザ機器との間
の接続を意味する。
【０００９】
　通信中のユーザ機器の特定のペアについて、無線基地局は、セルラモード、即ちユーザ
機器が無線基地局を通じて通信すること、又はＤ２Ｄモード、即ちユーザ機器がダイレク
トリンクを通じて通信することにも変更し得る。この変更は、ユーザ機器の地理的位置、
モビリティ若しくは伝搬特性における変化、干渉状況、トラフィック負荷の変動、又は他
の要因に依存し得る。例えば、Ｄ２Ｄペア内のユーザ機器はセル内においてあちこち移動
してもよく、モビリティに起因して当該Ｄ２Ｄペアを形成するユーザ機器間の距離があま
りに大きくなる場合、ユーザ機器は、あまりに大きい干渉をもたらし得る。代わりに、無
線基地局は、当該無線基地局を介したセルラ接続へ通信を変更し得る。
【００１０】
　特定のＤ２Ｄペアは、ＴＸユーザ機器からＲＸユーザ機器への何らかのユーザデータの
送信中に、ダウンリンク無線リソース又はアップリンク無線リソースのいずれかを用いる
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。ＤＬリソースが用いられる場合、ＴＸユーザ機器は、隣接セルにサービスを提供する無
線基地局からのセルラＤＬデータを受信する当該隣接セルのセルラユーザ機器のごく近隣
に存在し得る。Ｄ２Ｄ通信が存在しない場合、セルラユーザ機器は、ＴＸユーザ機器にサ
ービスを提供する無線基地局からの無線干渉を被るであろう。ＴＸユーザ機器にサービス
を提供する無線基地局と隣接セル内のユーザ機器との間の距離は、少なくともセル半径で
ある。Ｄ２Ｄ通信が存在する場合、与干渉デバイスであるＴＸユーザ機器は、隣接セルに
おけるセルラユーザ機器を停止に追い込むほど当該機器に非常に近くなり得る。即ち、セ
ルラユーザ機器に全面的に干渉を与えかねない。
【００１１】
　ＵＬリソースがＤ２Ｄ送信について用いられる場合、問題はＤＬの状況と同様であるが
、この状況において犠牲となるのは、Ｄ２ＤペアのＲＸ　ＵＥである。この場合において
、隣接セル内のセルラユーザ機器は、ＵＬにおいて送信し、隣接セルに近い、Ｄ２Ｄペア
のＲＸユーザ機器に強い干渉をもたらし得る。この基本的な無線干渉問題は、用いられる
リソース予約スキームに依存して異なる時間スケールで生じるが、同様である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本明細書における実施形態の目的は、無線通信ネットワークのセル内の無線干渉を緩和
するメカニズムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本明細書における実施形態のある態様によれば、上記目的は、無線通信ネットワークに
おいて無線干渉を処理するための、第１の無線基地局における方法によって達成される。
第１の無線基地局は、第１のセルを形成する地理的領域にわたり無線カバレッジを提供す
る。第１のユーザ機器及び第２のユーザ機器は、第１のセルにおいてサービスを提供され
る。第１の無線基地局、第１のユーザ機器及び第２のユーザ機器は、無線通信ネットワー
クに含まれる。第１の無線基地局は、第１のセル内で第２のユーザ機器とデバイスツーデ
バイス（Ｄ２Ｄ）接続上で通信するために第１の無線リソースが第１のユーザ機器に割り
当てられることを判定する。第１の無線基地局は、第２のセルにサービスを提供する構成
へ情報を転送する。当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び第１のセル内の第２
のユーザ機器とＤ２Ｄ接続上で通信するために当該第１の無線リソースが第１のユーザ機
器に割り当てられることを示す。当該情報は、第２のセル内の第３のユーザ機器に第２の
無線リソースをスケジューリングするために、第２のセルにサービスを提供する上記構成
によって考慮される。当該構成は、第１の無線基地局又は第２の無線基地局に含まれ得る
。
【００１４】
　上記方法を実行するために、無線通信ネットワークにおいて無線干渉を処理するための
第１の無線基地局が提供される。第１の無線基地局は、第１のユーザ機器及び第２のユー
ザ機器にサービスを提供する第１のセルを形成する地理的領域にわたり無線カバレッジを
提供するように構成される。第１の無線基地局は、第１のセル内で第２のユーザ機器とデ
バイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）接続上で通信するために第１の無線リソースが第１のユー
ザ機器に割り当てられることを判定するように構成される判定回路、を備える。第１の無
線基地局は、第２のセルにサービスを提供する構成へ情報を転送するように構成される転
送回路、をさらに備える。当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び第１のセル内
で第２のユーザ機器とＤ２Ｄ接続上で通信するために当該第１の無線リソースが第１のユ
ーザ機器に割り当てられることを示す。上記情報は、第２のセル内の第３のユーザ機器に
第２の無線リソースをスケジューリングするために、第２のセルにサービスを提供する上
記構成によって考慮される。
【００１５】
　本明細書における実施形態のある態様によれば、上記目的は、無線通信ネットワークに
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おいて第３のユーザ機器によって用いられるべき第２の無線リソースをスケジューリング
するための、第２の無線基地局における方法によって達成される。第２の無線基地局は、
第３のユーザ機器にサービスを提供する第２のセルを形成する地理的領域にわたり無線カ
バレッジを提供する。第２の無線基地局及び第３のユーザ機器は、無線通信ネットワーク
に含まれる。第２の無線基地局は、第１のセルにサービスを提供する構成から情報を受信
する。当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び第１のセル内で第２のユーザ機器
とＤ２Ｄ接続上で通信するために当該第１の無線リソースが第１のユーザ機器に割り当て
られることを示す。第２の無線基地局は、上記情報を考慮して第２の無線リソースを第３
のユーザ機器にさらにスケジューリングする。
【００１６】
　上記方法を実行するために、無線通信ネットワークにおいて第３のユーザ機器によって
