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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線ネットワークにおいて干渉を緩和する方法
を提供する。
【解決手段】第１の基地局は、第１の時間間隔において
オーバーヘッドチャネルを送信し、第２の基地局は、第
１の時間間隔とは重複していない第２の時間間隔におい
てオーバーヘッドチャネルを送信する。複数の基地局は
異なるフレームのタイミングを有することができ、それ
は複数のサブフレームの整の数および／または複数のシ
ンボルの期間の整の数だけオフセットされる。あるいは
、複数の基地局は、同じフレームのタイミングを有する
ことができ、第１および第２の複数の時間間隔は、異な
る複数のインデックスを有する重複していない複数のシ
ンボルの期間をカバーする。また、各干渉する基地局に
、隣の複数の基地局から複数のオーバーヘッドチャネル
が伝送される複数の時間間隔の間中にその送信するパワ
ーを減らすことができる。
【選択図】図４Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を具備する、無線通信のための方法：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること、前
記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔にお
いて第２の基地局から送信される；および
　前記第１の基地局に対する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オーバ
ーヘッドチャネルを処理すること。
【請求項２】
　更に下記を具備する、請求項１に記載の方法：
　前記第２の時間間隔において前記第２の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信
すること；および
　前記第２の基地局に対する情報を回復するために、前記第２の基地局からの前記オーバ
ーヘッドチャネルを処理すること。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整の
数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレ
ームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は
、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームの
インデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の整
の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフ
レームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔
は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期
間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整の
数および複数のシンボルの期間の整の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミ
ングからオフセットされる第１のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前
記第１および第２の複数の時間間隔は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基
づいて決定される同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシン
ボルの期間をカバーする。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフレ
ームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は
、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの
期間をカバーする。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第１の基地局からの前
記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第１の時間間隔の間中に送
信するパワーを減らす。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、前記第２の基地局からの前
記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第２の時間間隔の間中に送
信するパワーを減らす。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第２の基地局は、第１の時間間隔を具備する
サブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス（ＭＢ
ＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフレームとして設定し、前記サブフ
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レーム中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対しては制御情報を送信し、および前記サブ
フレームの残りの部分においては送信しない。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要な同期信号
、副次的な同期信号、物理的なブロードキャストのチャネル（ＰＢＣＨ）、物理的な制御
のフォーマットのインディケータのチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理的なダウンリンクの
制御のチャネル（ＰＤＣＣＨ）、および物理的なＨＡＲＱのインディケータのチャネル（
ＰＨＩＣＨ）の内の少なくとも１つを具備する。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、各フレーム中の
複数のサブフレームのサブセットにおいて、前記第１および第２の複数の基地局によって
送信される。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、各サブフレーム
中の複数のシンボルの期間のサブセットにおいて、前記第１および第２の複数の基地局に
よって送信される。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要の同期信号
および副次的な同期信号を具備する、前記方法は更に下記を具備する：
　前記第１の基地局からの前記主要および副次的な複数の同期信号に基づいて前記第１の
基地局を検出すること；および
　前記第２の基地局からの前記主要および副次的な複数の同期信号に基づいて前記第２の
基地局を検出すること。
【請求項１４】
　更に下記を具備する請求項１に記載の方法：
　第３の時間間隔において前記第１の基地局から基準信号を受信すること、前記基準信号
は、前記第３の時間間隔とは重複していない第４の時間間隔において前記第２の基地局か
ら送信される；および
　前記第１の基地局に対するチャネルの情報を得るために、前記第１の基地局からの前記
基準信号を処理すること。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、前記第２の基地局の第２の
送信するパワーレベルよりも低い第１の送信するパワーレベルを有する。
【請求項１６】
　請求項１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は制限されないアクセスを有し
、前記第２の基地局は制限されるアクセスを有する。
【請求項１７】
　更に下記を具備する請求項１に記載の方法：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを受信すること、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第１の基
地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に送信す
るパワーを減らす。
【請求項１８】
　　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するための手
段、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間
隔において第２の基地局から送信されている；および
　前記第１の基地局に対する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オーバ
ーヘッドチャネルを処理するための手段。
【請求項１９】
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　請求項１８に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整
の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフ
レームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔
は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレーム
のインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の
整の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１の
フレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間
隔は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの
期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
【請求項２１】
　請求項１８に記載の装置、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフ
レームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔
は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボル
の期間をカバーする。
【請求項２２】
　更に下記を具備する、請求項１８に記載の装置：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを受信するための手段、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第
１の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に
送信するパワーを減らす。
【請求項２３】
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するように、
および前記第１の基地局に対する情報を回復するために前記第１の基地局からの前記オー
バーヘッドチャネルを処理するように、構成される少なくとも１つのプロセッサ、ここに
おいて前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間
間隔において第２の基地局から送信される。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整
の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフ
レームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔
は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレーム
のインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
【請求項２５】
　請求項２３に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の
整の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１の
フレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間
隔は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの
期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
【請求項２６】
　請求項２３に記載の装置、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフ
レームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔
は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボル
の期間をカバーする。
【請求項２７】
　請求項２３に記載の装置、ここにおいて前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１
および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第１の基地局
からデータを受信するように構成される、およびここにおいて前記第２の基地局は、前記
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第１の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために前記第３の時間間隔の間中に
送信するパワーを減らす。
【請求項２８】
　下記を具備する、コンピュータプログラム製品：
　コンピュータ読み取り可能な媒体、前記媒体は下記を具備する：
　　少なくとも１つのコンピュータに、第１の時間間隔において第１の基地局からオーバ
ーヘッドチャネルを受信させるためのコード、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１
の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局から送信されている、
および
　　少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の基地局に対する情報を回復するために
、前記第１の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理させるためのコード。
【請求項２９】
　下記を具備する、無線通信のための方法：
　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること；お
よび
　第１の時間間隔において前記第１の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信する
こと、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間
間隔において第２の基地局から送信されている。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整
の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフ
レームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔
は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレーム
のインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
【請求項３１】
　請求項２９に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の
整の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１の
フレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間
隔は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの
期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
【請求項３２】
　請求項２９に記載の方法、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフ
レームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔
は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボル
の期間をカバーする。
【請求項３３】
　更に下記を具備する、請求項２９に記載の方法：
　前記第２の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前
記第２の時間間隔の間中に前記第１の基地局の送信するパワーを減らすこと。
【請求項３４】
　更に下記を具備する、請求項２９に記載の方法：
　前記第２の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・
マルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフ
レームとして設定すること；
　前記サブフレーム中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対して制御情報を送信すること
；および
　前記サブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
【請求項３５】
　請求項２９に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要な同期信
号、副次的な同期信号、物理的なブロードキャストのチャネル（ＰＢＣＨ）、物理的な制
