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(57)【要約】
【課題】干渉制御のために使用され得る情報を決定し、
伝達し、使用する方法および装置
【解決手段】干渉制御のために使用され得る情報を収集
し、測定し、報告し、および／または使用する方法およ
び装置。無線端末（３００）が、基地局セクタ送信機（
３０４）など、１つまたは複数の基地局から送信される
信号を測定した。測定される信号は、例えば、ビーコン
信号および／またはパイロット信号などとすることがで
きる。測定信号から、無線端末（３００）は、様々な基
地局セクタから無線端末（３００）までの通信チャネル
の相対利得に関する情報を提供する１つまたは複数の利
得比を生成する。信号エネルギー測定と、エネルギー測
定値から生成される相対利得に基づいて、本発明により
、報告が生成され、１つまたは複数の基地局に送られる
。
【選択図】　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末を動作させる方法であって、
　前記無線端末が接続している第１の基地局から第１の信号を受信することと、
　第２の基地局から第２の信号を受信することと、
　前記第１の受信信号の電力を測定することと、
　前記第２の受信信号の電力を測定することと、
　それぞれ、前記第１の受信信号の前記測定電力と前記第２の受信信号の前記測定電力の
関数である、第１の値と第２の値の比を示す報告を送信することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　少なくとも、前記第１の値は、前記第１の信号の前記測定電力とは異なるが、前記第１
の信号の前記測定電力から求められ、または前記第２の値は、前記第２の信号の前記測定
電力とは異なるが、前記第２の信号の前記測定電力から求められる、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記第１の受信信号は、前記第１の基地局から受け取られるビーコン信号とパイロット
信号の１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の受信信号は、前記第２の基地局から受け取られるビーコン信号とパイロット
信号の１つであり、前記第１と第２の信号は、それぞれ、３ＯＦＤＭシンボル伝送期間長
未満の期間を有する単一トーン信号である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の信号は、前記第２の信号を送信した前記基地局によって前記第２の信号の期
間中に送信されたどのようなユーザデータよりも高い１トーン当たりの電力レベルで送信
された信号である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の値は、前記第１の受信信号の前記測定電力に等しい、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記第２の値は、前記第２の受信信号の前記測定電力に等しい、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記第１の値は、前記第１の受信信号の前記測定電力を、前記第１と第２の信号の相対
送信電力の関数である利得係数で乗じたものに等しい、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２の値は、前記第２の受信信号の前記測定電力を、前記第１と第２の信号の相対
送信電力の関数である利得係数で乗じたものに等しい、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１と第２の信号は、それぞれ、第１と第２の決まった電力レベルで送信される基
準信号であり、
　１つまたは複数の別の基地局から、それぞれ、１つまたは複数の別のビーコン信号を受
け取ることと、
　前記１つまたは複数の別の受信ビーコン信号の電力を測定することと、
　をさらに備える方法であり、
　前記方法は、前記第２の信号の前記測定電力と前記１つまたは複数の別のビーコン信号
の前記測定電力から前記第２の値を求めることを含み、
　前記第１の値は、前記第１の信号の測定電力に等しい、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記第２の値を求めることは、
　前記第２の値を、前記第２の信号と前記１つまたは複数の別のビーコン信号の前記測定
電力の最大値に設定すること、
を含む請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２の値を求めることは、
　前記第２の値を、前記第２の信号と前記１つまたは複数の別のビーコン信号の総和に設
定すること、
を含む請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の信号を受信する前に、前記第１の基地局から別のビーコン信号を受信するこ
とと、
　前記別の受信ビーコン信号の電力を測定することと、
　をさらに備え、
　第１の値が、前記第１の信号の前記測定電力と、前記別の受信信号の前記測定電力の平
均値の関数である、
　請求項３に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の値は、前記第１の受信信号の前記測定電力と前記別の受信信号の前記測定電
力の平均値を、前記第１と第２の信号の相対送信電力の関数である利得係数で乗じたもの
に等しい、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の信号を受信する前に、前記第２の基地局から第２の別のビーコン信号を受信
することと、
　前記第２の別の受信ビーコン信号の電力を測定することと、
　をさらに備え、
　第２の値が、前記第２の信号の前記測定電力と前記第２の別の受信ビーコン信号の前記
測定電力の平均値の関数である、
　請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　無線端末であって、
　前記無線端末が接続している第１の基地局からの第１の信号と、第２の基地局からの第
２の信号を受信する受信側モジュールと、
　前記第１と第２の受信信号の電力の電力測定モジュールと、
　それぞれ、前記第１の受信信号の前記測定電力と前記第２の受信信号の前記測定電力の
関数である、第１の値と第２の値の比を示す報告を生成する報告生成モジュールと、
　を備える無線端末。
【請求項１７】
　少なくとも、前記第１の値は、前記第１の信号の前記測定電力とは異なるが、前記第１
の信号の前記測定電力から求められ、または、前記第２の値は、前記第２の信号の前記測
定電力とは異なるが、前記第２の信号の前記測定電力から求められる、請求項１６に記載
の無線端末。
【請求項１８】
　前記第１の受信信号は、前記第１の基地局から受け取られるビーコン信号とパイロット
信号の１つである、請求項１６に記載の無線端末。