用いられるべき第２の無線リソースをスケジューリングするための第２の無線基地局が提
供される。第２の無線基地局は、第３のユーザ機器にサービスを提供する第２のセルを形
成する地理的領域にわたり無線カバレッジを提供するように構成される。第２の無線基地
局は、第１のセルにサービスを提供する構成から情報を受信するように構成される受信回
路、を備える。当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び第１のセル内で第２のユ
ーザ機器とＤ２Ｄ接続上で通信するために当該第１の無線リソースが第１のユーザ機器に
割り当てられることを示す。第２の無線基地局は、上記情報を考慮して第２の無線リソー
スを第３のユーザ機器にスケジューリングするように構成されるスケジューラ、をさらに
備える。
【００１７】
　第２の無線基地局に無線リソース又はＤ２Ｄについて用いられるリソースについて通知
することによって、第２のセル内の対応無線リソースは、非与干渉的な手法、例えば第１
のセルに近いＤ２Ｄ接続ではないようにスケジューリングされ又はスケジューリングされ
るように変更される。それによって、無線干渉は、無線通信ネットワークにおいて緩和さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　ここで、実施形態は、添付される図面に関して、より詳細に説明されるであろう。図面
において：
【００１９】
【図１】無線通信ネットワークを表す概略図である。
【図２ａ】無線通信ネットワークにおける通信を表す概略図である。
【図２ｂ】無線通信ネットワークにおける通信を表す概略図である。
【図２ｃ】無線通信ネットワークにおける通信を表す概略図である。
【図３】無線通信ネットワークにおけるフローチャートとシグナリングスキームとの組み
合わせ図である。
【図４】無線通信ネットワークにおけるフローチャートとシグナリングスキームとの組み
合わせ図である。
【図５】第１の無線基地局における方法のフローチャートである。
【図６】無線通信ネットワーク内の第１の無線基地局を表すブロック図である。
【図７】第２の無線基地局における方法のフローチャートである。
【図８】無線通信ネットワーク内の第２の無線基地局を表すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は、無線通信ネットワークの概略図である。幾つかの取り得る実装の例を挙げるだ
けでも、無線通信ネットワークＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、３ＧＰＰ　ＷＣＤＭ
Ａ、ＧＳＭ／ＥＤＧＥ、ＷｉＭａｘ、又はＵＭＢにおいて、多くの異なる技術が用いられ
得る。
【００２１】
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　無線通信ネットワークは、第１の無線基地局１２と、第２の無線基地局１３と、を含む
。各無線基地局は少なくとも１つの地理的領域に無線カバレッジを提供し、第１のセル１
４及び第２のセル１５が形成される。第１のユーザ機器１０及び第２のユーザ機器１１は
、第１のセル１４内で第１の無線基地局１２によってサービスを提供される。第３のユー
ザ機器１６及び第４のユーザ機器１７は、第２のセル１５内で第２の無線基地局１３によ
ってサービスを提供される。セルラモードにある場合、ユーザ機器１０、１１、１６、１
７は、アップリンク（ＵＬ）送信においてそれぞれの無線基地局へ無線インタフェース上
でデータを送信し得る。無線基地局１２、１３は、ダウンリンク（ＤＬ）送信においてユ
ーザ機器１０、１１、１６、１７へ情報を送信し得る。
【００２２】
　しかしながら、本明細書における実施形態によれば、第１のユーザ機器１０は、第１の
セル１４内で第２のユーザ機器１１と無線インタフェース上で直接、即ちデバイスツーデ
バイス（Ｄ２Ｄ）接続上で通信している。従って、第１のユーザ機器１０及び第２のユー
ザ機器１１は、Ｄ２Ｄペアを形成する。第１の基地局１２は、Ｄ２Ｄ接続上で第２のユー
ザ機器１１と通信するための１つ以上の無線リソース、例えば、送信電力と共に時間及び
周波数上のリソースブロック（ＲＢ）を第１のユーザ機器１０に割り当てている。Ｄ２Ｄ
接続上での通信は、隣接セルに向かって無線干渉を生成し得る。Ｄ２Ｄ通信は、第２のセ
ル１５などの隣接セルにおいてデバイスツーデバイス接続上で通信する１つ以上のユーザ
機器からの無線干渉も経験し得る。第１の無線基地局１２が複数のセル又はセクタをサポ
ートする場合、第１の無線基地局１２は第２のセル１５にサービスを提供することがある
こと、及び図示される例における第２の無線基地局１３は第２のセル１５にサービスを提
供する構成を含むことが理解されるべきである。
【００２３】
　第１の無線基地局１２及び第２の無線基地局１３にそれぞれのセル内でＤ２Ｄ通信につ
いて割り当てられる１つ以上の無線リソース（本明細書において第１の無線リソースと呼
ばれる）について互いに通知させ、並びに、それぞれの無線基地局がそれぞれのセル内の
ユーザ機器に無線リソース（本明細書において第２の無線リソースと呼ばれる）をスケジ
ューリングする際にこの情報を考慮することによって、Ｄ２Ｄ通信によってもたらされる
セル間干渉などの無線干渉は、緩和され得る。
【００２４】
　それ故に、本明細書における実施形態によれば、第１の無線基地局１２は、第１のユー
ザ機器１０に第１のセル１４内で第２のユーザ機器１１とＤ２Ｄ接続上で通信するために
第１の無線リソース、例えばＲＢが割り当てられることを判定する。第１の無線基地局は
、第２のセル１５にサービスを提供する構成に情報を転送する。図示される例において、
当該構成は、第２の無線基地局１３に含まれ、当該情報は、第２の無線基地局１３へ送信
される。代替的に又は付加的に、上記構成は、第１の無線基地局１２が第１のセル１４及
び第２のセル１５を含む複数のセルにサービスを提供する無線基地局である場合、第１の
無線基地局１２に含まれてもよい。上記情報は、第１の無線リソースを識別し、及び当該
第１の無線リソースが第１のユーザ機器１０に第２のユーザ機器１１とＤ２Ｄ接続上で通
信するために割り当てられることを示す。第２の無線基地局１３は、この受信情報を第２
の無線リソースを第２のセル１５内の第３のユーザ機器１６にスケジューリングするため
