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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも１つの保護サブフレームおよび少なくとも１つの非保護サブフレームを含む
複数のサブフレームにわたって干渉を測定することと、
　前記少なくとも１つの使用可能サブフレームから少なくとも１つの非保護かつ使用可能
サブフレームを識別することであって、前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブフ
レームが、データの受信、データの送信、またはそれらの組合せのために前記ｅＮＢによ
って使用される少なくとも１つのサブフレームである、識別することと、
　前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉
がしきい値を超えたとき、干渉メッセージを通信することと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記測定することが、
　前記複数のサブフレームの保護サブフレームごとの保護干渉測定値を平均化することと
、
　前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信とのうちの一方を行うことができる非保護サ
ブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化することとを含み、
　前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉
測定値を備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記測定することが、
　前記複数のサブフレームの各々についての個別の干渉測定値を維持することであって、
前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識別された
非保護かつ使用可能サブフレームについて測定された前記個別の干渉測定値を備える、維
持することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、
　前記干渉メッセージが、識別された非保護かつ使用可能サブフレームごとにブロードキ
ャストされる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉が前記
しきい値を下回ったとき、低干渉メッセージを通信することをさらに備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信することと、
　複数のサブフレームのサブフレームタイプを判断することと、
　前記サブフレームタイプが非保護かつ使用可能であると判断されたとき、前記干渉メッ
セージに基づいてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクションをトリガすることとを備える、
方法。
【請求項８】
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージを無視す
ることをさらに備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記干渉メッセージが、
　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージとのうちの１つを備える、請求項７に記載
の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの保護サブフレームおよび少なくとも１つの非保護サブフレームを含む
複数のサブフレームにわたって干渉を測定するための手段と、
　前記少なくとも１つの使用可能サブフレームから少なくとも１つの非保護かつ使用可能
サブフレームを識別するための手段であって、前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能
サブフレームが、データの受信、データの送信、またはそれらの組合せのためにｅＮＢに
よって使用される少なくとも１つのサブフレームである、識別するための手段と、
　前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉
がしきい値を超えたとき、干渉メッセージを通信するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１１】
　前記測定するための手段が、
　前記複数のサブフレームの保護サブフレームごとの保護干渉測定値を平均化するための
手段と、
　前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信とのうちの一方を行うことができる非保護サ
ブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化するための手段とを含み、
　前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉
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測定値を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記測定するための手段が、
　前記複数のサブフレームの各々についての個別の干渉測定値を維持するための手段であ
って、前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識別
された非保護かつ使用可能サブフレームについて測定された前記個別の干渉測定値を備え
る、維持するための手段を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、
　識別された非保護かつ使用可能サブフレームごとに前記干渉メッセージがブロードキャ
ストされる、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉が前記
しきい値を下回ったとき、低干渉メッセージを通信するための手段をさらに備える、請求
項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信するための手段と、
　複数のサブフレームのサブフレームタイプを判断するための手段と、
　前記サブフレームタイプが非保護かつ使用可能であると判断されたとき、前記干渉メッ
セージに基づいてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクションをトリガするための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１７】
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージを無視す
るための手段をさらに備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記干渉メッセージが、
　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージとのうちの１つを備える、請求項１６に記
載の装置。
【請求項１９】
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムを記
録したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムはプログラムコードを備え、
前記プログラムコードが、
　少なくとも１つのコンピュータに、少なくとも１つの保護サブフレームおよび少なくと
も１つの非保護サブフレームを含む複数のサブフレームにわたって干渉を測定させるため
のプログラムコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記少なくとも１つの使用可能サブフレームか
ら少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブフレームを識別させるためのプログラムコー
ドであって、前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブフレームが、データの受信、
データの送信、またはそれらの組合せのためにｅＮＢによって使用される少なくとも１つ
のサブフレームである、識別させるためのプログラムコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブ
フレームに関連する前記測定された干渉がしきい値を超えたとき、干渉メッセージを通信
させるためのプログラムコードと
を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２０】
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　前記少なくとも１つのコンピュータに測定させるためのプログラムコードが、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記複数のサブフレームの保護サブフレームご
との保護干渉測定値を平均化させるためのプログラムコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信との
うちの一方を行うことができる非保護サブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化させ
るためのプログラムコードとを含み、
　前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉
