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(57)【要約】
　移動端末（２００）へのダウンリンク信号通信におい
て、移動端末（２００）はサービングアクセスノード（
１００－１）と関連付けられる。更なる移動端末（２０
０'、２００"'）への信号通信は、サービングアクセス
ノード（１００－１）と移動端末（２００）との間の信
号通信と干渉する。移動端末（２００）における干渉緩
和を可能にするために、サービングアクセスノード（１
００－１）は、更なる移動端末（２００'、２００"'）
への信号通信に関するスケジューリング情報を取得する
。取得されたスケジューリング情報は、移動端末（２０
０）に転送され、干渉緩和に使用される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービングアクセスノード（１００－１）から前記サービングアクセスノード（１００
－１）と関連付けられた移動端末（２００）へのダウンリンク信号通信の方法であって、
　－更なる移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関するスケジューリング情報
を取得するステップと、
　－前記移動端末（２００）における干渉緩和のために前記スケジューリング情報を使用
できるように前記取得されたスケジューリング情報を前記移動端末（２００）に転送する
ステップと、
が前記サービングアクセスノード（１００－１）により実行されることを特徴とする方法
。
【請求項２】
　前記スケジューリング情報は、前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信
号通信に使用される、変調方式、符号化方式、プリコーディング行列、参照信号、送信電
力、周波数リソース割当、及び、時間リソース割当のうちの少なくともいずれかを示すこ
とを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記スケジューリング情報は、前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記
更なる移動端末（２００"'）への信号通信に関係することを特徴とする請求項１又は２記
載の方法。
【請求項４】
　前記スケジューリング情報は、サポーティングアクセスノード（１００－２）から前記
更なる移動端末（２００'）への信号通信に関係することを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　－更なるアクセスノード（１００－２、１００－３）と前記移動端末（２００）との間
のリンクの特性を判定するステップと、
　－前記判定された特性に基づいて前記更なるアクセスノード（１００－２、１００－３
）を前記サポーティングアクセスノード（１００－２）として選択するステップと、
を備えることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　－前記サポーティングアクセスノード（１００－２）から前記スケジューリング情報を
受信するために、前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記サポーティング
アクセスノード（１００－２）にメッセージ（２２、２２'）を送信するステップを備え
ることを特徴とする請求項４又は５記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージ（２２）は、前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記移
動端末（２００）への信号通信に関する更なるスケジューリング情報に関する情報を含む
ことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記メッセージ（２２）は、前記サポーティングアクセスノード（１００－２）から前
記移動端末（２００）において受信された干渉信号（１２－２'）の推定信号品質に関す
る情報を含むことを特徴とする請求項６又は７記載の方法。
【請求項９】
　－前記メッセージ（２２）の前記情報に基づいて、前記サポーティングアクセスノード
（１００－２）から前記更なる移動端末（２００'）への信号通信をスケジュールするス
テップを備えることを特徴とする請求項７又は８記載の方法。
【請求項１０】
　－前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記移動端末（２００）への信号
通信に関する更なるスケジューリング情報を、前記サービングアクセスノード（１００－
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１）から少なくとも１つの更なるアクセスノード（１００－２、１００－３）に送信する
ステップを備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記更なるスケジューリング情報は、前記サービングアクセスノード（１００－１）か
ら前記移動端末（２００）への前記信号通信に使用される、変調方式、符号化方式、プリ
コーディング行列、参照信号、送信電力、周波数リソース割当、及び、時間リソース割当
のうちの少なくともいずれかを示すことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　サービングアクセスノード（１００－１）から前記サービングアクセスノード（１００
－１）と関連付けられた移動端末（２００）へのダウンリンク信号通信の方法であって、
　－更なる移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関するスケジューリング情報
を前記サービングアクセスノード（１００－１）から受信するステップと、
　－前記サービングアクセスノード（１００－１）から通信信号（１２－１）を受信する
ステップと、
　－前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信号通信に起因する干渉信号（
１２－２'、１３－１'）を受信するステップと、
　－前記受信したスケジューリング情報に基づいて、前記通信信号（１２－１）から前記
干渉信号（１２－２'、１３－１'）の少なくとも信号部分を除去するステップと、
が前記移動端末（２００）により実行されることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記除去には、前記受信したスケジューリング情報に基づく前記干渉信号（１２－２'
、１３－１'）の復号化が含まれることを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記除去には、前記受信したスケジューリング情報に基づく前記干渉信号（１２－２'
、１３－１'）の干渉共分散行列の判定が含まれることを特徴とする請求項１２又は１３
記載の方法。
【請求項１５】
　移動端末（２００）のサービングアクセスノード（１００－１）として動作するように
構成されたネットワークデバイスであって、
　－前記移動端末（２００）との通信のための無線インタフェース（Ｔ１１、Ｒ１１）と
、
　－プロセッサ（Ｐ１）と、
を備え、
　前記プロセッサ（Ｐ１）は、更なる移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関
するスケジューリング情報を取得するように構成され、
　前記プロセッサ（Ｐ１）は、前記移動端末（２００）における干渉緩和のために前記ス
ケジューリング情報を使用できるように、前記無線インタフェース（Ｔ１１、Ｒ１１）を
介して前記取得されたスケジューリング情報を前記移動端末（２００）に転送するように
構成されたことを特徴とするネットワークデバイス。
【請求項１６】
　前記プロセッサ（Ｐ１）は、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法のステップ
の実行を制御するように構成されたことを特徴とする請求項１５記載のネットワークデバ
イス。
【請求項１７】
　移動端末（２００）であって、
　－前記移動端末（２００）のサービングアクセスノード（１００－１）との通信のため
の無線インタフェース（Ｔ３１、Ｒ３１）と、
　－プロセッサ（Ｐ３）と、
を備え、
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、前記無線インタフェース（Ｔ３１、Ｒ３１）を介して更な



(4) JP 2013-512601 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

る移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関するスケジューリング情報を受信す
るように構成され、
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、前記無線インタフェース（Ｔ３１、Ｒ３１）を介して前記
サービングアクセスノード（１００－１）からの通信信号（１２－１）と前記更なる移動
端末（２００'、２００"'）への前記信号通信に起因する干渉信号（１２－２'、１３－１
'）とを受信するように構成され、
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、前記受信した外部のスケジューリング情報に基づいて前記
通信信号（１２－１）から前記干渉信号（１２－２'、１３－１'）の少なくとも信号部分
を除去するように構成されたことを特徴とする移動端末（２００）。
【請求項１８】
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載の方法のステッ
プの実行を制御するように構成されたことを特徴とする請求項１７記載の移動端末。
【請求項１９】
　ネットワークデバイスのプロセッサ（Ｐ１）により実行されるコンピュータプログラム
であって、
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法のステップを実行するように構成された
コードを含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　移動端末（２００）のプロセッサ（Ｐ３）により実行されるコンピュータプログラムで
あって、
　請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載の方法のステップを実行するように構成され
たコードを含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　請求項１５又は１６記載のネットワークデバイスと、請求項１７又は１８記載の移動端
末（２００）とを備えることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信ネットワークにおける干渉緩和の技術に関し、特に、アクセスノー
ドから移動端末へのダウンリンク（ＤＬ）信号通信における干渉緩和の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、セルラ通信ネットワークは同一チャネル干渉の影響を受ける。すなわち、同一
の物理リソースを使用して同時に送信を行うことにより相互干渉が発生する可能性がある
。同一チャネル干渉は、結果として受信信号の品質を低下させる。これは、信号対干渉＋
雑音比（ＳＩＮＲ）として測定され、容量を制限する。
【０００３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（３ＧＰＰ：第３世代パートナーシッププロジェクト、ＬＴＥ：Ｌｏ
ｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）において、同一チャネル干渉の影響を受けるユー
ザ機器（ＵＥ）のＳＩＮＲを向上させるために、多地点協調送受信（ＣｏＭＰ）と呼ばれ
るセル間の連携技術を使用することが提案されている。ＤＬ信号通信においてＣｏＭＰを
使用する既知の戦略は、通信ネットワークのアクセスノードにおいて実現される。１つの
既知の戦略は、協調スケジューリングを使用することである。協調スケジューリングにお
いて、連携するセルは、同一チャネル干渉が回避されるか又は軽減されるように関連付け
られたＵＥをスケジュールする。しかし、セルの使用容量が増加すると、協調スケジュー
リングを達成する自由が減少する。別の既知の戦略は共同送信を使用することである。共
同送信において、連携するセルは同一データをＵＥに共同で送出する。しかし、共同送信
は、連携するセル間で送信データをやり取りするのに非常に多くの帯域幅を必要とする可
能性がある。
【０００４】
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　従って、ＤＬ信号通信において効率的な干渉緩和を可能にする技術が必要とされる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、上記要求を満たすことである。これは、独立請求項に係る方法又はデ
バイスにより達成される。従属請求項は、本発明の更なる実施形態を規定する。
【０００６】
　本発明の１つの態様によると、サービングアクセスノードから移動端末へのＤＬ信号通
信の方法が提供される。移動端末は、サービングアクセスノードと関連付けられる。方法
によると、サービングアクセスノードはスケジューリング情報を取得する。スケジューリ
ング情報は、更なる移動端末への信号通信に関係する。取得されたスケジューリング情報
は、移動端末における干渉緩和のためにスケジューリング情報を使用できるように移動端
末に転送される。
【０００７】
　本発明の更なる態様によると、サービングアクセスノードから移動端末へのＤＬ信号通
信の方法が提供される。移動端末は、サービングアクセスノードと関連付けられる。方法
によると、移動端末は、サービングアクセスノードからスケジューリング情報を受信する
。スケジューリング情報は、更なる移動端末への信号通信に関係する。移動端末は、サー
ビングアクセスノードから通信信号を受信し、更なる移動端末への信号通信に起因する干
渉信号を受信する。受信されたスケジューリング情報に基づいて、干渉信号の少なくとも
信号部分が通信信号から除去される。
【０００８】
　本発明の更なる態様によると、ネットワークデバイスが提供される。ネットワークデバ
イスは、移動端末のサービングアクセスノードとして動作するように構成される。ネット
ワークデバイスは、移動端末との通信のための無線インタフェースと、プロセッサとを備
える。プロセッサは、スケジューリング情報を取得するように構成される。スケジューリ
ング情報は、更なる移動端末への信号通信に関係する。更にプロセッサは、移動端末にお
ける干渉緩和のためにスケジューリング情報を使用できるように無線インタフェースを介
して取得されたスケジューリング情報を移動端末に転送するように構成される。
【０００９】
　本発明の更なる態様によると、移動端末が提供される。移動端末は、移動端末のサービ
ングアクセスノードとの通信のための無線インタフェースと、プロセッサとを備える。プ
ロセッサは、無線インタフェースを介してサービングアクセスノードからスケジューリン
グ情報を受信するように構成される。スケジューリング情報は、更なる移動端末への信号
通信に関係する。更にプロセッサは、無線インタフェースを介してサービングアクセスノ
ードからの通信信号と更なる移動端末への信号通信に起因する干渉信号とを受信するよう
に構成される。また、プロセッサは、受信されたスケジューリング情報に基づいて通信信