に用い得る。
【００２５】
　例えば、第２の無線基地局１３は、第３のユーザ機器１６が第１のセルの近くに存在す
る場合、受信情報中の識別される無線リソースに対応する対応無線リソースを第３のユー
ザ機器１６にスケジューリングすることを回避し得る。第２の無線基地局１３は、上記対
応無線リソースを第３のユーザ機器１６と第４のユーザ機器１７との間のＤ２Ｄ通信につ
いてスケジューリングすることも回避し得る。ここで、対応無線リソースとは、時間及び
周波数において識別される無線リソースが同じ時間及び周波数によって、ただし異なるセ
ルにおいて識別される無線リソースに対応することを意味する。
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【００２６】
　上記情報は、メッセージにおいて、例えば、既存の標準化されたＸ２無線基地局間のト
ラフィック負荷インジケータ（ＴＬＩ：traffic　load　indicator）メッセージ及びオー
バーロードインジケータ（ＯＩ）メッセージを拡張することによって、第２の無線基地局
１３へ送信され得る。これらのメッセージは、当該メッセージ中の上記情報を利用する様
々な干渉アルゴリズムにおいて用いられ得る。本明細書における実施形態は、様々なタイ
プのマルチセルネットワーク、例えば、周波数分割複信ネットワーク又は時分割複信ネッ
トワーク、及び、例えば時間ドメイン又は周波数ドメインにおける様々なタイプのセル間
デバイス間干渉コーディネーション技法について用いられ得る。
【００２７】
　図２ａ～図２ｃは、ネットワーク支援型のデバイスツーデバイス通信におけるリソース
割当ての代替案の様々な例の概略図である。
【００２８】
　図２ａに示すように、第１の無線基地局１２は、第１のユーザ機器１０と第２のユーザ
機器１１との間のＤ２Ｄ通信について送信時間間隔（ＴＴＩ）ベースで無線リソースを割
り当て又はスケジューリングし（本明細書において、割り当てと呼ばれる）得る。
【００２９】
　図２ｂは、第１の無線基地局１２が双方向Ｄ２Ｄ接続について結合的な（joint）無線
リソースのプールを割り当て得ることを例示する。例えば、ある量の無線リソースは、第
１のユーザ機器にとって当該第１のユーザ機器１０と第２のユーザ機器１１との間で用い
られるべき無線リソースの割り当て元となり得るようにＤ２Ｄ接続について割り当てられ
、当該プールの別の無線リソースは、第５のユーザ機器２０と第６のユーザ機器２１との
間の通信のためのものである。
【００３０】
　図２ｃは、第１の無線基地局１２が双方向Ｄ２Ｄ接続のＵＬ通信についての専用の無線
リソース及びＤＬについての専用の無線リソースを割り当て得ることを例示する。
【００３１】
　本明細書における実施形態は、３つのケース全てにおいて適用可能であり、第１の無線
基地局１２は、メッセージを判定し及び生成してもよく、当該メッセージは、第１のセル
１４内のＤ２Ｄ通信に割り当てられる１つ以上の無線リソース（以下、無線リソースと呼
ぶ）を識別し及び示す情報を含む。
【００３２】
　本明細書における実施形態の利点は、既存のＸ２　ＴＬＩ及びＯＩ　ＩＣＩＣメッセー
ジと同様に、図２ａ～図２ｃに示すセル内リソース予約スキームに依存し得る、様々な無
線干渉低減メカニズムについての基本的な構成要素が提供される点である。
【００３３】
　上述のように、起こり得る無線干渉を通知するメカニズムは、例えば、ＬＴＥにおける
Ｘ２メッセージなどの基地局間メッセージ中のトラフィック負荷インジケータ（ＴＬＩ）
及びオーバーロードインジケータ（ＯＩ）を拡張することによって実装され得る。従って
、第１の無線基地局１２からの基地局間メッセージは、第１のセル１４のカバレッジエリ
ア内のＤ２Ｄ通信について用いられる無線リソースに関する情報を搬送し得る。これらの
拡張された基地局間メッセージは、図３及び図４に示すように能動的に又は受動的に用い
られ得る。
【００３４】
　図３は、無線通信ネットワークにおけるフローチャートとシグナリングスキームとの組
み合わせ図である。図３は、本明細書における実施形態に関し、第１の無線基地局１２は
、能動モードにおいて動作し、ある無線リソースがＤ２Ｄ通信について用いられるという
標識が、メッセージ中の例えばＴＬＩに付加される。このメッセージは、第１のセル１４
内のＤ２Ｄ通信について用いられることとなる、時間ドメイン及び／又は周波数ドメイン
における１つのリソースブロック又は複数のリソースブロックのセットに関して隣接基地
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局、例えば第２の無線基地局１３に通知するために用いられ得る。第２のセル１５は、そ
のようなリソースブロックをセルエッジ近くに位置するユーザ機器及び／又は第２のセル
１５内でＤ２Ｄ通信中のユーザ機器について用いることを回避し得る。上記方法は、任意
の適切な順序で実行され得る以下のステップを含む。
【００３５】
　ステップ３０１。第１の無線基地局１２は、第１の無線リソースがＤ２Ｄ通信について
割り当てられることを判定する。第１の無線基地局１２は、例えば、当該第１の無線基地
局１２におけるメモリ回路から無線リソースの割り当て又はスケジューリングスキームを
読み出し得る。第１の無線基地局１２は、第１の無線リソースをＤ２Ｄ接続上の通信につ
いて割り当て得る。例えば、第１の無線基地局１２は、セル内干渉を低減するために、第
１のセル１４において用いられる他の無線リソースに基づいて第１の無線リソースをＤ２
Ｄ接続に割り当て得る。第１の無線基地局１２は、これを様々な時間スケールで行っても
よく、図２ａ～図２ｃに例示されるような様々なリソース割り当て戦略に従ってもよい。
【００３６】
　単一のセルを考えると、Ｄ２Ｄ通信について無線リソースを割り当てる際、２つのリソ
ース割り当て戦略が用いられ得る。第１のケースにおいて、第１の無線基地局１２と通信
中であるＤ２Ｄ接続及びセルラ接続は、直交無線リソースを割り当てられ得る。この第１
のケースにおいて、Ｄ２Ｄ接続とセルラ接続との間にセル内干渉は存在しない。第２のケ
ースにおいて、Ｄ２Ｄ接続及びセルラ接続は、第１のセル１４のカバレッジエリア内で同
じリソースブロックを再利用し得る。この第２のケースにおいて、Ｄ２Ｄ接続及びセルラ