測定値を備える、請求項１９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのコンピュータに測定させるためのプログラムコードが、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記複数のサブフレームの各々についての個別
の干渉測定値を維持させるためのプログラムコードであって、前記識別された非保護かつ
使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識別された非保護かつ使用可能サブフ
レームについて測定された前記個別の干渉測定値を備える、維持させるためのプログラム
コードを含む、請求項１９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、
　前記干渉メッセージが、識別された非保護かつ使用可能サブフレームごとにブロードキ
ャストされる、請求項１９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３】
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、請求項１９に記載のコンピュータ
可読記憶媒体。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記識別された非保護かつ使用可能サブフレー
ムに関連する前記測定された干渉が前記しきい値を下回ったとき、低干渉メッセージを通
信させるためのプログラムコードをさらに備える、請求項１９に記載のコンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項２５】
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムを記
録したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムはプログラムコードを備え、
前記プログラムコードが、
　少なくとも１つのコンピュータに、隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メ
ッセージを受信させるためのプログラムコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、複数のサブフレームのサブフレームタイプを判
断させるためのプログラムコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記サブフレームタイプが非保護かつ使用可能
であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基づいてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）ア
クションをトリガさせるためのプログラムコードとを備える、コンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記サブフレームタイプが保護であると判断さ
れたとき、前記干渉メッセージを無視させるためのプログラムコードをさらに備える、請
求項２５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　前記干渉メッセージが、
　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージとのうちの１つを備える、請求項２５に記
載のコンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項２８】
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサが、
　　少なくとも１つの保護サブフレームおよび少なくとも１つの非保護サブフレームを含
む複数のサブフレームにわたって干渉を測定することと、
　　前記少なくとも１つの使用可能サブフレームから少なくとも１つの非保護かつ使用可
能サブフレームを識別することであって、前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブ
フレームが、データの受信、データの送信、またはそれらの組合せのためにｅＮＢによっ
て使用される少なくとも１つのサブフレームである、識別することと、
　　前記少なくとも１つの非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記測定された干
渉がしきい値を超えたとき、干渉メッセージを通信することと
を行うように構成された、装置。
【請求項２９】
　前記測定するための構成が、
　前記複数のサブフレームの保護サブフレームごとの保護干渉測定値を平均化することと
、
　前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信とのうちの一方を行うことができる非保護サ
ブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化することと
を行うための、前記少なくとも１つのプロセッサの構成を含み、
　前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉
測定値を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記測定するための構成が、
　前記複数のサブフレームの各々についての個別の干渉測定値を維持することであって、
前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識別された
非保護かつ使用可能サブフレームについて測定された前記個別の干渉測定値を備える、維
持すること
を行うための、前記少なくとも１つのプロセッサの構成を含む、請求項２８に記載の装置
。
【請求項３１】
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、
　前記干渉メッセージが、識別された非保護かつ使用可能サブフレームごとにブロードキ
ャストされる、請求項２８に記載の装置。
【請求項３２】
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記識別された非保護かつ使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉が前記
しきい値を下回ったとき、低干渉メッセージを通信することを行うようにさらに構成され
た、請求項２８に記載の装置。
【請求項３４】
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサが、
　　隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信することと、
　　複数のサブフレームのサブフレームタイプを判断することと、
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　　前記サブフレームタイプが非保護かつ使用可能であると判断されたとき、前記干渉メ
ッセージに基づいてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクションをトリガすることと
を行うように構成された、装置。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージを無視す
ること
を行うようにさらに構成された、請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記干渉メッセージが、
　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージと
のうちの１つを備える、請求項３４に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１０年１０月８
日に出願された「METHOD AND APPARATUS FOR MANAGING INTER-CELL INTERFERENCE COORDI
NATION ACTIONS FOR TIME-DOMAIN PARTITIONED CELLS」と題する米国仮出願第６１／３９
１，５３２号の利益を主張する。
【０００２】
　本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、時間領域区分
セルのためのセル間干渉協調（ＩＣＩＣ： inter-cell interference coordination）ア
クションを管理するためのシステムおよび方法に関する。いくつかの態様では、周波数ベ
ースセル間干渉情報（たとえば、アップリンク過負荷インジケータ）を（１つまたは複数
の）隣接ｅＮＢに送るべきかどうか、および／または周波数ベースセル間干渉情報（たと
えば、アップリンク過負荷インジケータ、高干渉インジケータ、および／または相対狭帯
域送信電力）を受信したことに応答してとるべき応答アクションを判断する際に、ｅＮＢ
によって時間領域区分が考慮される。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これ
らのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによっ
て複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そのよう
なネットワークは、通常、多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリソー
スを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。そのようなネット
ワークの一例はＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＵＴＲＡＮ）である。ＵＴＲＡＮは、３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）によってサポートされる第３