【請求項１９】
　前記第２の受信信号は、前記第２の基地局から受け取られるビーコン信号とパイロット
信号の１つであり、前記第１と第２の信号は、それぞれ、３ＯＦＤＭシンボル伝送期間長
未満の期間を有する単一トーン信号である、請求項１８に記載の無線端末。
【請求項２０】
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　前記第２の信号は、前記第２の信号を送信した前記基地局によって前記第２の信号の期
間中に送信されたどのようなユーザデータよりも高い１トーン当たりの電力レベルで送信
された信号である、請求項１９に記載の無線端末。
【請求項２１】
　前記報告生成モジュールは、前記第１の値を、前記第１の受信信号の前記測定電力に等
しく設定する、請求項１６に記載の無線端末。
【請求項２２】
　前記第２の値は、前記第２の受信信号の前記測定電力に等しい、請求項２１に記載の無
線端末。
【請求項２３】
　前記第１の値は、前記第１の受信信号の前記測定電力を、前記第１と第２の信号の相対
送信電力の関数である利得係数で乗じたものに等しい、請求項１６に記載の無線端末。
【請求項２４】
　前記第２の値は、前記第２の受信信号の前記測定電力を、前記第１と第２の信号の相対
送信電力の関数である利得係数で乗じたものに等しい、請求項１６に記載の無線端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、より詳細には、無線通信システムにおいて干渉制
御のために使用され得る情報を収集し、測定し、報告し、および／または使用する方法お
よび装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線多重アクセス通信システムにおいて、無線端末は、上りチャネルを介して共通の受
信機と通信するために、システムリソースを求めて競合する。この状況の１つの例が、無
線端末が基地局受信機に送信を行うセルラ無線システムでの上りチャネルである。無線端
末は、上りチャネルで送信するときに、通常、隣接する基地局受信機など、システム全体
に対する干渉を引き起こす。各無線端末は分散されているため、これらの送信によって生
じる干渉を制御することは困難な課題である。
【０００３】
　多くのセルラ無線システムは、単純な戦略を用いて上り干渉を制御する。例えば、ＣＤ
ＭＡ音声システム（ＩＳ－９５など）は、単に、各無線端末の信号が、基地局受信機にお
いてほぼ同じ電力で受け取られるように、各無線端末の電力を制御するだけである。１ｘ
ＲＴＴや１ｘＥＶ－ＤＯといった最新のＣＤＭＡ方式は、各無線端末が異なる速度で送信
し、基地局において異なる電力で受け取られることを可能にする。しかしながら、干渉は
、システム内の最悪の干渉源であるこれらの無線端末を正確に制御することなく、全体の
干渉レベルを低下させる分散されたやり方で制御される。
【０００４】
　この既存の一連の干渉制御手法は、無線システムの上り容量を制限するものである。
【０００５】
　送信が行われるときに隣接するセルにおいて生み出される信号干渉の量、および／また
は、無線端末が信号干渉に起因して被る可能性の高い干渉の量を求めるのに使用され得る
情報を、基地局に提供することができれば、役立つはずである。干渉測定のために使用さ
れ得る情報を、１つまたは複数の無線端末によって基地局に供給することができれば、特
に望ましいはずである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、干渉制御のために使用され得る情報を収集し、測定し、報告し、かつ／また
は使用する方法および装置を対象とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、移動ノードなどの無線端末が、基地局セクタ送信機などの１つまたは
複数の基地局から送信される信号を測定する。測定される信号は、例えば、ビーコン信号
および／またはパイロット信号などとすることができる。ビーコン信号は、単一トーンな
どの狭帯域信号とすることができる。ビーコン信号は、１、２またはそれ以上のシンボル
伝送期間である期間を有し得る。しかしながら、他の種類のビーコン信号が使用されても
よく、特定の種類のビーコン信号は、本発明にとって重要ではない。測定信号から、無線
端末は、様々な基地局セクタからこの無線端末までの通信チャネルの相対利得に関する情
報を提供する、１つまたは複数の利得比を生成する。この情報は干渉情報を表す。という
のは、この情報が、無線端末が接続されている基地局セクタに行われる送信に対する、他
の基地局セクタへの送信によって引き起こされる信号干渉に関する情報を提供するからで
ある。
【０００８】
　信号エネルギー測定と、エネルギー測定から生成される相対利得に基づいて、本発明に
より、報告が生成され、１つまたは複数の基地局に送られる。これらの報告は、複数の異
なる形式とすることができ、１つの干渉基地局からの干渉、または複数の干渉基地局によ
って引き起こされる干渉に関する情報を提供し得る。１つの形式は、無線端末が接続され
ている基地局セクタに対する、単一の干渉基地局セクタ送信機によって引き起こされる干
渉に関する情報を提供する。基地局は、無線端末に、特定の基地局セクタに関する干渉を
提供する干渉報告の送信を要求してもよい。これは、基地局が、特定の干渉報告を求める
要求を無線端末に送信することによって行われる。この要求は、通常、報告が求められる
干渉ＢＳセクタを識別する。無線端末は、かかる要求に応答して、要求された報告を送信
する。
【０００９】
　特定の干渉報告を求める要求に応答することに加えて、無線端末は、いくつかの実施形
態では、報告スケジュールに従い、本発明によって生成される干渉報告を送信する。かか
る実施形態では、無線端末とアクティブな接続を有する基地局が、予測可能な、例えば、
事前に決定されたスケジュールに従って干渉報告を受け取る。
【００１０】
　実施形態によっては、利得比および／または報告の生成は、様々な基地局セクタによっ
て、および／または測定され得る様々な信号に、使用される相対送信電力レベルを示す様
々な要因の関数とすることもできる。このように、パイロット信号やビーコン信号など、
様々な電力レベルで送信される信号が測定され、測定された様々な信号の様々な相対送信
電力レベルを考慮に入れることによって、信頼性の高い相対チャネル利得推定値を生成す
るのに使用される。
【００１１】
　以下の詳細な説明では、多くの他の特徴、利点および実施形態について説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、本発明による、干渉制御のために使用され得る情報を収集し、報告し、使用する
方法および装置について説明する。本発明の方法および装置は、無線の、複数ユーザなど
、多重アクセスの通信システムと共に使用するのに適している。かかるシステムは、ＯＦ
ＤＭシステム、ＣＤＭＡシステム、または、隣接する基地局など、１つまたは複数の送信
機からの送信による信号干渉が問題となる他の種類の無線システムとして実施され得る。