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御のフォーマットのインディケータのチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理的なダウンリンク
の制御のチャネル（ＰＤＣＣＨ）、および物理的なＨＡＲＱインディケータのチャネル（
ＰＨＩＣＨ）の内の少なくとも１つを具備する。
【請求項３６】
　更に下記を具備する、請求項２９に記載の方法：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを送信すること、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第１の基
地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に送信す
るパワーを減らす。
【請求項３７】
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成するための手
段；および
　第１の時間間隔において前記第１の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信する
ための手段、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２
の時間間隔において第２の基地局から送信されている。
【請求項３８】
　更に下記を具備する、請求項３７に記載の装置：
　前記第２の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前
記第２の時間間隔の間中に前記第１の基地局の送信するパワーを減らすための手段。
【請求項３９】
　更に下記を具備する、請求項３７に記載の装置：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを送信するための手段、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第
１の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に
送信するパワーを減らす。
【発明の詳細な説明】
【関連技術】
【０００１】
　本出願は、本出願人にその権利が譲渡され、本願において参考文献とされている仮米国
特許出願第６１／０４３１０２号（２００８年４月７日に出願された「ＲＡＮＧＥ　ＥＸ
ＴＥＮＳＩＯＮ　ＷＩＴＨ　ＴＩＭＩＮＧ　ＯＦＦＳＥＴ」）、および仮米国特許出願第
６１／０５５１３０号（２００８年５月２１日に出願された「ＬＯＮＧ　ＴＥＲＭ　ＩＮ
ＴＥＲＦＥＲＥＮＣＥ　ＡＶＯＩＤＡＮＣＥ　ＷＩＴＨ　ＦＯＲＷＡＲＤ　ＬＩＮＫ　Ｃ
ＯＮＴＲＯＬ　ＢＬＡＮＫＩＮＧ」）、の両者に基づいて優先権を主張している。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関するものであり、そしてより明確には無線通信ネットワーク
において複数のオーバーヘッドチャネルを送信するための複数の技術に関するものである
。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、伝達、放送等のような様々
な通信内容を提供するために広く展開される。これらの無線ネットワークは、利用可能な
複数のネットワーク資源を共有することによりマルチプルなユーザを支援することが可能
であるマルチプルアクセスのネットワークであることができる。そのようなマルチプルア
クセスのネットワークの複数の例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分
割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、
直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワークおよび単一キャリアのＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ）ネットワークを含む。
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【０００４】
　無線通信ネットワークは、多くのユーザ機器（ＵＥｓ）に対する通信をサポートするこ
とができる多くの基地局を含むことができる。基地局は、そのカバレッジ内の複数のＵＥ
に対して様々なオーバーヘッドチャネルを送信することができる。該基地局からの該複数
のオーバーヘッドチャネルは、隣の複数の基地局からの複数の送信に起因する干渉を観測
することができる。この干渉は、いくつかのＵＥでは強いことがあり、およびこれらＵＥ
のパフォーマンスを劣化し得る。従って、パフォーマンスを向上するために、複数のオー
バーヘッドチャネル上の干渉を緩和する複数の技術に対する必要性が、当該技術分野にお
いてある。
【発明の概要】
【０００５】
　無線通信ネットワークにおける複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するため
の複数の技術がここに記述される。基地局は、そのカバレッジ内の複数のＵＥに対して様
々なオーバーヘッドチャネルを送信することができる。オーバーヘッドチャネルは、ネッ
トワークのオペレーションをサポートするために使用される信号あるいはチャネルの何れ
を具備することができ、ならびに全てのＵＥに送信されることができる。例えば、オーバ
ーヘッドチャネルは、ブロードキャストのチャネル、制御のチャネル、同期のチャネル、
ページングのチャネル等であることができる。チャネルはまた、信号、送信等として参照
されることができる。
【０００６】
　ある観点では、該オーバーヘッドチャネル上の干渉は、（ｉ）重複していない複数の時
間間隔において異なる複数の基地局から該複数のオーバーヘッドチャネルを伝送すること
、および（ii）各々の干渉している基地局が、該複数のオーバーヘッドチャネルが隣の複
数の基地局によって伝送される該複数の時間間隔の間中に、その送信するパワーを減らす
ようにすること、によって緩和されることができる。これは、支配的な（dominant）干渉
のシナリオにおいてさえ、複数のＵＥに、複数の基地局からの該複数のオーバーヘッドチ
ャネルを確実に受信することを可能にすることができる。
【０００７】
　１つの設計では、ＵＥは、第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチ
ャネルを受信することができる。該オーバーヘッドチャネルは、第１の時間間隔とは重複
していない第２の時間間隔において、第２の基地局から送信されることができる。該ＵＥ
は、第１の基地局に対する情報を回復するために、第１の基地局からの該オーバーヘッド
チャネルを処理することができる。
【０００８】
　第１の基地局は第１のフレームのタイミングを有することができ、および第２の基地局
は、第２のフレームのタイミングを有することができる。１つの設計では、第１のフレー
ムのタイミングは、複数のサブレームの整の数だけ第２のフレームのタイミングからオフ
セットされることができる。この設計では、第１および第２の複数の時間間隔は、第１お
よび第２のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じサブフレームのインデック
スを有する、重複していない複数のサブフレーム中に属することができる。別の設計では
、第１のフレームのタイミングは、複数のシンボルの期間の整の数だけ第２のフレームの
タイミングからオフセットされることができる。この設計では、第１および第２の複数の
時間間隔は、第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシンボ
ルの期間のインデックスを有する、重複していない複数のシンボルの期間をカバーするこ
とができる。なお別の設計では、第１のフレームのタイミングは、複数のサブフレームの
整の数および複数のシンボルの期間の整の数だけ、第２のフレームのタイミングからオフ
セットされることができる。この設計では、第１および第２の複数の時間間隔は、該同じ
サブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属すること
ができ、あるいは該同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシ
ンボルの期間をカバーすることができる。なお別の設計では、第１および第２の複数の基
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地局は、該同じフレームのタイミングを有することができ、ならびに第１および第２の複
数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複
数のシンボルの期間をカバーすることができる。第１および第２の複数の時間間隔はまた
、他の複数の仕方において記述されることができる。
【０００９】
　１つのシナリオでは、第１の基地局は低いパワーの基地局であることができ、そして第
２の基地局は高いパワーの基地局であることができる。別のシナリオでは、第１の基地局
は制限されないアクセスを有することができ、そして第の基地局は制限されるアクセスを
有することができる。両方のシナリオにおいて、第２の基地局は、第１の基地局からの該
オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第１の時間間隔の間中にその送信
するパワーを減らすことができる。第１の基地局もまた、第２の基地局からの該オーバー
ヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第２の時間間隔の間中にその送信するパワ
ーを減らすことができる。
【００１０】
　またここに記述される該複数の技術は、基準の複数の信号／複数のパイロットおよびこ
とによると複数のデータチャネルの上の干渉を緩和するために使用されることができる。
本開示の様々な観点および特徴は、更に詳細に下に記述される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、無線通信ネットワークを示す図。
【図２】図２は、フレーム構成の例を示す図。
【図３】図３は、２つの基地局による複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す図。
【図４Ａ】図４Ａは、サブフレームのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネル
の送信を示す図。
【図４Ｂ】図４Ｂは、サブフレームのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネル
の送信を示すもう１つの図。
【図５Ａ】図５Ａは、シンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送
信を示す図。
【図５Ｂ】図５Ｂは、シンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送
信を示すもう１つの図。
【図６】図６は、サブフレームのオフセットとシンボルのオフセットを用いた複数のオー
バーヘッドチャネルの送信を示す図。
【図７】図７は、時分割多重化方式（ＴＤＭ）を用いた複数のオーバーヘッドチャネルの
送信を示す図。
【図８】図８は、オーバヘッドチャネルを受信するためのプロセスを示す図。
【図９】図９は、オーバヘッドチャネルを受信するための装置を示す図。
【図１０】図１０は、オーバヘッドチャネルを送信するためのプロセスを示す図。
【図１１】図１１は、オーバヘッドチャネルを送信するための装置を示す図。
【図１２】図１２は、基地局とＵＥを示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　ここに記述される該複数の技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のネットワークのような、様々な無線通信ネットワークのために使用
されることができる。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば置換可
能に使用される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上ラジオアクセス（ＵＴＲＡ
）、ｃｄｍａ２０００等のような無線技術を実施することができる。ＵＴＲＡは、広帯域
ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡのその他の複数の変形を含む。ｃｄ
ｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。Ｔ
ＤＭＡネットワークは、汎ヨーロッパディジタル移動通信システム（ＧＳＭ）（登録商標
）のような無線技術を実施することができる。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲ
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Ａ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．
２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ（登録商標）等のような無線技術を実施することができる。
ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・シ
ステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロング・ターム・エボリューシ
ョン（ＬＴＥ（登録商標）：Long Term Evolution）およびＬＴＥ－アドバンスド（ＬＴ
Ｅ－Ａ：LTE-Advanced）は、ダウンリンクではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンクではＳ
Ｃ－ＦＤＭＡを使用する、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴ
ＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パート
ナシップ計画」（３ＧＰＰ）と命名された組織からの複数の文書に記載されている。ｃｄ
ｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナシップ計画２」（３ＧＰＰ２）と命名
された組織からの複数の文書に記載されている。ここに記述される該複数の技術は、他の
無線ネットワークおよび無線技術と同様に、上に言及された無線ネットワークおよび無線
技術に対しても使用されることができる。明確さのために、該複数の技術のある複数の観
点が、ＬＴＥのために下に記述され、またＬＴＥの用語は、該下の記述の多くの中で使用
される。
【００１３】
　図１は、ＬＴＥネットワークまたは幾つかの他のネットワークであることができる無線
通信ネットワーク１００を示す。無線ネットワーク１００は、多くの発展型ノードＢ（ｅ
ＮＢｓ）１１０およびその他のネットワークの複数のエンティティ（entities）を含むこ
とができる。ｅＮＢは、該複数のＵＥと通信する局であることができ、そしてまた基地局
、ノードＢ、アクセスポイント等として参照されることができる。各ｅＮＢ　１１０は、
特定の地理的なエリアに対する通信のカバレッジを提供する。用語「セル」は、該用語が
使用される文脈に応じて、ｅＮＢのカバレッジのエリアおよび／またはこのカバレッジの
エリアをサービスする（serving）ｅＮＢサブシステムを指すことができる。
【００１４】
　ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセルおよび／または他のタイプのセルのた
めの通信のカバレッジを提供することができる。マクロセルは、比較的大きな地理的なエ
リア（例えば、半径において数キロメーター）をカバーすることができ、またサービスの
申し込みをした複数のＵＥによる制限のないアクセスを可能にすることができる。ピコセ
ルは、比較的小さな地理的なエリアをカバーすることができ、またサービスの申し込みを
した複数のＵＥによる制限のないアクセスを可能にすることができる。フェムトセルは、
比較的小さな地理的なエリア（例えば、ホーム）をカバーすることができ、また例えば，
限定加入者グループ（ＣＳＧ）に属している複数のＵＥのような、該フェムトセルと関連
を持っている複数のＵＥによる制限されるアクセスを可能にすることができる。マクロセ
ル用のｅＮＢは、マクロｅＮＢとして称されることができる。ピコセル用のｅＮＢは、ピ
コｅＮＢとして称されることができる。フェムトセル用のｅＮＢは、フェムトｅＮＢまた
はホームｅＮＢとして称されることができる。図１に示される該例において、ｅＮＢ　１
１０ａ、１１０ｂおよび１１０ｃは、それぞれマクロセル１０２ａ、１０２ｂおよび１０
２ｃのための複数のマクロｅＮＢであることができる。ｅＮＢ　１１０ｘは、ピコセル１
０２ｘのためのピコｅＮＢであることができる。ｅＮＢ　１１０ｙは、フェムトセル１０
２ｙのためのフェムトｅＮＢであることができる。異なるタイプの複数のｅＮＢは、異な
る送信するパワーレベルを有することができる。例えば、複数のマクロｅＮＢは、高い送
信するパワーレベル（例えば、２０ワット）を有することができるのに対して、ピコおよ
びフェムトの複数のｅＮＢは、低い送信するパワーレベル（例えば、１ワット）を有する
ことができる。
【００１５】
　無線ネットワーク１００はまた、複数の中継局を含むことができる。中継局は、アップ
ストリーム（upstream）の局からのデータおよび／または他の情報の送信を受信する局で
あり、ならびにダウンストリーム（downstream）の局へ該データおよび／または他の情報
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の送信を伝送する局である。アップストリームの局は、ｅＮＢ、別の中継局あるいはＵＥ
であることができる。ダウンストリームの局は、ＵＥ、別の中継局あるいはｅＮＢである
ことができる。中継局はまた、他の複数の端末のための送信を中継する端末であることが
できる。
【００１６】
　ネットワーク制御装置１３０は、複数のｅＮＢのセットに結合されることができ、そし
てこれらのｅＮＢに対して調整と制御を提供する。ネットワーク制御装置１３０は、単一
のネットワークのエンティティあるいはネットワークの複数のエンティティの集まりであ
ることができる。ネットワーク制御装置１３０は、バックホールを介して複数のｅＮＢ　
１１０と通信することができる。複数のｅＮＢ　１１０はまた、例えば、無線あるいは有