世代（３Ｇ）モバイルフォン技術である、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部として定義された無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワークフォーマットの例には、
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、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信をサポー
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トすることができるいくつかの基地局またはノードＢを含み得る。ＵＥは、ダウンリンク
およびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リンク）
は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）はＵＥか
ら基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、および／または
ＵＥからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上では、基
地局からの送信は、ネイバー基地局からの、または他のワイヤレス無線周波（ＲＦ）送信
機からの送信による干渉に遭遇することがある。アップリンク上では、ＵＥからの送信は
、ネイバー基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの、または他のワイヤレス
ＲＦ送信機からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウンリンクとアップリンク
の両方でパフォーマンスを劣化させることがある。
【０００６】
　モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるにつれて、より多くのＵ
Ｅが長距離ワイヤレス通信ネットワークにアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシス
テムがコミュニティ中に展開されるとともに、干渉およびネットワーク輻輳の可能性は高
まる。モバイルブロードバンドアクセスに対する需要の増大に応じるためにだけでなく、
モバイル通信のユーザエクスペリエンスを改善し、向上させるために、研究および開発が
ＵＭＴＳ技術を進化させ続けている。
【発明の概要】
【０００７】
　本発明は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、干渉情報（たとえば
、アップリンク過負荷インジケータ）を生成し、（１つまたは複数の）隣接ｅＮＢに送る
ことによって、時間領域区分セルのためのセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクション、およ
び／または干渉情報を受信したことに応答してとるべき応答アクションを管理するための
システムおよび方法に関する。
【０００８】
　本開示の一態様では、ｅＮＢによるワイヤレス通信のための方法が、複数のサブフレー
ムにわたって干渉を測定することと、各使用可能サブフレームを識別することと、識別さ
れた使用可能サブフレームに関連する測定された干渉がしきい値を超えたとき、干渉メッ
セージを通信することとを含む。
【０００９】
　本開示の追加の態様では、ｅＮＢによるワイヤレス通信のための方法が、隣接ｅＮＢに
よってブロードキャストされた干渉メッセージを受信することと、複数のサブフレームの
サブフレームタイプを判断することと、サブフレームタイプが非保護であると判断された
とき、干渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガすることとを含む。
【００１０】
　本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための装置が、複数のサブフレームにわた
って干渉を測定するための手段と、各使用可能サブフレームを識別するための手段と、識
別された使用可能サブフレームに関連する測定された干渉がしきい値を超えたとき、干渉
メッセージを通信するための手段とを含む。
【００１１】
　本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のための装置が、隣接ｅＮＢによってブロー
ドキャストされた干渉メッセージを受信するための手段と、複数のサブフレームのサブフ
レームタイプを判断するための手段と、サブフレームタイプが非保護であると判断された
とき、干渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガするための手段とを含む。
【００１２】
　本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品が、プログラムコードを記録し
た非一時的コンピュータ可読媒体を有する。本プログラムコードは、複数のサブフレーム
にわたって干渉を測定するためのコードと、各使用可能サブフレームを識別するためのコ
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ードと、識別された使用可能サブフレームに関連する測定された干渉がしきい値を超えた
とき、干渉メッセージを通信するためのコードとを含む。
【００１３】
　本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品が、プログラムコードを記録し
た非一時的コンピュータ可読媒体を有する。本プログラムコードは、隣接ｅＮＢによって
ブロードキャストされた干渉メッセージを受信するためのコードと、複数のサブフレーム
のサブフレームタイプを判断するためのコードと、サブフレームタイプが非保護であると
判断されたとき、干渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガするためのコー
ドとを含む。
【００１４】
　本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信用に構成された装置が、少なくとも１つのプ
ロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。本プロセッサは、複数のサブフレ
ームにわたって干渉を測定することと、各使用可能サブフレームを識別することと、識別
された使用可能サブフレームに関連する測定された干渉がしきい値を超えたとき、干渉メ
ッセージを通信することとを行うように構成される。
【００１５】
　本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信用に構成された装置が、少なくとも１つのプ
ロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。本プロセッサは、隣接ｅＮＢによ
ってブロードキャストされた干渉メッセージを受信することと、サブフレームのサブフレ
ームタイプを判断することと、サブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、干
渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガすることとを行うように構成される
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】モバイル通信システムの一例を概念的に示すブロック図。
【図２】モバイル通信システムにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を概念的に示す
ブロック図。
【図３】アップリンクＬＴＥ／－Ａ通信における例示的なフレーム構造を概念的に示すロ
ック図。
【図４】異種ネットワーク中のＣＲＥ領域を有するセルを概念的に示すブロック図。
【図５】本開示の一態様による、異種ネットワークにおける時分割多重（ＴＤＭ）区分を
概念的に示すブロック図。
【図６】本開示の一態様に従って構成された基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計を概念的に
示すブロック図。
【図７】モバイル通信システムにおけるｅＮＢ相互通信の一例を概念的に示すブロック図
。
【図８Ａ】本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢを概念的に示すブロック図。
【図８Ｂ】本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢを概念的に示すブロック図。
【図８Ｃ】本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢを概念的に示すブロック図。
【図９】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを概念的に示す機
能ブロック図。
【図１０Ａ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを概念的に示
す機能ブロック図。
【図１０Ｂ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを概念的に示
す機能ブロック図。
【図１１】本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢを概念的に示すブロック図。
【図１２】本開示の別の態様に従って構成されたｅＮＢを概念的に示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するも