号から干渉信号の少なくとも信号部分を除去するように構成される。
【００１０】
　本発明の更なる態様によると、上記態様に係る少なくとも１つのネットワークデバイス
と少なくとも１つの移動端末とを備えるシステムが提供される。
【００１１】
　本発明の更なる態様によると、ネットワークデバイスのプロセッサにより実行されるコ
ンピュータプログラムが提供される。コンピュータプログラムは、ネットワークデバイス
を移動端末のサービングアクセスノードとして動作させるように構成されたプログラムコ
ードを含む。更にプログラムコードは、スケジューリング情報を取得するように構成され
る。取得されたスケジューリング情報は、更なる移動端末への信号通信に関係する。更に
プログラムコードは、移動端末における干渉緩和のためにスケジューリング情報を使用で
きるようにスケジューリング情報を移動端末に転送するように構成される。
【００１２】
　本発明の更なる態様によると、移動端末のプロセッサにより実行されるコンピュータプ
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ログラムが提供される。コンピュータプログラムは、サービングアクセスノードからスケ
ジューリング情報を受信するように構成されたプログラムコードを含む。スケジューリン
グ情報は、更なる移動端末への信号通信に関係する。更にプログラムコードは、サービン
グアクセスノードからの通信信号と、更なる移動端末への信号通信に起因する干渉信号と
を受信するように構成される。また、プログラムコードは、受信されたスケジューリング
情報に基づいて、通信信号から干渉信号の少なくとも信号部分を除去するように構成され
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る概念が適用可能である通信ネットワーク環境を
概略的に示す図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る通信ネットワークにおけるデバイスの一実現
例を概略的に示す図である。
【図３】図３は、本発明の更なる一実施形態に係る通信ネットワークにおけるデバイスの
一実現例を概略的に示す図である。
【図４】図４は、移動端末に対するＤＬ連携のためにアクセスノードの集合が選択される
アクセスノードのアンサンブルと移動端末とを概略的に示す図である。
【図５】図５は、図４の選択されたアクセスノードの集合と、その集合のアクセスノード
と移動端末との間の通信とを概略的に示す図である。
【図６】図６は、本発明の一実施形態に係るＤＬ信号通信におけるアクセスノードの連携
のための処理を概略的に示す図である。
【図７】図７は、本発明の一実施形態に係るＤＬ信号通信におけるアクセスノードの連携
のための更なる処理を概略的に示す図である。
【図８】図８は、図７の処理を使用するアクセスノードの連携の例示的な一例を概略的に
示す図である。
【図９】図９は、本発明の一実施形態に係るアクセスノードに基づく方法を概略的に示す
フローチャートである。
【図１０】図１０は、本発明の一実施形態に係る移動端末に基づく方法を概略的に示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下において、アクセスノードから移動端末へのＤＬ信号通信のための方法、デバイス
及びコンピュータプログラムに関する例示的な実施形態を参照して、本発明を更に詳細に
説明する。
【００１５】
　図示する実施形態において、アクセスノードは、例えばＬＴＥ技術用語で拡張ノードＢ
（ｅＮＢ）である基地局（ＢＳ）、あるいは例えばＬＴＥ技術用語でタイプ１中継ノード
である中継ノード、あるいはＢＳ又は中継ノードのセクションにおいて実現される。ＢＳ
又は中継ノードのセクションは、セルラ無線周波数（ＲＦ）通信ネットワークのセル領域
を範囲に含む単位として考えられてもよい。従って、アクセスノードは、ＲＦ通信ネット
ワークのセルに対応してもよい。一般にアクセスノードは、１つ以上のアンテナと、フィ
ルタ及び電力増幅器又は低雑音増幅器等のＲＦ部分と、信号処理手段とを含む。
【００１６】
　本発明の実施形態は、移動端末へのＤＬ信号通信の技術を提供する。これらの技術によ
ると、移動端末はサービングアクセスノードと関連付けられる。サービングアクセスノー
ドは、ＲＦ通信ネットワークとの移動端末の通信を制御する。特にサービングアクセスノ
ードは、関連付けられた移動端末へのＤＬ信号通信に使用されるパラメータを判定する。
これは、スケジューリングとも呼ばれる。信号通信に使用される、変調方式、符号化方式
、プリコーディング行列、参照信号、送信電力、周波数リソース割り当て及び／又は時間
リソース割り当てを示すこれらのパラメータは、スケジューリング情報とも呼ばれる。本
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明細書で説明するような技術によると、サービングアクセスノードは、更なる移動端末へ
の信号通信に関するスケジューリング情報を更に取得する。この信号通信は、サービング
アクセスノードから更なる移動端末に対するものであり、これは、取得されるスケジュー
リング情報がサービングアクセスノードにおいて既に入手可能であるが、フィルタリング
又は選択処理が行われる可能性があることを意味する。更にこの信号通信は、サポーティ
ングアクセスノードから更なる移動端末に対するものであってもよい。この場合、サポー
ティングアクセスノードは、移動端末のサービングアクセスノードがスケジューリング情
報を入手できるようにし、サービングアクセスノードにおいてスケジューリング情報を取
得する処理は、サポーティングアクセスノードからスケジューリング情報を受信すること
を含む。移動端末のサービングアクセスノードは、取得したスケジューリング情報を移動
端末に転送し、移動端末において、その情報は干渉緩和の目的で使用される。換言すると
、サービングアクセスノードは、干渉緩和のために移動端末により使用されるように転送
されるスケジューリング情報を送信する。この処理において、一般に移動端末は、転送さ
れたスケジューリング情報を送信する信号を受信及び復号化する。
【００１７】
　上述したように、図示する実施形態のうちのいくつかは、少なくとも２つのアクセスノ
ードの間、例えば第１のＢＳと第２のＢＳとの間、第１のＢＳの第１のセクションと同一
のＢＳ又は第２のＢＳの第２のセクションとの間、並びに／あるいは第１の中継ノードと
第２の中継ノードとの間、第１の中継ノードの第１のセクションと同一の中継ノード又は
第２の中継ノードの第２のセクションとの間のアクセスノードの連携を含む。種々のアク
セスノード間の連携は、基地局間の連携、ｅＮＢ間の連携又は中継ノード間の連携とも呼
ばれ、同一のＢＳ又は中継ノードのセクション間の連携は、基地局内の連携、ｅＮＢ内の
連携又は中継ノード内の連携とも呼ばれる。また、連携は、種々のアクセスノード間、例
えばＢＳ又はＢＳのセクションと中継ノード又は中継ノードのセクションとの間で実現さ
れる。更に、アクセスノードがＲＦ通信ネットワークの各セルに対応してもよいため、ア
クセスノード間の連携はセル間の連携と呼ばれてもよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態によると、サービングアクセスノードは更なるアクセスノードのグ
ループから１つ以上のサポーティングアクセスノードを選択できる。サポーティングアク
セスノードとして更なるアクセスノードを選択することは、その更なるアクセスノードと
移動端末との間のリンクの特性に基づいて達成されてもよい。その特性は、例えば受信信
号強度、パス利得又は待ち時間等のリンクの信号品質を含んでもよい。サポーティングア
クセスノードは、更なる移動端末のサービングアクセスノードであってもよい。スケジュ
ーリング情報は、直接すなわち更なるアクセスノードに渡さずに、あるいは間接的すなわ
ちサポーティングアクセスノードであってもよい１つ以上の更なるアクセスノードを介し
て、移動端末のサービングアクセスノードに通信されてもよい。
【００１９】
　以下において、上記で概略を示した概念に基づく本発明の実施形態について、添付の図
面を参照して更に詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態に係る概念が適用される移動通信ネットワーク環境を示す。
例えば移動通信ネットワーク環境は、ＬＴＥネットワークであってもよい。移動通信ネッ
トワーク環境は、複数のアクセスノード１００－１、１００－２、１００－３と、移動端
末２００と、更なる移動端末２００'、２００"、２００"'とを含む。移動端末２００、２
００'、２００"は、移動電話、ポータブルコンピュータ又は他の種類のＵＥであってもよ
い。
【００２１】
　図１の例示的な例において、アクセスノード１００－１は移動端末２００及び移動端末
２００"'のサービングアクセスノードであり、アクセスノード１００－２は移動端末２０
０'のサービングアクセスノードであり、アクセスノード１００－３は移動端末２００"の
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サービングアクセスノードである。アクセスノード１００－１は、通信信号１２－１を移
動端末２００に送信し、通信信号１３－１を更なる移動端末２００"'に送信する。アクセ
スノード１００－２は、通信信号１２－２を移動端末２００'に送信する。アクセスノー
ド１００－３は、通信信号１２－３を移動端末２００"に送信する。更に図示するように
、移動端末２００は、アクセスノード１００－２により送信されるような通信信号１２－
２を干渉信号１２－２'として更に受信する可能性がある。同様に、移動端末２００は、
更なる移動端末２００"'に送信されるような通信信号１３－１を干渉信号１３－１'とし
て更に受信する可能性がある。干渉のために、移動端末２００において受信されるような
通信信号１２－１は干渉信号１２－２'、１３－１'の信号部分を含み、ＳＩＮＲを低減す
る。図示する例において、移動端末２００により受信されるような通信信号１２－１は、
アクセスノード１００－３により送信されるような通信信号１２－３による干渉、例えば
アクセスノード１００－２より移動端末２００から離れて配置されているアクセスノード
１００－３による干渉、あるいは通信信号１２－２より小さい送信電力で、あるいは他の
周波数リソース又は時間リソースを使用して送信されている通信信号１２－３による干渉
の影響をそれ程受けない。上記例は単なる１つの干渉の例であり、例として移動端末２０
０'で受信されるような通信信号１２－２がアクセスノード１００－１により送信される
通信信号１２－１、１３－１による干渉又はアクセスノード１００－３により送信される
通信信号１２－３による干渉の影響を受ける可能性もあることが理解される。同様に、移
動端末２００"で受信されるような通信信号１２－３は、アクセスノード１００－１によ
り送信される通信信号１２－１、１３－１による干渉又はアクセスノード１００－２によ
り送信される通信信号１２－２による干渉の影響を受ける可能性もある。
【００２２】
　上記種類の干渉を回避又は緩和するために、干渉の影響を受ける移動端末２００は、図
示する例においては通信信号１２－２及び１３－１である干渉を引き起こす通信信号に関
するスケジューリング情報を提供される。移動端末２００における干渉緩和は、サービン
グアクセスノード１００－１からの通信信号１２－１と移動端末２００における干渉信号
１２－２'、１３－１'とを受信し、受信した通信信号１２－１から干渉信号１２－２'、
１３－１'の少なくとも信号部分を除去することにより達成される。干渉緩和の処理は、
干渉信号１２－２'、１３－１'の復号化のための基準として移動端末２００で受信したス
ケジューリング情報を使用することを含んでもよく、干渉除去として実現されてもよい。
更に干渉緩和は、干渉信号１２－２'、１３－１'の干渉共分散行列を算出するための基準
として移動端末２００で受信したスケジューリング情報を使用することを含んでもよく、
移動端末２００において干渉信号１２－２'、１３－１'を受信するために複数のアンテナ
を使用する干渉抑圧合成として実現されてもよい。
【００２３】
　移動端末２００における干渉緩和に必要とされるスケジューリング情報は、サービング
アクセスノード１００－１により取得され、移動端末２００に転送される。いくつかの例
においては、通信信号１３－１の場合のように、スケジューリング情報はサービングアク
セスノード１００－１において既に入手可能である。他の例においては、通信信号１２－
２の場合のように、スケジューリング情報を取得するためにアクセスノードの連携が使用
されてもよい。このために、アクセスノード１００－１、１００－２、１００－３は、例
えば転送ネットワークを介して連携信号２０を通信してもよい。連携信号２０を通信する
ために使用されるアクセスノード１００－１、１００－２、１００－３の間の通信リンク
はバックホールリンクとも呼ばれる。図示する例において、アクセスノード１００－２は
、移動端末２００へのＤＬ信号通信の際にアクセスノード１００－１と連携する。換言す
ると、アクセスノード１００－２は、移動端末２００へのＤＬ信号通信のためのサポーテ
ィングアクセスノードである。
【００２４】
　本明細書で説明するような本発明のいくつかの実施形態によると、連携信号２０は、サ
ポーティングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報をサービングアクセスノ
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ード１００－１に通信するために使用される。これは、例えばサービングアクセスノード
１００－１とサポーティングアクセスノード１００－２との間の通信リンクを使用して直
接的に達成されてもよい。更にこれは、例えばアクセスノード１００－１とアクセスノー
ド１００－３との間の通信リンク及びアクセスノード１００－２とアクセスノード１００
－３との間の通信リンクを使用して間接的に達成されてもよい。後者の場合、サポーティ
ングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報は、更なるアクセスノードすなわ
ちアクセスノード１００－３を介して、サービングアクセスノード１００－１に通信され
る。
【００２５】
　スケジューリング情報を取得して転送する処理は、サービングアクセスノード１００－
１により取得されるか又は移動端末２００に転送されるスケジューリング情報の特定の種
類又は項目の選択又はフィルタリングを更に含んでもよいことが理解される。
【００２６】
　サービングアクセスノードにより取得されて移動端末２００に転送されるスケジューリ
ング情報は、更なる移動端末２００'又は２００"'への信号通信、すなわち通信信号１２
－２又は１３－１の送信に使用される変調方式、符号化方式、プリコーディング行列、参
照信号、送信電力、周波数リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当てを示しても
よい。サービングアクセスノード１００－１により取得されるか又は移動端末２００に転
送されるスケジューリング情報の種類又は項目は、干渉緩和を行うための移動端末２００
の要件に依存して選択されてもよい。
【００２７】
　例えば干渉緩和が干渉除去として実現される場合、取得又は転送されるスケジューリン
グ情報は、一般に、割り当てられたリソースブロック（ＲＢ）、すなわち周波数リソース
割り当て及び／又は時間リソース割り当て、送信電力、変調方式、符号化方式、例えばプ
リコーディング行列インジケータ（ＰＭＩ）としてのプリコーディング行列、ランクイン