【００１３】
　以下では、本発明の例示的実施形態を、図１に示す本発明のセルラ無線データ通信シス
テム１００の状況で説明する。本発明を説明するためにセルラ無線システムの例を使用す
るが、本発明は、この例よりも適用範囲が広く、一般に、他の多くの無線通信システムに
も適用することができる。
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【００１４】
　無線データ通信システムにおいて、無線リンクリソースには、一般に、帯域幅、時間ま
たは符号が含まれる。ユーザデータおよび／または音声トラフィックを搬送する無線リン
クリソースをトラフィックチャネルという。データは、トラフィックチャネルを介し、ト
ラフィックチャネルセグメント（略してトラフィックセグメント）として伝達される。ト
ラフィックセグメントは、利用可能なトラフィックチャネルリソースの基本単位または最
小単位の役割を果たし得る。下りトラフィックセグメントは、基地局から無線端末までデ
ータトラフィックを搬送し、上りトラフィックセグメントは、無線端末から基地局までデ
ータトラフィックを搬送する。本発明が使用され得る１つのシステムの一例が、スペクト
ラム拡散ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重化）多元接続システムであり、トラフィックセグ
メントが、有限な時間間隔にわたって定義されるいくつかの周波数トーンを含む。
【００１５】
　図１は、本発明に従って実施される無線通信システム例１００を示す図である。無線通
信システム例１００は、複数の基地局（ＢＳ）、すなわち基地局１（１０２）、基地局Ｍ
（１１４）を含む。セル１（１０４）は、基地局１（１０２）の無線カバーエリアである
。ＢＳ１（１０２）は、複数の無線端末（ＷＴ）、すなわち、セル１（１０４）内に位置
するＷＴ（１）１０６、ＷＴ（Ｎ）１０８とやりとりする。ＷＴ（１）１０６、ＷＴ（Ｎ
）１０８は、それぞれ、無線リンク１１０、１１２を介してＢＳ１（１０２）に結合され
ている。同様に、セルＭ１１６は、基地局Ｍ（１１４）の無線カバーエリアである。ＢＳ
Ｍ１１４は、複数の無線端末（ＷＴ）、すなわち、セルＭ１１６内に位置するＷＴ（１’
）１１８、ＷＴ（Ｎ’）１２０とやりとりする。ＷＴ（１’）１１８、ＷＴ（Ｎ’）１２
０は、それぞれ、無線リンク１２２、１２４を介してＢＳＭ１１４に結合されている。Ｗ
Ｔ（１０６、１０８、１１８、１２０）は、移動および／または固定無線通信機器とする
ことができる。移動ＷＴは、移動ノード（ＭＮ）と呼ばれることもあり、システム１００
全体にわたって移動し、これらが位置しているセルに対応する基地局とやりとりし得る。
領域１３４は、セル１（１０４）とセルＭ１１６の間の境界領域である。図１のシステム
では、各セルが、単一セクタセルとして示されている。マルチセクタセルも可能であり、
サポートされる。基地局セクタの送信機は、基地局識別子および／またはセクタ識別子を
伝達する、ビーコン信号など、送信される情報に基づいて識別され得る。
【００１６】
　ネットワークノード１２６は、それぞれ、ネットワークリンク１２８、１３０を介して
、ＢＳ１（１０２）とＢＳＭ１１４に結合されている。また、ネットワークノード１２６
は、ネットワークリンク１３２を介して他のネットワークノード／インターネットにも結
合されている。ネットワークリンク１２８、１３０、１３２は、例えば、光ファイバリン
クとすることもできる。ルータノードなどのネットワークノード１２６は、ＷＴ（１）１
０６などのＷＴのために、セル１（１０４）などこのＷＴの現在位置しているセルの外部
に位置する他のノード、例えば、他の基地局、ＡＡＡサーバノード、ホームエージェント
ノード、ＷＴ（Ｎ’）１２０などの通信相手への接続を提供する。
【００１７】
　図２に、本発明に従って実施される基地局の例２００を示す。ＢＳの例２００は、図１
のＢＳ、ＢＳ１（１０２）、ＢＳＭ１１４のいずれかのより詳細な図とすることもできる
。ＢＳ２００は、様々な要素がデータおよび情報を交換するためにバス２１４を介して相
互に結合されている、受信機２０２、送信機２０４、ＣＰＵ２０６などのプロセッサ、入
出力インターフェース２０８、入出力装置２１０、およびメモリ２１２を含む。加えて、
基地局２００は、受信機２０２に結合されている受信側アンテナ２１６と、送信機２１８
に結合されている送信側アンテナ２１８を含む。送信側アンテナ２１８は、ＢＳ２００か
らＷＴ３００（図３参照）に、下りトラフィックチャネル信号、ビーコン信号、パイロッ
ト信号、割り当て信号、干渉報告要求メッセージ、干渉制御指示信号などの情報を送信す
るのに使用され、受信側アンテナ２１６は、ＷＴ３００から、上りトラフィックチャネル
信号、リソースを求めるＷＴ要求、ＷＴ干渉報告などの情報を受信するのに使用される。
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【００１８】
　メモリ２１２は、ルーチン２２０とデータ／情報２２４を含む。プロセッサ２０６は、
ルーチン２２０を実行し、メモリ２１２に格納されたデータ／情報２２４を使って、基地
局２００の全般的操作を制御し、本発明の方法を実施する。ディスプレイ、プリンタ、キ
ーボードなどの入出力装置２１０は、基地局管理者にシステム情報を表示し、管理者から
制御および／または管理入力を受け取る。入出力インターフェース２０８は、基地局２０
０をコンピュータネットワーク、他のネットワークノード、他の基地局２００、および／
またはインターネットに結合する。よって、入出力インターフェース３０８を介して、基
地局２００は、顧客情報および他のデータを交換すると共に、必要に応じて、ＷＴ３００
への信号送信を同期させる。加えて、入出力インターフェース２０８は、ＷＴ３００ユー
ザが基地局３００経由でインターネットを介して情報を受信し、および／または送信する
ことを可能にするインターネットへの高速接続も提供する。受信機２０２は、受信側アン
テナ２１６を介して受け取られる信号を処理し、受信信号から、受信信号に含まれる情報
内容を抽出する。データやチャネル干渉報告情報などの抽出情報は、プロセッサ２０６に
送られ、バス２１４を介してメモリ２１２に格納される。送信機２０４は、データ、ビー
コン信号、パイロット信号、割り当て信号、干渉報告要求メッセージ、干渉制御指示信号
などの情報を、アンテナ３１８を介してＷＴ３００に送信する。
【００１９】
　前述のように、プロセッサ２０６は、メモリ２１２に格納されたルーチン２２０の指図
の下で、基地局２００の動作を制御する。ルーチン２２０は、通信ルーチン２２６と、基
地局制御ルーチン２２８を含む。基地局制御ルーチン２２８は、スケジューラ２３０、下
りブロードキャスト信号モジュール２３２、ＷＴ報告処理モジュール２３４、報告要求モ
ジュール２３６、および干渉指示モジュール２３８を含む。報告要求モジュール２３６は
、報告要求で識別される個々のＢＳセクタに関する特定の干渉報告を求める要求を生成す