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のであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。発明
を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。
ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明ら
かであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られて
いる構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００１８】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークに使用され得る。
用語「ネットワーク」と「システム」とは、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡネッ
トワークは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ
（ＵＴＲＡ）、Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ａｓｓｏｃ
ｉａｔｉｏｎの（ＴＩＡのもの）ＣＤＭＡ２０００（登録商標）などの無線技術を実装し
得る。ＵＴＲＡ技術は、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）（登録商標）および
ＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＣＤＭＡ２０００技術は、エレクトロニクス産業同盟（Ｅ
ＩＡ）およびＴＩＡからのＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格を含む。
ＴＤＭＡネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭ
Ａネットワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ
８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無
線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡ技術はＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。
３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのより新しいリリースであ
る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「３ｒｄ
　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）と呼
ばれる組織からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代
パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と呼ばれる組織からの文書に記載され
ている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス
技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス技術に使用され得る。明
快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａ（代替と
して、一緒に「ＬＴＥ／－Ａ」と呼ばれる）に関して説明し、以下の説明の大部分でその
ようなＬＴＥ／－Ａ用語を使用する。
【００１９】
　図１に、通信のためのワイヤレスネットワーク１００を示し、これはＬＴＥ－Ａネット
ワークであり得る。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）１１０と他のネットワークエンティティとを含む。ｅＮＢは、ＵＥと通信する局であ
り得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどとも呼ばれる。各ｅＮＢ１１０は、特定
の地理的エリアに通信カバレージを提供し得る。３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、
この用語が使用される状況に応じて、ｅＮＢのこの特定の地理的カバレージエリアおよび
／またはこのカバレージエリアをサービスするｅＮＢサブシステムを指すことがある。
【００２０】
　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に
通信カバレージを提供し得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア（たと
えば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入して
いるＵＥによる無制限アクセスを可能にする。ピコセルは、概して、比較的小さい地理的
エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制
限アクセスを可能にし得る。フェムトセルはまた、概して、比較的小さい地理的エリア（
たとえば、自宅）をカバーし得、無制限のアクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有
するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：Closed Subscriber Group）中のＵ
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Ｅ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による限定アクセスを可能にし得る。マクロセル
のためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある。ピコセルのためのｅＮＢはピコｅ
ＮＢと呼ばれることがある。また、フェムトセルのためのｅＮＢはフェムトｅＮＢまたは
ホームｅＮＢと呼ばれることがある。図１に示す例では、ｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂおよ
び１１０ｃは、それぞれマクロセル１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃのためのマクロｅ
ＮＢである。ｅＮＢ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのためのピコｅＮＢである。また、ｅ
ＮＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムトセル１０２ｙおよび１０２ｚのための
フェムトｅＮＢである。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなど
の）セルをサポートし得る。ワイヤレスネットワーク１００はまた、上流局（たとえば、
ｅＮＢ、ＵＥなど）からデータおよび／または他の情報の送信を受信し、そのデータおよ
び／または他の情報の送信を下流局（たとえば、別のＵＥ、別のｅＮＢなど）に送る中継
局１１０ｒを含む。
【００２１】
　ワイヤレスネットワーク１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期
動作の場合、ｅＮＢは同様のフレームタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は時
間的にほぼ整合され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミングを有し
得、異なるｅＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明する技
法の多くは、同期動作のために使用される。
【００２２】
　ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに結合し、これらのｅＮＢの協調
および制御を行い得る。ネットワークコントローラ１３０は、バックホール１３２を介し
てｅＮＢ１１０と通信し得る。ｅＮＢ１１０はまた、たとえば、ワイヤレスバックホール
１３４またはワイヤラインバックホール１３６を介して直接または間接的に互いに通信し
得る。
【００２３】
　ＵＥ１２０は、ワイヤレスネットワーク１００全体にわたって分散され、各ＵＥは、固
定でも移動でもよい。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることも
ある。ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス
通信デバイス、タブレットコンピュータ、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、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥは
、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーなどと通信することが可能であり
得る。図１において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上
での、ＵＥと、そのＵＥをサービスするように指定されたｅＮＢであるサービングｅＮＢ