ジケータ、参照信号又は参照シンボル、例えばハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）バ
ージョン等を示す。一般にそのような情報は、例えばＬＴＥの物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）である制御チャネルでサービングアクセスノードからそれに関連した
移動端末に通信される。例えば干渉緩和が干渉抑圧合成として実現される場合、受信又は
転送されるスケジューリング情報は、一般に、例えばプリコーディング行列インジケータ
等として、割り当てられたリソースブロック（ＲＢ）、すなわち周波数リソース割り当て
及び／又は時間リソース割り当て、参照信号又は参照シンボル、送信電力及びプリコーデ
ィング行列を示す。変調方式又は符号化方式等の他のスケジューリング情報は必要ないが
、取得又は転送されてもよい。例えば信号通信がＬＴＥ等におけるＵＥ別の参照信号を使
用する場合、周波数リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当ては干渉抑圧合成に
使用されてもよい。従って、取得されて転送されるスケジューリング情報の種類及び項目
は、移動端末２００において実現される干渉緩和処理に依存してもよい。スケジューリン
グ情報は、例えばＬＴＥのＰＤＣＣＨである制御チャネル、あるいは例えばＬＴＥの物理
ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）であるデータチャネルで移動端末に転送されて
もよい。
【００２８】
　任意の数のアクセスノードが種々の組み合わせで連携できることが理解される。例えば
アクセスノード１００－３は、移動端末２００へのＤＬ信号通信のためのサポーティング
アクセスノードにもなる。更にアクセスノード１００－１は、移動端末２００'及び／又
は移動端末２００"へのＤＬ信号通信のためのサポーティングアクセスノードになる。後
者の場合、アクセスノード１００－１は、自身のスケジューリング情報、すなわち通信信
号１２－１を移動端末２００に送信するのに使用されるスケジューリング情報を例えばア
クセスノード１００－２又は１００－３である更なるアクセスノードに送信する。更に、
更なるアクセスノード（不図示）は、１つ以上の移動端末２００、２００'、２００"、２
００"'へのＤＬ信号通信のためのサポーティングアクセスノードとして参加できることが
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理解される。
【００２９】
　図２は、ＤＬ信号通信の際のアクセスノードの連携に関する本発明の一実施形態に係る
デバイスの例示的な一実現例を概略的に示す。更に図２は、それらデバイス間の通信を示
す。図２において、図１に類似する要素は同一の図中符号で示されている。それら要素に
関する追加の情報は、図１に関する上記説明から得られる。
【００３０】
　図２において、アクセスノード１００－１、アクセスノード１００－２、移動端末２０
０及び移動端末２００'が示される。以下において、アクセスノード１００－１は第１の
アクセスノードとも呼ばれ、アクセスノード１００－２は第２のアクセスノードとも呼ば
れる。同様に、移動端末２００は第１の移動端末とも呼ばれ、移動端末２００'は更なる
移動端末又は第２の移動端末とも呼ばれる。
【００３１】
　図１に関して説明したように、第１のアクセスノード１００－１は、第１の移動端末２
００に対するサービングアクセスノードである。換言すると、移動端末２００は第１のア
クセスノード１００－１と関連付けられる。第２のアクセスノード１００－２は、第２の
移動端末２００'に対するサービングアクセスノードである。換言すると、第２の移動端
末２００'は第２のアクセスノード１００－２と関連付けられる。
【００３２】
　アクセスノード１００－２は、移動端末２００における干渉緩和を可能にするためにア
クセスノード１００－１と連携するサポーティングアクセスノードとして選択されたと仮
定する。従って、移動端末２００へのＤＬ信号通信の際のアクセスノード１００－１、１
００－２の連携の観点から、アクセスノード１００－１はサービングアクセスノードであ
り、アクセスノード１００－２はサポーティングアクセスノードである。
【００３３】
　ここでも、図２には示されないが１つ以上の更なるアクセスノードが存在してもよいこ
とが理解される。これらの更なるアクセスノードは、サポーティングアクセスノードとし
て選択される候補であってもよく、あるいはサポーティングアクセスノードとして既に選
択されていてもよい。また、例えばサポーティングアクセスノードとして使用されるのに
適格でない１つ以上の更なるアクセスノードとサービングアクセスノード１００－１との
間に直接又は間接バックホールリンクが存在しないため、それら１つ以上の更なるアクセ
スノードが存在してもよい。更に、図２には示さないが更なる移動端末が存在する。それ
ら移動端末は、アクセスノード１００－１、１００－２のうちの一方又はあらゆる更なる
アクセスノードと関連付けられる。
【００３４】
　尚、例えばアクセスノード１００－１、１００－２のうちの一方であるアクセスノード
は、特定の移動端末に対するサービングアクセスノードであり、その一方で別の端末に対
するサポーティングアクセスノードである。移動端末が移動し、別のアクセスノードがサ
ービングアクセスノードの役割を引き継ぐ場合、先のサービングアクセスノードはサポー
ティングアクセスノードの役割を引き継いでもよく、あるいは連携のために考慮されなく
なってもよい。
【００３５】
　図示する個々のデバイス１００－１、１００－２、２００及び２００'の各々は、送信
ユニット又は送信機を示すＴで始まるサブユニット、受信ユニット又は受信機を示すＲで
始まるサブユニット、処理ユニット又はプロセッサを示すＰで始まるサブユニット及び記
憶装置又はメモリを示すＳで始まるサブユニットの１つ以上のサブユニットを含む。
【００３６】
　移動端末２００は、自身のサービングアクセスノードすなわち第１のアクセスノード１
００－１に通信信号１０－１を送信する送信機Ｔ３１を含む。ある状況において、移動端
末２００により送信される通信信号１０－１は、例えば第２のアクセスノード１００－２



(11) JP 2013-512601 A 2013.4.11

10

20

30

40

50

である別のアクセスノードにより干渉信号（不図示）としても受信される。更に移動端末
２００は、自身に関連付けられたサービングアクセスノードすなわち第１のアクセスノー
ド１００－１から通信信号１２－１を受信するのを可能にする受信機Ｒ３１を含む。それ
と同時に、受信機Ｒ３１は、例えば第２のアクセスノード１００－２からの干渉信号１２
－２'である他のアクセスノードからの１つ以上の干渉信号を更に受信する。いくつかの
実施形態によると、受信機Ｒ３１は複数のアンテナを備えてもよく、それにより複数チャ
ネルでの信号受信を可能にする。
【００３７】
　移動端末２００の送信機Ｔ３１及び受信機Ｒ３１は、移動端末２００の無線インタフェ
ースを実現し、例えばＬＴＥである無線通信技術に従って第１のアクセスノード１００－
１又は他のアクセスノードと通信することを可能にする。送信機Ｔ３１及び受信機Ｒ３１
は、トランシーバ又はトランシーバユニットと呼ばれる単一のデバイスに組み合わされて
もよいことが理解される。
【００３８】
　更に移動端末２００は、例えば通信信号１２－１及び干渉信号１２－２'である受信信
号の処理、あるいは例えば通信信号１０－１である送信される信号の処理等のために移動
端末２００の動作を制御するプロセッサＰ３を含む。また、移動端末２００は、情報又は
データ、例えばプロセッサにより実行されるプログラムコードデータ、あるいはプロセッ
サＰ３による信号の処理に使用される情報又はパラメータを格納及び検索するための記憶
装置Ｓ３を含む。
【００３９】
　尚、本明細書で説明するような概念の一部に対して、送信機Ｔ３１はオプションであり
、省略されてもよい。しかし、移動電話等の一般的な移動端末はそのような送信機を含む
。しかし、移動端末２００は、例えばページャデバイス又はメディアプレーヤデバイスと
して、送信機能性なしで実現されることも考えられる。また、プロセッサＰ３及び／又は
記憶装置Ｓ３は、少なくとも部分的に専用信号処理ハードウェアにより置換可能であるこ
とが理解される。
【００４０】
　本発明の一実施形態によると、移動端末２００の処理ユニットＰ３は、移動端末２００
において干渉緩和を達成するように構成される。このために、プロセッサＰ３は、移動端
末のサービングアクセスノードすなわち第１のアクセスノード１００－１から受信される
ような通信信号１２－１を供給され、サポーティングアクセスノード１００－２から受信
されるような干渉信号１２－２'の少なくとも信号部分を除去する。干渉緩和処理の更な
る詳細について以下に説明する。
【００４１】
　いくつかの実施形態によると、プロセッサＰ３は、自身のサービングアクセスノードす
なわち第１のアクセスノード１００－１と移動端末２００との間のリンクの特性、例えば
移動端末２００から第１のアクセスノード１００－１に信号１０－１を送信するため及び
／又は第１のアクセスノード１００－１から移動端末２００に信号１２－１を送信するた
めに使用されるリンクの特性を測定するように更に構成されてもよい。例えばこれは、通
信信号１２－１の受信信号強度を測定することにより達成されてもよい。プロセッサＰ３
は、例えばアクセスノード１００－２である更なるアクセスノードと移動端末２００との
間のリンクの特性、例えば干渉信号１２－２'が第２のアクセスノード１００－２から受
信される時のリンクの特性を測定するように更に構成されてもよい。例えばこれは、リン
クにおける受信信号強度を測定することにより達成されてもよい。プロセッサＰ３は、例
えば信号１０－１を使用して測定レポートを送出することにより、自身の関連付けられた
サービングアクセスノードすなわち第１のアクセスノード１００－１がそのような測定の
結果を入手できるようにするように更に構成されてもよい。いくつかの実施形態において
、そのような測定レポートはパス利得測定レポートであってもよい。
【００４２】
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　更なる移動端末２００'は、移動端末２００と同様の構造及び機能性を有する。特に、
更なる移動端末２００'は、アクセスノード１００－２すなわち自身の関連付けられたサ
ービングアクセスノードに通信信号１０－２を送信する送信機Ｔ４１を含む。ある状況に
おいて、更なる移動端末２００'により送信されるような通信信号１０－２は、例えばア
クセスノード１００－１である別のアクセスノードにより干渉信号（不図示）として受信
される可能性がある。また、更なる移動端末２００'は、アクセスノード１００－２から
通信信号１２－２を受信するのを可能にする受信機Ｒ４１を含む。それと同時に、受信機
Ｒ４１は、他のアクセスノードから１つ以上の干渉信号を受信する可能性がある。一実施
形態によると、受信機Ｒ４１は、複数チャネルでの信号の受信を可能にする複数のアンテ
ナを備えてもよい。
【００４３】
　更なる移動端末２００'の送信機Ｔ４１及び受信機Ｒ４１は、移動端末２００'の無線イ
ンタフェースを実現し、例えばＬＴＥである無線通信技術に従って第２のアクセスノード
１００－２又は他のアクセスノードと通信することを可能にする。送信機Ｔ４１及び受信
機Ｒ４１は、トランシーバ又はトランシーバユニットと呼ばれる単一のデバイスに組み合
わされてもよいことが理解される。
【００４４】
　また、更なる移動端末２００'は、例えば通信信号１２－２である受信信号の処理、あ
るいは例えば通信信号１０－２である送信される信号の処理等のために更なる移動端末２
００'の動作を制御するプロセッサＰ４を含む。更に、更なる移動端末２００'は、情報又
はデータ、例えばプロセッサにより実行されるプログラムコードデータ、あるいはプロセ
ッサＰ４による信号の処理に使用される情報又はパラメータを格納及び検索するための記
憶装置Ｓ４を含む。
【００４５】
　尚、本明細書で説明するような概念に対して、送信機Ｔ４１はオプションである。しか
し、移動電話等の一般的な移動端末はそのような送信機を含む。しかし、更なる移動端末
２００'は、例えばページャデバイス又はメディアプレーヤデバイスとして、送信機能性
なしで実現されることも考えられる。また、プロセッサＰ４及び／又は記憶装置Ｓ４は、
少なくとも部分的に専用信号処理ハードウェアにより置換可能であることが理解される。
【００４６】
　本発明の一実施形態によると、更なる移動端末２００'の処理ユニットＰ４は、移動端
末２００'において干渉緩和を達成するように構成される。しかし、以下においては、移
動端末２００に対してのみ干渉緩和機能性について説明する。
【００４７】
　いくつかの実施形態によると、プロセッサＰ４は、第２のアクセスノード１００－２と
更なる移動端末２００'との間のリンクの特性、例えば更なる移動端末２００'から自身の
関連付けられたサービングアクセスノードすなわち第２のアクセスノード１００－２に信
号１０－２を送信するため及び／又はアクセスノード１００－２から更なる移動端末２０
０'に通信信号１２－２を送信するために使用されるリンクの特性を測定するように更に
構成されてもよい。例えばこれは、通信信号１２－２の受信信号強度を測定することによ
り達成されてもよい。プロセッサＰ４は、例えば第１のアクセスノード１００－１である
更なるアクセスノードと更なる移動端末２００'との間のリンクの特性を測定するように
更に構成されてもよい。例えばこれは、受信信号強度を測定することにより達成されても
よい。プロセッサＰ４は、自身の関連付けられたサービングアクセスノードすなわちアク
セスノード１００－２がそのような測定の結果を入手できるようにするように更に構成さ
れてもよく、これは信号１０－２を使用して測定レポートを送出することにより達成され
てもよい。いくつかの実施形態において、そのような測定レポートはパス利得測定レポー
トであってもよい。
【００４８】
　第１のアクセスノード１００－１は、移動端末２００から通信信号１０－１を受信する
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か又は他の移動端末から通信信号を受信する受信機Ｒ１１を含む。第１のアクセスノード
１００－１は、通信信号１２－１を移動端末２００に送信するか又は通信信号を他の移動
端末に送信する送信機Ｔ１１を更に含む。
【００４９】
　第１のアクセスノード１００－１の送信機Ｔ１１及び受信機Ｒ１１は、第１のアクセス
ノード１００－１の無線インタフェースを実現し、例えばＬＴＥである無線通信技術に従
って移動端末２００又は他の移動端末と通信することを可能にする。送信機Ｔ１１及び受
信機Ｒ１１は、トランシーバ又はトランシーバユニットと呼ばれる単一のデバイスに組み
合わされてもよいことが理解される。
【００５０】
　尚、いくつかの実施形態において、例えば移動端末が送信機能性なしで実現される場合
、受信機Ｒ１１は省略されてもよい。しかし、ＬＴＥ　ＢＳ等の殆どのアクセスノードは
、移動端末との双方向通信のためにそのような受信機を含む。しかし、第１のアクセスノ
ード１００－１は、移動端末に対する受信機能性なしで実現されることも考えられる。
【００５１】
　更に図示するように、第１のアクセスノード１００－１は、プロセッサＰ１と記憶装置
Ｓ１とを含む。従って、送信される信号の処理及びやり取りされたか又は受信された信号
又は情報の処理のために第１のアクセスノード１００－１の動作を制御する処理機能、並
びに／あるいは例えばプロセッサＰ１により実行されるプログラムコードデータである情