ることができる。生成される報告要求は、所定のまたは決まった報告スケジュールによっ
て提供される以外のＢＳが干渉情報を求めるときに、１つまたは複数の無線端末に送られ
る。データ／情報２２４は、下りブロードキャスト基準信号情報２４０、無線端末データ
／情報２４１、上りトラフィックチャネル情報２４６、干渉報告要求情報メッセージ２４
８、および干渉制御指示信号２５０を含む。
【００２０】
　下りブロードキャスト基準信号情報２４０は、ビーコン信号情報２５２、パイロット信
号情報２５４、および割り当て信号情報２５６を含む。ビーコン信号は、送信側電力が、
１シンボル期間など、短期間にわたって１つまたは少数のトーンに集中する、比較的高電
力のＯＦＤＭブロードキャスト信号である。ビーコン信号情報２５２は、識別情報２５８
と電力レベル情報２６０を含む。ビーコン識別情報２５８は、ビーコン信号を識別し、特
定のＢＳ２００と関連付けるのに使用される情報、例えば、それぞれの下り伝送間隔また
はサイクルにおける特定の時刻にビーコン信号を含む特定のトーンまたはトーンの組など
、特定のＢＳ２００と関連付けるのに使用される情報を含んでいてもよい。ビーコン電力
レベル情報２６０は、ビーコン信号が送信される電力レベルを定義する情報を含む。パイ
ロット信号は、通常は、基地局を識別し、基地局と同期を取り、チャネル推定値を獲得す
るのに使用される、比較的高い電力レベル、例えば、通常の信号を上回るレベルなどでＷ
Ｔにブロードキャストされる、知られている信号を含んでいてもよい。パイロット信号情
報２５４は、識別情報２６２と電力レベル情報２６４を含む。パイロット識別情報２６２
は、パイロット信号を識別し、特定の基地局２００と関連付けるのに使用される情報を含
む。パイロット電力レベル情報２６４は、パイロット信号が送信される電力レベルを定義
する情報を含む。パイロットおよびビーコン信号送信パイロットレベルなどの信号送信電
力レベルに関する情報を提供する様々な信号が、無線端末が利得比および／または干渉報
告を決定する際に使用するためにブロードキャストされ得る。割り当て信号は、通常、Ｂ
Ｓのセル内の不良なチャネル品質条件を有するＷＴに届くように、通常の信号レベルを上
回る電力レベルで送信される、ブロードキャスト上りおよび下りトラフィックチャネルセ
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グメント割り当て信号を含む。割り当て信号情報２５６は、識別情報２６６と電力レベル
情報２６８を含む。割り当て信号識別情報２６６は、下りタイミングサイクルの特定の時
刻における特定のトーンを、特定のＢＳ２００の割り当てと関連付ける情報を含む。割り
当て電力レベル情報２６８は、割り当て信号が送信される電力レベルを定義する情報を含
む。
【００２１】
　無線端末データ／情報２４０は、複数組のＷＴデータ／情報、ＷＴ１情報２４２、ＷＴ
Ｎ情報２４４を含む。ＷＴ１情報２４２は、データ２７０、端末識別情報２７２、干渉コ
スト報告情報２７４、要求上りトラフィックセグメント２７６、および割り当て上りトラ
フィックセグメント２７８を含む。データ２７０は、ＷＴ１と関連付けられるユーザデー
タ、例えば、ＷＴ１がそこで通信セッションに参加している、ＷＴＮなどのＷＴ１のピア
ノードに、ＢＳ２００によって直接的または間接的に伝達されるべき、ＷＴ１から受け取
られるデータおよび情報などを含む。また、データ２７０は、元々、ＷＴＮなど、ＷＴ１
のピアノードから供給された受信データおよび情報も含む。端末識別情報２７２は、ＢＳ
によってＷＴ１を識別するのに使用される、ＷＴ１を関連付けるＢＳ割り当て識別子を含
む。干渉コスト報告情報２７４は、ＷＴ１からＢＳ２００へのフィードバック報告で送ら
れている、ＷＴ１送信上りシグナリングの通信システムに対する干渉コストを識別する情
報を含む。要求上りトラフィックセグメント２７６は、ＷＴ１からの、ＢＳスケジューラ
２３０によって割り振られる、数、種類、および／または時間制約情報など、上りトラフ
ィックセグメントを求める要求を含む。割り当て上りトラフィックセグメント２７８は、
スケジューラ２３０によってＷＴ１に割り当てられている上りトラフィックセグメントを
識別する情報を含む。
【００２２】
　上りトラフィックチャネル情報２４６は、ＢＳスケジューラ２３０によって、上り無線
リンクリソースを要求するＷＴに割り当てられ得るセグメントに関する情報を含む、複数
の上りトラフィックチャネルセグメント情報の組を含む。上りトラフィックチャネル情報
２４６は、チャネルセグメント１情報２８０とチャネルセグメントＮ情報２８２を含む。
チャネルセグメント１情報２８０は、種類情報２８４、電力レベル情報２８６、定義情報
２８８、および割り当て情報２９０を含む。種類情報２８４は、セグメント１の特性、例
えば、セグメントの周波数や時間の範囲などを定義する情報を含む。例えば、ＢＳは、複
数の種類の上りセグメント、例えば、大きな帯域幅と短い期間を有するセグメントや、小
さい帯域幅と長い期間を有するセグメントなどをサポートしてもよい。電力レベル情報２
８６は、ＷＴが上りセグメント１を使用するときに送信すべき特定される電力レベルを定
義する情報を含む。定義情報２８８は、上りトラフィックチャネルセグメント１を構成す
る特定の周波数またはトーンおよび特定の時刻を定義する情報を含む。割り当て情報２９
０は、上りトラフィックセグメント１に関連付けられる割り当て情報、例えば、上りトラ
フィックチャネルセグメント１が割り当てられるＷＴの識別子、上りトラフィックチャネ
ルセグメント１で使用されるべき符号化および／または変調方式などを含む。
【００２３】
　いくつかの実施形態で使用される干渉報告要求情報メッセージ２４８は、例えば、ブロ
ードキャストメッセージや、特定のＷＴに向けられるメッセージとして送信されるべきメ
ッセージである。ＢＳ２００は、ＷＴ３００に、共通制御チャネル上で、通信システム内
の、基地局セクタ送信機など特定の基地局送信機に関する干渉情報を求め、これを報告す
るよう求める指示を送信してもよい。干渉報告要求情報メッセージ２４８は、通常、現在
干渉報告に指定されている特定の基地局セクタを識別する、基地局送信機識別情報２９２
を含む。前述のように、いくつかの基地局は、単一セクタ基地局として実施される。時間
が経過するにつれて、ＢＳ２００は、基地局識別情報２９２を、隣接する送信機のそれぞ
れに対応するように変更し、これによって、複数の隣接送信機に関する干渉情報を獲得し
てもよい。
【００２４】
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　いくつかの実施形態、例えば、上りトラフィックセグメントの少なくとも一部が基地局
によって明示的に割り当てられない場合などに使用される、干渉制御指示信号２５０は、
干渉の点から、どのＷＴが上りトラフィックセグメントを使用してもよいか制御するため
に、ＢＳ２００によってＷＴ３００にブロードキャストされる信号である。例えば、各レ
ベルが、ＢＳ２００がどれほど厳重に干渉を制御しようとするかを示す多値変数などが使