線のインターフェースを介して直接的にあるいは間接的に互いに通信し合うことができる
。
【００１７】
　複数のＵＥ　１２０は、該無線ネットワークの全体にわたって分散されることができ、
また各ＵＥは、固定あるいは移動可能であることができる。ＵＥはまた、移動局、端末、
アクセス端末、加入者ユニット、局等として参照されることができる。ＵＥは、携帯電話
、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線のモデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、
ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ローカル・ループ（ＷＬＬ）局等であ
ることができる。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップリンクを介してｅＮＢと通信するこ
とができる。該ダウンリンク（または順方向リンク）は、該ｅＮＢから該ＵＥへの通信リ
ンクを指し、また該アップリンク（または逆方向リンク）は、該ＵＥから該ｅＮＢへの通
信リンクを指す。図１では、単一の矢印のついた実線は、ｅＮＢからＵＥへの望ましい（
desired）送信を示す。単一の矢印のついた点線は、ｅＮＢからのＵＥに対する干渉する
送信を示す。アップリンクの複数の送信は、単純さのために図１に示されない。
【００１８】
　図２は、ＬＴＥにおいて使用されるフレーム構成を示す。該ダウンリンクのための送信
のタイムライン(transmission timeline)は、複数の無線のフレーム（radio frames）の
複数のユニットへ分割されることができる。各無線のフレームは、所定の持続期間（例え
ば、１０ミリセカンド（ｍｓ））を有することができ、そして０から９までの複数のイン
デックスがついた１０のサブフレームへ分割されることができる。各サブフレームは、２
つのスロット（slots）を含むことができる。各無線のフレームは、このように０から１
９までの複数のインデックスがついた２０のスロットを含むことができる。各スロットは
、Ｌのシンボルの期間、例えば、（図２に示されるような）標準の（normal）周期的なプ
レフィックス（cyclic prefix）のためにはＬ＝７のシンボルの期間、あるいは拡張され
た周期的なプレフィックスのためにはＬ＝６のシンボルの期間を含むことができる。各サ
ブフレーム中の該２Ｌのシンボルの期間は、０から２Ｌ－１までの複数のインデックスを
割り当てられることができる。
【００１９】
　ＬＴＥでは、図２に示されるように、標準の周期的なプレフィックスを有する各無線の
フレーム中のサブフレーム０および５の各々の中で、主要な同期信号（「ＰＳＣ」として
示される）および副次的な同期信号（「ＳＳＣ」として示される）は、それぞれシンボル
の期間６および５の中で伝送されることができる。該複数の同期信号は、取得（acquisit
ion）－のために該複数のＵＥによって使用されることができる。物理的なブロードキャ
ストのチャネル（ＰＢＣＨ）は、４つの連続的な無線のフレームのスロット１における４
つのシンボルの期間において伝送されることができる。ＰＢＣＨは、ブロードキャストの
チャネル（ＢＣＨ）を運ぶことができ、それは更に、資源のブロックの数、送信するアン
テナの数、システムのフレームの番号、他のシステム情報等を含むマスタ情報のブロック
（ＭＩＢ）を運ぶことができる。
【００２０】
　物理的な制御のフォーマットのインディケータのチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理的な
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ダウンリンクの制御のチャネル（ＰＤＣＣＨ）、および物理的なＨＡＲＱのインディケー
タのチャネル（ＰＨＩＣＨ）は、各サブフレームの最初のＭの複数のシンボルの期間にお
いて伝送されることができる、ここにおいて１≦Ｍ≦３であるところの。単純さのため、
ＰＣＦＩＣＨのみが図２に示される。ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣＣＨのために使用される複
数のＯＦＤＭのシンボルを運ぶことができる。ＰＤＣＣＨは、複数のＵＥのためおよびダ
ウンリンクの複数のチャネルのための資源割振りについての情報を運ぶことができる。Ｐ
ＨＩＣＨは、ハイブリッドの自動再送（ＨＡＲＱ：hybrid automatic retransmission）
をサポートするための情報を運ぶことができる。該複数の同期信号、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩ
ＣＨ、ＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨは、異なるタイプのオーバーヘッドチャネルとして見
なされることができる。他の複数のオーバーヘッドチャネルもまた、該ダウンリンク上で
伝送されることができる。ＬＴＥにおける該複数のオーバーヘッドチャネルは、「発展型
ユニバーサル地上ラジオアクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理的なチャネルおよび変調」と題
された、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１の中に記載され、それは公的に利用可能である。
【００２１】
　図３は、同期網における２つのｅＮＢ　ＡおよびＢによるオーバーヘッドチャネルの送
信を示す。該複数のｅＮＢは、同期網において該同じフレームのタイミングを有すること
ができ、ならびにサブフレーム０は、両方のｅＮＢに対して、おおよそ該同じ時間Ｔ0か
らスタートすることができる。この場合において、２つのｅＮＢのＰＣＦＩＣＨ、ＰＳＣ
、ＳＳＣ、およびＰＢＣＨは、（図３に示されるように）時間において整列されることが
でき、そして複数の該ＵＥにおいてお互いに干渉し得る。
【００２２】
　無線ネットワーク１００は、例えば、複数のマクロｅＮＢ、複数のピコｅＮＢ、複数の
フェムトｅＮＢ等の異なるタイプの複数のｅＮＢを備えた異種ネットワークであることが
できる。これらの異なるタイプの複数のｅＮＢは、異なるパワーレベルで送信し、異なる
カバレッジのエリアを持ち、ならびに無線ネットワークにおける干渉上に異なる影響を与
えることができる。
【００２３】
　ＵＥは、マルチプルな複数のｅＮＢの該カバレッジ内にあることができる。これらのｅ
ＮＢのうちの１つは、該ＵＥをサービスするために選択されることができる。該サービス
するｅＮＢは、信号対雑音比（ＳＮＲ）、パスの損失（pathloss）等のような様々な基準
に基づいて選択されることができる。
【００２４】
　該ＵＥは、該ＵＥが1つまたは複数の干渉するｅＮＢからの高い干渉を観測することが
できる支配的な干渉のシナリオにおいて作動することができる。支配的な干渉のシナリオ
は、範囲の拡張によって生じることができ、それは、該ＵＥがより低いパスの損失および
より低いＳＮＲを有するｅＮＢに対して接続するシナリオである。該ＵＥは、２つのｅＮ
Ｂ　ＸおよびＹから複数の信号を受信することができ、そしてｅＮＢ　ＹよりもｅＮＢ　
Ｘのためにより低い受信されるパワーを保持することができる。それにも拘わらず、ｅＮ
Ｂ　Ｘに対する該パスの損失が、ｅＮＢ　Ｙに対する該パスの損失より低い場合は、該Ｕ
ＥがｅＮＢ　Ｘに接続することは望ましくあり得る。これは、ｅＮＢ　Ｙ（それはマクロ
ｅＮＢであり得る）と比較して、ｅＮＢ　Ｘ（それはピコｅＮＢであり得る）がよりはる
かに低い送信するパワーを有する場合は、そうであることができる。より低いパスの損失
を有するｅＮＢ　Ｘに該ＵＥを接続させることによって、与えられたデータレート（data
 rate）を達成するために該ネットワークに対してより少ない干渉を引き起こすことがで
きる。
【００２５】
　支配的な干渉のシナリオはまた、制限されるアソシエーション（association）によっ
て生じることができる。該ＵＥはｅＮＢ　Ｙの近くであることができ、そしてｅＮＢ　Ｙ
に対して高い受信されるパワーを有することができる。しかしながら、ｅＮＢ　Ｙは、制
限されるアクセスを有することができ、および該ＵＥは、ｅＮＢ　Ｙに対して接続するこ
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とを許可されないことがあり得る。該ＵＥは、その場合はより低い受信されるパワーを有
する制限されないｅＮＢ　Ｘに接続することができ、またその場合はｅＮＢ　Ｙからの高
い干渉を観測することができる。
【００２６】
　ある観点では、複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉は、（ｉ）重複していない複数
の時間間隔において異なる複数のｅＮＢから該複数のオーバーヘッドチャネルを送信する
こと、および（ii）該複数のオーバーヘッドチャネルが隣の複数のｅＮＢによって伝送さ
れる該複数の時間間隔の間中に各干渉するｅＮＢがその送信するパワーを減らすようにす
ること、によって緩和されることができる。これは、該ＵＥが、支配的な干渉のシナリオ
においてさえ、該複数のｅＮＢから該複数のオーバーヘッドチャネルを確実に受信するこ
とを可能にすることができる。
【００２７】
　１つの設計では、サブフレームのオフセットは、該複数のサブフレームのうちの幾つか
だけの中で伝送される該複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用さ
れることができる。サブフレームのオフセットでは、ｅＮＢの該フレームのタイミングは
、別のｅＮＢの該フレームのタイミングに関して複数のサブフレームの整の数だけ移動さ
せることができる。サブフレームのオフセットは、各フレームのサブフレーム０から５の
中で伝送されるＰＳＣ、ＳＳＣ、ＰＣＦＩＣＨおよび他の複数のオーバーヘッドチャネル
上の干渉を緩和するために使用されることができる。
【００２８】
　図４Ａは、範囲の拡張のシナリオにおける、サブフレームのオフセットを用いた複数の
オーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、高いパワーのｅＮＢ（例え
ば、マクロｅＮＢ）は、時間Ｔ１において生じるサブフレーム０の該スタートを備えた第
１のフレームのタイミングを有することができる。低いパワーのｅＮＢ（例えば、ピコま
たはフェムトのｅＮＢ）は、時間Ｔ２において生じるサブフレーム０の該スタートを備え
た第２のフレームのタイミングを有することができる。第２のフレームのタイミングは、
ＴＳＦ＿ＯＳのオフセットだけ第１のフレームのタイミングからオフセットされることが
でき、それは、図４Ａの中で示される例において１つのサブフレームに等しくあることが
できる。該低いパワーのｅＮＢの該複数のサブフレームは、従って該高いパワーのｅＮＢ
の該複数のサブフレームから１つのサブフレームだけ移動されることができる。例えば、
該低いパワーのｅＮＢのサブフレーム０は、該高いパワーのｅＮＢのサブフレーム１と時
間において整列されることができ、該低いパワーのｅＮＢのサブフレーム１は、該高いパ
ワーのｅＮＢのサブフレーム２と時間において整列されることができる等。
【００２９】
　該高いパワーのｅＮＢは、第１のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレ
ーム０と５の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該低いパ
ワーのｅＮＢは、よりはるかに低い送信するパワーを有することができ、および該高いパ
ワーのｅＮＢの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことがで
きない。該低いパワーのｅＮＢは、サブフレーム９および４の中で送信することができ、
それは該高いパワーのｅＮＢのサブフレーム０および５と重複することができる。
【００３０】
　該低いパワーのｅＮＢは、第２のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレ
ーム０および５の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該低
いパワーのｅＮＢのサブフレーム０および５は、該高いパワーのｅＮＢのサブフレーム１
および６と重複することができる。該高いパワーのｅＮＢは、該低いパワーのｅＮＢの該
複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、および従って
、サブフレーム１および６の中でその送信するパワー減らすことができる。その時は、該
低いパワーのｅＮＢからの該複数のオーバーヘッドチャネルを受信している複数のＵＥは
、高いパワーのｅＮＢからのより少ない干渉を観測することができる。
【００３１】
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　図４Ｂは、制限されるアソシエーションのシナリオにおけるサブフレームのオフセット
を用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、制限されな
いｅＮＢ（例えば、マクロｅＮＢ）は、時間Ｔ１において生じるサブフレーム０の該スタ
ートを備えた第１のフレームのタイミングを有することができる。第１の制限されるｅＮ
Ｂ（例えば、フェムトｅＮＢ）は、時間Ｔ２において生じるサブフレーム０の該スタート
を備えた第２のフレームのタイミングを有することができる。第２の制限されるｅＮＢ（
例えば、別のフェムトｅＮＢ）は、時間Ｔ３において生じるサブフレーム０の該スタート
を備えた第３のフレームのタイミングを有することができる。第２のフレームのタイミン
グは、ＴＳＦ＿ＯＳのオフセットだけ第１のフレームのタイミングからオフセットされる
ことができ、それは１つのサブフレームに等しくあることができる。第３のフレームのタ
イミングは、ＴＳＦ_ＯＳのオフセットだけ第２のフレームのタイミングからオフセット
されることができる。第１の制限されるｅＮＢの該複数のサブフレームは、このように該
制限されないｅＮＢの該複数のサブフレームから1つのサブフレームだけ移動されること
ができる。第２の制限されるｅＮＢの該複数のサブフレームもまた、第１の制限されるｅ
ＮＢの該複数のサブフレームから１つのサブフレームだけ移動されることができる。
【００３２】
　該制限されないｅＮＢは、第１のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレ
ーム０および５の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。第１
および第２の制限される複数のｅＮＢは、それらの近辺（vicinity）に近いが、これらの
制限される複数のｅＮＢにアクセスすることができない複数のＵＥに対して高い干渉を引
き起こすことができる。これらのＵＥは、該制限されないｅＮＢに接続することができ、
および該制限される複数のｅＮＢからの高い干渉を観測することができる。第１の制限さ
れるｅＮＢは、このようにそのサブフレーム９および４の中で送信するパワーを減らすこ
とができ、それは該制限されないｅＮＢのサブフレーム０および５と重複することができ
る。第２の制限されるｅＮＢは、そのサブフレーム８および３の中でその送信するパワー
を減らすことができ、それは該制限されないｅＮＢのサブフレーム０および５と重複する
ことができる。その時は、該制限されないｅＮＢから該複数のオーバーヘッドチャネルを
受信している複数のＵＥは、該制限される複数のｅＮＢからのより少ない干渉を観測する
ことができる。
【００３３】
　第１の制限されるｅＮＢは、第２のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフ
レーム０および５の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該
制限されないｅＮＢは、第１の制限されるｅＮＢの該複数のオーバーヘッドチャネルに対
して高い干渉を引き起こすことができず、また従ってそのサブフレーム１および６の中で
送信することができ、それは第１の制限されるｅＮＢのサブフレーム０および５と重複す
ることができる。第２の制限されるｅＮＢは、第１の制限されるｅＮＢの該複数のオーバ
ーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従ってそのサブフレー
ム９および４の中でその送信するパワーを減らし、それは第１の制限されるｅＮＢのサブ
フレーム０および５と重複することができる。その時は、第１の制限されるｅＮＢからの
該複数のオーバーヘッドチャネルを受信している複数のＵＥは、第２の制限されるｅＮＢ
からのより少ない干渉を観測することができる。
【００３４】
　第２の制限されるｅＮＢは、第３のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフ
レーム０および５の中でその複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。該
制限されないｅＮＢは、第２の制限されるｅＮＢの該複数のオーバーヘッドチャネルに対
して高い干渉を引き起こすことができず、また従ってそのサブフレーム２および７の中で
送信することができ、それは第２の制限されるｅＮＢのサブフレーム０および５と重複す
ることができる。第１の制限されるｅＮＢは、第２の制限されるｅＮＢの該複数のオーバ
ーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従ってそのサブフレー
ム１および６の中でその送信するパワーを減らすことができ、それは第２の制限されるｅ
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ＮＢのサブフレーム０および５と重複することができる。その時は、第２の制限されるｅ
ＮＢからの該複数のオーバーヘッドチャネルを受信している複数のＵＥは、第１の制限さ
れるｅＮＢからのより少ない干渉を観測することができる。
【００３５】
　図４Ａおよび４Ｂは、異なる複数のｅＮＢの該フレームのタイミングが他のものから１
つのサブフレームだけオフセットされる複数の設計を示す。一般に、異なる複数のｅＮＢ
の該フレームのタイミングは、何れの適切な量だけオフセットされることができる。例え
ば、該フレームのタイミングは、マルチプルな複数のサブフレームあるいはサブフレーム
の断片（例えば、スロット）だけオフセットされることができる。
【００３６】
　別の設計では、シンボルのオフセットは、サブフレーム中の該シンボルの期間の幾つか
だけにおいて伝送される複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用さ