報又はデータを格納する記憶機能がアクセスノード１００－１に提供されてもよい。
【００５２】
　いくつかの実施形態によると、プロセッサＰ１は、第１のアクセスノード１００－１と
移動端末２００との間のリンクの特性を判定するように構成される。これは、移動端末２
００の上記測定レポートを受信することにより達成されてもよい。更にこれは、移動端末
２００から受信した参照信号を測定することにより、例えば受信信号強度を測定すること
により、パス利得を測定することにより、あるいは待ち時間を測定することにより達成さ
れてもよい。更にプロセッサＰ１は、例えばアクセスノード１００－２である更なるアク
セスノードと移動端末２００との間のリンクの特性を判定するように構成されてもよい。
これは、移動端末２００からリンクに対する測定レポートを受信することにより達成され
てもよく、あるいは更なるアクセスノードから測定レポートを受信することにより達成さ
れてもよい。また、プロセッサＰ１は、第１のアクセスノード１００－１と移動端末２０
０'との間のリンクの特性を判定するように構成されてもよい。これは、移動端末２００'
から受信された参照信号を測定することにより、例えば受信信号強度を測定することによ
り、パス利得を測定することにより、あるいは待ち時間を測定することにより達成されて
もよい。更にこれは、直接又は例えばアクセスノード１００－２である更なるアクセスノ
ードを介して、移動端末２００'からリンクに対する測定レポートを受信することにより
達成されてもよい。
【００５３】
　第２のアクセスノード１００－２は、第１のアクセスノード１００－１と同様の構造及
び機能性を有する。特に、第２のアクセスノード１００－２は、移動端末２００'から通
信信号１０－２を受信するか又は他の移動端末から通信信号を受信する受信機Ｒ２１を含
む。第２のアクセスノード１００－２は、通信信号１２－２を移動端末２００'に送信す
るか又は通信信号を他の移動端末に送信する送信機Ｔ２１を更に含む。
【００５４】
　第２のアクセスノード１００－２の送信機Ｔ２１及び受信機Ｒ２１は、第２のアクセス
ノード１００－２の無線インタフェースを実現し、例えばＬＴＥである無線通信技術に従
って移動端末２００'又は他の移動端末と通信することを可能にする。送信機Ｔ２１及び
受信機Ｒ２１は、トランシーバ又はトランシーバユニットと呼ばれる単一のデバイスに組
み合わされてもよいことが理解される。
【００５５】
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　尚、いくつかの実施形態において、例えば移動端末が送信機能性なしで実現される場合
、受信機Ｒ２１は省略されてもよい。しかし、ＬＴＥ　ＢＳ等の殆どのアクセスノードは
、移動端末との双方向通信のためにそのような受信機を含む。しかし、第２のアクセスノ
ード１００－２は、移動端末に対する受信機能性なしで実現されることも考えられる。
【００５６】
　更に図示するように、第２のアクセスノード１００－２は、プロセッサＰ２と記憶装置
Ｓ２とを含む。従って、送信される信号の処理及びやり取りされたか又は受信された信号
又は情報の処理のためにアクセスノード１００－２の動作を制御する処理機能、並びに／
あるいは例えばプロセッサＰ２により実行されるプログラムコードデータである情報又は
データを格納する記憶機能が第２のアクセスノード１００－２に提供されてもよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態によると、プロセッサＰ２は、第２のアクセスノード１００－２と
更なる移動端末２００'との間のリンクの特性を判定するように構成される。これは、更
なる移動端末２００'の上述した測定レポートを受信することにより達成されてもよい。
更にこれは、更なる移動端末２００'から受信した参照信号を測定することにより、例え
ば受信信号強度を測定することにより、パス利得を測定することにより、あるいは待ち時
間を測定することにより達成されてもよい。更にプロセッサＰ２は、例えば第１のアクセ
スノード１００－１である更なるアクセスノードと更なる移動端末２００'との間のリン
クの特性を判定するように構成されてもよい。これは、移動端末２００'からリンクに対
する測定レポートを受信することにより達成されてもよく、あるいは更なるアクセスノー
ドから測定レポートを受信することにより達成されてもよい。また、プロセッサＰ２は、
第２のアクセスノード１００－２と移動端末２００との間のリンクの特性を判定するよう
に構成されてもよい。これは、移動端末２００から受信された参照信号を測定することに
より、例えば受信信号強度を測定することにより、パス利得を測定することにより、ある
いは待ち時間を測定することにより達成されてもよい。更にこれは、直接又は例えばアク
セスノード１００－１である更なるアクセスノードを介して、移動端末２００からリンク
に対する測定レポートを受信することにより達成されてもよい。
【００５８】
　更に第１のアクセスノード１００－１は、例えば第２のアクセスノード１００－２であ
る他のアクセスノードに信号を送信する送信機Ｔ１２と、例えば第２のアクセスノード１
００－２である他のアクセスノードから信号を受信する受信機Ｒ１２とを含む。同様に、
第２のアクセスノード１００－２は、例えば第１のアクセスノード１００－１である他の
アクセスノードに信号を送信する送信機Ｔ２２と、例えば第１のアクセスノード１００－
１である他のアクセスノードから信号を受信する受信機Ｒ２２とを含む。送信機Ｔ１２及
び受信機Ｒ１２は、第１のアクセスノード１００－１のアクセスノード間インタフェース
を実現し、例えば第２のアクセスノード１００－２である他のアクセスノードとの通信を
可能にする。同様に、送信機Ｔ２２及び受信機Ｒ２２は、第２のアクセスノード１００－
２のアクセスノード間インタフェースを実現し、例えば第１のアクセスノード１００－１
である他のアクセスノードとの通信を可能にする。
【００５９】
　送信機Ｔ１２及び受信機Ｒ２２は、例えばケーブルにより直接接続されてもよく、ある
いは例えば中間交換ノード及び／又は中間ルーティングノードを含むあらゆる無線又は有
線転送ネットワークを介して間接的に接続されてもよい。同様に、送信機Ｔ２２及び受信
機Ｒ１２は、例えばケーブルにより直接接続されてもよく、あるいは例えば中間交換ノー
ド及び／又は中間ルーティングノードを含むあらゆる無線又は有線転送ネットワークを介
して間接的に接続されてもよい。
【００６０】
　従って、第１のアクセスノード１００－１及び第２のアクセスノード１００－２は、第
１のアクセスノード１００－１と第２のアクセスノード１００－２とを直接接続する例え
ばケーブル又はファイバである専用物理接続を介して通信してもよい。別の例によると、
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第１のアクセスノード１００－１及び第２のアクセスノード１００－２は、中間交換ノー
ドを含む交換通信ネットワーク又は中間ルーティングノードを含むルーティング通信ネッ
トワークを介して通信してもよい。本明細書で説明するような概念を実現するのに適した
アクセスノードの相互接続の一例は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様書に従うインタフェースＸ２
であり、これは基準となる転送ネットワークに依存しないＩＰインタフェースである。
【００６１】
　サービングアクセスノード１００－１は、アクセスノード間インタフェースを使用して
、サポーティングアクセスノード１００－２により端末２００'に送信されるような通信
信号１２－２に関するスケジューリング情報を要求できる。上述したように、通信信号１
２－２は、移動端末２００により干渉信号１２－２'としても受信される。スケジューリ
ング情報は、サービングアクセスノード１００－１からサポーティングアクセスノード１
００－２に要求メッセージ２２を送出することにより又はサービングアクセスノード１０
０－１からサポーティングアクセスノード１００－２にサブスクライブメッセージ２２'
を送出することにより要求される。要求メッセージ２２及びサブスクライブメッセージ２
２'については、以下に更に説明する。サポーティングアクセスノード１００－２におい
て、要求メッセージ２２又はサブスクライブメッセージ２２'は、サポーティングアクセ
スノード１００－２のアクセスノード間インタフェースを使用して受信される。プロセッ
サＰ２は、要求メッセージ２２又はサブスクライブメッセージ２２'を評価し、要求メッ
セージ２２に応答して応答メッセージ２４を送信することにより又はサブスクライブメッ
セージ２２'に応答して１つ以上のパブリッシュメッセージを送信することによりサービ
ングアクセスノード１００－１に要求されたスケジューリング情報を送信する。応答メッ
セージ２４又はパブリッシュメッセージ２４'は、アクセスノード間インタフェースを介
して、すなわち送信機Ｔ２２及び受信機Ｒ１２を介して通信される。応答メッセージ２４
及びパブリッシュメッセージ２４'の更なる詳細を以下に説明する。サービングアクセス
ノード１００－１の処理ユニットＰ１は、サポーティングアクセスノード１００－２のス
ケジューリング情報を受信し、受信したスケジューリング情報を移動端末２００に転送す
る。これは、サービングアクセスノード１００－１の無線インタフェース及び移動端末２
００の無線インタフェース、すなわち送信機Ｔ１１及び受信機Ｒ３１を使用して達成され
る。スケジューリング情報は、受信された時に転送されてもよく、あるいは選択処理、フ
ィルタリング処理又は他の種類の処理が行われてもよい。移動端末２００において、スケ
ジューリング情報は干渉緩和処理で使用される。
【００６２】
　更に送信機Ｔ１２、Ｔ２２及び受信機Ｒ１２、Ｒ２２により実現されるようなアクセス
ノード１００－１、１００－２のアクセスノード間インタフェースは、上述したリンク特
性に関する情報の通信、例えば測定レポートの通信に使用されてもよい。特にアクセスノ
ード１００－２と移動端末２００との間のリンクの特性に関する情報は、アクセスノード
１００－２からアクセスノード１００－１に通信されてもよい。上述したように、アクセ
スノード１００－１、１００－２の間で通信されるそのような特性は、リンクの信号品質
に関連してもよい。サービングアクセスノード１００－１の処理ユニットＰ１は、アクセ
スノード１００－２がサポーティングアクセスノードとして使用されるべきか否かを決定
する基準としてリンク特性に関する情報を使用してもよい。これについては、図４及び図
５に関連して更に説明する。
【００６３】
　図３は、ＤＬ信号通信におけるマルチユーザＭＩＭＯの例（ＭＩＭＯ：多入力多出力）
に関する本発明の更なる一実施形態に係るデバイスの例示的な一実現例を概略的に示す。
図３は、それらデバイス間の通信を更に示す。図３において、図１及び図２に類似する要
素は同一の図中符号で示されている。それら要素に関する追加の情報は、図１及び図２に
関する上記説明から得られる。
【００６４】
　図３において、アクセスノード１００－１、移動端末２００及び移動端末２００"'が示
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される。以下において、移動端末２００は第１の移動端末とも呼ばれ、移動端末２００"'
は更なる移動端末とも呼ばれる。
【００６５】
　図１に関して説明したように、アクセスノード１００－１は、第１の移動端末２００に
対するサービングアクセスノードである。換言すると、移動端末２００は第１のアクセス
ノード１００－１と関連付けられる。アクセスノード１００－１は、第２の移動端末２０
０"'に対するサービングアクセスノードでもある。換言すると、第２の移動端末２００"'
はアクセスノード１００－１と関連付けられる。
【００６６】
　更なる移動端末２００"'は、移動端末２００、２００'に対して上述したのと同様の構
造及び機能性を有する。特に、更なる移動端末２００"'は、アクセスノード１００－１す
なわち自身の関連付けられたサービングアクセスノードに通信信号１１－１を送信する送
信機Ｔ５１を含む。ある状況において、更なる移動端末２００"'により送信されるような
通信信号１１－１は、別のアクセスノードにより干渉信号（不図示）として受信される可
能性がある。また、更なる移動端末２００"'は、アクセスノード１００－１から通信信号
１３－１を受信するのを可能にする受信機Ｒ５１を含む。それと同時に、受信機Ｒ５１は
、他のアクセスノードから１つ以上の干渉信号を受信する可能性がある。一実施形態によ
ると、受信機Ｒ５１は、複数チャネルでの信号の受信を可能にする複数のアンテナを備え
てもよい。
【００６７】
　更なる移動端末２００"'の送信機Ｔ５１及び受信機Ｒ５１は、移動端末２００"'の無線
インタフェースを実現し、例えばＬＴＥである無線通信技術に従ってアクセスノード１０
０－１又は他のアクセスノードと通信することを可能にする。送信機Ｔ５１及び受信機Ｒ
５１は、トランシーバ又はトランシーバユニットと呼ばれる単一のデバイスに組み合わさ
れてもよいことが理解される。
【００６８】
　また、更なる移動端末２００"'は、例えば通信信号１３－１である受信信号の処理、あ
るいは例えば通信信号１１－１である送信される信号の処理等のために更なる移動端末２
００"'の動作を制御するプロセッサＰ５を含む。更に、更なる移動端末２００"'は、情報
又はデータ、例えばプロセッサにより実行されるプログラムコードデータ、あるいはプロ
セッサＰ５による信号の処理に使用される情報又はパラメータを格納及び検索するための
記憶装置Ｓ５を含む。
【００６９】
　尚、本明細書で説明するような概念に対して、送信機Ｔ５１はオプションである。しか
し、移動電話等の一般的な移動端末はそのような送信機を含む。しかし、更なる移動端末
２００"'は、例えばページャデバイス又はメディアプレーヤデバイスとして、送信機能性
なしで実現されることも考えられる。また、プロセッサＰ５及び／又は記憶装置Ｓ５は、
少なくとも部分的に専用信号処理ハードウェアにより置換可能であることが理解される。
【００７０】
　本発明の一実施形態によると、更なる移動端末２００"'の処理ユニットＰ５は、移動端
末２００"'において干渉緩和を達成するように構成される。しかし、以下においては、移
動端末２００に対してのみ干渉緩和機能性について説明する。
【００７１】
　図３に示すようなアクセスノード１００－１は、図２に関連して説明したのと同様の構
造及び機能性を有する。しかし、図３に関連して説明したような干渉緩和の概念に対して
、受信機Ｒ１２及び送信機Ｔ１２により実現されるアクセスノード間インタフェースはオ
プションである。更にサポーティングアクセスノードを選択することに対する機能性は必
要ない。
【００７２】
　図３に示すように、アクセスノード１００－１は、送信機Ｔ１１を使用して、通信信号
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１２－１を移動端末２００に送信し、通信信号１３－１を更なる移動端末２００"'に送信
する。このために、送信機Ｔ１１は、複数のアンテナ及び／又は複数の送信機サブユニッ
トを使用してマルチチャネル動作を行うように構成されてもよい。通信信号１３－１は、
移動端末２００において干渉信号１３－１'として受信される。
【００７３】
　移動端末２００の構造及び機能性は、上述した構造及び機能性に類似する。しかし、図
３の干渉の例において、移動端末２００の受信機Ｒ３１は、アクセスノード１００－１か
ら干渉信号１３－１'を受信する。移動端末２００において干渉緩和を達成するために、
移動端末のプロセッサＰ３は、移動端末２００のサービングアクセスノードから、すなわ
ちアクセスノード１００－１から受信されるような通信信号１２－１を供給され、アクセ