との間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、ＵＥとｅＮＢとの間の干渉送信を示す
。
【００２４】
　ＬＴＥ／－Ａは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用し、アッ
プリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦＤ
ＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数
（Ｋ個）の直交サブキャリアに分割する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一般
に、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送られる
。隣接するサブキャリア間の間隔は固定でもよく、サブキャリアの総数（Ｋ）はシステム
帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、１．２５、２．５、５、１０、または２０メガヘ
ルツ（ＭＨｚ）の対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、２５６、５１２、１
０２４または２０４８に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され
得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーし得、１．２５、２．５、５、１
０、または２０ＭＨｚの対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１つ、２つ、４つ、８
つ、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００２５】
　図２に、ＬＴＥ／－Ａにおいて使用されるダウンリンクフレーム構造を示す。ダウンリ
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ンクの送信タイムラインは無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定
の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有し得、０～９のインデックスをもつ１
０個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは２つのスロットを含み得る。した
がって、各無線フレームは、０～１９のインデックスをもつ２０個のスロットを含み得る
。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、（図２に示すように）ノーマルサイク
リックプレフィックスの場合は７つのシンボル期間、または拡張サイクリックプレフィッ
クスの場合は６つのシンボル期間を含み得る。各サブフレーム中の２Ｌ個のシンボル期間
には０～２Ｌ－１のインデックスが割り当てられ得る。利用可能な時間周波数リソースは
リソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロット中でＮ個のサ
ブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし得る。
【００２６】
　ＬＴＥ／－Ａでは、ｅＮＢは、ｅＮＢ中の各セルに関する１次同期信号（ＰＳＳ）と２
次同期信号（ＳＳＳ）とを送り得る。１次同期信号および２次同期信号は、図２に示すよ
うに、それぞれ、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレ
ーム０および５の各々中のシンボル期間６および５中で送られ得る。同期信号は、セル検
出および捕捉のためにＵＥによって使用され得る。ｅＮＢは、サブフレーム０のスロット
１中のシンボル期間０～３中で物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を送り得る。
ＰＢＣＨはあるシステム情報を搬送し得る。
【００２７】
　ｅＮＢは、図２に示すように、各サブフレームの第１のシンボル期間中に物理制御フォ
ーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indicator Ch
annel）を送り得る。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルのために使用されるシンボル期間の
数（Ｍ個）を搬送し得、ここで、Ｍは、１、２または３に等しくなり得、サブフレームご
とに変化し得る。Ｍはまた、たとえば、リソースブロックが１０個未満である、小さいシ
ステム帯域幅では４に等しくなり得る。図２に示す例では、Ｍ＝３である。ｅＮＢは、各
サブフレームの最初のＭ個のシンボル期間中で物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨ
ＩＣＨ：Physical HARQ Indicator Channel）と物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ：Physical Downlink Control Channel）とを送り得る。図２に示す例でも、ＰＤＣ
ＣＨおよびＰＨＩＣＨは最初の３つのシンボル期間中に含まれている。ＰＨＩＣＨは、ハ
イブリッド自動再送信（ＨＡＲＱ）をサポートするための情報を搬送し得る。ＰＤＣＣＨ
は、ＵＥのためのリソース割振りに関する情報と、ダウンリンクチャネルのための制御情
報とを搬送し得る。ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間中に物理ダウンリン
ク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared Channel）を送り得る。ＰＤＳ
ＣＨは、ダウンリンク上でのデータ送信のためにスケジュールされたＵＥのためのデータ
を搬送し得る。
【００２８】
　各サブフレームの制御セクション中で、すなわち、各サブフレームの第１のシンボル期
間中でＰＨＩＣＨとＰＤＣＣＨとを送ることに加えて、ＬＴＥ－Ａはまた、各サブフレー
ムのデータ部分中でもこれらの制御指向チャネルを送信し得る。図２に示すように、デー
タ領域を利用するこれらの新しい制御設計、たとえば、リレー物理ダウンリンク制御チャ
ネル（Ｒ－ＰＤＣＣＨ：Relay-Physical Downlink Control Channel）およびリレー物理
ＨＡＲＱインジケータチャネル（Ｒ－ＰＨＩＣＨ：Relay-Physical HARQ Indicator Chan
nel）は、各サブフレームの後のシンボル期間中に含まれる。Ｒ－ＰＤＣＣＨは、最初に
半二重リレー動作のコンテキストにおいて開発された、データ領域を利用する新しいタイ
プの制御チャネルである。１つサブフレーム中の最初のいくつかの制御シンボルを占有す
るレガシーＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨとは異なり、Ｒ－ＰＤＣＣＨおよびＲ－ＰＨＩＣ
Ｈは、最初にデータ領域として指定されたリソース要素（ＲＥ）にマッピングされる。新
しい制御チャネルは、周波数分割多重（ＦＤＭ）、時分割多重（ＴＤＭ）、またはＦＤＭ
とＴＤＭとの組合せの形態であり得る。
【００２９】
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　ｅＮＢは、ｅＮＢによって使用されるシステム帯域幅の中心の１．０８ＭＨｚにおいて
ＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送り得る。ｅＮＢは、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを
、これらのチャネルが送られる各シンボル期間中のシステム帯域幅全体にわたって、送り
得る。ｅＮＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグループにＰＤＣＣＨ
を送り得る。ｅＮＢは、システム帯域幅の特定の部分において特定のＵＥにＰＤＳＣＨを
送り得る。ｅＮＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方式でＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ
、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り得、特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＣＣＨ
を送り得、また特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＳＣＨを送り得る。
【００３０】
　各シンボル期間においていくつかのリソース要素が利用可能であり得る。各リソース要
素は、１つのシンボル期間中の１つのサブキャリアをカバーし得、実数値または複素数値
であり得る１つの変調シンボルを送るために使用され得る。各シンボル期間中に基準信号
のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ（ＲＥＧ：resource eleme
nt group）に構成され得る。各ＲＥＧは、４つのリソース要素を１つのシンボル期間中に
含み得る。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０において、周波数上でほぼ等しく離間され得
る、４つのＲＥＧを占有し得る。ＰＨＩＣＨは、１つまたは複数の構成可能なシンボル期
間において、周波数上で拡散され得る、３つのＲＥＧを占有し得る。たとえば、ＰＨＩＣ
Ｈ用の３つのＲＥＧは、すべてシンボル期間０中に属するか、またはシンボル期間０、１