接続は、当該セル内で互いに干渉をもたらすことがあり、セル内干渉としても知られてい
る。
【００３７】
　双方の場合において、互いに近接し又は隣接するセル、例えば隣接セルのＤ２Ｄ接続及
びセルラ接続は、互いに干渉し得る。上記第１のケースの利点は、セル内干渉が除去され
ることである一方、上記第２のケースのアプローチは、ＯＦＤＭリソースブロックが第１
のセル１４内で再利用され得るため、高いスペクトル効率を可能にする。本明細書におけ
る実施形態は、双方のケースにおいて適用可能である。第１のセル１４において割り当て
られるべき無線リソースは、第１の無線基地局１２において予め設定されてもよい。この
ステップは、以下に説明される図５におけるステップ５０１の一例である。
【００３８】
　ステップ３０２。第１の無線基地局１２は、第１の無線リソースを識別し、及び当該第
１の無線リソースが第１のセル１４内のＤ２Ｄ接続について割り当てられることを示す情
報を転送し得る。図示される例において、当該情報は、Ｄ２Ｄ　ＴＬＩとも呼ばれる、Ｄ
２Ｄ情報により拡張されたトラフィック負荷インジケータ（ＴＬＩ）を第２のセル１５な
どの他のセル、例えば隣接セルにサービスを提供する１つ以上の構成に送信することによ
って転送される。図示される例において、上記情報は、隣接無線基地局、例えば第２の無
線基地局１３へ送信される。
【００３９】
　代替的に又は付加的に、図２ａ及び図２ｃに例示されるケースにおいて、第１の無線基
地局１２は、上記方法を用いて、無線リソースが割り当てられる特定のＤ２Ｄペアの位置
を判定し、及び判定された位置のみに基づいてＤ２Ｄ　ＴＬＩを特定の隣接セルへ送り得
る。従って、Ｄ２Ｄ通信によって影響を受ける隣接セルのみに通知がなされ、より効率的
なシグナリングという結果になり、これは利点である。
【００４０】
　第１の無線基地局１２は、Ｄ２Ｄ　ＴＬＩを含むメッセージを生成し得る。Ｄ２Ｄ　Ｔ
ＬＩは、第１の無線基地局１２の第１のセル１４におけるＤ２Ｄ通信について用いられる
特定のＵＬリソースブロック又はＵＬリソースブロックに関する情報を含み得る。例えば
、これは、周波数ドメインにおけるＯＦＤＭリソースブロックのリスト及び／又はＤ２Ｄ
通信がスケジューリングされるであろう時間ドメインにおける後続のＯＦＤＭフレーム中
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サブフレームのリストであってもよい。さらに、Ｄ２Ｄ　ＴＬＩは、Ｄ２Ｄ接続の送信側
（ＴＸ）ユーザ機器である第１のユーザ機器１０、１１が用いることを許容される最大送
信出力を付加的に含んでもよい。また、Ｄ２Ｄ　ＴＬＩは、Ｄ２Ｄペアの第１のユーザ機
器１０及び第２のユーザ機器の幾何学的位置を当該情報が利用可能であれば含んでもよい
。
 
【００４１】
　これらの情報は、第２の無線基地局１３などの、隣接セルにサービスを提供する構成が
、例えば、特定のＤ２Ｄの候補についてのモード選択、並びに図２ａ及び図２ｃにおける
ケースのＤ２Ｄペア、又は図２ｂに例示される複数のＤ２Ｄペアのプールについてのリソ
ース割り当てを決定する場合、隣接セル、例えば第２のセル１５にとって有用となり得る
。このステップは、以下に説明される図５におけるステップ５０３の一例である。
【００４２】
　ステップ３０３。第２の無線基地局１３は、第２のセル１５内の第３のユーザ機器１６
の位置、及び付加的に第２のセル１５内の第４のユーザ機器１７の位置を判定し得る。当
該位置は、各ユーザ機器１６、１７から受信される位置、第２の無線基地局１３において
測定される位置、及び／又は無線通信ネットワークのコアネットワーク内の測位ノードか
ら受信される位置であってもよい。例えば、第２の無線基地局１３は、ユーザ機器のうち
のいずれかが第２のセル１５の境界の距離レンジ内に存在するかを判定してもよく、又は
幾何学的ロケーションが、判定され及び第１の無線基地局１２の無線カバレッジエリアと
比較されてもよい。このステップは、以下に説明される図７におけるステップ７０２の一
例である。
【００４３】
　ステップ３０４。第２の無線基地局１３は、受信される情報を考慮しつつ、第２の無線
リソースを第３のユーザ機器１６及び／又は第４のユーザ機器１７にスケジューリングし
得る。従って、第３のユーザ機器１６が第２のセル１５の境界に近い場合、第３のユーザ
機器１６が第１の無線基地局１２の無線カバレッジに近い場合、及び／又は第３のユーザ
機器１６が第４のユーザ機器１７と直接通信すべきである場合、第２の無線基地局１３は
、受信メッセージにおいて示される第１の無線リソースに対応する無線リソースをＤ２Ｄ
通信について用いられる無線リソースとしてスケジューリングしないことがある。それに
よって、セル間干渉などの無線干渉は、第１のセル１４と第２のセル１５との間で低減さ
れ又は回避される。別の例は、第３のユーザ機器１６又は第４のユーザ機器１７がスケジ
ューリングされるリソースブロック上で第３のユーザ機器１６又は第４のユーザ機器１７
が用い得る、第３のユーザ機器１６又は第４のユーザ機器１７のうちで送信側ユーザ機器
となるいずれかの送信電力を第２の無線基地局１３が制限することであり得る。それによ
って、第３のユーザ機器１６又は第４のユーザ機器１７が隣接セルにもたらす無線干渉は
、制限される。このステップは、以下で説明される、図７のステップ７０４の一例である
。
【００４４】
　ＴＬＩを有するメッセージの代替案及び／又は補完として、第１の無線基地局１２は、
ＯＩを有するメッセージを隣接セルへ送り得る。このメッセージは、ネイバーに送信者の
リソース割り当てに関して通知するＴＬＩとは対照的に、基本的に、リソース割り当てに
関する、１つ以上の隣接セルへの要求である。
【００４５】
　図４は、無線通信ネットワークにおけるフローチャートとシグナリングスキームとの組
み合わせ図である。図４は、受動モードにおいて動作する実施形態に関し、無線リソース
がＤ２Ｄ通信について用いられるという情報は、メッセージ中のＯＩに付加される。この
メッセージは、あるリソース上で受信される干渉があまりに高く、対応無線リソースを第
２のセル１５内のＤ２Ｄ通信について用いないように第１の無線基地局１２が第２の無線
基地局１３に要求することを第２の無線基地局１３に通知するために用いられる。
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【００４６】