スノード１００－１から受信されるような干渉信号１３－１'の少なくとも信号部分を除
去する。これは、サービングアクセスノード１００－１により移動端末２００に転送され
る通信信号１３－１に関するスケジューリング情報に基づいて達成される。干渉緩和の処
理は、干渉除去に基づく処理であってもよく、あるいは干渉抑圧合成に基づく処理であっ
てもよい。そのようなスケジューリング情報に基づく干渉緩和処理の更なる詳細を以下に
説明する。
【００７４】
　図３の干渉の例において、干渉緩和を達成するのに移動端末２００により必要とされる
スケジューリング情報は、移動端末２００と更なる移動端末２００"'との双方に対するサ
ービングアクセスノードであるアクセスノード１００－１において既に入手可能である。
従って、アクセスノード１００－１は、更なる移動端末２００"'に対するスケジューリン
グ処理から、例えば記憶装置Ｓ１から、転送されるスケジューリング情報を取得する。更
に入手可能なスケジューリング情報のフィルタリング又は選択は、アクセスノード１００
－１において達成されてもよい。例えばアクセスノード１００－１は、通信信号１３－１
に関する一部又は全てのスケジューリング情報が移動端末２００に転送されるべきである
かを決定する基準として、移動端末１００へのリンクのリンク特性及び／又は更なる移動
端末２００"'へのリンクのリンク特性を使用してもよい。そのようなリンク特性は、例え
ば受信信号強度、信号対雑音比又はパス利得等である信号品質を表してもよい。例えば移
動端末において受信されるような干渉信号１３－１'の信号品質が干渉緩和を達成するに
は低すぎることをリンク特性が示す場合、アクセスノード１００－１は、通信信号１３－
１に関するいずれのスケジューリング情報も移動端末２００に転送しないと決定してもよ
い。更に上述したように、スケジューリング情報の種類及び項目は、移動端末２００によ
り実現される干渉緩和処理に依存してもよい。
【００７５】
　以下において、本発明の実施形態に係るサポーティングアクセスノードの選択を行う処
理について更に説明する。
【００７６】
　本明細書で説明するようなＤＬ信号通信におけるアクセスノードの連携のために、サポ
ーティングアクセスノードとして参加すべきである１つ又は複数のアクセスノードを判定
するのが望ましい。一般にこの決定は、サービングアクセスノードにおいて行われる。
【００７７】
　１つ以上のサポーティングアクセスノードを実際に選択する前に、サービングアクセス
ノードは、連携を要求とする移動端末、例えばセルエッジに配置され且つサービングアク
セスノードから受信された通信信号の低いキャリア強度及び／又は高い同一チャネル干渉
の影響を受ける移動端末を識別する。
【００７８】
　連携を要求する移動端末毎に、サービングアクセスノードは潜在的なサポーティングア
クセスノードの集合をコンパイルできる。このために、サービングアクセスノードは、上
述したように移動端末の測定レポートを使用できる。いくつかの例において、そのような
測定レポートは、潜在的なハンドオーバ候補アクセスノードを識別するために構築されて
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いるため既に存在している可能性がある。従って、測定レポートは、潜在的なハンドオー
バ対象アクセスノードであるアクセスノードを示す可能性がある。一般にそのような測定
レポートは、サービングアクセスノードに定期的に送出される。本発明のいくつかの実施
形態によると、測定レポートは、通信信号が移動端末において特定の品質レベル内で受信
されるアクセスノードを識別するように機能してもよい。サービングアクセスノードは、
測定レポートから潜在的に連携するアクセスノードの集合を判定できる。
【００７９】
　例えば測定レポートは、所定の移動端末に向かう最適な無線チャネルを有するアクセス
を示す。アクティブ集合とも呼ばれることがある潜在的なハンドオーバ候補として適格で
ある示された全てのアクセスノードは潜在的なサポーティングアクセスノードのリストに
含まれてもよい。あるいは又は更に、潜在的なサポーティングアクセスノードのリストは
、アクセスノードの場所情報に基づいてもよく、アクセスノードの配置構造及び物理接続
に基づいてもよく、運用及び保守（Ｏ＆Ｍ）システムにより設定されてもよく、あるいは
システムセットアップ中に事前に設定されてもよい。
【００８０】
　更に又はあるいは、以下の１つ以上の基準が１つ以上のサポーティングアクセスノード
を選択する処理において適用されてもよい。
【００８１】
　－アクセスノードの連携は、サポーティングアクセスノードから移動端末へのリンクの
信号品質がサービングアクセスノードから移動端末へのリンクの信号品質に近い場合に特
に有益である。従って、Ｒｃで示される潜在的なサポーティングアクセスノードからのリ
ンクの信号品質とＲｓで示されるサービングアクセスノードからのリンクの信号品質との
間の差分（ΔＲＳＳ）は、１つ以上のサポーティングアクセスノードを選択するための１
つのパラメータとしての役割を果たす。いくつかの実施形態によると、候補のリストは、
ΔＲＳＳが特定の閾値ΔＲＳＳｔｈｒｅｓｈを下回るアクセスノード、すなわち関係｜Ｒ
ｓ－Ｒｃ｜＜ΔＲＳＳｔｈｒｅｓｈを満たすアクセスノードに縮小される。信号品質は、
受信信号強度として測定されてもよい。リンクの信号品質に関する情報は、移動端末、サ
ービングアクセスノード又は潜在的なサポーティングアクセスノードにおいて測定を行う
ことにより取得されてもよい。必要に応じて、情報は専用メッセージ又は測定レポートに
よりサービングアクセスノードに通信されてもよい。
【００８２】
　－アクセスノードは、バックホールリンクに関して種々の制限を有してもよい。例えば
一部のノードはファイバを介して接続されてもよく、他のノードは有線接続（例えば、Ｅ
１）を介して接続されてもよく、一部のノードは例えばセルフバックホール（例えば、Ｌ
ＴＥリンク）である無線接続を介して接続されてもよい。従って、潜在的なサポーティン
グアクセスノードのバックホールの制限は、１つ以上のサポーティングアクセスノードを
選択するためのパラメータとしての役割を果たしてもよい。いくつかの実施形態によると
、候補のリストは、バックホールが連携による追加の負荷に対処できるアクセスノードに
縮小されてもよい。特定のアクセスノードの現在利用可能なバックホール容量に関する情
報は、例えば３ＧＰＰ仕様書に従うＢＳ間インタフェースＸ２である上述したアクセスノ
ード間インタフェースを介してやり取りされる。例えばこれは、ハンドオーバ中に達成さ
れるか、あるいはＯ＆Ｍシステムにより提供される。ファイバの場合は数Ｇｂｐｓであり
、ＤＳＬの場合は数百Ｍｂｐｓであり、マイクロ波の場合は数十Ｍｂｐｓであり、又は専
用回線の場合は数Ｍｂｐｓである最大バックホール容量は、システムセットアップ時に事
前に設定される。
【００８３】
　－サービングアクセスノードのバックホール容量は制限要因でもある可能性がある。サ
ービングアクセスノードと連携しているサポーティングアクセスノードが多い程、サービ
ングアクセスノードにより受信される必要があるデータは多くなる。従って、サービング
アクセスノードのバックホールの制限は、サポーティングアクセスノード数を制限するパ
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ラメータとしての役割を果たしてもよい。そのため、候補のリストは、サービングアクセ
スノードのバックホール容量が対処できるサポーティングアクセスノードの最大数に制限
される。
【００８４】
　－一般に無線通信プロトコルは、例えば自動再送要求（ＡＲＱ）のフィードバック又は
再送信、測定レポート又はランダムアクセス等に関するある程度厳しい種々のタイミング
の制約を含む。連携通信は、基本的に同一の厳しいタイミング制約を満たす必要がある。
従って、バックホール情報のやり取りの待ち時間は、サポーティングアクセスノードを選
択するためのパラメータとしての役割を果たす。いくつかの実施形態によると、候補のリ
ストは、待ち時間（又は連携のために接続を提供する転送ネットワークの待ち時間）が特
定の制限を下回るアクセスノードに縮小されてもよい。厳しい制限は、所定のアクセスノ
ードが直接物理リンクを有する同一チャネルアクセスノードとのみ連携するという状況を
招く可能性がある。待ち時間に関する情報は、Ｏ＆Ｍシステムにより提供されるか、ある
いはシステムセットアップ時に事前に設定される。ＩＰネットワークにおいて、サービン
グアクセスノードは、例えばインターネット制御メッセージプロトコル（ＩＣＭＰ）エコ
ー要求パケットを潜在的なサポーティングＢＳに送出し且つＩＣＭＰ「エコー応答」（「
ｐｉｎｇ」としても既知である）をリスンすることによりラウンドトリップ時間を収集で
きる。あるいは又はそれに加えて、サービングアクセスノードは、例えば３ＧＰＰ仕様書
に従うＢＳ間インタフェースＸ２であるＢＳ－ＢＳインタフェースを介する通信中に他の
アクセスノードに対する応答時間を測定できる。例えばこれは、ハンドオーバ中に達成さ
れてもよい。
【００８５】
　－２つ以上の移動端末が連携を要求する場合、潜在的なサポーティングアクセスノード
の集合は互いに影響し合う。例えば同一チャネルアクセスノードが２つの異なる集合の一
部である場合、双方の移動端末に対してこのアクセスノードと連携するのが有益である。
この場合、例えば要求メッセージ２２及び応答メッセージ２４又はサブスクライブメッセ
ージ２２'及びパブリッシュメッセージ２４'であるやり取りされるデータが双方の移動端
末の情報を１度に保持してもよいため、シグナリングオーバヘッドは低減される可能性が
ある。
【００８６】
　上述したステップの順序は、メーカ／オペレータの優先順位に基づいて又は実現例に基
づいて変更できること、あるいは上述したステップの一部のみが使用されてもよいことが
理解される。
【００８７】
　従って、本明細書で説明するようにＤＬ信号通信におけるアクセスノードの連携のため
に使用される１つ以上のサポーティングアクセスノードの集合を判定することは、以下の
選択基準のうちの少なくとも１つに基づいて達成されてもよい。
【００８８】
　－移動端末２００と少なくとも１つの更なるアクセスノードとの間のリンクの特性と比
較される例えば移動端末２００とサービングアクセスノード１００－１との間の品質、負
荷及び／又は待ち時間であるリンクの特性
　－例えばサービングアクセスノードと少なくとも１つの更なるアクセスノードとの間の
品質、負荷及び／又は待ち時間であるリンクの特性
　－サービングアクセスノードの容量
　－移動端末２００及び少なくとも１つの更なる移動端末に対する少なくとも１つの更な
るアクセスノードの関係
　－サービングアクセスノードの場所情報に対する少なくとも１つの更なるアクセスノー
ドの場所情報
　－少なくとも１つの更なるアクセスノードに関連する運用及び保守情報
　－少なくとも１つの更なるアクセスノードに関連する事前設定情報
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　必要に応じて、上述した基準に関連する情報は、サポーティングアクセスノードとして
潜在的に適切である更なるアクセスノードからサービングアクセスノード１００－１に送
出されてもよい。
【００８９】
　潜在的に連携するアクセスノードの最終的な集合をコンパイルすると、サービングアク
セスノード１００－１はその集合の全てのアクセスノードからの連携を要求する。これは
、要求／応答機構に従って又はパブリッシュ／サブスクライブ機構に従ってメッセージを
やり取りすることにより達成されてもよく、サポーティングアクセスノード毎に個々に実
行されてもよい。しかし、ネットワーク容量を効率的に使用するために、ユニキャストメ
ッセージ、マルチキャストメッセージ及び／又はブロードキャストメッセージは必要に応
じて使用されてもよいことが理解される。
【００９０】
　連携するアクセスノードを選択する上記概念を図４及び図５に更に示す。
【００９１】
　図４は、通信ネットワークのアクセスノード１００－１、１００－２、１００－３、１
００－４、１００－５、１００－６、１００－７、１００－８、１００－９、１００－１
０（ＡＮ１～ＡＮ１０）のアンサンブルＥ１と移動端末２００とを示す。アクセスノード
１００－１、１００－２、１００－３、１００－４、１００－５、１００－６、１００－
７、１００－８、１００－９、１００－１０及び移動端末２００は、図１及び図２のアク
セスノード及び移動端末に類似してもよい。アクセスノード１００－１は、移動端末２０
０に対するサービングアクセスノードである。移動端末２００は、自身のサービングアク
セスノードすなわちアクセスノード１００－１から通信信号１２－１を受信し、アクセス
ノード１００－２、１００－３、１００－４、１００－５及び１００－８からそれぞれ干
渉信号１２－２'、１２－３'、１２－４'、１２－５'及び１２－８'を受信する。サービ
ングアクセスノード１００－１は、移動端末２００とのＤＬ信号通信においてサービング
アクセスノード１００－１をサポートするのに適するためサポーティングアクセスノード
として選択されるアンサンブルＥ１の１つ以上のアクセスノードの集合Ｅ２を判定できる
。この例によると、サービングアクセスノード１００－１は、集合Ｅ２に対してアクセス
ノード１００－２、１００－３及び１００－４を選択し、残りのアクセスノード１００－
５、１００－６、１００－７、１００－８、１００－９、１００－１０を除外する。この
決定は、移動端末２００とアクセスノード１００－２、１００－３、１００－４、１００
－５、１００－６、１００－７、１００－８、１００－９、１００－１０との間の各リン
クの特性に基づいてもよい。更にこの決定は、大きな信号強度で干渉信号を受信するには
残りのアクセスノードのいずれからも遠すぎる移動端末２００の場所を認識していること
に基づいてもよい。
【００９２】
　図５において、サービングアクセスノード１００－１と集合Ｅ２のサポーティングアク
セスノード１００－２、１００－３及び１００－４の各々との間でやり取りされるメッセ
ージＭ１２、Ｍ１３及びＭ１４を示す。上述したように、やり取りされるメッセージは、
要求メッセージ及び応答メッセージ、あるいはサブスクライブメッセージ及びパブリッシ
ュメッセージであってもよく、関連する更なる移動端末（不図示）に対するサポーティン
グアクセスノードの信号通信に関するスケジューリング情報を要求及び受信する目的があ
る。図４及び図５に示すような状況は単なる例示であることが理解される。集合Ｅ２が３
つのアクセスノードから成る図示する状況と比較すると、他の状況では、１つのアクセス
ノード、２つのアクセスノード、あるいは４つ以上のアクセスノードを集合Ｅ２に有して
もよい。また、通信ネットワークのアクセスノードの総数は異なってもよいことが理解さ
れる。
【００９３】
　以下において、本発明の実施形態に係るＤＬ信号通信におけるアクセスノードの連携の
処理について説明する。これらの処理において、サポーティングアクセスノードは、例え
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ば上述したような基準及び処理を使用して既に選択されたと仮定する。
【００９４】
　図６は、要求／応答機構に基づくＤＬ信号通信におけるアクセスノードの連携の処理を
信号伝送図の形式で概略的に示す。処理は、移動端末（ＵＥ１）２００と、サービングア
クセスノード１００－１と、サポーティングアクセスノード１００－２と、更なる移動端
末（ＵＥ２）２００'とを含み、これらは、図１及び図２に関連して説明した各デバイス
に類似してもよい。
【００９５】
　移動端末２００は、サービングアクセスノード１００－１と関連付けられる。サービン