および２中で拡散され得る。ＰＤＣＣＨは、最初のＭ個のシンボル期間において、利用可
能なＲＥＧから選択され得る、９、１８、３２または６４個のＲＥＧを占有し得る。ＲＥ
Ｇのいくつかの組合せのみがＰＤＣＣＨに対して可能にされ得る。
【００３１】
　ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨのために使用される特定のＲＥＧを知り得る。
ＵＥは、ＰＤＣＣＨのためのＲＥＧの様々な組合せを探索し得る。探索する組合せの数は
、一般に、ＰＤＣＣＨに対して可能にされた組合せの数よりも少ない。ｅＮＢは、ＵＥが
探索することになる組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを送り得る。
【００３２】
　ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレージ内にあり得る。そのＵＥをサービスするために、こ
れらのｅＮＢのうちの１つが選択され得る。サービングｅＮＢは、受信電力、経路損失、
信号対雑音比（ＳＮＲ）など、様々な基準に基づいて選択され得る。
【００３３】
　図３は、アップリンクＬｏｎｇＴｅｒｍＥｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ／－Ａ）通信にお
ける例示的なフレーム構造３００を概念的に示すロック図である。アップリンクのために
利用可能なリソースブロック（ＲＢ：Resource Block）は、データセクションと制御セク
ションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形
成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御
情報を送信するためにＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中
に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。図３の設計は、データセクション中
の連続するサブキャリアのすべてを単一のＵＥに割り当てることを可能にし得る連続サブ
キャリアを含むデータセクションを生じる。
【００３４】
　ＵＥには、ｅＮＢに制御情報を送信するために制御セクション中のリソースブロックが
割り当てられ得る。ＵＥには、ｅノードＢにデータを送信するためにデータセクション中
のリソースブロックも割り当てられ得る。ＵＥは、制御セクション中の割り当てられたリ
ソースブロック３１０ａおよび３１０ｂ上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
：Physical Uplink Control Channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、データセク
ション中の割り当てられたリソースブロック３２０ａおよび３２０ｂ上の物理アップリン
ク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：Physical Uplink Shared Channel）中でデータのみまたは
データと制御情報の両方を送信し得る。アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロ
ットにわたり得、図３に示すように周波数上でホッピングし得る。
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【００３５】
　再び図１を参照すると、ワイヤレスネットワーク１００は、システムの単位面積当たり
のスペクトル効率を改善するために、ｅＮＢ１１０の多様なセット（すなわち、マクロｅ
ＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、およびリレー）を使用する。ワイヤレスネットワー
ク１００は、それのスペクトルカバレージのためにそのような異なるｅＮＢを使用するの
で、それは異種ネットワークと呼ばれることもある。マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、通常
、ワイヤレスネットワーク１００のプロバイダによって慎重に計画され、配置される。マ
クロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、概して、高電力レベル（たとえば、５Ｗ～４０Ｗ）で送信す
る。ピコｅＮＢ１１０ｘおよび中継局１１０ｒは、概して、かなり低い電力レベル（たと
えば、１００ｍＷ～２Ｗ）で送信し、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃによって与えられたカバ
レージエリア中のカバレージホールを除去し、ホットスポットにおける容量を改善するた
めに比較的無計画に展開され得る。とはいえ、一般にワイヤレスネットワーク１００とは
無関係に展開されるフェムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚは、それらの（１人または複数の）管理
者によって許可された場合、ワイヤレスネットワーク１００への潜在的なアクセスポイン
トとして、または少なくとも、干渉管理の協調およびリソース協調を実行するためにワイ
ヤレスネットワーク１００の他のｅＮＢ１１０と通信し得る、アクティブでアウェアなｅ
ＮＢとして、ワイヤレスネットワーク１００のカバレージエリアに組み込まれ得る。フェ
ムトｅＮＢ１１０ｙ～ｚはまた、一般に、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃよりもかなり低い電
力レベル（たとえば、１００ｍＷ～２Ｗ）で送信する。
【００３６】
　ワイヤレスネットワーク１００など、異種ネットワークの動作では、各ＵＥは、通常、
より良い信号品質をもつｅＮＢ１１０によってサービスされ、他のｅＮＢ１１０から受信
した不要な信号は干渉として扱われる。そのような動作原理は、著しく準最適なパフォー
マンスをもたらすことがあるが、ｅＮＢ１１０の間のインテリジェントリソース協調と、
より良いサーバ選択ストラテジと、効率的な干渉管理のためのより高度の技法とを使用す
ることによって、ワイヤレスネットワーク１００においてネットワークパフォーマンスの
利得が実現される。
【００３７】
　ピコｅＮＢ１１０ｘなどのピコｅＮＢは、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなどのマクロｅＮ
Ｂと比較したとき、かなり低い送信電力によって特徴づけられる。ピコｅＮＢはまた、通
常、ワイヤレスネットワーク１００などのネットワークのあちこちにアドホックに配置さ
れる。この無計画展開のために、ワイヤレスネットワーク１００など、ピコｅＮＢ配置を
もつワイヤレスネットワークは、カバレージエリアまたはセルのエッジ上のＵＥ（「セル
エッジ」ＵＥ）への制御チャネル送信のためのより困難なＲＦ環境に役立つことができる
、低信号対干渉状態をもつ大きいエリアを有することが予想され得る。さらに、マクロｅ
ＮＢ１１０ａ～ｃの送信電力レベルとピコｅＮＢ１１０ｘの送信電力レベルとの間の潜在
的に大きい格差（たとえば、約２０ｄＢ）は、混合展開において、ピコｅＮＢ１１０ｘの
ダウンリンクカバレージエリアがマクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのそれよりもはるかに小さい
ことを暗示する。
【００３８】
　しかしながら、アップリンクの場合、アップリンク信号の信号強度は、ＵＥによって支
配され、したがって、どのタイプのｅＮＢ１１０によって受信されたときでも同様である
。ｅＮＢ１１０のためのアップリンクカバレージエリアがほぼ同じまたは同様であれば、
チャネル利得に基づいてアップリンクハンドオフ境界が判断されることになる。これは、
ダウンリンクハンドオーバ境界とアップリンクハンドオーバ境界との間の不一致をもたら
し得る。追加のネットワークアコモデーションがなければ、不一致により、ワイヤレスネ
ットワーク１００におけるサーバ選択またはｅＮＢへのＵＥの関連付けは、ダウンリンク
ハンドオーバ境界とアップリンクハンドオーバ境界とがより厳密に一致するマクロｅＮＢ
のみの同種ネットワークにおけるよりも困難になるであろう。
【００３９】
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　サーバ選択が主にダウンリンク受信信号強度に基づく場合、ワイヤレスネットワーク１
００などの異種ネットワークの混合ｅＮＢ展開の有用性は大幅に減少されよう。これは、
マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃのより高いダウンリンク受信信号強度が、利用可能なすべての
ＵＥを引きつけ、ピコｅＮＢ１１０ｘはそれのはるかに弱いダウンリンク送信電力のため
にどのＵＥをもサービスしないことがあるので、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃなど、より高
電力のマクロｅＮＢのより大きいカバレージエリアが、ピコｅＮＢ１１０ｘなどのピコｅ
ＮＢを用いてセルカバレージを分割することの利点を限定するためである。さらに、マク
ロｅＮＢ１１０ａ～ｃは、それらのＵＥを効率的にサービスするために十分なリソースを
有しない可能性がある。したがって、ワイヤレスネットワーク１００は、ピコｅＮＢ１１
０ｘのカバレージエリアを拡張することによってマクロｅＮＢ１１０ａ～ｃとピコｅＮＢ
１１０ｘとの間で負荷をアクティブに分散させようと試みる。この概念はセルレンジ拡張
（ＣＲＥ：cell range extension）と呼ばれる。
【００４０】
　ワイヤレスネットワーク１００は、サーバ選択を判断する方法を変更することによって