れることができる。シンボルのオフセットでは、ｅＮＢの該フレームのタイミングは、別
のｅＮＢの該フレームのタイミングに関して複数のシンボルの期間の整の数だけ移動され
ることができる。シンボルのオフセットは、各サブフレームのシンボルの期間０からＭ－
１までにおいて伝送される該複数のオーバーヘッドチャネル（例えば、ＰＣＦＩＣＨ、Ｐ
ＨＩＣＨおよびＰＤＣＣＨ）の衝突を回避するために使用されることができる。シンボル
のオフセットはまた、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス（
ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）の複数のサブフレームを除く各サブフ
レームの指定された複数のシンボルの期間において伝送されることができるセル－特有な
（cell-specific）基準信号上の干渉を避けるまたは緩和するために使用することができ
る。
【００３７】
　図５Ａは、範囲の拡張のシナリオにおけるシンボルのオフセットを用いた複数のオーバ
ーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、高いパワーのｅＮＢは、時間Ｔ１

において生じるサブフレーム０の該スタートを備えた第１のフレームのタイミングを有す
ることができる。低いパワーのｅＮＢは、時間Ｔ２において生じるサブフレーム０の該ス
タートを備えた第２のフレームのタイミングを有することができる。第２のフレームのタ
イミングは、ＴＳＹＭ＿ＯＳのオフセットだけ第１のフレームのタイミングから遅らせる
またはオフセットされることができ、それは図５Ａの中の例において示される１つのシン
ボルの期間に等しくあることができる。あるいは、第２のフレームのタイミングは、ＴＳ

ＹＭ＿ＯＳだけ第１のフレームのタイミングに関連して進められることができる。どちら
の場合でも、該低いパワーのｅＮＢの該複数のサブフレームは、該高いパワーのｅＮＢの
該複数のサブフレームから１つのシンボルの期間だけ移動されることができる。
【００３８】
　図５Ａの中で示される例において、該高いパワーのｅＮＢは、第１のフレームのタイミ
ングに基づいて決定される各サブフレームのシンボルの期間０においてオーバーヘッドチ
ャネル（例えば、ＰＣＦＩＣＨ）を伝送することができる。該低いパワーのｅＮＢは、該
高いパワーのｅＮＢの該オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことがで
きず、また従って各サブフレームのシンボルの期間１３において送信することができ、そ
れは該高いパワーのｅＮＢの各サブフレームのシンボルの期間０と重複することができる
。
【００３９】
　該低いパワーのｅＮＢは、第２のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブフ
レームのシンボルの期間０においてオーバーヘッドチャネルを伝送することができ、それ
は該高いパワーのｅＮＢの各サブフレームのシンボルの期間１と重複することができる。
該高いパワーのｅＮＢは、該低いパワーのｅＮＢの該オーバーヘッドチャネルに対して高
い干渉を引き起こすことができ、また従って該低いパワーのｅＮＢに対する干渉を減らす
ために各サブフレームのシンボルの期間１においてその送信するパワーを減らすことがで
きる。その時は、低いパワーのｅＮＢから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数
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のＵＥは、該高いパワーのｅＮＢからのより少ない干渉を観測することができる。該高い
パワーのｅＮＢは、各サブフレームの該残りの複数のシンボルの期間において名目上のパ
ワーレベルで送信することができる。あるいは、該高いパワーのｅＮＢは、該低いパワー
のｅＮＢからの基準信号および／またはデータのチャネルに対する干渉を減らすようにサ
ブフレームの該残りに対してその送信するパワーを減らすことができる。
【００４０】
　図５Ｂは、制限されるアソシエーションのシナリオにおけるシンボルのオフセットを用
いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、制限されないｅ
ＮＢは、時間Ｔ１において生じるサブフレーム０の該スタートを備えた第１のフレームの
タイミングを有することができる。第１の制限されるｅＮＢは、時間Ｔ２において生じる
サブフレーム０の該スタートを備えた第２のフレームのタイミングを有することができる
。第２の制限されるｅＮＢは、時間Ｔ３において生じるサブフレーム０の該スタートを備
えた第３のフレームのタイミングを有することができる。第２のフレームのタイミングは
、ＴＳＹＭ＿ＯＳのオフセットだけ第１のフレームのタイミングからオフセットされるこ
とができ、それは１つのシンボルの期間と等しくあることができる。第３のフレームのタ
イミングは、ＴＳＹＭ＿ＯＳのオフセットだけ第２のフレームのタイミングからオフセッ
トされることができる。第２の制限されるｅＮＢの該複数のサブフレームは、従って第１
の制限されるｅＮＢの該複数のサブフレームから１つのシンボルの期間だけ移動されるこ
とができ、それは該制限されないｅＮＢの該複数のサブフレームから１つのシンボルの期
間だけ移動されることができる。
【００４１】
　該制限されないｅＮＢは、第１のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブフ
レームのシンボルの期間０においてオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。第
１および第２の制限される複数のｅＮＢは、それらの近辺の近くに配置されるが、該制限
される複数のｅＮＢにアクセスできないことにより、制限されないｅＮＢに接続される複
数のＵＥに対して高い干渉を引き起こすことができる。第１の制限されるｅＮＢは、従っ
て各サブフレームのシンボルの期間１３においてその送信するパワーを減らすことができ
る。第２の制限されるｅＮＢは、各サブフレームのシンボルの期間１２においてその送信
するパワーを減らすことができる。その時は、該制限されないｅＮＢから該オーバーヘッ
ドチャネルを受信している複数のＵＥは、該制限される複数のｅＮＢからのより少ない干
渉を観測することができる。
【００４２】
　第１の制限されるｅＮＢは、第２のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブ
フレームのシンボルの期間０においてオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。
該制限されないｅＮＢは、第１の制限されるｅＮＢの該オーバーヘッドチャネルに対して
高い干渉を引き起こすことができず、また従って各サブフレームのシンボルの期間１にお
いて伝送することができる。第２の制限されるｅＮＢは、第１の制限されるｅＮＢの該オ
ーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従って各サブフレ
ームのシンボルの期間１３においてその送信するパワーを減らすことができる。その時は
、第１の制限されるｅＮＢから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のＵＥは、
第２の制限されるｅＮＢからのより少ない干渉を観測することができる。
【００４３】
　第２の制限されるｅＮＢは、第３のフレームのタイミングに基づいて決定される各サブ
フレームのシンボルの期間０においてオーバーヘッドチャネルを送信することができる。
該制限されないｅＮＢは、第２の制限されるｅＮＢの該オーバーヘッドチャネルに対して
高い干渉を引き起こすことができず、また従って各サブフレームのシンボルの期間２にお
いて送信することができる。第１の制限されるｅＮＢは、第２の制限されるｅＮＢの該オ
ーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、また従って各サブフレ
ームのシンボルの期間１においてその送信するパワーを減らすことができる。その時は、
第２の制限されるｅＮＢから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のＵＥは、第
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１の制限されるｅＮＢからのより少ない干渉を観測することができる。
【００４４】
　図５Ａおよび５Ｂは、異なる複数のｅＮＢの該フレームのタイミングが１つの他のもの
からの１つのシンボルの期間だけオフセットされる複数の設計を示す。一般に、異なる複
数のｅＮＢの該フレームのタイミングは、該（複数の）オーバーヘッドチャネル上の干渉
を回避するために、何れの適切な量だけオフセットされることができる。例えば、該フレ
ームのタイミングは、該（複数の）オーバーヘッドチャネルがＭのシンボルの期間におい
て伝送される場合は、Ｍのシンボルの期間だけオフセットされることができる。
【００４５】
　まだ別の設計では、シンボルのオフセットおよびサブフレームのオフセットの組み合わ
せは、複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる
。サブフレームのオフセットは、ある複数のサブフレーム中で伝送される複数のオーバー
ヘッドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。シンボルのオフセッ
トは、サブフレームのある複数のシンボルの期間において伝送される複数のオーバーヘッ
ドチャネル上の干渉を緩和するために使用されることができる。
【００４６】
　図６は、サブフレームのオフセットとシンボルのオフセットを用いた複数のオーバーヘ
ッドチャネルの送信の設計を示す。この設計では、高いパワーのまたは制限されるｅＮＢ
　Ｙ（例えば、マクロｅＮＢまたはフェムトｅＮＢ）は、時間Ｔ１において生じるサブフ
レーム０の該スタートを備えた第１のフレームのタイミングを有することができる。低い
パワーのまたは制限されないｅＮＢ　Ｘ（例えば、ピコｅＮＢ）は、時間Ｔ２において生
じるサブフレーム０の該スタートを備えた第２のフレームのタイミングを有することがで
きる。第２のフレームのタイミングは、ＴＯＳのオフセットだけ第１のフレームのタイミ
ングからオフセットされることができ、それは図６に示される例において１つのサブフレ
ームに１つのシンボルの期間を加えたものに等しくあることができる。
【００４７】
　図６に示される例において、ｅＮＢ　Ｙは、各サブフレームのシンボルの期間０におい
てオーバーヘッドチャネル（例えば、ＰＣＦＩＣＨ）を伝送することができ、ならびに第
１のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレーム０および５の中で他の複数
のオーバーヘッドチャネル（例えば、ＰＳＣ、ＳＳＣおよびＰＢＣＨ）を伝送することが
できる。ｅＮＢ　Ｘは、ｅＮＢ　Ｙの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉
を引き起こすことができず、また従ってｅＮＢ　Ｙが該複数のオーバーヘッドチャネルを
伝送する該複数の時間間隔の間中に送信することができる。
【００４８】
　ｅＮＢ　Ｘは、各サブフレームのシンボルの期間０においてオーバーヘッドチャネルを
伝送することができ、そして第２のフレームのタイミングに基づいて決定されるサブフレ
ーム０および５の中で他の複数のオーバーヘッドチャネルを伝送することができる。ｅＮ
Ｂ　Ｙは、ｅＮＢ　Ｘの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こす
ことができ、また従ってｅＮＢ　Ｘが該複数のオーバーヘッドチャネルを伝送するところ
の該複数の時間間隔の間中に、その送信するパワーを減らすことができる。その時は、ｅ
ＮＢ　Ｘから該オーバーヘッドチャネルを受信している複数のＵＥは、ｅＮＢ　Ｙからの
より少ない干渉を観測することができる。
【００４９】
　一般に、異なる複数のｅＮＢは、サブフレームのオフセットだけ（例えば、図４Ａある
いは４Ｂの中で示されるように）、またはシンボルのオフセットだけ（例えば、図５Ａあ
るいは５Ｂの中で示されるように）、またはサブフレームのオフセットとシンボルのオフ
セットの両方（例えば、図６に示されるように）、または何か他のフレームのタイミング
のオフセットを利用することができる。異なる複数のｅＮＢの間の該フレームのタイミン
グのオフセットは、高い干渉が観測されるかどうか、複数のオーバーヘッドチャネルが送
信される該複数の時間間隔（例えば、該複数のシンボルの期間および複数のサブフレーム
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）等、に基づいて決定されることができる。該フレームのタイミングのオフセットは、例
えば、該バックホールを介して、該影響される複数のｅＮＢへ運ばれることができ、なら
びに何れの持続期間に対しても適用可能であることができる。
【００５０】
　図４Ａ、４Ｂおよび６における複数の設計は、ＬＴＥの複数の標準を修正することを必
要とせずに、サブフレーム０および５の中で、各ｅＮＢからの該複数のオーバーヘッドチ
ャネル（例えば、ＰＳＣ、ＳＳＣおよびＰＢＣＨ）の受信を可能にすることができる。図
５Ａ、５Ｂおよび６における複数の設計は、ＬＴＥの複数の標準を修正することを必要と
せずに、各サブフレームのシンボルの期間０からＭ－１までにおいて各ｅＮＢから該オー
バーヘッドチャネル（例えば、ＰＣＦＩＣＨ）の受信を可能にすることができる。図４Ａ
、５Ａおよび６における複数の設計はまた、高い干渉を引き起こしている高いパワーのｅ
ＮＢが存在する状態において、低いＳＮＲを有する低いパワーのｅＮＢに対してＵＥが接
続することを可能にすることができる。図４Ｂ、５Ｂおよび６における複数の設計は、制
限されるｅＮＢの近くに配置されるＵＥに、他の制限される複数のｅＮＢおよび制限され
ないｅＮＢからの複数のオーバーヘッドチャネル（例えば、ＰＳＣ、ＳＳＣ、ＰＢＣＨお
よびＰＣＦＩＣＨ）を取得することを可能にすることができる。
【００５１】
　まだ別の設計では、異なる複数のｅＮＢは、該同じフレームのタイミングを有すること
ができるが、該複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を回避するために、時分割多重化
方式（ＴＤＭ）を用いて、異なる複数のシンボルの期間においてそれらの複数のオーバー
ヘッドチャネルを伝送することができる。干渉するｅＮＢはまた、該複数のオーバーヘッ
ドチャネル上の干渉を緩和するためにその送信するパワーを減らすことができる。
【００５２】
　図７は、ＴＤＭを用いた複数のオーバーヘッドチャネルの送信を示す。この設計では、
高いパワーのまたは制御されるｅＮＢ　Ｙは、サブフレームのシンボルの期間０および１
においてその（複数の）オーバーヘッドチャネルを伝送することができる。低いパワーの
または制限されないｅＮＢ　Ｘは、（ｉ）シンボルの期間０および１においてその送信す
るパワーを減らすこと、または、（ii）ｅＮＢ　Ｙの該（複数の）オーバーヘッドチャネ
ルに対してそれが高い干渉を引き起こさない場合は、シンボルの期間０および１の間中に
送信すること、ができる。ｅＮＢ　Ｘは、該サブフレームのシンボルの期間２においてそ
の（複数の）オーバーヘッドチャネルを伝送することができる。ｅＮＢ　Ｙは、ｅＮＢ　
Ｘの該（複数の）オーバーヘッドチャネルに対して高い干渉を引き起こすことができ、ま
た従ってシンボルの期間２においてその送信するパワーを減らすことができる。複数のＵ
Ｅは、より少ない干渉と共にｅＮＢ　ＸおよびＹの該複数のオーバーヘッドチャネルを受
信することを可能にすることができる。該サブフレーム中の残りの複数のシンボルの期間
は、該複数のｅＮＢによって引き起こされる干渉の量に依存して、ｅＮＢ　Ｙおよび／ま
たはｅＮＢ　Ｘによるデータの送信のために使用されることができる。
【００５３】
　一般に、各ｅＮＢは、その複数のオーバーヘッドチャネルを伝送するために何れの数の
複数のシンボルの期間を割り当てられることができる。複数のシンボルの期間の該数は、
該複数のオーバーヘッドチャネルの中で送信するための情報の量、該システムの帯域幅、
該望ましいカバレッジ等、に基づいて決定されることができる。異なる複数のｅＮＢは、
例えば図７に示されるように、それらの複数のオーバーヘッドチャネルが時間において重
複しないように異なる複数のシンボルの期間を割り当てられることができる。
【００５４】
　１つの設計では、該複数のｅＮＢに割り当てられた該複数のシンボルの期間は、制御フ
ォーマットのインディケータ（ＣＦＩ）を介して運ばれることができる。異なるＣＦＩの
複数の値は、複数のオーバーヘッドチャネルに対して使用するための複数のシンボルの期
間の異なる複数のセットのために定義されることができる。例えば、ＣＦＩの値は、ｅＮ
Ｂによって複数のオーバーヘッドチャネルに対して使用するための複数のシンボルの期間
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の該数と同様に、該スタートするシンボルの期間を指定することができる。異なる複数の
ｅＮＢのために割り当てられる複数のシンボルの期間（または、ＣＦＩの複数の値）は、
例えば、該バックホールを介して伝送されることができる。
【００５５】
　該複数のオーバーヘッドチャネルの展望からは、異なる複数のｅＮＢからの該複数のオ
ーバーヘッドチャネルのための異なる複数のシンボルの期間および該同じフレームのタイ
ミングを用いた図７における設計は、該複数のオーバーヘッドチャネルのための同じシン
ボルの期間および異なるフレームのタイミングを用いた図５Ａおよび５Ｂにおける複数の
設計に同等であることができる。従って、ｅＮＢ　Ｘの該フレームのタイミングは、図７
におけるｅＮＢ　Ｙの該フレームのタイミングよりも２つのシンボルの期間遅くなると考
えられることができる。しかしながら、ネットワークのオペレーションの他の複数の観点
は、該同じあるいは異なるフレームのタイミングが該複数のｅＮＢのために使用されるか
どうかに依存して異なることができる。例えば、ある複数の送信は、サブフレーム０の該
スタートに関連して与えられる特定の複数の時間間隔において伝送されることができる。
これらの送信は、異なる複数の時間に伝送されることができ、および該複数のｅＮＢに対
して該同じまたは異なるフレームのタイミングが使用されるかどうかに依存して重複でき
るあるいはできない。ＴＤＭでは、ｅＮＢ　Ｘの該複数のオーバーヘッドチャネル（例え
ば、ＰＣＦＩＣＨ）は、サブフレーム０および５の中でｅＮＢ　Ｙの該複数のオーバーヘ
ッドチャネル（例えば、ＰＳＣ、ＳＳＣおよび／またはＰＢＣＨ）と衝突することができ