　ステップ４０１。第１の無線基地局１２は、第１の無線リソースがＤ２Ｄ通信について
割り当てられることを判定する。例えば、第１の無線基地局１２は、第１の無線リソース
を第１のユーザ機器１０と第２のユーザ機器１１との間のＤ２Ｄ接続上の通信について割
り当て得る。このステップは、上記の図３におけるステップ３０１に対応し、以下に説明
される図５におけるステップ５０１の一例である。
【００４７】
　ステップ４０２。第１の無線基地局１２は、第１のユーザ機器１０及び第２のユーザ機
器１１にグラントを送信し得る。当該グラントは、Ｄ２Ｄ通信について用いられるべき第
１の無線リソースを示す。
【００４８】
　ステップ４０３。第１のユーザ機器１０は、第１のユーザ機器１０と第２のユーザ機器
１１との間のＤ２Ｄ接続の干渉測定値又は標識、例えば、サウンディングリファレンス信
号（ＳＲＳ）測定値を第１の無線基地局に折り返しレポートする。
【００４９】
　ステップ４０４。第１の無線基地局１２は、受信された干渉測定値を分析することによ
って、Ｄ２Ｄ通信に割り当てられる第１の無線リソース上の干渉のレベルを判定し得る。
【００５０】
　ステップ４０５。第１の無線基地局１２は、判定された干渉のレベルを干渉の閾値と比
較し得る。当該閾値は、事業者によって予め設定されても、又は第１のセル１４内のトラ
フィックに基づいて設定されてもよい。
【００５１】
　ステップ４０６。第１の無線基地局１２は、第１の無線リソースを識別し及び当該第１
の無線リソースが第１のセル１４におけるＤ２Ｄ通信について用いられることを示す情報
を含むメッセージを生成し得る。当該情報は、ＯＩに付加され得る。ＯＩは、第１のセル
の１つ以上の隣接セルへ送られるべきである。図示される例において、ＯＩは、第２のセ
ル１５におけるリソース割り当てに関する、第２の無線基地局１３への要求を示す。
【００５２】
　ステップ４０７。第１の無線基地局１２は、第２のセル１５にサービスを提供する構成
へ上記メッセージを送信する。当該構成は、図示される例において、第２の無線基地局１
３である。このステップは、以下に説明される図５におけるステップ５０３の一例である
。
【００５３】
　ステップ４０８。第２のセル１５にサービスを提供する第２の無線基地局１３は、第２
の無線リソースを第２のセル１５内の第３のユーザ機器１６にスケジューリングする。第
２の無線基地局１３は、第２の無線リソースをスケジューリングする際に、受信された情
報を考慮する。例えば、第３のユーザ機器１６は、受信された情報において識別される第
１の無線リソースに対応する第２の無線リソース上で第４のユーザ機器１７と通信してい
る。第２の無線基地局１３は、ＯＩを有するメッセージを受信し、その結果、第２の無線
リソースの割り当てを変更し、第２の無線基地局１３を介したセルラ接続又は第１のセル
１４に近くないＤ２Ｄ接続のいずれかを用いるユーザ機器に第２の無線リソースを再割り
当てする。従って、第２の無線基地局１３は、割り当てモードをＤ２Ｄモードからセルラ
モードに変更し、無線リソース又は同様のものを再割り当てし得る。また、受信された情
報において識別される第１の無線リソースに第２の無線リソースが対応しない場合、第２
の無線リソースは、第１のセル１４の近くに位置し又は第１のセル１４の境界の通信距離
内のユーザ機器についてのＤ２Ｄ通信について割り当てられ得る。代替的に又は付加的に
、第１の無線基地局１２からＯＩを有するメッセージを受信する第２の無線基地局１３は
、例えば、第３のユーザ機器１６がＤ２Ｄペアの送信側である場合、第３のユーザ機器１
６からの送信がスケジューリングされるリソースブロック上の送信電力を低減するように
第３のユーザ機器１６に指示し得る。このステップは、以下に説明される図７におけるス
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テップ７０４の一例である。
【００５４】
　ある意味において、上記の能動モード及び受動モードは、Ｘ２インジケータの現行の使
用と同様である。能動モードにおいて、送信者である第１の無線基地局１２は、受信者で
ある第２の無線基地局１３に将来のアクションについて通知する一方、受動モードにおい
て、送信者は、過去のイベントに基づいて受信者によるアクションを要求する。
【００５５】
　ここで、幾つかの一般的な実施形態に係る、無線通信ネットワークにおいて無線干渉を
処理するための、図面において第１の無線基地局１２と呼ばれる無線基地局における方法
ステップが、図５に表されるフローチャートを参照しつつ説明されるであろう。上述した
ように、第１の無線基地局１２は、第１のセル１４を形成する地理的領域にわたり無線カ
バレッジを提供する。第１のセル１４において、第１のユーザ機器１０及び第１の無線基
地局１２にサービスが提供される。第１の無線基地局１２、第１のユーザ機器１０及び第
２のユーザ機器１１は、無線通信ネットワークに含まれる。方法ステップは、以下に記載
される順序で実行される必要はなく、任意の適切な順序で実行され得る。
【００５６】
　ステップ５０１。第１の無線基地局１２は、第１のセル１４内の第２のユーザ機器１１
とＤ２Ｄ接続上で通信するために第１の無線リソースが第１のユーザ機器１０に割り当て
られることを判定する。
【００５７】
　ステップ５０２。第１の無線基地局１２は、第１のユーザ機器１０及び第２のユーザ機
器１１のうちの少なくとも１つのユーザ機器の位置を判定し得る。例えば、ＧＰＳ座標が
ユーザ機器１０、１１から受信されてもよく、又は、第１の無線基地局１２が三角測量若
しくは同様のものを実行してもよい。ステップ５０２は、破線で示されるように、幾つか
の実施形態において実行される。
【００５８】
　ステップ５０３。第１の無線基地局１２は、第２のセル１５にサービスを提供する構成
へ情報を転送する。当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び第１のセル１４内の
第２のユーザ機器１１とＤ２Ｄ接続上で通信するために当該第１の無線リソースが第１の
ユーザ機器１０に割り当てられることを示す。上記情報は、第２のセル１５内の第３のユ
ーザ機器１６に第２の無線リソースをスケジューリングするために、第２のセル１５にサ
ービスを提供する構成によって考慮されることとなる。当該構成は、第２のセル１５にサ