ＣＲＥを達成する。サーバ選択がダウンリンク受信信号強度に基づく代わりに、選択はダ
ウンリンク信号の品質に一層基づく。１つのそのような品質ベースの判断では、サーバ選
択は、ＵＥに最小の経路損失を与えるｅＮＢを判断することに基づき得る。さらに、ワイ
ヤレスネットワーク１００は、マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃとピコｅＮＢ１１０ｘとの間に
リソースの固定の区分を与える。しかしながら、このアクティブな負荷分散を伴う場合で
も、ピコｅＮＢ１１０ｘなどのピコｅＮＢによってサービスされるＵＥに対するマクロｅ
ＮＢ１１０ａ～ｃからのダウンリンク干渉は緩和されるべきである。これは、ＵＥにおけ
る干渉消去、ｅＮＢ１１０間のリソース協調などを含む様々な方法によって達成され得る
。
【００４１】
　図４は、異種ネットワーク中のマクロセル境界４０７内のＣＲＥ領域を有するセル４０
０を概念的に示すブロック図である。セルラー領域４０３を用いてＵＥ４０５をサービス
する、ピコ、フェムト、またはＲＲＨなどのより低電力クラスのｅＮＢ４０２は、より低
電力クラスのｅＮＢ４０２とマクロｅＮＢ４０１との間の拡張セル間干渉協調と、ＵＥ４
０６によって実行される干渉消去とを通してセルラー領域４０３から拡張されたＣＲＥ領
域４０４を有し得る。拡張セル間干渉協調において、より低電力クラスのｅＮＢ４０２は
、マクロｅＮＢ４０１からＵＥ４０６の干渉状態に関する情報を受信する。この情報によ
り、より低電力クラスのｅＮＢ４０２は、レンジ拡張されたセルラー領域４０４中のＵＥ
４０６をサービスし、ＵＥ４０６がレンジ拡張されたセルラー領域４０４に入るとき、マ
クロｅＮＢ４０１からのＵＥ４０６のハンドオフを受け入れることができる。
【００４２】
　ワイヤレスネットワーク１００など、ＣＲＥをもつ異種ネットワークでは、ＵＥが、マ
クロｅＮＢ１１０ａ～ｃなどのより高電力のｅＮＢから送信されたより強いダウンリンク
信号の存在下でピコｅＮＢ１１０ｘなどのより低電力のｅＮＢからサービスを取得するた
めに、ピコｅＮＢ１１０ｘは、支配的干渉マクロｅＮＢ１１０ａ～ｃとの制御チャネルお
よびデータチャネル干渉協調に関与する。干渉を管理するために、干渉協調のための多く
の異なる技法が採用され得る。たとえば、同一チャネル展開中のセルからの干渉を低減す
るために、セル間干渉協調（ＩＣＩＣ）が使用され得る。１つのＩＣＩＣ機構は適応リソ
ース区分である。適応リソース区分は、いくつかのｅＮＢにサブフレームを割り当てる。
第１のｅＮＢに割り当てられたサブフレーム中ではネイバーｅＮＢが送信しない。したが
って、第１のｅＮＢによってサービスされるＵＥが受ける干渉が低減される。サブフレー
ム割当ては、アップリンクとダウンリンクの両方のチャネル上で実行され得る。
【００４３】
　たとえば、サブフレームは、保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）、禁止サブフレーム
（Ｎサブフレーム）の組合せの間で割り振られ得、また、共通サブフレーム（Ｃサブフレ
ーム）を含み得る。保護サブフレームは、第１のｅＮＢによって排他的に使用するために
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第１のｅＮＢに割り当てられる。保護サブフレームは、隣接ｅＮＢからの干渉が低減され
ることに基づいて「クリーン」サブフレームと呼ばれることもある。禁止サブフレームは
ネイバーｅＮＢに割り当てられたサブフレームであり、第１のｅＮＢは、禁止サブフレー
ム中でデータを送信することを禁止される。たとえば、第１のｅＮＢの禁止サブフレーム
は、第２の干渉ｅＮＢの保護サブフレームに対応し得る。したがって、第１のｅＮＢは、
概して、第１のｅＮＢの保護サブフレーム中でデータを送信する。共通サブフレームは、
複数のｅＮＢによってデータ送信のために使用され得る。共通サブフレームは、他のｅＮ
Ｂからの干渉の可能性があるため、「非クリーン」または「非保護」サブフレームと呼ば
れることもある。
【００４４】
　期間ごとに少なくとも１つの保護サブフレームが静的に割り当てられる。場合によって
は、ただ１つの保護サブフレームが静的に割り当てられる。たとえば、期間が８ミリ秒で
ある場合、８ミリ秒ごとに１つの保護サブフレームがｅＮＢに静的に割り当てられ得る。
他のサブフレームが動的に割り振られ得る。
【００４５】
　適応リソース区分情報（ＡＲＰＩ：adaptive resource partitioning information）は
、非静的に割り当てられたサブフレームが動的に割り振られることを可能にする。保護、
禁止、共通の任意のサブフレームが動的に割り振られ得る（それぞれ、ＡＵ、ＡＮ、ＡＣ
サブフレーム）。動的割当ては、たとえば、１００ミリ秒ごとにまたはそれ以下などで、
急速に変化し得る。
【００４６】
　異種ネットワークは、異なる電力クラスのｅＮＢを有し得る。たとえば、３つの電力ク
ラスが、電力クラスの高いものから順に、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、およびフェムトｅ
ＮＢとして定義され得る。マクロｅＮＢとピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとが同一チャネル
展開中にあるとき、マクロｅＮＢ（アグレッサｅＮＢ）の電力スペクトル密度（ＰＳＤ：
power spectral density）は、ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢ（ビクティムｅＮＢ）の
ＰＳＤよりも大きくなり、ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢとの大量の干渉を生じ得る。
ピコｅＮＢおよびフェムトｅＮＢとの干渉を低減するかまたは最小限に抑えるために、保
護サブフレームが使用され得る。すなわち、アグレッサｅＮＢ上の禁止サブフレームに対
応するように、ビクティムｅＮＢに対して保護サブフレームがスケジュールされ得る。
【００４７】
　図５は、本開示の一態様による、異種ネットワークにおける時分割多重（ＴＤＭ）区分
を示すブロック図である。ブロックの第１の行はフェムトｅＮＢのためのサブフレーム割
当てを示し、ブロックの第２の行はマクロｅＮＢのためのサブフレーム割当てを示してい
る。ｅＮＢの各々が静的保護サブフレームを有する間、他方のｅＮＢは静的禁止サブフレ
ームを有する。たとえば、フェムトｅＮＢは、サブフレーム０中の禁止サブフレーム（Ｎ
サブフレーム）に対応して、サブフレーム０中の保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）を
有する。同様に、マクロｅＮＢは、サブフレーム７中の禁止サブフレーム（Ｎサブフレー
ム）に対応して、サブフレーム７中の保護サブフレーム（Ｕサブフレーム）を有する。サ
ブフレーム１～６は、保護サブフレーム（ＡＵ）、禁止サブフレーム（ＡＮ）、および共
通サブフレーム（ＡＣ）のいずれかとして動的に割り当てられる。サブフレーム５および
６中の動的に割り当てられた共通サブフレーム（ＡＣ）中に、フェムトｅＮＢとマクロｅ
ＮＢの両方がデータを送信し得る。
【００４８】
　保護サブフレーム（Ｕ／ＡＵサブフレームなど）では、アグレッサｅＮＢが送信を禁止
されるので、干渉が低減され、チャネル品質が高い。禁止サブフレーム（Ｎ／ＡＮサブフ
レームなど）では、ビクティムｅＮＢが干渉レベルの低いデータを送信できるように、デ
ータが送信されない。共通サブフレーム（Ｃ／ＡＣサブフレームなど）では、チャネル品
質は、データを送信するネイバーｅＮＢの数に依存する。たとえば、ネイバーｅＮＢが共
通サブフレーム上でデータを送信する場合、共通サブフレームのチャネル品質は保護サブ



(16) JP 5833128 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

フレームよりも低くなり得る。共通サブフレーム上のチャネル品質はまた、アグレッサｅ
ＮＢによって強く影響を及ぼされるＣＲＥ　ＵＥではより低くなり得る。ＣＲＥ　ＵＥは
、第１のｅＮＢに属し得るが、第２のｅＮＢのカバレージエリア中にも位置し得る。たと
えば、フェムトｅＮＢカバレージのレンジ限界の近くにあるマクロｅＮＢと通信している
ＵＥは、ＣＲＥ　ＵＥである。
【００４９】
　ＬＴＥ／－Ａにおいて採用され得る別の例示的な干渉管理方式は、低速適応（slowly-a
daptive）干渉管理である。この手法を干渉管理に使用すると、スケジューリング間隔よ
りもはるかにより大きい時間スケールにわたってリソースがネゴシエートされ、割り振ら
れる。本方式の目的は、ネットワークの総ユーティリティを最大にする、時間または周波
数リソースのすべてにわたる、送信ｅＮＢおよびＵＥのすべてのための送信電力の組合せ
を発見することである。「ユーティリティ」は、ユーザデータレート、サービス品質（Ｑ
ｏＳ）フローの遅延、および公平性メトリックの関数として定義され得る。そのようなア
ルゴリズムは、たとえばネットワークコントローラ１３０（図１）などの、最適化を解決
するために使用される情報のすべてにアクセスでき、送信エンティティのすべてを制御す
る中央エンティティによって計算され得る。この中央エンティティは、常に実際的である
とは限らず、さらには望ましいとは限らないことがある。したがって、代替態様では、ノ
ードのあるセットからのチャネル情報に基づいてリソース使用状況決定を行う分散アルゴ
リズムが使用され得る。したがって、低速適応干渉アルゴリズムは、中央エンティティを
使用するか、またはネットワーク中のノード／エンティティの様々なセットにわたってア
ルゴリズムを配信することによって展開され得る。
【００５０】
　ワイヤレスネットワーク１００など、異種ネットワークの展開では、ＵＥは、ＵＥが１
つまたは複数の干渉ｅＮＢからの高い干渉を観測し得る支配的干渉シナリオにおいて動作