る。この場合は、サブフレーム０および５は、ｅＮＢ　Ｙのために予約されることができ
、およびｅＮＢ　Ｘは、ｅＮＢ　Ｙの該複数のオーバーヘッドチャネルに対して干渉を引
き起こすことを回避するために、これらのサブフレームの中で該複数のオーバーヘッドチ
ャネルを伝送することをスキップすることができる。
【００５６】
　無線ネットワーク１００は、該ダウンリンク上に直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利
用することができる。ＯＦＤＭは、マルチプルな（Ｋ）の直交の複数のサブキャリアに該
システムの帯域幅を分割し、それらはまた、一般にトーン（tones）、ビン(bins)等とし
て称される。各サブキャリアは、データで変調されることができる。隣接する複数のサブ
キャリア間の該スペーシングは、固定されることができ、また複数のサブキャリアの該総
数（Ｋ）は、該システムの帯域幅に依存することができる。例えば、Ｋは、１．２５、２
．５、５、１０あるいは２０ＭＨｚのシステムの帯域幅に対して、それぞれ１２８、２５
６、５１２、１０２４あるいは２０４８に等しくあることができる。
【００５７】
　ｅＮＢは、ＯＦＤＭを使用しているシンボルの期間において、該Ｋの全サブキャリアの
サブセットあるいは全部の上に１つまたは複数のオーバーヘッドチャネルを伝送すること
ができる。該ｅＮＢは、該（複数の）オーバーヘッドチャネルのために使用されない該残
りの複数のサブキャリアにおいて、他の情報を伝送することができるまたはできない。異
なる複数のｅＮＢは、（ｉ）重複していない複数の時間間隔において複数のオーバーヘッ
ドチャネルを伝送すること、および（ii）他の複数の時間間隔において同時に他の複数の
送信を伝送すること、ができる。これらのｅＮＢは、このようにＴＤＭＡネットワークに
おける複数の基地局とは異なる仕方において伝送することができ、それは上記のパート（
ii）ではなく、パート（ｉ）を行なうことができる。
【００５８】
　図４Ａから７までは、複数のオーバーヘッドチャネル上の干渉を緩和する複数のサンプ
ルの設計を示す。干渉の緩和はまた、他の複数の仕方において行われることができる。
【００５９】
　ここに記述される該複数の技術は、コントロール－オン－コントロールの干渉（contro
l-on-control interference）を緩和することができ、それは隣の複数のｅＮＢからの複
数のオーバーヘッドチャネルによる、ｅＮＢからのオーバーヘッドチャネル上の干渉であ
る。特に、コントロール－オン－コントロールの干渉は、隣接する複数のｅＮＢの該複数



(19) JP 2016-136748 A 2016.7.28

10

20

30

40

50

のオーバーヘッドチャネルが重複していない複数の時間間隔において伝送されるように各
ｅＮＢの該フレームのタイミングをオフセットすることによって回避されることができる
。異なる複数のｅＮＢの該複数のオーバーヘッドチャネルが重複しないことは、図４Ａお
よび４Ｂにおけるサブフレームのオフセット、図５Ａおよび５Ｂにおけるシンボルのオフ
セット、図６におけるサブフレームのオフセットとシンボルのオフセットの両方、または
図７におけるＴＤＭを用いて成し遂げられることができる。複数のオーバーヘッドチャネ
ルが重複しないことはまた、他の複数の仕方において成し遂げられることができる。
【００６０】
　ここに記述される複数の技術はまた、データ－オン－コントロールの干渉（data-on-co
ntrol interference）を緩和することができ、それは隣の複数のｅＮＢからのデータによ
る、ｅＮＢからのオーバーヘッドチャネル上の干渉である。特に、データ－オン－コント
ロールの干渉は、例えば、図４Ａから７までに示されるように、隣の複数のｅＮＢがそれ
らのオーバーヘッドチャネルを伝送するところの複数の時間間隔において、各干渉するｅ
ＮＢに、その送信するパワーを減らさせることにより緩和されることができる。高い干渉
を引き起こさない複数のｅＮＢは、それらの送信するパワーを減らすための必要性をなし
にできる。
【００６１】
　干渉するｅＮＢは、様々な仕方において、与えられた時間間隔におけるデータ－オン－
コントロールの干渉を減らすことができる。第１の設計では、該ｅＮＢは、時間間隔の間
中にその送信するパワーをより低いレベル、あるいはことによるとゼロに減らすことがで
きる。第２の設計では、該ｅＮＢは、ＭＢＳＦＮのサブフレームとしてサブフレームを指
定することによって干渉を減らすことができる。該ｅＮＢは、ＭＢＳＦＮのサブフレーム
の小部分の中で（例えば、シンボルの期間０において）制御情報のみを伝送することがで
き、またＭＢＳＦＮのサブフレームの該残りの部分における複数の基準信号およびデータ
を伝送することを回避することができる。該制御情報は、ＭＢＳＦＮサブフレームとして
該サブフレームを識別することができおよび／または他の情報を提供することができる。
第３の設計では、該ｅＮＢは、該時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことがで
き、および該時間間隔の間中により低いパワーまたは標準の仕方において複数の基準信号
を伝送することができる。第４の設計では、該ｅＮＢは、該ｅＮＢからの高い干渉を観測
している１つまたは複数のＵＥに対する干渉を減らすための仕方において、該時間間隔の
間中にその送信を空間的に(spatially)操縦することができる。例えば、該ｅＮＢは、影
響される（複数の）ＵＥの方向において空間のヌル（spatial null）を置くために事前コ
ーディング（precoding）を行なうことができる。データ－オン－コントロールの干渉は
また、他の複数の仕方において緩和されることができる。該時間間隔は、他の複数のオー
バーヘッドチャネルおよび／またはＰＣＦＩＣＨ、ＰＢＣＨ、ＳＳＣ、ＰＳＣの該送信の
時間をカバーすることができる。
【００６２】
　コントロール－オン－データの干渉（Control-on-data interference）もまた生じるこ
とができ、それは隣の複数のｅＮＢｓからの複数のオーバーヘッドチャネルによる、ｅＮ
Ｂからのデータ上の干渉である。例えば、図５Ａでは、ＵＥは、シンボルの期間１３にお
いて該低いパワーのｅＮＢからデータを受信することができ、また該高いパワーのｅＮＢ
の該オーバーヘッドチャネルからの高い干渉を観測することができる。コントロール－オ
ン－データの干渉は、様々な仕方において緩和されることができる。第１の設計では、該
ＵＥは、隣の複数のｅＮＢの複数のオーバーヘッドチャネルからの高い干渉を観測してい
る複数のデータのシンボルを放棄（discard）することができる。該ＵＥは、該復号する
プロセスにおいて放棄された複数のデータのシンボルに対して複数の消し跡（erasures）
を挿入することができる。消し跡は、「０」または「１」であることの等しい可能性を有
することができる。該挿入された消し跡は、従って該復号するプロセスにおいて、重み付
けられていない該放棄された複数のデータのシンボルの中に結果として生じることができ
る。該ＵＥは、各シンボルの期間における干渉を見積もることができ、および該見積もら
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れた干渉が十分に高い（例えば、高いしきい値を上回る）場合には、該シンボルの期間に
おいて受信される複数のデータのシンボルを放棄することができる。第２の設計では、ｅ
ＮＢは、隣の複数のｅＮＢの複数のオーバーヘッドチャネルからの高い干渉を有する複数
のシンボルの期間においてデータを伝送することを回避することができる。図５Ａの中の
例については、該低いパワーのｅＮＢは、各サブフレームのシンボルの期間１３において
データを伝送することを回避することができる。
【００６３】
　データ－オン－データの干渉（Data-on-data interference）、それは隣の複数のｅＮ
Ｂからのデータによる、ｅＮＢからのデータ上の干渉である、もまた生じることができ、
そして様々な仕方において緩和されることができる。１つの設計では、サービスするｅＮ
Ｂは、干渉する複数のｅＮＢの該データからの低い干渉を有することができる割り当てら
れた複数のサブフレームの中で、その複数のＵＥに対してデータを伝送することができる
。例えば、図４Ａおよび５Ａの中で示されるように、該サービスするｅＮＢは、より低い
パワーのｅＮＢであることができ、および該干渉する複数のｅＮＢは、高いパワーの複数
のｅＮＢであることができる。例えば、図４Ｂおよび５Ｂの中で示されるように、該サー
ビスするｅＮＢはまた、制限されないｅＮＢであることができ、および該干渉する複数の
ｅＮＢは、制限される複数のｅＮＢであることができる。何れの場合も、各干渉するｅＮ
Ｂは、（ｉ）これらの複数のサブフレームをＭＢＳＦＮのサブフレームに設定し、そして
該複数のサブフレーム中でデータを送信しないこと、（ii）十分に低いレベルまたはこと
によるとゼロに該複数のサブフレーム中で送信するパワーを減らすこと、（iii）該複数
のサブフレーム中で空間的な操縦を行なうこと、および／または（iv）該複数のサブフレ
ーム中の干渉を減らすために他の行動を行なうこと、によって該割り当てられた複数のサ
ブフレーム中の干渉を減らすことができる。該割り当てられた複数のサブフレームは、該
複数のｅＮＢの間の交渉に基づいて、あるいはネットワーク制御装置によって、選択され
ることができる。該割り当てられた複数のサブフレームはまた、各ｅＮＢにおけるローデ
ィング（loading）、該複数のｅＮＢの間の望ましいハンドオフの境界（desired handoff
 boundary）、サービス品質（ＱｏＳ）の必要条件および／または該データの優先順位お
よび／または該複数のｅＮＢによってサービスされる該複数のＵＥ等のような、様々な要
素に基づいて選択されることができる。該割り当てられた複数のサブフレームは、例えば
、バックホールを介して、該影響される複数のｅＮＢに運ばれることができる。
【００６４】
　１つの設計では、干渉の緩和は、該複数のオーバーヘッドチャネルおよびデータのため
に独立して行われることができる。該複数のオーバーヘッドチャネルに対する干渉の緩和
は、上に記述されるように行われることができ、および該オーバーヘッドチャネルが伝送
される複数の時間間隔のみに影響することができる。これらの時間間隔は、各影響される
サブフレームの一部のみをカバーすることができる。データに対する干渉の緩和は、異な
る複数のｅＮＢに対して異なる複数のサブフレームを割り当てることによっておよび／ま
たは送信するパワーを減らすことによって行われることができる。各ｅＮＢは、その割り
当てられた複数のサブフレームにおいて、データの送信のためにその複数のＵＥを独立し
てスケジュールすることができる。データの送信をサポートするための制御情報は、スケ
ジュールされたデータを備えた各サブフレームに対して伝送されることができ、また該複
数のオーバーヘッドチャネルと同じ仕方において伝送されることができる。
【００６５】
　図８は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを受信するためのプロ
セス８００の設計を示す。プロセス８００は、下に記述されるように、ＵＥによって、あ
るいは幾つかの他のエンティティによって、行われることができる。該ＵＥは、第１の時
間間隔において第１の基地局（例えば、ｅＮＢ、中継局等）からオーバーヘッドチャネル
を受信することができる（ブロック８１２）。該オーバーヘッドチャネルは、主要な同期
信号、副次的な同期信号、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＨＩＣＨおよび／ま
たは他の複数のチャネルあるいは複数の信号を具備することができる。該オーバーヘッド
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チャネルはまた、第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局
（例えば、ｅＮＢ、中継局等）から伝送されることができる。該オーバーヘッドチャネル
は、何か他の多重化の計画（multiplexing scheme）あるいはＯＦＤＭを用いて各基地局
によって伝送されることができる。該ＵＥは、第１の基地局に対する情報を回復するため
に、第１の基地局からの該オーバーヘッドチャネルを処理することができる（ブロック８
１４）。
【００６６】
　第１の基地局は、第１のフレームのタイミングを有することができ、および第２の基地
局は、第２のフレームのタイミングを有することができる。１つの設計では、サブフレー
ムのオフセットについては、例えば、図４Ａまたは４Ｂにおいて示されるように、第１の
フレームのタイミングは、複数のサブフレームの整の数だけ第２のフレームのタイミング
からオフセットされることができる。第１および第２の複数の時間間隔は、第１および第
２のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じサブフレームのインデックス（例
えば、図４Ａにおけるサブフレーム０）を有する重複していない複数のサブフレーム中に
属することができる。
【００６７】
　別の設計では、シンボルのオフセットについては、例えば、図５Ａおよび図５Ｂにおい
て示されるように、第１のフレームのタイミングは、複数のシンボルの期間の整の数だけ
第２のフレームのタイミングからオフセットされることができる。第１および第２の複数
の時間間隔は、第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシン
ボルの期間のインデックス（例えば、図５Ａにおけるシンボルの期間０）を有する重複し
ていない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。
【００６８】
　まだ別の設計では、サブフレームのオフセットおよびシンボルのオフセットについては
、図６において示されたように、第１のフレームのタイミングは、複数のシンボルの期間
の整の数および複数のサブフレームの整の数だけ第２のフレームのタイミングからオフセ
ットされることができる。第１および第２の複数の時間間隔は、第１および第２のフレー
ムのタイミングに基づいて決定される該同じシンボルの期間のインデックス（例えば、図
６におけるシンボルの期間０）を有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーす
ることができる。第１および第２の複数の時間間隔はまた、第１および第２のフレームの
タイミングに基づいて決定される該同じサブフレームのインデックス（例えば、図６にお
けるサブフレーム０）を有する重複していない複数のサブフレームに属することができる
。
【００６９】
　まだ別の設計では、ＴＤＭについては、図７において示されるように、第１および第２
の複数の基地局は、該同じフレームのタイミングを有することができる。第１および第２
の複数の時間間隔は、異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していな
い複数のシンボルの期間をカバーすることができる。例えば、第１の時間間隔はシンボル
の期間０および１をカバーすることができ、および第２の時間間隔は、図７におけるシン
ボルの期間２をカバーすることができる。第１および第２の複数の時間間隔はまた、異な
るサブフレームの複数インデックスを有する重複していない複数のサブフレームに属する
ことができる。
【００７０】
　該オーバーヘッドチャネルは、各フレーム中の複数のサブフレームのサブセットにおい
て第１および第２の複数の基地局によって伝送されることができる、例えば各フレームの
サブフレーム０および５の中で。該オーバーヘッドチャネルはまた、各サブフレーム中の
複数のシンボルの期間のサブセットにおいて第１および第２の複数の基地局によって伝送
されることができる。一般に、該オーバーヘッドチャネルは、１つまたは複数の特定のサ
ブフレーム中の１つまたは複数の特定のシンボルの期間において伝送されることができる
。
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【００７１】
　１つのシナリオでは、第１の基地局は、第２の基地局の第２の送信するパワーレベルよ
りも低い第１の送信するパワーレベルを有することができる。別のシナリオでは、第１の
基地局は制限されないアクセスを有することができ、および第２の基地局は制限されるア
クセスを有することができる。両方のシナリオでは、第２の基地局は、第１の基地局から
の該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第１の時間間隔の間中にその
送信するパワーを減らすことができる。あるいはまたはさらに、第１の基地局は、第２の
基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、第２の時間間隔の
間中にその送信するパワーを減らすことができる。各基地局は、その送信するパワーを低
下させること（ことによるとゼロまで）によって、該ＵＥから遠くへその送信を空間的に
操縦することによって、あるいはＭＢＳＦＮのサブフレームとして、該他の基地局によっ
て該オーバーヘッドチャネルが伝送される該時間間隔をカバーするサブフレームを設定す
ることによって、送信するパワーを減らすことができる。
【００７２】
　該ＵＥはまた、第２の時間間隔において第２の基地局から該オーバーヘッドチャネルを
受信することができ、そして第２の基地局に対する情報を回復するために該オーバーヘッ
ドチャネルを処理することができる。各基地局のために得られる情報のタイプは、該オー
バーヘッドチャネルのタイプに依存することができる。例えば、該オーバーヘッドチャネ
ルは、主要および副次的な同期信号を具備することができる。その時は、該ＵＥは、その
基地局から受信された該複数の同期信号に基づいて各基地局を検出する（detect）ことが
できる。該オーバーヘッドチャネルはまた、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＨ
ＩＣＨ等を具備することができる。その時は、該ＵＥは、ブロードキャストの情報、制御
情報および／または該オーバーヘッドチャネルからの他の情報を得ることができる。
【００７３】
　１つの設計では、該ＵＥは、第１および第２の複数の時間間隔と重複されないことがで
きる第３の時間間隔において第１の基地局からデータを受信することができる（ブロック
８１６）。第２の基地局は、第１の基地局からの該データに対する干渉を減らすために、
第３の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。
【００７４】
　別の設計では、該ＵＥは、第３の時間間隔において第１の基地局から基準信号を受信す