グアクセスノード１００－１は、移動端末２００との通信を制御する。特にサービングア
クセスノード１００－１は、移動端末２００への信号通信のスケジューリングを制御する
。これは、スケジューリングステップ１１０－１において、サービングアクセスノード１
００－１から移動端末２００への信号通信に使用されるサービングアクセスノード１００
－１のスケジューリング情報、例えば変調方式、符号化方式、プリコーディング行列、参
照信号、送信電力、周波数リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当てを判定する
ことを含む。更なる移動端末２００'は、サポーティングアクセスノード１００－２と関
連付けられる。すなわち、サポーティングアクセスノードは、更なる端末のサービングア
クセスノードであり、更なる移動端末２００'との通信を制御する。これは、スケジュー
リングステップ１１０－２において、サポーティングアクセスノード１００－２から更な
る移動端末２００'への信号通信に使用されるサポーティングアクセスノード１００－２
のスケジューリング情報、例えば符号化方式、プリコーディング行列、参照信号、送信電
力、周波数リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当てを判定することを含む。
【００９６】
　移動端末２００は、連携する候補として既に識別されている。アクセスノード１００－
２は、移動端末２００に対するサポーティングアクセスノードとして既に選択されている
。移動端末２００への信号通信のスケジューリングを達成すると、サービングアクセスノ
ード１００－１は、サポーティングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報を
取得するために、要求メッセージ２２をサポーティングアクセスノード１００－２に送出
することにより移動端末２００に対するサポーティングアクセスノード１００－２からの
サポートを要求する。要求メッセージ２２は、要求されるスケジューリング情報の種類を
示してもよい。すなわち、スケジューリング情報の特定の項目を指定してもよい。更に要
求メッセージ２２は、サービングアクセスノード１００－１のスケジューリング情報に関
する情報を更に含んでもよく、例えばサービングアクセスノード１００－１から移動端末
２００への信号通信に使用される周波数リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当
てを示してもよい。更に要求２２は、例えば信号対雑音比に関して、例えば移動端末２０
０がサポーティングアクセスノード１００－２から受信する干渉信号１２－２'の推定信
号品質に対する追加の情報を含んでもよい。
【００９７】
　要求メッセージ２２に応答して、スケジューリングステップ１１０－２'において、サ
ポーティングアクセスノード１００－２は、オプションとして要求メッセージ２２で提供
された情報を考慮して更なる移動端末２００'への信号通信を再スケジュールしてもよい
。例えば要求メッセージ２２がサービングアクセスノード１００－１から移動端末２００
への信号通信に使用される周波数リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当てを示
す場合、サポーティングアクセスノード１００－２は、異なる周波数リソース割り当て及
び／又は時間リソース割り当てを使用できるように更なる移動端末２００'への信号通信
を再スケジュールしてもよく、これは干渉を回避するのを助長する。要求メッセージ２２
が移動端末２００で受信されるような干渉信号１２－２'の推定信号品質を示す場合、サ
ポーティングアクセスノード１００－２は更なる移動端末２００'への信号通信を再スケ
ジュールしてもよい。例えば送信電力が増加されるか、あるいは変調及び／又は符号化方
式が適応され、これにより移動端末２００における干渉信号１２－２'の処理は容易にな
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る可能性がある。あるいは、送信電力が減少され、干渉を回避するのを助長する可能性が
ある。サポーティングアクセスノード１００－２は、例えば信号品質の推定値を１つ以上
の閾値と比較することにより、信号品質の推定値に依存して送信電力の調整方法を決定し
てもよい。例えば信号品質の推定値が小さい閾値を下回る場合、サポーティングアクセス
ノード１００－２は、送信電力を低減するように再スケジューリングを達成してもよい。
更に信号品質の推定値が小さい閾値を上回り、大きい閾値を下回る場合、サポーティング
アクセスノード１００－２は送信電力を増加するように再スケジューリングを達成しても
よい。また、信号品質の推定値が大きい閾値を上回る場合、サポーティングアクセスノー
ド１００－２は再スケジューリングを実行しなくてもよい。更にサポーティングアクセス
ノードは、変調方式及び／又は符号化方式を調整するように再スケジューリングを達成し
てもよい。例えば信号品質の推定値が閾値を下回る場合、低次変調及び／又はより高い冗
長性を有する符号化方式が選択されてもよい。
【００９８】
　再スケジューリングを達成するか及びその達成方法に関するサポーティングアクセスノ
ード１００－２の決定は、例えばサポーティングアクセスノード１００－２と通信する他
の移動端末（不図示）のために制限される可能性がある更なる移動端末２００'への信号
通信をスケジュールするリソースの可用性である他の基準に依存してもよいことが理解さ
れる。また、サポーティングアクセスノード１００－２が要求メッセージ２２を受信し且
つ更なる移動端末２００'への信号通信のスケジューリングがまだ達成されていない場合
、これはスケジューリングステップ１１０－２'において行われてもよく、スケジューリ
ングステップ１１０－２'が再スケジューリングではなくスケジューリングを達成するこ
とを意味することが理解される。
【００９９】
　その後、サポーティングアクセスノード１００－２は、応答メッセージ２４をサービン
グアクセスノード１００－１に送出する。応答メッセージは、最後のスケジューリングス
テップ１１０－２又は１１０－２'において判定されたようなサポーティングアクセスノ
ード１００－２のスケジューリング情報の少なくとも一部を含む。サポーティングアクセ
スノード１００－２は、更なる移動端末２００'への信号通信に関する全ての入手可能な
スケジューリング情報により応答してもよい。いくつかの実施形態によると、サポーティ
ングアクセスノードは、例えば要求メッセージ２２の情報に従ってサポーティングアクセ
スノード１００－２の入手可能なスケジューリング情報から選択されたスケジューリング
情報の特定の種類又は項目により応答してもよい。いくつかの実施形態において、応答メ
ッセージ２４は、更なる情報、例えば別の移動端末（不図示）への信号通信に関するサポ
ーティングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報を更に含んでもよい。換言
すると、応答メッセージ２４において、要求されたスケジューリング情報は他の情報と共
に通信されてもよく、これによりサービングアクセスノード１００－１とサポーティング
アクセスノード１００－２との間の信号伝送の効率的な使用が可能になる。場合によって
は、サポーティングアクセスノード１００－２は応答メッセージ２４を送信しなくてもよ
い。
【０１００】
　サービングアクセスノード１００－１は、スケジューリング情報を含んだ応答メッセー
ジ２４を受信する。選択／転送ステップ１２０－１において、サービングアクセスノード
１００－１は、受信したスケジューリング情報の少なくとも一部を移動端末２００に転送
する。サービングアクセスノード１００－１は、受信した全てのスケジューリング情報を
転送してもよい。いくつかの実施形態によると、サービングアクセスノード１００－１は
、例えば干渉緩和を達成するための移動端末２００の要件に従って、受信したスケジュー
リング情報から選択されたスケジューリング情報の特定の種類又は項目を更に転送しても
よい。例えば移動端末２００において実現される干渉緩和処理が干渉除去に基づく場合、
一般にサービングアクセスノード１００－１は更なる移動端末２００'への信号通信に関
する全ての入手可能なスケジューリング情報を要求し、受信した全てのスケジューリング
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情報を移動端末２００に転送する。移動端末２００において実現される干渉緩和処理が干
渉抑圧合成に基づく場合、いくつかの例において、サービングアクセスノード１００－１
は、サポーティングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報で示されるような
送信電力及びプリコーディング行列のみを転送してもよい。しかし、例えばスケジューリ
ング情報の他の種類がサービングアクセスノードと関連付けられた別の移動端末（不図示
）に対する連携のために必要とされる場合、それらはサポーティングアクセスノード１０
０－２から要求及び受信されてもよい。例えばスケジューリング情報が移動端末２００に
より必要とされない場合、サービングアクセスノード１００－１は、いずれのスケジュー
リング情報も転送しないと決定する場合もある。
【０１０１】
　従って、連携処理は、サポーティングアクセスノード１００－２からサービングアクセ
スノード１００－１により要求されるスケジューリング情報の選択と、サポーティングア
クセスノード１００－２からサービングアクセスノード１００－１へ通信されるスケジュ
ーリング情報の選択と、移動端末２００へサービングアクセスノード１００－１により転
送されるスケジューリング情報のフィルタリング又は選択とを含んでもよい。
【０１０２】
　スケジューリング情報を移動端末２００に転送することは、例えばＬＴＥのＰＤＣＣＨ
であるサービングアクセスノード１００－１と移動端末２００との間の制御チャネル又は
例えばＬＴＥのＰＤＳＣＨであるデータチャネルを使用して達成されてもよい。
【０１０３】
　移動端末２００は、転送されたスケジューリング情報をサービングアクセスノード１０
０－１から受信する。
【０１０４】
　送信ステップ１３０－１において、サービングアクセスノード１００－１は、通信信号
１２－１を移動端末２００に送信する。それとほぼ同時に、すなわち同一の時間リソース
割り当てを使用して、サポーティングアクセスノード１００－２は通信信号１２－２を更
なる移動端末２００'に送信する。通信信号１２－２は、移動端末２００において干渉信
号１２－２'として受信される。干渉のために、移動端末２００において受信されるよう
な通信信号１２－１は干渉信号１２－２'の信号部分も含む。
【０１０５】
　干渉緩和ステップ２２０－１において、移動端末２００は、受信されるような通信信号
から干渉信号１２－２'の少なくとも信号部分を除去する。いくつかの実施形態によると
、この処理は、干渉除去に基づき、移動端末２００により受信されるような干渉信号１２
－２'の復号化を含む。これは、サポーティングアクセスノード１００－２のスケジュー
リング情報に基づいて達成される。更なる実施形態によると、この処理は、干渉抑圧合成
に基づき、移動端末２００において受信されるような干渉信号１２－２'の干渉共分散行
列を算出することを含む。これは、サポーティングアクセスノード１００－２のスケジュ
ーリング情報に基づいて達成される。干渉除去を使用する干渉緩和又は干渉抑圧合成を使
用する干渉緩和の更なる詳細について以下に説明する。
【０１０６】
　本発明の実施形態に従って使用されるような干渉除去に基づく処理において、移動端末
２００は、干渉信号１２－２'を検出、変調及び復号化する。干渉信号が正確に復号化さ
れる場合、これは再変調され、移動端末２００において受信されるような通信信号１２－
１から減算される。このように、干渉信号１２－２'による受信した通信信号１２－１に
おける信号部分が除去されてもよい。
【０１０７】
　干渉信号１２－２'を復号化する目的で、干渉信号１２－２'の発生元である通信信号１
２－２を復号化するのに使用された更なる移動端末２００'と同一の情報が移動端末２０
０に提供される。これは、更なる移動端末２００'に送信された通信信号１２－２に対す
るサポーティングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報を移動端末２００に
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提供することにより達成される。一般に、干渉除去に基づく処理を使用する実施形態にお
いて、移動端末に転送されたスケジューリング情報は、割り当てられた周波数ＲＢ、割り
当てられたタイムスロット又は送信時間間隔（ＴＴＩ）、送信電力、変調方式、符号化方
式、プリコーディング行列又はＰＭＩ、ランクインジケータ、参照信号又は参照シンボル
、例えばＨＡＲＱバージョンである冗長情報を含む。
【０１０８】
　上述したように、これは、移動端末２００により受信されるような干渉信号１２－２'
が例えば信号対雑音比に関して十分に良い品質を有する場合に有益であり、検出、変調及
び復号化を容易にする。これは、連携する移動端末２００を選択する時及び／又はサポー
ティングアクセスノード１００－２を選択する時に既に考慮されてもよい。換言すると、
更なるアクセスノードからの干渉信号に対する移動端末２００における干渉除去が、移動
端末２００により受信されるような干渉信号の信号品質が不十分であるために効果的でな
いと予想される場合、この移動端末２００に対して連携を使用しなくてもよく、あるいは
この更なるアクセスノードをサポーティングアクセスノード１００－２として選択しなく
てもよい。更に、これはサポーティングアクセスノード１００－２において考慮される。
例えばサポーティングアクセスノードにより受信された要求２２における情報が、サポー
ティングアクセスノード１００－２からの干渉信号に対する移動端末２００における干渉
除去が効果的でないと予想されることを示す場合、サポーティングアクセスノードは要求
２２に応答しなくてもよい。更に、サポーティングアクセスノード１００－２からの干渉
信号に対する移動端末２００における干渉除去が効果的でないと予想される場合、サービ
ングアクセスノード１００－１は、既に受信されたサポーティングアクセスノード１００
－２のスケジューリング情報を転送しなくてもよい。
【０１０９】
　本発明の実施形態に従って使用されるような干渉抑圧合成に基づく処理において、移動
端末２００は、種々のアンテナに対応する複数のチャネルにおいて通信信号１２－１及び
干渉信号１２－２'を受信し、干渉を緩和するために空間抑制を使用する。このために、
移動端末２００は干渉信号の干渉共分散行列を算出してもよい。これは、受信したサポー
ティングアクセスノードのスケジューリング情報を使用して達成される。
【０１１０】
　いくつかの実施形態において、移動端末２００は、チャネル共分散行列を算出するため
に、受信したスケジューリング情報で示されるような更なる移動端末２００'への信号通
信のためにサポーティングアクセスノード１００－２により使用される送信電力、周波数
リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当てと、例えば周波数リソース及び／又は
時間リソース毎のチャネル係数とを使用してもよい。チャネル係数は、サポーティングア
クセスノード１００－２により送信され且つ受信したスケジューリング情報で示される参
照信号又は参照シンボルに基づいて測定される。
【０１１１】
　いくつかの実施形態において、例えばアクセスノード及び移動端末がＬＴＥに従ってセ