用されてもよい。この信号を受け取るＷＴ３００は、この信号を、これら自体の測定干渉
と組み合わせて使用して、ＷＴ３００に、制御されている上りトラフィックセグメントを
使用させるか否か決定することができる。
【００２５】
　通信ルーチン２２６は、ＢＳ２００によって使用される様々な通信プロトコルを実施し
、ユーザデータの送信全般を制御する。基地局制御ルーチン２２８は、入出力装置、入出
力インターフェース２０８、受信機２０２、送信機２０４の動作を制御し、ＢＳ２００の
動作を、本発明の方法を実施するように制御する。スケジューラ２３０は、いくつかの制
約条件、すなわち、セグメントの電力要件、ＷＴの送信電力容量、およびシステムに対す
る干渉コストに基づいて、これの制御下の上りトラフィックセグメントをＷＴ３００に割
り振る。よって、スケジューラ２３０は、下り送信をスケジューリングするときに、受け
取った干渉報告からの情報を使用してもよく、しばしば使用する。下りブロードキャスト
信号モジュール２３２は、下りブロードキャスト基準信号情報２４０を含むデータ／情報
２２２４を使って、ビーコン、パイロット信号、割り当て信号、および／または、ＷＴ３
００によって、下りチャネル品質および上り干渉レベルを決定する際に使用され得る、知
られている電力レベルで送信される他の共通制御信号などといったブロードキャスト信号
を生成し、送信する。ＷＴ干渉報告処理モジュール２３４は、ＷＴ３００から獲得される
干渉コスト報告情報２７４を含むデータ／情報２４０を使って、上り干渉情報を処理し、
相関させ、スケジューラ２３０に転送する。いくつかの実施形態で使用される、報告要求
モジュール２３６は、各報告が隣接する基地局の１つに対応する、一連の上り干渉報告を
要求する一連の干渉報告要求メッセージ２４８を生成する。いくつかの実施形態で使用さ
れる、干渉指示モジュール２３８は、いくつかの上りトラフィックチャネルセグメントへ
のアクセスを制御するためにＷＴ３００に送信される（多値）干渉制御指示信号２５０を
生成する。
【００２６】
　図３に、本発明に従って実施される無線端末の例３００を示す。無線端末例３００は、
図１の無線通信システムの例１００のＷＴ１０６、１０８、１１８、１２０のいずれかの
より詳細な図とすることもできる。ＷＴ３００は、様々な要素がデータおよび情報を交換
するためのバス３１４によって相互に結合されている、受信機３０２、送信機３０４、入
出力装置３１０、ＣＰＵなどのプロセッサ３０６、およびメモリ３１２を含む。受信機３
０２は、アンテナ３１６に結合されており、送信機３０４は、アンテナ３１６に結合され
ている。
【００２７】
　ＢＳ２００から送信される下り信号は、アンテナ３１６を介して受け取られ、受信機３
０２によって処理される。送信機３０４は、アンテナ３１８を介してＢＳ２００に上り信
号を送信する。上り信号は、例えば、上りトラフィックチャネル信号や干渉コスト報告な
どを含む。入出力装置３１０は、例えば、マイクロホン、スピーカ、ビデオカメラ、ビデ
オディスプレイ、キーボード、プリンタ、データ端末表示などのユーザインターフェース
装置を含む。入出力装置３１０は、ＷＴ３００の操作者とインターフェースして、操作者
に、ピアノードに向けたユーザデータ、音声、および／またはビデオを入力させ、別のＷ
Ｔ３００などのピアノードから送られたユーザデータ、音声、および／またはビデオを視
聴させるのに使用され得る。
【００２８】
　メモリ３１２は、ルーチン３２０およびデータ／情報３２２を含む。プロセッサ３０６
は、ルーチン３２０を実行し、メモリ３１２内のデータ／情報３２２を使ってＷＴ３００
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の基本動作を制御し、本発明の方法を実施する。ルーチン３２０は、通信ルーチン３２４
とＷＴ制御ルーチン３２６を含む。ＷＴ制御ルーチン３２６は、基準信号処理モジュール
３３２、干渉コストモジュール３３４、およびスケジューリング決定モジュール３３０を
含む。基準信号処理モジュール３３２は、識別モジュール３３６、受信電力測定モジュー
ル３３８、およびチャネル利得比計算モジュール３４０を含む。干渉コストモジュール３
３４は、フィルタリングモジュール３４２、決定モジュール３４４、および報告生成モジ
ュール３４６を含む。報告生成モジュール３４６は、量子化モジュール３４８を含む。
【００２９】
　データ／情報３２２は、下りブロードキャスト基準信号情報３４９、無線端末データ／
情報３５２、上りトラフィックチャネル情報３５４、受信側干渉報告要求情報メッセージ
３５６、受信干渉制御指示信号３５８、および受信ブロードキャスト基準信号３５３を含
む。
【００３０】
　下りブロードキャスト基準信号情報３４９は、複数の下りブロードキャスト基準信号情
報の組、すなわち、基地局１下りブロードキャスト基準信号情報３５０、基地局Ｍ下りブ
ロードキャスト基準信号情報３５１を含む。ＢＳ１下りブロードキャスト基準信号情報は
、ビーコン信号情報３６０、パイロット信号情報３６２、および割り当て信号情報３６４
を含む。ビーコン信号情報３６０は、ＢＳ識別子やセクタ識別子情報などの識別情報３６
６と、電力レベル情報３６８を含む。パイロット信号情報３６２は、識別情報３７０と電
力レベル情報３７２を含む。割り当て信号情報３６４は、識別情報３７２と電力レベル情
報３７６を含む。
【００３１】
　無線端末データ／情報３５２は、データ３８２、端末識別情報３８４、干渉報告情報３
８６、要求上りトラフィックセグメント３８８、および割り当て上りトラフィックセグメ
ント３９０を含む。
【００３２】
　上りトラフィックチャネル情報３５４は、複数の上りトラフィックチャネル情報の組、
チャネル１情報、チャネルＮ情報３９２を含む。チャネル１情報は、種類情報３９３、電
力レベル情報３９４、定義情報３９５、および割り当て情報３９６を含む。スケジューリ
ングモジュール３３０は、所定のスケジュール、報告要求に応答したＢＳ要求干渉報告、
ユーザデータなどに従って、送信干渉報告のスケジューリングを制御する。
【００３３】
　受信干渉報告要求情報メッセージ３５６は、基地局識別子３９７を含む。
【００３４】
　図４に、本発明の様々な特徴を説明するのに使用する、本発明に従って実施されるシス
テムの例４００を示す。システム４００は、互いに隣り合う第１、第２および第３のセル
４０４、４０６、４０８を含む。第１のセル４０４は、第１の基地局セクタ送信機（ＢＳ
Ｓ０）４１０と、ＢＳＳ０４１０に接続されている無線端末４２０とを含む第１の基地局
を含む。第２のセル４０６は、第２の基地局セクタ送信機（ＢＳＳ１）４１２を含む局基
地局を含む。第３のセル４０８は、第３の基地局セクタ送信機（ＢＳＳ２）４１４を含む
第３の局基地局を含む。図に示すように、ＢＳＳ０とＷＴ４２０の間で送信される信号は
、チャネル利得ｇ０を得る。ＢＳＳ１とＷＴ４２０の間で送信される信号は、チャネル利
得ｇ１を得る。ＢＳＳ２とＷＴ４２０の間で送信される信号は、チャネル利得ｇ２を得る
。
【００３５】