ービスを提供する第２の無線基地局１３に含まれてもよく、又は、第１の無線基地局１２
が複数のセルにサービスを提供する場合、第２のセル１５にサービスを提供する第１の無
線基地局１２における回路を含んでもよい。上記構成が第２の無線基地局１３に含まれる
場合、上記情報は、当該情報を含むトラフィック負荷インジケータを第２の無線基地局１
３へのメッセージにおいて第１の無線基地局が送信することにより転送される。幾つかの
実施形態において、第１の無線基地局１２は、第１の無線リソース上の無線干渉が閾値を
超える場合、上記情報を転送するようにトリガされる。上記情報は、第２の無線基地局１
３へのメッセージ中のオーバーロードインジケータにおいて当該情報を送信することによ
って転送され得る。オーバーロードインジケータは、第２のセル１５における対応無線リ
ソースが第３のユーザ機器１６にスケジューリングされるべきではないことを示す。対応
無線リソースは、上記情報において識別される第１の無線リソースに対応する。上記情報
は、第１の無線リソースを識別する周波数及び時間だけでなく、最大送信電力、第１のユ
ーザ機器１０及び／又は第２のユーザ機器１１の位置も含んでもよい。
【００５９】
　第１の無線基地局１２が第１のユーザ機器１０及び第２のユーザ機器１１のうちの少な
くとも１つのユーザ機器の位置を判定した幾つかの実施形態において、第１の無線基地局
１２は、当該少なくとも１つのユーザ機器が第１のセル１４の境界及び／又は第２のセル
１５の境界の距離レンジ内に存在する場合、上記情報を転送し得る。例えば、第１の無線
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基地局１２は、第２のセル１５がカバーする地理的領域を知得していてもよく、第１のユ
ーザ機器１０が第２のセル１５のカバレッジエリアの方向における第１のセルの境界から
１００メートルの距離内に存在する場合、上記情報が第２の無線基地局１３へ送信される
べきであると判定してもよい。
【００６０】
　上記情報は、以下を含み得る：第１の無線リソースを周波数ドメイン及び時間ドメイン
におけるリソースブロックのセットとして識別する情報；Ｄ２Ｄ接続において用いられる
最大送信電力；再利用標識；第１のユーザ機器１０の位置及び／又は第２のユーザ機器１
１の位置。当該情報は、幾つかの実施形態において、第１の無線リソースがＤ２Ｄ通信に
ついて用いられるか否かを示す１つ以上のビットを含み得る。
【００６１】
　上記情報は、送信時間間隔（ＴＴＩ）ベースでレポートされ得る。例えば、リソースブ
ロックは、周波数及び時間において識別され、及びＤ２Ｄのリソースとして用いられるか
を示され得る。リソースブロックは、第１のセル１４において再利用されるかを１つ以上
のビットにより示され得る。例えば、「１０」は、リソースブロックがセルラ通信につい
て用いられることを意味し、「０１」は、リソースブロックがＤ２Ｄ通信について用いら
れることを意味し、「１１」は、リソースブロックがセルラ通信及びＤ２Ｄ通信の双方に
ついて用いられることを意味し、並びに「００」は、リソースブロックが用いられないこ
とを意味する。
【００６２】
　従って、ＴＬＩ及び／又はＯＩを含むメッセージは、ＯＦＤＭリソースブロックなどの
特定のリソースブロック（ＲＢ）が特定の時間間隔中にセルラ通信、Ｄ２Ｄ通信、これら
の双方に用いられるのか又はいずれにも用いられないのかも表し得る。上述したように、
ＴＬＩ及びＯＩは、ＲＢごとに各ＲＢの固有の用途を特定する２ビットを含み得る。
【００６３】
　ＴＬＩメッセージ及びＯＩメッセージの双方は、第１の無線基地局１２によるモード選
択における変更によってトリガされ得る。例えば、第１の無線基地局１２がＤ２Ｄ通信に
ついての無線リソースを無線リソースのプールから割り当てる第１のモードから無線リソ
ースをＴＴＩベースで割り当てる第２のモードに変更する場合、第１の無線基地局１２は
、Ｄ２Ｄ又は同様のものについて用いられる無線リソースのレポーティングを開始する。
【００６４】
　無線通信ネットワークにおける無線干渉を処理する方法ステップを実行するために、無
線基地局１２が提供される。図６は、図面において第１の無線基地局と呼ばれる無線基地
局のブロック図である。上述したように、第１の無線基地局１２は、第１のユーザ機器１
０及び第２のユーザ機器１１にサービスを提供するように構成される第１のセル１４を形
成する地理的領域にわたり無線カバレッジを提供するように構成される。
【００６５】
　第１の無線基地局１２は、第１のセル１４内で第２のユーザ機器１１とのデバイスツー
デバイス（Ｄ２Ｄ）接続上で通信するために第１の無線リソースが第１のユーザ機器１０
に割り当てられることを判定するように構成される判定回路６０１を備える。判定回路６
０１は、第１のユーザ機器１０及び第２のユーザ機器１１のうちの少なくとも１つのユー
ザ機器の位置を判定するようにさらに構成され得る。
【００６６】
　第１の無線基地局は、第２のセル１５にサービスを提供する構成へ情報を転送するよう
に構成される転送回路６０２をさらに備える。当該情報は、第１の無線リソースを識別し
、及び第１のセル１４内で第２のユーザ機器１１とＤ２Ｄ接続上で通信するために当該第
１の無線リソースが第１のユーザ機器１０に割り当てられることを示す。上記情報は、第
２のセル１５内の第３のユーザ機器１６に第２の無線リソースをスケジューリングするた
めに、第２のセル１５にサービスを提供する構成によって考慮されることとなる。
【００６７】
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　幾つかの実施形態において、上記構成は、第２の無線基地局１３に含まれてもよく、転
送回路６０２は、上記情報を含むトラフィック負荷インジケータを第２の無線基地局１３
へのメッセージにおいて送信するように構成される。
【００６８】
　幾つかの実施形態において、転送回路６０２は、第１の無線リソース上の無線干渉が閾
値を超える場合、上記情報を転送するようにトリガされるように構成される。転送回路６
０２は、第２の無線基地局１３へのメッセージ中のオーバーロードインジケータにおいて
上記情報を送信するように構成され得る。オーバーロードインジケータは、上記情報にお