ることができる。該基準信号は、第３の時間間隔とは重複していない第４の時間間隔にお
いて第２の基地局から伝送されることができる。該ＵＥは、第１の基地局のためにチャネ
ルの情報（例えば、チャネルの応答の見積もり、チャネルの質の見積もり等）を得るため
に第１の基地局からの該基準信号を処理することができる。
【００７５】
　図９は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを受信するための装置
９００の設計を示す。装置９００は、該オーバーヘッドチャネルが、第１の時間間隔と重
複していない第２の時間間隔において第２の基地局から伝送されている状態で、第１の時
間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するためのモジュール９
１２、第１の基地局に対する情報を回復するために第１の基地局からの該オーバーヘッド
チャネルを処理するためのモジュール９１４、および第２の基地局が第１の基地局からの
該データに対する干渉を減らすために第３の時間間隔の間中にその送信するパワーを減ら
している状態で、第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔にお
いて第１の基地局からデータを受信するためのモジュール９１６を含む。
【００７６】
　図１０は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを伝送するためのプ
ロセス１０００の設計を示す。プロセス１０００は、下に記述されるような、第１の基地
局（例えば、ｅＮＢ、中継局等）によって、あるいは幾つかの他のエンティティによって
、行われることができる。第１の基地局は、第１の基地局に対する情報を具備しているオ
ーバーヘッドチャネルを生成することができる（ブロック１０１２）。該オーバーヘッド
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チャネルは、上に記述された複数の信号および複数のチャネルの何れを具備することがで
きる。第１の基地局は、第１の時間間隔において該オーバーヘッドチャネルを伝送するこ
とができる（ブロック１０１４）。該オーバーヘッドチャネルはまた、第１の時間間隔と
重複されないことができる第２の時間間隔において第２の基地局（例えば、ｅＮＢ、中継
局等）から伝送されることができる。
【００７７】
　サブフレームのオフセットについては、例えば、図４Ａにおいて示されるように、第１
および第２の複数の時間間隔は、２つの基地局のための異なるフレームのタイミングに基
づいて決定される該同じサブフレームのインデックスを有する、重複していない複数のサ
ブフレームに属することができる。シンボルのオフセットについては、図５Ａにおいて示
されるように、第１および第２の複数の時間間隔は、異なるフレームのタイミングに基づ
いて決定される該同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシン
ボルの期間をカバーすることができる。サブフレームのオフセットおよびシンボルのオフ
セットについては、図６において示されるように、第１および第２の複数の時間間隔は、
該同じサブフレームのインデックスを有する重複していない複数のサブフレームに属する
ことができ、または異なるフレームのタイミングに基づいて決定される該同じシンボルの
期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることがで
きる。ＴＤＭについては、図７において示されるように、第１および第２の複数の時間間
隔は、該同じフレームのタイミングに基づいて決定される異なるシンボルの期間の複数の
インデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーすることができる。
【００７８】
　第１の基地局は、第２の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らす
ために第２の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる（ブロック１０
１６）。第１の基地局はその送信するパワーを（ことによるとゼロまで）低下させること
ができ、あるいは、１つまたは複数のＵＥから離れてその送信を空間的に操縦することが
できる。第１の基地局はまた、ＭＢＳＦＮのサブフレームとして第２の時間間隔を具備す
るサブフレームを設定し、該サブフレーム中のＭＢＳＦＮのサブフレームに関する制御情
報を送信し、そして該サブフレーム中の残りの部分においては送信しないことができる。
【００７９】
　第１の基地局は、第１および第２の複数の時間間隔と重複されないことができる第３の
時間間隔において、少なくとも１つのＵＥに対してデータを伝送することができる（ブロ
ック１０１８）。第２の基地局は、第１の基地局からのデータに対する干渉を減らすため
に第３の時間間隔の間中にその送信するパワーを減らすことができる。
【００８０】
　図１１は、無線通信ネットワークにおいてオーバーヘッドチャネルを伝送するための装
置１１００の設計を示す。装置１１００は、第１の基地局のための情報を具備するオーバ
ーヘッドチャネルを生成するためのモジュール１１１２、該オーバーヘッドチャネルが第
１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局から伝送されている
状態で、第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを伝送するた
めのモジュール１１１４、第２の基地局からの該オーバーヘッドチャネルに対する干渉を
減らすために第２の時間間隔の間中に第１の基地局の送信するパワーを減らすためのモジ
ュール１１１６、および第２の基地局が第１の基地局からの該データに対する干渉を減ら
すために第３の時間間隔の間中に送信するパワーを減らしている状態で、第１および第２
の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において第１の基地局からデータを伝
送するためのモジュール１１１８、を含む。
【００８１】
　図９および１１における複数のモジュールは、プロセッサ、エレクトロニクスデバイス
、ハードウェアデバイス、エレクトロニクスコンポーネント、論理回路、メモリ、ソフト
ウェアコード、ファームウェアコード等、あるいはそれらの何れの組み合わせを含むこと
ができる。
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【００８２】
　図１２は、基地局／ｅＮＢ　１１０およびＵＥ　１２０の設計あるいはブロック図を示
し、それは、図１における、複数のＵＥのうちの１つ、および複数の基地局／複数のｅＮ
Ｂのうちの１つであることができる。基地局１１０は、Ｔのアンテナ１２３４ａから１２
３４ｔまでを装備されることができ、およびＵＥ　１２０は、Ｒのアンテナ１２５２ａか
ら１２５３ｒまでを装備されることができる、ここにおいて一般的にＴ≧１およびＲ≧１
であるところの。
【００８３】
　基地局１１０では、送信するプロセッサ１２２０は、データ送信装置１２１２から１つ
または複数のＵＥのためのデータを受信し、該データを処理し（例えば、符号化する、イ
ンターリーブする、および変調する）、そして複数のデータのシンボルを提供することが
できる。送信するプロセッサ１２２０はまた、制御装置／プロセッサ１２４０から複数の
オーバーヘッドチャネルのための情報を受信し、該情報を処理し、そして複数のオーバー
ヘッドのシンボルを提供することができる。
【００８４】
　送信する（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ：multiple-input multiple-output）のプロ
セッサ１２３０は、適用可能な場合は、複数のデータのシンボル、複数のオーバーヘッド
のシンボル、および／または複数のパイロットのシンボル上に空間的な処理（例えば、事
前コーディング）を行なうことができ、およびＴの変調器（ＭＯＤｓ）１２３２ａから１
２３２ｔまでに対してＴの出力されたシンボルのストリームを提供することができる。各
変調器１２３２は、出力されたサンプルのストリームを得るために、それぞれの出力され
たシンボルのストリームを（例えば、ＯＦＤＭのため等に）処理することができる。各変
調器１２３２は、ダウンリンクの信号を得るために該出力するサンプルのストリームを更
に処理する（例えば、アナログへ変換する、増幅する、フィルタするおよびアップコンバ
ートする）ことができる。変調器１２３２ａから１２３２ｔまでからのＴのダウンリンク
の信号は、それぞれＴのアンテナ１２３４ａから１２３４ｔまでを介して送信されること
ができる。
【００８５】
　ＵＥ　１２０では、アンテナ１２５２ａから１２５２ｒまでは、基地局１１０から該ダ
ウンリンクの複数の信号を受信することができ、また受信された複数の信号を、それぞれ
復調器（ＤＥＭＯＤｓ）１２５４ａから１２５４ｒまでに提供することができる。各復調
器１２５４は、受信されたサンプルを得るために、それぞれの受信された信号を調える（
例えば、フィルタする、増幅する、ダウンコンバートするおよびデジタル化する）ことが
できる。各復調器１２５４は、受信された複数のシンボルを得るために該受信された複数
のサンプルを（例えば、ＯＤＦＭのため等に）更に処理することができる。ＭＩＭＯの検
出器１２５６は、全てのＲの復調器１２５４ａから１２５４ｒまでから受信された複数の
シンボルを得ること、適用可能である場合は、該受信された複数のシンボル上にＭＩＭＯ
の検出を行うこと、および検出された複数のシンボルを提供すること、ができる。受信す
るプロセッサ１２５８は、該検出された複数のシンボルを処理する（例えば、復調する、
デインターリーブ（deinterleave）するおよび復号する）、データ受信装置に対してＵＥ
　１２０のための復号されたデータを提供する、および該複数のオーバーヘッドチャネル
に関して復号された情報を制御装置／プロセッサ１２８０へ提供することができる。
【００８６】
　ＵＥ　１２０において、アップリンク上では、送信するプロセッサ１２６４は、制御装
置／プロセッサ１２８０からの制御情報およびデータ送信装置１２６２からのデータを処
理しならびに受信することができる。送信するプロセッサ１２６４からの該複数のシンボ
ルは、適用可能な場合には、ＴＸ　ＭＩＭＯのプロセッサ１２６６によって事前コード化
（precoded）され、変調器１２５４ａから１２５４ｒまでによって更に処理され、そして
基地局１１０に対して送信されることができる。基地局１１０では、ＵＥ　１２０からの
該アップリンクの複数の信号は、複数のアンテナ１２３４によって受信され、複数の復調
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器１２３２によって処理され、適用可能な場合にはＭＩＭＯの検出器１２３６によって検
出され、そしてＵＥによって伝送される制御情報および該データを得るために受信するプ
ロセッサ１２３８によって更に処理されることができる。
【００８７】
　複数の制御装置／複数のプロセッサ１２４０および１２８０は、それぞれ基地局１１０
およびＵＥ　１２０において該オペレーションを管理することができる。基地局１１０に
おけるプロセッサ１２４０および／または他の複数のプロセッサおよび複数のモジュール
は、図１０におけるプロセス１０００および／またはここに記述される該複数の技術に関
する他の複数のプロセスを、行なうあるいは導くことがきる。ＵＥ　１２０における、プ
ロセッサ１２８０および／または他の複数のプロセッサおよび複数のモジュールは、図８
におけるプロセス８００および／またはここに記述される該複数の技術に関するほかの複
数のプロセスを、行なうあるいは導くことができる。メモリ１２４２および１２８２は、
それぞれ基地局１１０およびＵＥ　１２０に関する複数のプログラムコードおよびデータ
を格納することができる。スケジューラ１２４４は、アップリンクおよびダウンリンク上
のデータの送信のために複数のＵＥをスケジュールすることができ、また該スケジュール
された複数のＵＥに対して資源の複数の許可を提供することができる。
【００８８】
　当業者は、情報および複数の信号が、様々な異なる科学技術および専門技術の何れを使
用しても、表されることができることを理解するだろう。例えば、上記の記述の全体にわ
たって、参照されることができるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、
およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁気のフィールドまたはパーティクル(particles
)、光学のフィールドまたはパーティクル、あるいはそれらの何れの組み合わせによって
、表わされることができる。
【００８９】
　当業者は、ここに開示された実施形態に関連して記述された、様々な例示的な、論理ブ
ロック（logical blocks）、モジュール、回路およびアルゴリズムのステップは、電子ハ
ードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいは両方の組み合わせとして、実施される
ことができることを、さらに評価するだろう。明白にハードウェアとソフトウェアのこの
互換性を例示するために、様々な例示的な、コンポーネント、ブロック、モジュール、回
路、手段およびステップは、概してそれらの機能性の点から、上に記述されている。その
ような機能性が、ハードウェアまたはソフトウェアとしてインプリメントされるかどうか
は、全体的なシステムに課された特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。
当業者は、それぞれの特定のアプリケーションに関するに多様の仕方（ways）において、
該記述された機能性を実施することができるが、そのような実施の決定は、ここに開示の
範囲から逸脱すると解釈されるべきでない。
【００９０】
　ここに開示された実施形態に関連して記述される、様々な例示的な、論理ブロック、モ
ジュール、および回路は、一般目的のプロセッサ、デジタル・シグナル・プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブル（programmable
）ゲートアレー（ＦＰＧＡ）あるいは他のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートま
たはトランジスタロジック、個別のハードウェアコンポーネント、あるいはここに記述さ
れた機能を行なうために設計されたそれらの何れの組み合わせによって、実施されるまた
は行われることができる。一般目的のプロセッサは、マイクロプロセッサであることがで
きるが、該代わりにおいて、該プロセッサは、何れの従来型のプロセッサ、コントローラ
ー、マイクロコントローラーまたはステート（state）マシンであることができる。プロ
セッサはまた、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロ
セッサ、ＤＳＰのコアと結合している１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他
の同様な構成等の、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、実施されることが
できる。
【００９１】
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　ここに開示された実施形態に関連して記述されるアルゴリズムまたは方法の複数のステ
ップは、ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール
において、あるいは２つの組み合わせにおいて、直接具体化（embodied）されることがで
きる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、Ｅ
ＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムー
バブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術において知られる記憶媒体の何れの他の形
式で、常駐する（reside）ことができる。典型的な記憶媒体は、該プロセッサが記憶媒体
から情報を読みならびにそれに情報を書くことができるように、該プロセッサに結合され
ることができる。該代わりにおいて、該記憶媒体は該プロセッサに不可欠であることがで
きる。該プロセッサと該記憶媒体は、ＡＳＩＣに常駐することができる。該ＡＳＩＣは、
ユーザ端末に常駐することができる。該代わりにおいて、該プロセッサと該記憶媒体は、
ユーザ端末の個別のコンポーネントとして常駐することができる。
【００９２】
　１つまたは複数の例示的な設計では、記述された該複数の機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェアあるいはそれの任意のコンビネーションにおいて実施されるこ
とができる。ソフトウェアにおいて実施される場合は、該複数の機能は、コンピュータ読
み取り可能な媒体上でコードあるいは１つまたは複数の命令として送信されるあるいは格
納されることができる。コンピュータ読み取り可能な媒体は、１つの場所から別の場所へ
のコンピュータプログラムの転送を容易にする何れの媒体を含んでいる通信媒体と、コン
ピュータの記憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、一般目的のまたは専用目的のコンピュ
ータによってアクセスされることができる何れの利用可能な記憶媒体であることができる
。限定ではなく、実例の仕方によって、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクの記憶装置、磁気デ
ィスク記憶装置、あるいは他の磁気ディスク記憶装置のデバイス、あるいは複数のデータ
構造または複数の命令の形式において望ましいプログラムコードの手段を格納するあるい
は運ぶために使用されることができ、そして一般目的または専用目的のプロセッサあるい
は一般目的または専用目的のコンピュータによってアクセスされることができる、何れの
他の記憶媒体を具備することができる。さらに、何れの接続は、コンピュータ読み取り可
能な媒体と適切に称されることができる。例えば、該ソフトウェアが、同軸ケーブル、光
ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、あるいは赤外線、
電波、およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバーあるいは
他のリモートのソースから送信される場合は、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツ
イストペア、ＤＳＬ、あるいは赤外線、電波、およびマイクロ波のような無線技術は、媒
体の定義に含まれる。ここに使用されるディスク（Disk）およびディスク（disc）は、コ
ンパクト・ディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、ディジタル
ビデオディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスクおよびブルーレイ・ディス
クを含んでいる、ここにおいてディスク（disks）は、通常磁気的にデータを再生し、一
方ディスク（discs）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する。上記の複数の組
み合わせも、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００９３】
　本開示についての前の記述は、何れの当業者が、本開示を作るあるいは利用することが
できるようにするために提供される。本開示に対する様々な変更（modification）は、当
業者にとっては、容易に（readily）明白であることができ、ここに定義された一般的な
（generic）複数の法則は、本開示の精神または範囲から外れることなく、他のバリエー
ション(variation)へ応用されることができる。従って、本開示は、ここに記述される複
数の例および複数の設計に制限されるようには意図されず、ここに開示される複数の法則
および複数の新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられることになる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図６】 【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月16日(2016.3.16)
【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】
　下記を具備する、無線通信のための方法：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること；
　前記第１の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サ
ービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフレームを、第２の基
地局から、受信すること、ここにおいて前記ＭＢＳＦＮのサブフレームは、前記サブフレ
ームの第１の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の間中の
送信を備えていない；
　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において前記第２の基地局から前
記オーバーヘッドチャネルを受信すること；および
　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オー
バーヘッドチャネルを処理すること。
【請求項２】
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するための手
段；
　前記第１の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サ
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ービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフレームを、第２の基
地局から、受信するための手段、ここにおいて前記ＭＢＳＦＮのサブフレームは、前記サ
ブフレームの第１の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の
間の送信を備えていない；
　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において前記第２の基地局から前
記オーバーヘッドチャネルを受信するための手段；および
　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オー
バーヘッドチャネルを処理するための手段。
【請求項３】
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　少なくとも１つのプロセッサ、前記少なくとも１つのプロセッサは、下記を行うように
構成される：
　　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること；
　　前記第１の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・
サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフレームを、第２の
基地局から、受信すること、ここにおいて前記ＭＢＳＦＮのサブフレームは、前記サブフ
レームの第１の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の間中
の送信を備えていない；
　　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において前記第２の基地局から
前記オーバーヘッドチャネルを受信すること；および
　　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オ
ーバーヘッドチャネルを処理すること。
【請求項４】
　コードを具備する、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体、
　前記コードは、少なくとも１つのコンピュータに、下記を行わせるためのもの：
　　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること；
　　前記第１の時間間隔の間中にマルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・
サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフレームを、第２の
基地局から、受信すること、ここにおいて前記ＭＢＳＦＮのサブフレームは、前記サブフ
レームの第１の部分の中で制御情報の送信を備え、前記サブフレームの残りの部分の間中
の送信を備えていない；
　　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において前記第２の基地局から
前記オーバーヘッドチャネルを受信すること；および
　　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オ
ーバーヘッドチャネルを処理すること。
【請求項５】
　下記を具備する、無線通信のための方法：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること；
　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局から前記オ
ーバーヘッドチャネルを受信すること；
　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オー
バーヘッドチャネルを処理すること；
　第３の時間間隔において前記第１の基地局から基準信号を受信すること；
　前記第３の時間間隔とは重複していない第４の時間間隔において前記第２の基地局から
前記基準信号を受信すること；および
　前記第１の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第１の基地局からの前
記基準信号を処理すること。
【請求項６】
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するための手
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段；
　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局から前記オ
ーバーヘッドチャネルを受信するための手段；
　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オー
バーヘッドチャネルを処理するための手段；
　第３の時間間隔において前記第１の基地局から基準信号を受信するための手段；
　前記第３の時間間隔とは重複していない第４の時間間隔において前記第２の基地局から
前記基準信号を受信するための手段；および
　前記第１の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第１の基地局からの前
記基準信号を処理するための手段。
【請求項７】
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　少なくとも１つのプロセッサ、前記少なくとも１つのプロセッサは、下記を行うように
構成される：
　　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること；
　　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局から前記
オーバーヘッドチャネルを受信すること；
　　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オ
ーバーヘッドチャネルを処理すること；
　第３の時間間隔において前記第１の基地局から基準信号を受信すること；
　前記第３の時間間隔とは重複していない第４の時間間隔において前記第２の基地局から
前記基準信号を受信すること；および
　　前記第１の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第１の基地局からの
前記基準信号を処理すること。
【請求項８】
　コードを具備する、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体、
　前記コードは、少なくとも１つのコンピュータに、下記を行わせるためのもの：
　　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること；
　　前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局から前記
オーバーヘッドチャネルを受信すること；
　　前記第１の基地局と関連する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オ
ーバーヘッドチャネルを処理すること；
　　第３の時間間隔において前記第１の基地局から基準信号を受信すること；
　前記第３の時間間隔とは重複していない第４の時間間隔において前記第２の基地局から
前記基準信号を受信すること；および
　　前記第１の基地局と関連するチャネルの情報を得るために、前記第１の基地局からの
前記基準信号を処理すること。
【請求項９】
　下記を具備する、無線通信のための方法：
　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること； 
　第２の時間間隔において第２の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信すること
、ここにおいて、前記第２の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第１の基地
局から送信される第１の時間間隔を重複しない；
　前記第１の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・
マルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフ
レームとして設定すること；
　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの第１の部分中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対し
て制御情報を送信すること；および
　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
【請求項１０】
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　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成するための手
段；
　第２の時間間隔において第２の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信するため
の手段、ここにおいて、前記第２の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第１
の基地局から送信される第１の時間間隔を重複しない；
　前記第１の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・
マルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフ
レームとして設定するための手段；
　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの第１の部分中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対し
て制御情報を送信するための手段；および
　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの残りの部分においては送信しないための手段。
【請求項１１】
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　少なくとも１つのプロセッサ、前記少なくとも１つのプロセッサは、下記を行うように
構成される：
　　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること；
　　第２の時間間隔において第２の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信するこ
と、ここにおいて、前記第２の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第１の基
地局から送信される第１の時間間隔を重複しない；
　　前記第１の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト
・マルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブ
フレームとして設定すること；
　　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの第１の部分中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対
して制御情報を送信すること；および
　　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
【請求項１２】
　コードを具備する、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体、
　前記コードは、少なくとも１つのコンピュータに、下記を行わせるためのもの：
　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること； 
　第２の時間間隔において第２の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信すること
、ここにおいて、前記第２の時間間隔は、前記オーバーヘッドチャネルが前記第１の基地
局から送信される第１の時間間隔を重複しない；
　前記第１の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・
マルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフ
レームとして設定すること；
　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの第１の部分中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対し
て制御情報を送信すること；および
　前記ＭＢＳＦＮのサブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　本開示についての前の記述は、何れの当業者が、本開示を作るあるいは利用することが
できるようにするために提供される。本開示に対する様々な変更（modification）は、当
業者にとっては、容易に（readily）明白であることができ、ここに定義された一般的な
（generic）複数の法則は、本開示の精神または範囲から外れることなく、他のバリエー
ション(variation)へ応用されることができる。従って、本開示は、ここに記述される複
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数の例および複数の設計に制限されるようには意図されず、ここに開示される複数の法則
および複数の新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられることになる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　下記を具備する、無線通信のための方法：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信すること、前
記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間隔にお
いて第２の基地局から送信される；および
　前記第１の基地局に対する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オーバ
ーヘッドチャネルを処理すること。
［Ｃ２］
　更に下記を具備する、Ｃ１に記載の方法：
　前記第２の時間間隔において前記第２の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを受信
すること；および