　ＷＴは、ＢＳＳ０４１０をこれの接続点として使ってＢＳＳ０４１０に接続されている
ものとする。利得比Ｇｉ＝ＢＳＳｉからＷＴまでのチャネル利得と、ＷＴ４２０が接続さ
れているＢＳＳ０からのチャネル利得の比である。すなわち、
　　Ｇｉ＝ｇｉ／ｇ０

である。
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【００３６】
　ビーコン信号が、第１、第２および第３のＢＳＳから、同じ電力レベルで送信されると
仮定すると、基地局ＢＳＳ０、ＢＳＳ１、ＢＳＳ２から受け取られるビーコン信号の受信
電力（ＰＢ）を使って、利得比を以下のように求めることができる。
【００３７】
　　Ｇ０＝ｇ０／ｇ０＝１＝ＰＢ０／ＰＢ０

　　Ｇ１＝ｇ１／ｇ０＝１＝ＰＢ１／ＰＢ０

　　Ｇ２＝ｇ２／ｇ０＝１＝ＰＢ２／ＰＢ０

　本発明の以下の考察では、本発明による、上りトラフィックチャネルの動作に焦点を当
てる。システム例では、上りトラフィックチャネルを構成するトラフィックセグメントは
、多様な無線チャネルの組を介して、様々な機器制約条件で動作している、幅広いクラス
の無線端末に適合するように、様々な周波数および時間の範囲にわたって定義され得る。
図６は、横軸１０４Ａの時間に対する縦軸１０２Ａの周波数のグラフ１００Ａである。図
６には、上りトラフィックチャネルの２種類のトラフィックセグメントが示されている。
Ａ１０６Ａで示すトラフィックセグメントは、Ｂ１０８Ａで示すトラフィックセグメント
の周波数範囲の２倍を占めている。上りトラフィックチャネルのトラフィックセグメント
は、基地局と通信している無線端末の間で動的に共用され得る。基地局の一部であるスケ
ジューリングモジュールは、一般に時間的に変化し得る様々なユーザのトラフィックの必
要、機器制約条件、およびチャネル条件に従って、様々なユーザにトラフィックチャネル
セグメントを迅速に割り当てることができる。よって、上りトラフィックチャネルは、セ
グメントごとに、異なるユーザの間で、有効に共用され、動的に割り振られる。図６Ａに
は、トラフィックセグメントの動的割り振りが示されており、セグメントＡは、基地局ス
ケジューラによってユーザ＃１に割り当てられ、セグメントＢは、ユーザ＃２に割り当て
られている。
【００３８】
　システム例では、トラフィックチャネルセグメントの割り当て情報は、一連の割り当て
セグメントを含む割り当てチャネルで搬送される。各トラフィックセグメントは、無線端
末の識別子と、このトラフィックセグメントで使用されるべき符号化および変調方式も含
み得る割り当て情報を伝達する、対応する一意の割り当てセグメントに関連付けられる。
図７は、横軸２０４Ａの時間に対する縦軸２０２Ａの周波数のグラフ２００Ａである。図
７には、２つの割り当てセグメントＡ’２０６ＡとＢ’２０８Ａが示されており、これら
は、それぞれ、上りトラフィックセグメントＡ２１０ＡとＢ２１２Ａの割り当て情報を伝
達する。割り当てチャネルは、共用チャネルリソースである。無線端末は、割り当てチャ
ネルで伝達される割り当て情報を受け取り、次いで、割り当て情報に従って上りトラフィ
ックチャネルセグメントで送信を行う。
【００３９】
　基地局スケジューラ２３０は、いくつかの考慮事項に基づいてトラフィックセグメント
を割り振る。１つの制約条件は、トラフィックチャネルの送信電力要件が、無線端末の送
信電力容量を超えるべきではないというものである。したがって、より弱い上りチャネル
を介して動作している無線端末には、瞬間的電力要件が厳しく制約することがないように
、システム例においてより狭い周波数範囲を占めるトラフィックセグメントが割り振られ
得る。同様に、より大量の干渉を生じる無線端末にも、これらによって生じる瞬間的干渉
の影響を弱めるために、より小さい周波数範囲を含むトラフィックセグメントが割り振ら
れ得る。本発明によれば、以下で定義する、システムに対する無線端末の干渉コストに基
づいて、無線端末の送信をスケジューリングすることによって、総干渉が制御される。
【００４０】
　本発明によれば、無線端末は、システムに対するこれらの干渉コストを、受信下りブロ
ードキャスト信号から求める。一実施形態では、無線端末は、これらの干渉コストを、干
渉報告の形で基地局に報告し、次いで、基地局が、上り干渉を制御する上りスケジューリ
ング決定を行う。別の実施形態では、基地局が干渉制御標識をブロードキャストし、無線
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端末は、これらの干渉コストを受け取った標識と比較して、例えば、制御標識によって指
示されるレベルを下回る上り伝送コストを有するモバイルは送信を行ってもよく、制御標
識によって指示されるコストレベルを超える干渉コストを有するモバイルは送信を控える
など、適切なやり方でこれらの上り伝送リソースを決定する。
【００４１】
　次に、考えられる干渉コストの例について説明する。
【００４２】
　ｍ０という名前の無線端末を考える。この無線端末は、基地局Ｂ０に接続されているも
のとする。Ｎをシステム内の基地局の総数とする、ｋ＝０，１，．．．，Ｎ－１での、こ
の無線端末と基地局Ｂｋの間のチャネル利得をＧ０，ｋで表す。
【００４３】
　システム例では、無線端末０によって上りトラフィックセグメントで送信される電力量
は、普通、無線端末ｍ０から基地局Ｂ０までの無線チャネルの条件、周波数範囲、および
トラフィックセグメント上の符号化率の選択の関数である。セグメントの周波数範囲およ
び符号化率の選択は、直接干渉を引き起こす量である、モバイルによって使用される送信
電力を決定する。基地局受信機がトラフィックセグメントを復号化するのに必要とされる
ＳＮＲが、（符号化率の選択と、移動端末が動作するチャネル条件の関数である）トラフ
ィックセグメントの１トーン当たりの受信電力ＰＲを必然的に伴うものと仮定する。これ
は、以下のように、無線端末の１トーン当たりの送信電力ＰＴに関連するものである。
【００４４】
　　ＰＲ＝ＰＴＧ０，０

　この場合、隣接する基地局ｋにおいてこの無線端末によって生じる１トーン当たりの干
渉は、以下のように算出され得る。
【数１】

【数２】

【００４５】
を示すものとする。この式から、基地局Ｂｋにおいて無線端末ｍ０によって生成される干
渉が、これの送信電力、ならびに、基地局ｋとこれ自体の基地局に対するチャネル利得の
比に比例することが明白である。したがって、ｒ０，ｋを、無線端末ｍ０の基地局Ｂｋに
対する干渉コストという。
【００４６】
　この概念を一般化すると、すべての隣接する基地局に対して無線端末によって生み出さ
れる１トーン当たりの総干渉は、

【数３】
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【００４７】
である。
【００４８】
したがって、｛ｒ０，１，．．．，ｒ０，Ｎ｝が、無線端末０のシステム全体に対する干
渉コストである。
【００４９】
　基地局Ｂｋに対してモバイルｍ０によって生み出される総瞬間干渉は、実際には、ｎｔ

ｏｎｅｓをトラフィックセグメントの周波数範囲とした場合の、ｎｔｏｎｅｓｒ０，ｋに