いて識別される第１の無線リソースに対応する、第２のセル１５における対応無線リソー
スが第３のユーザ機器１６にスケジューリングされるべきではないことを示す。
【００６９】
　転送回路６０２は、少なくとも１つのユーザ機器が第１のセル１４の境界及び／又は第
２のセル１５の境界の距離レンジ内に存在する場合、上記情報を転送するようにさらに構
成され得る。
【００７０】
　上記情報は、以下を含み得る：第１の無線リソースを周波数ドメイン及び時間ドメイン
におけるリソースブロックのセットとして識別する情報；Ｄ２Ｄ接続において用いられる
最大送信電力；再利用標識；第１のユーザ機器１０の位置及び／又は第２のユーザ機器１
１の位置。当該情報は、代替的に又は付加的に、第１の無線リソースがＤ２Ｄ通信につい
て用いられるか否かを示す１つ以上のビットを含む。
【００７１】
　第１の無線基地局１２が第２のセル１５も制御する場合、上記情報は、第１の無線基地
局１２内の制御ユニット（ＣＵ：control　unit）６０３に転送され得る。
【００７２】
　ユーザ機器の位置は、ユーザ機器１０、１１から受信／送信回路（ＲＸ／ＴＸ）６０４
を介して受信される情報に基づき得る。当該ＲＸ／ＴＸ６０４は、Ｄ２Ｄペアによって用
いられる無線リソースの無線干渉に関するレポートも受信し得る。また、割り当てグラン
トは、ＲＸ／ＴＸ６０４を介して様々なユーザ機器１０、１１へ送られ得る。
【００７３】
　無線通信ネットワークにおける無線干渉を処理するための、本明細書における実施形態
は、本明細書における実施形態の機能及び／又は方法ステップを実行するためのコンピュ
ータプログラムコードと共に、図６に表される第１の無線基地局１２における処理回路６
０５などの１つ以上のプロセッサを通じて実装され得る。上記プログラムコードは、コン
ピュータプログラムプロダクトとして、例えば、第１の無線基地局１２にロードされる場
合、本解決法を実行するためのコンピュータプログラムコードを搬送するデータキャリア
の形式で提供されてもよい。１つのそのようなキャリアは、ＣＤ　ＲＯＭディスクの形式
であってもよい。ただし、メモリスティックなどの他のデータキャリアでも実現可能であ
る。さらに、コンピュータプログラムコードは、サーバ上の純粋なプログラムコードとし
て提供され及び第１の無線基地局１２にダウンロードされてもよい。
【００７４】
　第１の無線基地局１２は、メモリ６０６を備え得る。メモリ６０６は、１つ以上のメモ
リユニットを含み、例えば、距離レンジ又は干渉値の閾値、品質値、割り当てスキーム、
無線リソース情報、位置、セル境界情報、隣接セルのデータ、第１の無線基地局１２又は
同様のもの上で実行される場合に本明細書における方法を実行するためのアプリケーショ
ンといったデータを記憶するために用いられ得る。
【００７５】
　ここで、幾つかの一般的な実施形態に係る、無線通信ネットワークにおいて第３のユー
ザ機器によって用いられるべき第２の無線リソースをスケジューリングするための、図面
において第２の無線基地局１３と呼ばれる無線基地局における方法ステップが、図７に表
されるフローチャートを参照しつつ説明されるであろう。当該ステップは、以下に記載さ
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れる順序で実行される必要はなく、任意の適切な順序で実行され得る。
【００７６】
　第２の無線基地局１３は、第２のセル１５を形成する地理的領域にわたり無線カバレッ
ジを提供し、第３のユーザ機器１６は、当該第２のセル１５においてサービスを提供され
る。第２の無線基地局１３及び第３のユーザ機器１６は、無線通信ネットワークに含まれ
る。
【００７７】
　ステップ７０１。第２の無線基地局１３は、第３のユーザ機器１６が第２のセル１５又
は第１のセル１４のセル境界の距離レンジ内に存在することを判定し得る。ステップ７０
１は、破線で示されるように、幾つかの実施形態において実行される。
【００７８】
　ステップ７０２。第２の無線基地局１３は、第３のユーザ機器１６が第２のセル１５内
の第４のユーザ機器１７とＤ２Ｄ接続上で通信していることを判定し得る。ステップ７０
２は、破線で示されるように、幾つかの実施形態において実行される。
【００７９】
　ステップ７０３。第２の無線基地局は、第１のセル１４にサービスを提供する構成から
情報を受信する。当該情報は、第１の無線リソースを識別し、及び第１のセル１４内で第
２のユーザ機器１１とデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）接続上で通信するために当該第１
の無線リソースが第１のユーザ機器１０に割り当てられることを示す。
【００８０】
　ステップ７０４。第２の無線基地局１３は、上記情報を考慮して第２の無線リソースを
第３のユーザ機器１６にスケジューリングする。
【００８１】
　幾つかの実施形態において、第３のユーザ機器１６が第２のセル１５又は第１のセル１
４のセル境界の距離レンジ内に存在する場合、第２の無線基地局１３は、受信情報におい
て識別される第１の無線リソースに対応しない、第２のセル（１５）における第２の無線
リソースを割り当てることによって、第２の無線リソースをスケジューリングする。
【００８２】
　幾つかの実施形態において、第３のユーザ機器１６が第２のセル１５内の第４のユーザ
機器１７とＤ２Ｄ接続上で通信している場合、第２の無線基地局１３は、受信情報におい
て識別される第１の無線リソースに対応しない、第２のセル１５における第２の無線リソ
ースをＤ２Ｄ通信について割り当てることによって、第２の無線リソースをスケジューリ
ングする。
【００８３】
　上記情報は、第１の無線基地局１２に含まれる構成からのメッセージ中のトラフィック
負荷インジケータに含まれてもよい。
【００８４】
　上記情報は、代替的に又は付加的に、第１の無線基地局１２に含まれる上記構成からの
メッセージ中のオーバーロードインジケータに含まれてもよい。オーバーロードインジケ
ータは、第１の無線リソース上の無線干渉が閾値を超えることを示し得る。
【００８５】
　受信情報は、代替的に又は付加的に、以下を含む：第１の無線リソースを周波数ドメイ
ン及び時間ドメインにおけるリソースブロックのセットとして識別する情報；Ｄ２Ｄ接続
において用いられる最大送信電力；再利用標識；第１のユーザ機器１０の位置及び／又は