　前記第２の基地局に対する情報を回復するために、前記第２の基地局からの前記オーバ
ーヘッドチャネルを処理すること。
［Ｃ３］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整の数だ
け前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレーム
のタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、前
記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのイン
デックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
［Ｃ４］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の整の数
だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレー
ムのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、
前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間の
インデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
［Ｃ５］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整の数お
よび複数のシンボルの期間の整の数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミング
からオフセットされる第１のフレームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第
１および第２の複数の時間間隔は、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づい
て決定される同じシンボルの期間のインデックスを有する重複していない複数のシンボル
の期間をカバーする。
［Ｃ６］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフレーム
のタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、異
なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間
をカバーする。
［Ｃ７］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第１の基地局からの前記オ
ーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第１の時間間隔の間中に送信す
るパワーを減らす。
［Ｃ８］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、前記第２の基地局からの前記オ
ーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前記第２の時間間隔の間中に送信す
るパワーを減らす。
［Ｃ９］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第２の基地局は、第１の時間間隔を具備するサブ
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フレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・マルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ
）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフレームとして設定し、前記サブフレー
ム中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対しては制御情報を送信し、および前記サブフレ
ームの残りの部分においては送信しない。
［Ｃ１０］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要な同期信号、副
次的な同期信号、物理的なブロードキャストのチャネル（ＰＢＣＨ）、物理的な制御のフ
ォーマットのインディケータのチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理的なダウンリンクの制御
のチャネル（ＰＤＣＣＨ）、および物理的なＨＡＲＱのインディケータのチャネル（ＰＨ
ＩＣＨ）の内の少なくとも１つを具備する。
［Ｃ１１］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、各フレーム中の複数
のサブフレームのサブセットにおいて、前記第１および第２の複数の基地局によって送信
される。
［Ｃ１２］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、各サブフレーム中の
複数のシンボルの期間のサブセットにおいて、前記第１および第２の複数の基地局によっ
て送信される。
［Ｃ１３］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要の同期信号およ
び副次的な同期信号を具備する、前記方法は更に下記を具備する：
　前記第１の基地局からの前記主要および副次的な複数の同期信号に基づいて前記第１の
基地局を検出すること；および
　前記第２の基地局からの前記主要および副次的な複数の同期信号に基づいて前記第２の
基地局を検出すること。
［Ｃ１４］
　更に下記を具備するＣ１に記載の方法：
　第３の時間間隔において前記第１の基地局から基準信号を受信すること、前記基準信号
は、前記第３の時間間隔とは重複していない第４の時間間隔において前記第２の基地局か
ら送信される；および
　前記第１の基地局に対するチャネルの情報を得るために、前記第１の基地局からの前記
基準信号を処理すること。
［Ｃ１５］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、前記第２の基地局の第２の送信
するパワーレベルよりも低い第１の送信するパワーレベルを有する。
［Ｃ１６］
　Ｃ１に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は制限されないアクセスを有し、前
記第２の基地局は制限されるアクセスを有する。
［Ｃ１７］
　更に下記を具備するＣ１に記載の方法：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを受信すること、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第１の基
地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に送信す
るパワーを減らす。
［Ｃ１８］
　　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するための手
段、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間間
隔において第２の基地局から送信されている；および
　前記第１の基地局に対する情報を回復するために、前記第１の基地局からの前記オーバ



(36) JP 2016-136748 A 2016.7.28

ーヘッドチャネルを処理するための手段。
［Ｃ１９］
　Ｃ１８に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整の数
だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレー
ムのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、
前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのイ
ンデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
［Ｃ２０］
　Ｃ１８に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の整の
数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレ
ームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は
、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間
のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
［Ｃ２１］
　Ｃ１８に記載の装置、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフレー
ムのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、
異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期
間をカバーする。
［Ｃ２２］
　更に下記を具備する、Ｃ１８に記載の装置：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを受信するための手段、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第
１の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に
送信するパワーを減らす。
［Ｃ２３］
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の時間間隔において第１の基地局からオーバーヘッドチャネルを受信するように、
および前記第１の基地局に対する情報を回復するために前記第１の基地局からの前記オー
バーヘッドチャネルを処理するように、構成される少なくとも１つのプロセッサ、ここに
おいて前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間
間隔において第２の基地局から送信される。
［Ｃ２４］
　Ｃ２３に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整の数
だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレー
ムのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、
前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのイ
ンデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
［Ｃ２５］
　Ｃ２３に記載の装置、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の整の
数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレ
ームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は
、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間
のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
［Ｃ２６］
　Ｃ２３に記載の装置、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフレー
ムのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、
異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期
間をカバーする。
［Ｃ２７］
　Ｃ２３に記載の装置、ここにおいて前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１およ
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び第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第１の基地局から
データを受信するように構成される、およびここにおいて前記第２の基地局は、前記第１
の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために前記第３の時間間隔の間中に送信
するパワーを減らす。
［Ｃ２８］
　下記を具備する、コンピュータプログラム製品：
　コンピュータ読み取り可能な媒体、前記媒体は下記を具備する：
　　少なくとも１つのコンピュータに、第１の時間間隔において第１の基地局からオーバ
ーヘッドチャネルを受信させるためのコード、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１
の時間間隔と重複していない第２の時間間隔において第２の基地局から送信されている、
および
　　少なくとも１つのコンピュータに、前記第１の基地局に対する情報を回復するために
、前記第１の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルを処理させるためのコード。
［Ｃ２９］
　下記を具備する、無線通信のための方法：
　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成すること；お
よび
　第１の時間間隔において前記第１の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信する
こと、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２の時間
間隔において第２の基地局から送信されている。
［Ｃ３０］
　Ｃ２９に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のサブフレームの整の数
だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレー
ムのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、
前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じサブフレームのイ
ンデックスを有する重複していない複数のサブフレーム中に属する。
［Ｃ３１］
　Ｃ２９に記載の方法、ここにおいて前記第１の基地局は、複数のシンボルの期間の整の
数だけ前記第２の基地局の第２のフレームのタイミングからオフセットされる第１のフレ
ームのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は
、前記第１および第２のフレームのタイミングに基づいて決定される同じシンボルの期間
のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期間をカバーする。
［Ｃ３２］
　Ｃ２９に記載の方法、ここにおいて前記第１および第２の複数の基地局は、同じフレー
ムのタイミングを有する、およびここにおいて前記第１および第２の複数の時間間隔は、
異なるシンボルの期間の複数のインデックスを有する重複していない複数のシンボルの期
間をカバーする。
［Ｃ３３］
　更に下記を具備する、Ｃ２９に記載の方法：
　前記第２の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前
記第２の時間間隔の間中に前記第１の基地局の送信するパワーを減らすこと。
［Ｃ３４］
　更に下記を具備する、Ｃ２９に記載の方法：
　前記第２の時間間隔を具備するサブフレームを、マルチキャスト・ブロードキャスト・
マルチメディア・サービス（ＭＢＭＳ）単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のサブフ
レームとして設定すること；
　前記サブフレーム中の前記ＭＢＳＦＮのサブフレームに対して制御情報を送信すること
；および
　前記サブフレームの残りの部分においては送信しないこと。
［Ｃ３５］
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　Ｃ２９に記載の方法、ここにおいて前記オーバーヘッドチャネルは、主要な同期信号、
副次的な同期信号、物理的なブロードキャストのチャネル（ＰＢＣＨ）、物理的な制御の
フォーマットのインディケータのチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理的なダウンリンクの制
御のチャネル（ＰＤＣＣＨ）、および物理的なＨＡＲＱインディケータのチャネル（ＰＨ
ＩＣＨ）の内の少なくとも１つを具備する。
［Ｃ３６］
　更に下記を具備する、Ｃ２９に記載の方法：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを送信すること、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第１の基
地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に送信す
るパワーを減らす。
［Ｃ３７］
　下記を具備する、無線通信のための装置：
　第１の基地局に対する情報を具備しているオーバーヘッドチャネルを生成するための手
段；および
　第１の時間間隔において前記第１の基地局から前記オーバーヘッドチャネルを送信する
ための手段、前記オーバーヘッドチャネルは、前記第１の時間間隔と重複していない第２
の時間間隔において第２の基地局から送信されている。
［Ｃ３８］
　更に下記を具備する、Ｃ３７に記載の装置：
　前記第２の基地局からの前記オーバーヘッドチャネルに対する干渉を減らすために、前
記第２の時間間隔の間中に前記第１の基地局の送信するパワーを減らすための手段。
［Ｃ３９］
　更に下記を具備する、Ｃ３７に記載の装置：
　前記第１および第２の複数の時間間隔と重複していない第３の時間間隔において前記第
１の基地局からデータを送信するための手段、ここにおいて前記第２の基地局は、前記第
１の基地局からの前記データに対する干渉を減らすために、前記第３の時間間隔の間中に
送信するパワーを減らす。
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