ル別の参照信号に基づいて動作する場合、プリコーディング行列はペイロードデータ送信
のために使用され、その一方で、セル別の参照信号はプリコーディングされずに送信され
る。この場合、移動端末は、干渉信号１２－２'の干渉共分散行列を算出するために、更
なる移動端末２００'への信号通信のためにサポーティングアクセスノード１００－２に
おいて使用されるプリコーディング行列を更に使用してもよい。プリコーディング行列は
、移動端末に転送されたスケジューリング情報に含まれる。
【０１１２】
　いくつかの実施形態において、例えばアクセスノード及び移動端末がＬＴＥに従ってＵ
Ｅ別の参照信号に基づいて動作する場合、プリコーディング行列は、ペイロードデータ送
信及びＵＥ別の参照信号に使用される。この場合、移動端末２００は、干渉信号１２－２
'の干渉共分散行列を算出するために、更なる移動端末２００'への信号通信のためにサポ
ーティングアクセスノード１００－２において使用されるＵＥ別の参照信号を更に使用し
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てもよい。ＵＥ別の参照信号に関する情報は、移動端末２００に転送されたスケジューリ
ング情報に含まれる。
【０１１３】
　いくつかの実施形態によると、チャネル共分散行列は以下の式に従って算出される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
式中、Ｅ［．．．］は期待値関数を示し、ｙｋはサブキャリアｋの受信信号を示し、Ｐｓ

ｅｒｖ，ｋ及びｗｓｅｒｖ，ｋはサブキャリアｋのペイロードデータに使用される送信電
力及びプリコーディングベクトルをそれぞれ示し、ｈｓｅｒｖ，ｋはサブキャリアｋにお
けるサービングアクセスノードから当該移動端末２００へのチャネル係数を示す。
【０１１４】
　従って、いくつかの実施形態において、移動端末２００は、チャネル係数を正確に判定
できるように干渉信号における参照信号又は参照シンボルに基づいてチャネル測定を実行
し、それらチャネル係数及び受信したプリコーディング行列を使用して以下の式に従って
既知の干渉信号の正確な干渉共分散行列を算出してもよい。

　なお、iは、既知の干渉信号
　式中、Ｐｉ，ｋ、ｗｉ，ｋはサブキャリアｋにおける干渉信号「ｉ」の送信電力及びプ
リコーディングベクトルをそれぞれ示し、ｈｉ，ｋはサブキャリアｋにおける干渉信号「
ｉ」から当該移動端末２００へのチャネル係数を示す。式（１）及び（２）において、上
付きの添え字（）Ｈは共役複素数及び転置ベクトルを示すために使用される。
【０１１５】
　チャネル共分散行列は、算出された干渉共分散行列から演繹され、移動端末２００によ
り受信されるような通信信号１２－１から干渉信号１２－２'の少なくとも信号部分を除
去するために使用されてもよい。これは、通信信号１２－１及び干渉信号１２－２'に逆
チャネル共分散行列を使用するマルチチャネルフィルタリング処理を行うことにより達成
される。
【０１１６】
　上記において、１つのサポーティングアクセスノード１００－２に対してのみ連携の概
念を示す。サービングアクセスノード１００－１が複数のサポーティングアクセスノード
を識別した場合、図示する処理はサポーティングアクセスノード毎に個々に実行されても
よい。すなわち、サービングアクセスノード１００－１は各サポーティングアクセスノー
ドからの連携を要求する。要求メッセージ２２は、ユニキャストメッセージとして、マル
チキャストメッセージとして、あるいは状況に応じてブロードキャストメッセージとして
送信される。各サポーティングアクセスノードは、要求されたスケジューリング情報によ
り応答する。更に各サポーティングアクセスノードは、要求を取り消しても無視してもよ
い。
【０１１７】
　図６に示した処理は、サービングアクセスノードが要求メッセージを送出し且つサポー
ティングアクセスノードが要求されたスケジューリング情報を含む応答メッセージにより
応答する要求／応答機構に基づく。要求／応答機構は、スケジューリング情報が実際に必
要な範囲でのみ要求及び送信されるため、アクセスノード間のバックホール容量を効率的
に使用することを可能にする。いくつかの実施形態において、要求／応答機構はパブリッ
シュ／サブスクライブ機構に置き換えられてもよい。対応する処理を図７に示す。図７の
処理は、移動端末（ＵＥ）２００と、サービングアクセスノード１００－１と、サポーテ
ィングアクセスノード１００－２と、サブスクライブした更なるアクセスノード１００－
３'とを含む。より適切な概要を与えるために、サポーティングアクセスノード１００－
２と関連付けられた更なる移動端末は示さない。これらのデバイスは、図１及び図２に関
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連して説明したような各デバイスに類似してもよい。
【０１１８】
　パブリッシュ／サブスクライブ機構に基づく図７の処理において、サポーティングアク
セスノード１００－２は、サービス「スケジューリング情報の転送」を提供する。すなわ
ち、更なる移動端末への信号通信に関するスケジューリング情報を他のアクセスノードに
対してパブリッシュする。スケジューリング情報は、このサービスにサブスクライブした
アクセスノード、すなわちサービングアクセスノード１００－１及びサブクスライブした
他のアクセスノード１００－３に通信される。例えばバックホール制約等のアクセスノー
ド１００－２の機能である追加の情報を更に含むこの提供は、他のアクセスノードに直接
通知されるか又は通信ネットワークのＯ＆Ｍシステムに通知される。図示する例において
はサービングアクセスノード１００－１及びサブスクライブした他のアクセスノード１０
０－３である関心アクセスノードは、提供されたサービスにサブスクライブする。これは
、アクセスノード１００－２がそれらアクセスノードに対するサポーティングアクセスノ
ードになることを意味する。
【０１１９】
　図示するように、サポーティングアクセスノード１００－２により提供されるサービス
にサブスクライブするために、サービングアクセスノード１００－１は、サブスクライブ
メッセージ２２'をサポーティングアクセスノード１００－２に送出し、サポーティング
アクセスノードは、パブリッシュされたスケジューリング情報を含む少なくとも１つのパ
ブリッシュメッセージ２４'をサービングアクセスノード１００－１に送信する。パブリ
ッシュメッセージ２４'は、サポーティングアクセスノード１００－２の信号通信に関す
る更なる更新済みスケジューリング情報と共に関連付けられた移動端末に数回送出される
。パブリッシュメッセージ２４'は、例えばマルチキャストメッセージ又はブロードキャ
ストメッセージとして、サブスクライブしたいくつかのアクセスノード１００－１、１０
０－３に同時に送出されてもよい。パブリッシュメッセージ２４'の送信は、サービング
アクセスノード１００－１がアンサブスクライブメッセージ２６をサポーティングアクセ
スノード１００－２に送出することに応答して停止されてもよい。
【０１２０】
　パブリッシュメッセージ２４'は、最後のスケジューリングステップ１１０－２におい
て判定されるようなサポーティングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報の
少なくとも一部を含む。サポーティングアクセスノード１００－２が新しいスケジューリ
ング情報を判定する度に、すなわちスケジューリングステップ１１０－２において関連付
けられた更なる移動端末への信号通信のスケジューリングを行う度に、新しいパブリッシ
ュメッセージ２４'が送出されてもよい。サポーティングアクセスノード１００－２は、
関連付けられた更なる移動端末への信号通信に関する入手可能な全てのスケジューリング
情報をパブリッシュしてもよい。いくつかの実施形態によると、サポーティングアクセス
ノード１００－２は、サポーティングアクセスノード１００－２の入手可能なスケジュー
リング情報から選択されたスケジューリング情報の特定の種類又は項目をパブリッシュし
てもよい。いくつかの実施形態において、パブリッシュメッセージ２４'は、例えば別の
関連付けられた移動端末（不図示）への信号通信に関するサポーティングアクセスノード
１００－２のスケジューリング情報である更なる情報を更に含んでもよい。換言すると、
パブリッシュメッセージ２４'において、要求されたスケジューリング情報は他の情報と
共に通信されてもよく、サービングアクセスノード１００－１とサポーティングアクセス
ノード１００－２との間の信号伝送の効率的な使用を可能にする。
【０１２１】
　サービングアクセスノード１００－１は、スケジューリング情報を含んだパブリッシュ
メッセージ２４'を受信する。選択／転送ステップ１２０－１において、サービングアク
セスノード１００－１は、受信したスケジューリング情報の少なくとも一部を移動端末２
００に転送する。サービングアクセスノード１００－１は、受信した全てのスケジューリ
ング情報を転送してもよい。いくつかの実施形態によると、サービングアクセスノード１
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００－１は、例えば干渉緩和を達成するための移動端末２００の要件に従って、受信した
スケジューリング情報から選択されたスケジューリング情報の特定の種類又は項目のみを
転送してもよい。例えば移動端末２００において実現される干渉緩和処理が干渉除去に基
づく場合、一般にパブリッシュメッセージ２４'は、関連付けられた更なる移動端末への
サポーティングアクセスノード１００－２の信号通信に関する全ての入手可能なスケジュ
ーリング情報を含み、一般にサービングアクセスノードは、受信した全てのスケジューリ
ング情報を移動端末２００に転送する。移動端末２００において実現される干渉緩和処理
が干渉抑圧合成に基づく場合、サービングアクセスノード１００－１は、サポーティング
アクセスノード１００－２のスケジューリング情報で示されるような送信電力及びプリコ
ーディング行列のみを転送してもよい。しかし、例えばスケジューリング情報の他の種類
がサービングアクセスノードと関連付けられた別の移動端末（不図示）に対する連携のた
めに必要とされる場合、それらはサポーティングアクセスノード１００－２から受信され
てもよい。例えばスケジューリング情報が移動端末２００により必要とされない場合、サ
ービングアクセスノード１００－１は、いずれのスケジューリング情報も転送しないと決
定する場合もある。
【０１２２】
　従って、図７の連携処理は、サービングアクセスノード１００－１により移動端末２０
０に転送されるスケジューリング情報のフィルタリング又は選択を含む。
【０１２３】
　スケジューリング情報を移動端末２００に転送することは、例えばＬＴＥのＰＤＣＣＨ
であるサービングアクセスノード１００－１と移動端末２００との間の制御チャネル又は
例えばＬＴＥのＰＤＳＣＨであるサービングアクセスノード１００－１と移動端末２００
との間のデータチャネルを使用して達成されてもよい。
【０１２４】
　移動端末２００は、転送されたスケジューリング情報をサービングアクセスノード１０
０－１から受信する。
【０１２５】
　送信ステップ１３０－１において、サービングアクセスノード１００－１は、通信信号
１２－１を移動端末２００に送信する。それとほぼ同時に、すなわち同一の時間リソース
割り当てを使用して、サポーティングアクセスノード１００－２は通信信号１２－２を更
なる移動端末２００'に送信する。通信信号１２－２は、移動端末２００において干渉信
号１２－２'として受信される。干渉のために、移動端末２００において受信されるよう
な通信信号１２－１は干渉信号１２－２'の信号部分も含む。
【０１２６】
　干渉緩和ステップ２２０－１において、移動端末２００は、受信されるような通信信号
から干渉信号１２－２'の少なくとも信号部分を除去する。これは、受信したサポーティ
ングアクセスノードのスケジューリング情報を使用して達成される。干渉緩和ステップ２
２０－１は、図６に関連して説明したように実現されてもよい。
【０１２７】
　サポーティングアクセスノード１００－２のスケジューリング情報がサービングアクセ
スノード１００－１により必要とされなくなった時、サポーティングアクセスノード１０
０－２により提供されるサービス「スケジューリング情報の転送」へのサービングアクセ
スノード１００－１のサブスクライブは取り消されてもよい。このために、サービングア
クセスノード１００－１は、アンサブスクライブメッセージ２６を送出してもよい。他の
取り消し手順が代わりに又はそれに加えて使用されてもよい。
【０１２８】
　パブリッシュ／サブスクライブ機構は、減少されたオーバヘッドでアクセスノード間の
長期的な関係を構築することを可能にする。更にサービングアクセスノード１００－１は
、更新済みスケジューリング情報がサポーティングアクセスノードアクセスノード１００
－２において入手可能になるとすぐにその情報を取得してもよい。
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【０１２９】
　図８は、図７の処理を使用するアクセスノードの連携の例示的な一例を示す。図８にお
いて、円はアクセスノードにより送信される通信信号の有効範囲領域を概略的に示し、そ
の一方で、×印は通信信号が送信される移動端末の位置を示す。特に第１の移動端末の位
置は３２０で示され、第１の移動端末３２０のサービングアクセスノードにより送信され
る通信信号の有効範囲領域は３００で示される。同様に、第２の移動端末の位置は４２０
で示され、第２の移動端末４２０のサービングアクセスノードにより送信される通信信号
の有効範囲領域は４００で示される。第３の移動端末の位置は５２０で示され、第３の移
動端末５２０のサービングアクセスノードにより送信される通信信号の有効範囲領域は５
００で示される。有効範囲領域３００、４００、５００の重複する領域において、通信信
号の干渉が予想される。図示されるように、移動端末４２０は、他の移動端末３２０、５
２０の双方のサービングアクセスノードにより送信される通信信号による干渉を受けると
予想される。移動端末３２０は、干渉を全く受けないと予想される。従って、移動端末４
２０のサービングアクセスノードは、他の移動端末３２０、５２０の双方のサービングア
クセスノードと連携し、移動端末４２０のサービングアクセスノードは、移動端末３２０
のサービングアクセスノードと連携する。移動端末３２０のサービングアクセスノードは
、他のアクセスノードのいずれとも連携しない。各アクセスノードは、図７に関連して説
明したようにサービス「スケジューリング情報の転送」を提供する。
【０１３０】
　図８に示す例において、有効範囲領域３００に対応する移動端末３２０のサービングア
クセスノードにより提供されるサービス「スケジューリング情報の転送」の加入者のグル
ープは、有効範囲領域４００に対応する移動端末４２０のサービングアクセスノードと、
有効範囲領域５００に対応する移動端末５２０のサービングアクセスノードとを含む。有
効範囲領域４００に対応する移動端末４２０のサービングアクセスノードのみが、有効範
囲領域５００に対応する移動端末５２０のサービングアクセスノードにより提供されるサ
ービス「スケジューリング情報の転送」にサブスクライブされる。有効範囲領域４００に
対応する移動端末４２０のサービングアクセスノードにより提供されるサービス「スケジ
ューリング情報の転送」の加入者はいない。従って、移動端末４２０のサービングアクセ
スノードは、スケジューリング情報をパブリッシュする必要が全くない。
【０１３１】
　図９は、上述したようにサービングアクセスノードの機能性を実現するために使用され
る本発明の一実施形態に係るアクセスノードに基づく方法を概略的に示すフローチャート