第２のユーザ機器１１の位置。
【００８６】
　スケジューリング７０４は、第３のユーザ機器１６が第２のセル１５内の第４のユーザ
機器１７とＤ２Ｄ接続上で通信する場合、第２の無線リソースを第３のユーザ機器１６か
ら第２の無線基地局１３に近いセルラモードのユーザ機器へ再割り当てすることを含み得
る。第２の無線リソースは、メッセージにおいて識別される第１の無線リソースに対応す
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る。
【００８７】
　幾つかの実施形態において、Ｄ２Ｄ通信について用いられるＲＢについての電力の上限
が設定され得る。
【００８８】
　図８は、無線通信ネットワークにおいて第３のユーザ機器１６によって用いられるべき
第２の無線リソースをスケジューリングするための第２の無線基地局１３を示すブロック
図である。第２の無線基地局１３は、第２のセル１５を形成する地理的領域にわたり無線
カバレッジを提供するように構成され、及び第３のユーザ機器１６にサービスを提供する
ように構成される。
【００８９】
　第２の無線基地局１３は、第１のセル１４にサービスを提供する構成から情報を受信す
るように構成される受信回路８０１を備える。当該情報は、第１の無線リソースを識別し
、及び第１のセル１４内の第２のユーザ機器（１１）とデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）
接続上で通信するために第１の無線リソースが第１のユーザ機器１０に割り当てられるこ
とを示す。上記構成は、第１の無線基地局１２、又はコンポーネント／回路、例えば、第
２の無線基地局１３が第１及び第２のセルを制御する場合、第２の無線基地局１３におけ
る制御ユニット（ＣＵ）８０２に含まれ得る。
【００９０】
　第２の無線基地局１３は、上記情報を考慮して第２の無線リソースを第３のユーザ機器
１６にスケジューリングするように構成されるスケジューラ８０３をさらに備える。
【００９１】
　幾つかの実施形態において、第２の無線基地局１３は、第３のユーザ機器１６が第２の
セル１５又は第１のセル１４のセル境界の距離レンジ内に存在することを判定するように
構成される判定回路８０４を備え得る。これは、第３のユーザ機器１６からの、受信／送
信回路（ＲＸ／ＴＸ）８０５を介したレポート又は同等のものに基づいて判定され得る。
第３のユーザ機器１６が上記距離レンジ内に存在する場合、スケジューラ８０３は、受信
情報において識別される第１の無線リソースに対応しない、第２のセルにおける第２の無
線リソースを割り当てるように構成され得る。
【００９２】
　判定回路８０４は、代替的に又は付加的に、第３のユーザ機器１６が第２のセル１５内
の第４のユーザ機器１７とＤ２Ｄ接続上で通信していることを判定するように構成され得
る。第３のユーザ機器１６が第４のユーザ機器１７とＤ２Ｄ接続上で通信している場合、
スケジューラ８０３は、第２のセル１５における第２の無線リソースを割り当てるように
さらに構成され得る。第２の無線リソースは、受信情報において識別される第１の無線リ
ソースに対応していない。割り当てられた第２の無線リソースに関する情報は、ＲＸ／Ｔ
Ｘ８０５を介して第３のユーザ機器１６へ送信され得る。
【００９３】
　上記情報は、上記構成からのメッセージ中のトラフィック負荷インジケータに含まれ、
上記構成は、第１の無線基地局１２に含まれる。上記情報は、代替的に又は付加的に、上
記構成からのメッセージ中のオーバーロードインジケータに含まれてもよく、当該構成は
、第１の無線基地局１２に含まれる。オーバーロードインジケータは、第１の無線リソー
ス上の無線干渉が閾値を超えることを示し得る。
【００９４】
　受信情報は、以下を含み得る：第１の無線リソースを周波数ドメイン及び時間ドメイン
におけるリソースブロックのセットとして識別する情報；Ｄ２Ｄ接続において用いられる
最大送信電力；再利用標識；第１のユーザ機器１０の位置及び／又は第２のユーザ機器１
１の位置。
【００９５】
　無線通信ネットワークにおいて第３のユーザ機器１６によって用いられるべき第２の無
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線リソースをスケジューリングするための、本明細書における実施形態は、本明細書にお
ける実施形態の機能及び／又は方法ステップを実行するためのコンピュータプログラムコ
ードと共に、図８に表される第２の無線基地局１３における処理回路８０６などの１つ以
上のプロセッサを通じて実装され得る。上記プログラムコードは、コンピュータプログラ
ムプロダクトとして、例えば、第２の無線基地局１３にロードされる場合、幾つかの実施
形態を実行するためのコンピュータプログラムコードを搬送するデータキャリアの形式で
提供されてもよい。１つのそのようなキャリアは、ＣＤ　ＲＯＭディスクの形式であって
もよい。ただし、メモリスティックなどの他のデータキャリアでも実現可能である。さら
に、コンピュータプログラムコードは、サーバ上の純粋なプログラムコードとして提供さ
れ及び第２の無線基地局１３にダウンロードされてもよい。
【００９６】
　第２の無線基地局１３は、メモリ８０７をさらに備え得る。メモリ８０７は、１つ以上
のメモリユニットを含み、例えば、閾値、品質値、割り当てスキーム、無線リソース情報
、位置、セル境界情報、隣接セルのデータ、第２の無線基地局１３又は同様のもの上で実
行される場合に本明細書における方法を実行するためのアプリケーションといったデータ
を記憶するために用いられ得る。
【００９７】
　図面及び明細書において、例示的な実施形態が開示されている。ただし、これらの実施
形態には多くの変形及び変更が為されることができる。従って、具体的な用語が採用され
ているが、それらは限定する目的ではなく一般的且つ記述的な意味においてのみ用いられ
、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって定義される。

【図１】

【図２ａ）】

【図２ｂ）】

【図２ｃ）】
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【図５】 【図６】
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