よって与えられることに留意することは有用である。
【００５０】
　次に、いくつかの実施形態で干渉コストを求める方法について説明する。１つの例示的
実施形態では、システム例１００内の各基地局１０２、１１４は、無線端末が検出し、復
号化することのできる高電力で周期的基準信号をブロードキャストする。基準信号は、ビ
ーコン、パイロット、または他の通常の制御信号を含む。基準信号は、セルおよび基地局
のセクタを識別するのに役立つ一意のパターンを有していてもよい。
【００５１】
　ＯＦＤＭシステム例１００では、基準信号として、ビーコンまたはパイロット信号が使
用され得る。ビーコン信号は、送信電力の大部分が少数のトーンに集中される特殊なＯＦ
ＤＭシンボルである。これらの高電力トーンの周波数配置は、基地局の識別子を示す。パ
イロット信号は、特殊なホッピングパターンを持つことができ、これもやはり、基地局１
０２の識別子を一意に指定する。よって、システム例では、基地局セクタが、ビーコンお
よび／またはパイロット信号から識別され得る。
【００５２】
　ＣＤＭＡシステムでは、パイロット信号が基準信号として使用され得る。例えば、ＩＳ
－９５システムでは、パイロットは、基地局の識別子としての、特定の時間オフセットを
有する、知られている拡散シーケンスである。
【００５３】
　上記のシステム例１００はビーコンまたはパイロット信号を使って伝搬損失推定のため
の基準信号を提供するが、本発明は、他の技法を使って基準信号を提供し得る多種多様な
システムにおいても適用可能である。
【００５４】
　基準信号は、知られている電力で送信される。様々な基準信号が様々な電力で送信され
得る。異なる基地局１０２、１１４は、電力レベルが移動端末に知られている限り、同じ
種類の基準信号に異なる電力レベルを使ってもよい。
【００５５】
　無線端末１０６は、まず、基地局１０２の識別子を取得するために基準信号を受信する
。次いで、無線端末１０６は、基準信号の受信電力を測定し、基地局１０２から無線端末
１０６までのチャネル利得を計算する。所与の場所において、無線端末は、複数の基地局
１０２、１１４から基準信号を受信し得る可能性があることに留意されたい。他方、無線
端末は、システム全体のすべての基地局から基準信号を受信することはできない可能性も
ある。システム例では、無線端末ｍ０は、これの接続基地局Ｂ０のＧ０，０を監視し、ま
た、対応する基準信号を受信することができる場合には、基地局ＢｋのＧ０，ｋを監視す
る。したがって、無線端末ｍ０は、無線端末ｍ０が基準信号を受信することのできる基地
局の組の干渉コストの配列｛ｒ０，ｋ｝を維持する。
【００５６】
　無線端末１０６は、複数の基準信号からの推定を組み合わせることによって干渉コスト
を導出することができることに留意されたい。例えば、ＯＦＤＭシステム例１００では、
無線端末１０６は、ビーコンとパイロットの両方を使って｛ｒ０，ｋ｝の推定を見出し得
る。
【００５７】
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　干渉コスト｛ｒ０，ｋ｝の情報は、上り干渉を制御し、全般的システム容量を増大させ
るために使用される。上りトラフィックチャネルは、２つのモードで使用することができ
、以下では、両モードでの干渉コストの使用について説明する。
【００５８】
　無線端末１０６、１０８は下り基準信号からチャネル利得情報を測定したが、干渉は、
干渉が、上り回線に及ぼす影響の点で有することになるコストの尺度であることを指摘す
る必要がある。無線端末１０６と基地局１０２の間の下り回線と上り回線のチャネル利得
は、常に同じであるとは限らない。短期の影響を除去するために、下り基準信号からのチ
ャネル利得の推定値は、干渉コスト｛ｒ０，ｋ｝の推定値を獲得するために（例えば、低
域フィルタリングなどの形を使って）平均されてもよく、いくつかの実施形態では平均さ
れる。
【００５９】
　次に、スケジュール動作モードでの求めた干渉コストの使用について論じる。１つの動
作モードの具体例では、１つの上りトラフィックセグメントがせいぜい１つの無線端末に
よってのみ使用されるように、上りトラフィックセグメントのそれぞれが、基地局によっ
て明示的に割り当てられる。ＯＦＤＭシステム例では、トラフィックセグメントは、相互
に直交し合うため、通常、このモードでは、上りトラフィックセグメントにおけるセル内
干渉が生じない。
【００６０】
　基地局１０２におけるスケジューリングを円滑化するために、本発明によれば、各無線
端末２０６、１０８は、無線端末１０６が接続されている基地局１０２に、一連の干渉報
告を送る。報告は、いくつかの実施形態では、計算された干渉コスト｛ｒ０，ｋ｝を示す
。極端な場合には、報告が、干渉コストの配列｛ｒ０，ｋ｝全部を含む制御メッセージで
あることもある。しかしながら、信号オーバーヘッドを少なくするために、好ましい実施
形態では、配列｛ｒ０，ｋ｝の量子化バージョンだけが送信される。以下に挙げるように
、｛ｒ０，ｋ｝を量子化するいくつかの方法がある。
【００６１】
　　すべての｛ｒ０，ｋ｝の総和であるｒ０，ｔｏｔａｌを報告する。
【００６２】
　　｛ｒ０，ｋ｝の最大値と、この最大値に関連付けられる指数ｋを報告する。
【００６３】
　　｛ｒ０，ｋ｝の１つずつと、これに関連付けられる指数ｋを、周期的に報告する。
【００６４】
　　少数のレベルを使って、ｒ０，ｋを報告する。例えば、２つのレベルで、ｒ０，ｋが
強いか、それとも弱いかを示す。
【００６５】
　１つまたは複数の干渉報告を受け取った後で、基地局は、干渉情報の関数として、トラ
フィックセグメントを、割り当てるなどしてスケジュールする。１つのスケジューリング
ポリシは、すべてのスケジュール対象無線端末によって生成される総干渉を所定の閾値に
制限するものである。別のスケジューリングポリシは、各無線端末を、これらの報告する
｛ｒ０，ｋ｝に従っていくつかのグループに分類し、生成される瞬間干渉の影響を弱める
ために、大きな干渉コストを有するグループに、好ましくは、より小さい周波数範囲を含
むトラフィックセグメントが割り当てられるようにする。
【００６６】
　各基地局１０２が、これに隣接する組、すなわち、干渉の点から見て隣接基地局である
と判定される基地局１１４などの組を知っている一実施形態を考える。基本の実施形態で
は、基地局１０２は、単に、隣接する基地局に対する総干渉を制御しようとするだけであ
る。基本の実施形態は、例えば、すべてのスケジュール対象無線端末が隣接する基地局の
特定の１つ（セルＸ）に近接しているなどのために、ほとんどすべての干渉が、セルＸに
向けられ得るという意味で雑なものとなり得る。この場合、セルＸは、この時刻において
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著しい干渉を被る。別の時刻において、干渉は、別の隣接する基地局に集中されることも
あり、この場合、セルＸは、ほとんど干渉を被らない。よって、上記の総干渉制御の実施