である。この方法において、サービングアクセスノードは、移動端末と関連付けられ、移
動端末へのＤＬ信号通信を制御する。
【０１３２】
　ステップ８１０において、サービングアクセスノードはスケジューリング情報を取得す
る。スケジューリング情報は、サービングアクセスノード自体により達成されるスケジュ
ーリング処理から取得されてもよく、あるいはサポーティングアクセスノードから取得さ
れてもよい。スケジューリング情報は、更なる移動端末への信号通信、例えばサービング
アクセスノードから更なる移動端末、あるいはサポーティングアクセスノードから更なる
移動端末への信号通信に関係する。サポーティングアクセスノードは、例えば図４及び図
５に関連して説明したような概念に従ってサービングアクセスノードにより選択されてい
てもよい。スケジューリング情報は、サポーティングアクセスノードから更なる移動端末
への前記信号通信に使用される変調方式、符号化方式、プリコーディング行列、参照信号
、送信電力、周波数リソース割り当て及び／又は時間リソース割り当てを示してもよい。
スケジューリング情報は、例えば図６に関連して説明したような応答要求機構を使用して
サポーティングアクセスノードから受信されてもよく、あるいは例えば図７に関連して説
明したようなパブリッシュ／サブスクライブ機構を使用して受信されてもよい。
【０１３３】
　ステップ８２０において、サービングアクセスノードは取得されたスケジューリング情
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れてもよい。
【０１３４】
　図１０は、本発明の一実施形態に係る移動端末に基づく方法を概略的に示すフローチャ
ートである。これは、上述したような移動端末の機能性を実現するために使用されてもよ
い。この方法において、移動端末と関連付けられたサービングアクセスノードは移動端末
へのＤＬ信号通信を制御する。
【０１３５】
　ステップ９１０において、移動端末は、サービングアクセスノードからスケジューリン
グ情報を受信する。スケジューリング情報は、例えばサービングアクセスノードから更な
る移動端末への信号通信又はサポーティングアクセスノードから更なる移動端末への信号
通信である更なる移動端末への信号通信に関係する。スケジューリング情報は、サポーテ
ィングアクセスノードから更なる移動端末への前記信号通信に使用される変調方式、符号
化方式、プリコーディング行列、参照信号、送信電力、周波数リソース割り当て及び／又
は時間リソース割り当てを示してもよい。
【０１３６】
　ステップ９２０において、移動端末は、サービングアクセスノードからの通信信号と、
更なる移動端末への信号通信による干渉信号とを受信する。干渉信号は、サービングアク
セスノードから移動端末へ通信信号を送信するのに使用されるのと同一のリソースを少な
くとも部分的に使用してサービングアクセスノード又はサポーティングアクセスノードに
より更なる移動端末に送信される通信信号から発生する可能性がある。
【０１３７】
　ステップ９３０において、移動端末２００は、受信したスケジューリング情報を使用し
て通信信号から干渉信号の少なくとも信号部分を除去する。これは、上述したような干渉
除去に基づく処理又は干渉抑圧合成に基づく処理に基づいて達成されてもよい。
【０１３８】
　いくつかの実施形態によると、図９及び図１０の方法は互いに組み合わされてもよい。
特に図１０の方法で移動端末により受信されるようなスケジューリング情報は、図９の方
法に従って転送されていてもよい。
【０１３９】
　上記概念、例及び実施形態は単なる例示であり、種々の変形が行われることが理解され
る。例えば上述した方法及び処理において、ステップ又は手順は、上述した順序で実行さ
れてもよく、あるいは異なる順序で実行されてもよい。更に本発明の範囲から逸脱せずに
特定のステップ又は手順を省略できる。説明したデバイスの機能性は、例えば上述したよ
うなアクセスノード及び移動端末の各プロセッサであるプロセッサにより実行されるコン
ピュータプログラムにより実現されてもよく、あるいは専用ハードウェアにより実現され
てもよい。更に種々の例又は実施形態の個々の特徴は、必要に応じて互いに組み合わされ
てもよい。特に図６に関連して詳細に説明したような干渉緩和処理は、図３のマルチユー
ザＭＩＭＯの干渉の例において使用されてもよい。
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月30日(2011.9.30)
【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】
　サービングアクセスノード（１００－１）から前記サービングアクセスノード（１００
－１）と関連付けられた移動端末（２００）へのダウンリンク信号通信の方法であって、
　－更なる移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関するスケジューリング情報
を取得するステップと、
　－前記移動端末（２００）における干渉緩和のために前記スケジューリング情報を使用
できるように前記取得されたスケジューリング情報を前記移動端末（２００）に転送する
ステップと、
が前記サービングアクセスノード（１００－１）により実行され、
　前記スケジューリング情報は、前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信
号通信に使用される、周波数リソース割当、及び、時間リソース割当のうちの少なくとも
いずれかを示すことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記スケジューリング情報は、前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信
号通信に使用される、変調方式、符号化方式、プリコーディング行列、参照信号、及び、
送信電力のうちの少なくともいずれかを示すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
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　前記スケジューリング情報は、前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記
更なる移動端末（２００"'）への信号通信に関係することを特徴とする請求項１又は２記
載の方法。
【請求項４】
　前記スケジューリング情報は、サポーティングアクセスノード（１００－２）から前記
更なる移動端末（２００'）への信号通信に関係することを特徴とする請求項１乃至３の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　－更なるアクセスノード（１００－２、１００－３）と前記移動端末（２００）との間
のリンクの特性を判定するステップと、
　－前記判定された特性に基づいて前記更なるアクセスノード（１００－２、１００－３
）を前記サポーティングアクセスノード（１００－２）として選択するステップと、
を備えることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　－前記サポーティングアクセスノード（１００－２）から前記スケジューリング情報を
受信するために、前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記サポーティング
アクセスノード（１００－２）にメッセージ（２２、２２'）を送信するステップを備え
ることを特徴とする請求項４又は５記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージ（２２）は、前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記移
動端末（２００）への信号通信に関する更なるスケジューリング情報に関する情報を含む
ことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　前記メッセージ（２２）は、前記サポーティングアクセスノード（１００－２）から前
記移動端末（２００）において受信された干渉信号（１２－２'）の推定信号品質に関す
る情報を含むことを特徴とする請求項６又は７記載の方法。
【請求項９】
　－前記メッセージ（２２）の前記情報に基づいて、前記サポーティングアクセスノード
（１００－２）から前記更なる移動端末（２００'）への信号通信をスケジュールするス
テップを備えることを特徴とする請求項７又は８記載の方法。
【請求項１０】
　－前記サービングアクセスノード（１００－１）から前記移動端末（２００）への信号
通信に関する更なるスケジューリング情報を、前記サービングアクセスノード（１００－
１）から少なくとも１つの更なるアクセスノード（１００－２、１００－３）に送信する
ステップを備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記更なるスケジューリング情報は、前記サービングアクセスノード（１００－１）か
ら前記移動端末（２００）への前記信号通信に使用される、変調方式、符号化方式、プリ
コーディング行列、参照信号、送信電力、周波数リソース割当、及び、時間リソース割当
のうちの少なくともいずれかを示すことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　サービングアクセスノード（１００－１）から前記サービングアクセスノード（１００
－１）と関連付けられた移動端末（２００）へのダウンリンク信号通信の方法であって、
　－更なる移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関するスケジューリング情報
を前記サービングアクセスノード（１００－１）から受信するステップと、
　－前記サービングアクセスノード（１００－１）から通信信号（１２－１）を受信する
ステップと、
　－前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信号通信に起因する干渉信号（
１２－２'、１３－１'）を受信するステップと、
　－前記受信したスケジューリング情報に基づいて、前記通信信号（１２－１）から前記
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干渉信号（１２－２'、１３－１'）の少なくとも信号部分を除去するステップと、
が前記移動端末（２００）により実行され、
　前記スケジューリング情報は、前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信
号通信に使用される、周波数リソース割当、及び、時間リソース割当のうちの少なくとも
いずれかを示すことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記除去には、前記受信したスケジューリング情報に基づく前記干渉信号（１２－２'
、１３－１'）の復号化が含まれることを特徴とする請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記除去には、前記受信したスケジューリング情報に基づく前記干渉信号（１２－２'
、１３－１'）の干渉共分散行列の判定が含まれることを特徴とする請求項１２又は１３
記載の方法。
【請求項１５】
　移動端末（２００）のサービングアクセスノード（１００－１）として動作するように
構成されたネットワークデバイスであって、
　－前記移動端末（２００）との通信のための無線インタフェース（Ｔ１１、Ｒ１１）と
、
　－プロセッサ（Ｐ１）と、
を備え、
　前記プロセッサ（Ｐ１）は、更なる移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関
するスケジューリング情報を取得するように構成され、
　前記プロセッサ（Ｐ１）は、前記移動端末（２００）における干渉緩和のために前記ス
ケジューリング情報を使用できるように、前記無線インタフェース（Ｔ１１、Ｒ１１）を
介して前記取得されたスケジューリング情報を前記移動端末（２００）に転送するように
構成され、
　前記スケジューリング情報は、前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信
号通信に使用される、周波数リソース割当、及び、時間リソース割当のうちの少なくとも
いずれかを示すことを特徴とするネットワークデバイス。
【請求項１６】
　前記プロセッサ（Ｐ１）は、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法のステップ
の実行を制御するように構成されたことを特徴とする請求項１５記載のネットワークデバ
イス。
【請求項１７】
　移動端末（２００）であって、
　－前記移動端末（２００）のサービングアクセスノード（１００－１）との通信のため
の無線インタフェース（Ｔ３１、Ｒ３１）と、
　－プロセッサ（Ｐ３）と、
を備え、
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、前記無線インタフェース（Ｔ３１、Ｒ３１）を介して更な
る移動端末（２００'、２００"'）への信号通信に関するスケジューリング情報を受信す
るように構成され、
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、前記無線インタフェース（Ｔ３１、Ｒ３１）を介して前記
サービングアクセスノード（１００－１）からの通信信号（１２－１）と前記更なる移動
端末（２００'、２００"'）への前記信号通信に起因する干渉信号（１２－２'、１３－１
'）とを受信するように構成され、
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、前記受信した外部のスケジューリング情報に基づいて前記
通信信号（１２－１）から前記干渉信号（１２－２'、１３－１'）の少なくとも信号部分
を除去するように構成され、
　前記スケジューリング情報は、前記更なる移動端末（２００'、２００"'）への前記信
号通信に使用される、周波数リソース割当、及び、時間リソース割当のうちの少なくとも
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いずれかを示すことを特徴とする移動端末（２００）。
【請求項１８】
　前記プロセッサ（Ｐ３）は、請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載の方法のステッ
プの実行を制御するように構成されたことを特徴とする請求項１７記載の移動端末。
【請求項１９】
　ネットワークデバイスのプロセッサ（Ｐ１）により実行されるコンピュータプログラム
であって、
　請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法のステップを実行するように構成された
コードを含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　移動端末（２００）のプロセッサ（Ｐ３）により実行されるコンピュータプログラムで
あって、
　請求項１２乃至１４のいずれか１項に記載の方法のステップを実行するように構成され
たコードを含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　請求項１５又は１６記載のネットワークデバイスと、請求項１７又は１８記載の移動端
末（２００）とを備えることを特徴とするシステム。
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