形態では、特定の隣接する基地局への干渉は、大きな変動を有し得る。セル間干渉の不安
定化を回避するために、基地局１０２は、総生成干渉に充分な余裕を残しておいて、大き
な変動に対処することが必要となり得る。
【００６７】
　強化された実施形態では、基地局１０２は、共通制御チャネル上で、無線端末１０６、
１０８に、特定の基地局Ｂｋに関する干渉コストを求め、報告するよう指示するメッセー
ジをブロードキャストする。よって、無線端末ｍｊ（ｊ＝０，１，２，．．．）は、ｒｊ

，ｋの報告を送る。時間の経過とともに、基地局１０２は、これに隣接する組の各メンバ
ごとにこのプロセスを繰り返し、基地局のそれぞれに干渉する無線端末１０６、１０８の
組を決定する。この分類が完了すると、基地局１０２は、異なる基地局に干渉する一部の
無線端末１０６、１０８に、上りトラフィックセグメントを同時に割り振り、これによっ
て、任意の特定の基地局に向けられる干渉の変動を低減することができる。有利には、干
渉の変動がより小さくなるため、基地局１０２は、システムの安定性に重大な影響を及ぼ
さずに、より大きい総干渉を生じさせることができ、よって、システム容量が増大する。
セル１０４内部の無線端末１０６、１０８は、隣接する基地局１１４に対してごくわずか
な干渉しか生じず、したがって、いつでもスケジュールされ得る。
【００６８】
　次に、必ずしもすべてではないが、いくつかの実現形態で使用される、非スケジュール
動作モードでの干渉コストの使用について論じる。
【００６９】
　この非スケジュールモードでは、上りトラフィックセグメントのそれぞれが、基地局１
０２によって明示的に割り当てられない。結果として、１つの上りトラフィックセグメン
トが複数の無線端末１０６、１０８によって使用され得る。ＣＤＭＡシステムでは、上り
トラフィックセグメントが相互に直交し合わないため、一般に、このモードでは、上りト
ラフィックセグメントにおけるセル内干渉が生じる。
【００７０】
　このモードでは、各無線端末１０６、１０８が、上りトラフィックセグメントを使用す
べきかどうか、および、使用すべきである場合、どのようなデータ速度と電力で行うかに
ついての独自のスケジューリング決定を行う。過剰な干渉を低減し、システム安定性を維
持するために、本発明によれば、基地局は、干渉制御標識をブロードキャストする。各無
線端末１０６、１０８は、基準レベルを、各無線端末１０６、１０８の干渉コストと比較
し、これのスケジューリング決定を行う。
【００７１】
　一実施形態では、干渉制御標識を多値変数とすることができ、各レベルが、基地局１０
２がどれ程厳格に総干渉を制御しようとするか指示する。例えば、最低レベルがブロード
キャストされるときには、すべての無線端末１０６、１０８に、あらゆる速度ですべての
トラフィックチャネルセグメントを使用することが許される。最高レベルがブロードキャ
ストされるときには、干渉コストが極めて低い無線端末１０６、１０８だけが、トラフィ
ックチャネルセグメントを使用することができる。中間のレベルがブロードキャストされ
るときには、干渉コストが低い無線端末１０６、１０８は、すべてのトラフィックチャネ
ルセグメント、好ましくは、より大きい周波数範囲を含むトラフィックセグメントを使用
することができ、干渉コストが高い無線端末１０６、１０８は、より小さい周波数範囲か
らなるトラフィックセグメントを、より低いデータ転送速度で使用することしかできない
。基地局１０２は、ブロードキャスト干渉制御レベルを動的に変更して、セル１０４の無
線端末１０６、１０８が他の基地局に対して生じる干渉量を制御することができる。
【００７２】
　ＯＦＤＭシステムの状況で説明しているが、本発明の方法および装置は、多くの非ＯＦ
ＤＭおよび／または非セルラシステムを含む幅広い通信システムに適用可能である。
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　様々な実施形態において、本明細書で説明する各ノードが、例えば、信号処理、ビーコ
ン生成、ビーコン検出、ビーコン測定、接続比較、接続実施など、本発明の１つまたは複
数の方法に対応するステップを実行する１つまたは複数のモジュールを使って実施される
。いくつかの実施形態では、本発明の様々な特徴が、モジュールを使って実施される。か
かるモジュールは、ソフトウェア、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアの組
み合わせを使って実施され得る。前述の方法または方法ステップの多くが、ＲＡＭ、フロ
ッピー（登録商標）ディスクといった記憶装置などの機械可読媒体に含まれる、ソフトウ
ェアなどの機械実行可能命令を使って、追加ハードウェアを備える、または備えない汎用
コンピュータなどの機械を制御し、例えば、１つまたは複数のノードなどにおいて、前述
の方法の全部または一部を実施することによって実施され得る。したがって、特に、本発
明は、プロセッサや関連するハードウェアなどの機械に、前述の（１つまたは複数の）方
法のステップの１つまたは複数を実行させる機械実行可能命令を含む機械可読媒体を対象
とするものである。
【００７４】
　本発明の上記説明を考慮すれば、当業者には、前述の本発明の方法および装置に関する
多数の他の変形形態が明らかになるであろう。かかる変形形態は、本発明の範囲内に含ま
れるとみなすべきである。本発明の方法および装置は、ＣＤＭＡ、直交周波数分割多重化
（ＯＦＤＭ）、および／または、アクセスノードと移動ノードの間の無線通信リンクを提
供するのに使用され得る他の様々な種類の通信技術と共に使用されてもよく、様々な実施
形態において使用される。いくつかの実施形態では、アクセスノードは、ＯＦＤＭおよび
／またはＣＤＭＡを使って移動ノードとの通信リンクを確立する基地局として実施される
。様々な実施形態において、移動ノードは、本発明の方法を実施する、ノート型コンピュ
ータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、または受信／送信回路、ならびに論理および／またはル
ーチンを含む他の携帯用機器として実施される。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明に従って実施される無線通信システムの例を示す図である。
【図２】本発明に従って実施される基地局の例を示す図である。
【図３】本発明に従って実施される無線端末を示す図である。
【図４】本発明による、無線端末が基地局セクタに接続されており、複数の干渉基地局に
関連付けられる相対利得を測定するシステムを示す図である。
【図５】本発明による、信号エネルギーを測定し、利得を求め、干渉報告を提供する方法
を示す流れ図である。
【図６】上りトラフィックチャネルと、上りトラフィックチャネルに含まれるセグメント
を示す図である。
【図７】基地局によって、無線端末に上りトラフィックチャネルセグメントを割り当てる
のに使用され得る割り当てを示す図である。
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