し得る。支配的干渉シナリオは、制限された関連付けにより発生し得る。たとえば、図１
では、ＵＥ１２０ｙは、フェムトｅＮＢ１１０ｙに近接し得、ｅＮＢ１１０ｙについて高
い受信電力を有し得る。しかしながら、ＵＥ１２０ｙは、制限された関連付けによりフェ
ムトｅＮＢ１１０ｙにアクセスすることができないことがあり、次いで、（図１に示すよ
うに）マクロｅＮＢ１１０ｃまたはやはりより低い受信電力をもつフェムトｅＮＢ１１０
ｚ（図１に図示せず）に接続し得る。その場合、ＵＥ１２０ｙは、ダウンリンク上でフェ
ムトｅＮＢ１１０ｙからの高い干渉を観測し得、また、アップリンク上でｅＮＢ１１０ｙ
に高い干渉を引き起こし得る。協調干渉管理を使用すると、ｅＮＢ１１０ｃとフェムトｅ
ＮＢ１１０ｙとは、リソースをネゴシエートするためにバックホール１３４を介して通信
し得る。ネゴシエーションにおいて、フェムトｅＮＢ１１０ｙは、それのチャネルリソー
スの１つの上での送信を中止することに同意し、それにより、ＵＥ１２０ｙがその同じチ
ャネルを介してｅＮＢ１１０ｃと通信するときと同程度の、フェムトｅＮＢ１１０ｙから
の干渉を、ＵＥ１２０ｙが受けないようにする。
【００５１】
　そのような支配的干渉シナリオでは、ＵＥと複数のｅＮＢとの間の距離が異なるために
、ＵＥにおいて観測される信号電力の相異に加えて、同期システム中でもＵＥによってま
たダウンリンク信号のタイミング遅延が観測され得る。同期システム中のｅＮＢは、推論
上、システムにわたって同期される。しかしながら、たとえば、マクロｅＮＢから５ｋｍ
の距離にあるＵＥについて考察すると、そのマクロｅＮＢから受信したダウンリンク信号
の伝搬遅延は、約１６．６７μｓ（５ｋｍ÷３×１０8（すなわち、光速、「ｃ」））遅
延されるであろう。マクロｅＮＢからのそのダウンリンク信号を、はるかに近いフェムト
ｅＮＢからのダウンリンク信号と比較すると、タイミング差は有効期間（ＴＴＬ：time-t
o-live）エラーのレベルに近づく可能性がある。
【００５２】
　さらに、そのようなタイミング差は、ＵＥにおける干渉消去に影響を及ぼし得る。干渉
消去は、同じ信号の複数のバージョンの組合せ間の相互相関特性をしばしば使用する。同
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じ信号の複数のコピーを組み合わせることによって、干渉がより容易に識別され得、それ
は、おそらく信号の各コピー上に干渉があるが、それはおそらく同じロケーションにはな
いからである。複合信号の相互相関を使用すると、実際の信号部分が判断され、干渉と区
別され得、したがって干渉消去が可能になる。
【００５３】
　図６に、図１の基地局／ｅＮＢの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０および図１のＵ
Ｅの１つであり得るＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。制限付き関連付けシナリオの
場合、ｅＮＢ１１０は図１のマクロｅＮＢ１１０ｃであり得、ＵＥ１２０はＵＥ１２０ｙ
であり得る。ｅＮＢ１１０はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。ｅＮＢ１１
０は、アンテナ６３４ａ～６３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０は、アンテナ６５２ａ～６５
２ｒを装備し得る。
【００５４】
　ｅＮＢ１１０において、送信プロセッサ６２０は、データソース６１２からデータを受
信し、コントローラ／プロセッサ６４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、ＰＢＣ
Ｈ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。データは、Ｐ
ＤＳＣＨなどのためのものであり得る。プロセッサ６２０は、データと制御情報とを処理
（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシンボルと制御シ
ンボルとを取得し得る。プロセッサ６２０はまた、たとえば、ＰＳＳ、ＳＳＳ、およびセ
ル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭ
Ｏ）プロセッサ６３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および／ま
たは基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行し得、出力シ
ンボルストリームを変調器（ＭＯＤ）６３２ａ～６３２ｔに供給し得る。各変調器６３２
は、（たとえば、ＯＦＤＭなどの）それぞれの出力シンボルストリームを処理して出力サ
ンプルストリームを取得し得る。各変調器６３２はさらに、出力サンプルストリームを処
理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して
、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器６３２ａ～６３２ｔからのダウンリンク信号は
、それぞれアンテナ６３４ａ～６３４ｔを介して送信され得る。
【００５５】
　ＵＥ１２０において、アンテナ６５２ａ～６５２ｒは、ｅＮＢ１１０からダウンリンク
信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）６５４ａ～６５４ｒに供給し
得る。各復調器６５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、
ダウンコンバート、およびデジタル化）して入力サンプルを取得し得る。各復調器６５４
はさらに、（たとえば、ＯＦＤＭなどの）入力サンプルを処理して受信シンボルを取得し
得る。ＭＩＭＯ検出器６５６は、すべての復調器６５４ａ～６５４ｒから受信シンボルを
取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシン
ボルを供給し得る。受信プロセッサ６５８は、検出されたシンボルを処理（たとえば、復
調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデータをデータシンク
６６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ６８０に与え得る。
【００５６】
　アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ６６４は、データソース６
６２から（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データを受信し、処理し得、コントローラ／
プロセッサ６８０から（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を受信し、処理し得る
。プロセッサ６６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッ
サ６６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ６６６によって
プリコードされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）変調器６５４ａ～６５
４ｒによって処理され、ｅＮＢ１１０に送信され得る。ｅＮＢ１１０において、ＵＥ１２
０からのアップリンク信号は、アンテナ６３４によって受信され、復調器６３２によって
処理され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器６３６によって検出され、さらに受信プロセ
ッサ６３８によって処理されて、ＵＥ１２０によって送られた復号されたデータおよび制
御情報が取得され得る。プロセッサ６３８は、復号されたデータをデータシンク６３９に
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与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ６４０に供給し得る。
【００５７】
　コントローラ／プロセッサ６４０および６８０は、それぞれｅＮＢ１１０における動作
およびＵＥ１２０における動作を指示し得る。ｅＮＢ１１０におけるプロセッサ６４０お
よび／または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明する技法のための様々
なプロセスを実行するかまたはその実行を指示し得る。ＵＥ１２０におけるプロセッサ６
８０ならびに／または他のプロセッサおよびモジュールはまた、図９、図１０Ａ、および
図１０Ｂに示す機能ブロック、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロ
セスを実行するかまたはその実行を指示し得る。メモリ６４２および６８２は、それぞれ
ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。ス
ケジューラ６４４は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上でのデータ送信のた
めにＵＥをスケジュールし得る。
【００５８】
　セル間干渉協調（ＩＣＩＣ）は、概して、異なるセル間での（たとえば、送信リソース
スケジューリングに関する）情報の交換に依拠する、セル間干渉の低減のための技法を指
す。ＩＣＩＣ技法は、一般に、送信リソース割振りおよび／または電力レベルに関する制
約を伴う。ＬＴＥでは、ＩＣＩＣは静的または半静的であり得、ｅＮＢ間に異なるレベル
の関連する通信が必要とされる。
【００５９】
　ｅＮＢは、ｅＮＢ間インターフェースを介して互いに通信し得る。たとえば、Ｘ２は、
ＬＴＥにおいてｅＮＢを相互接続するために使用されるインターフェースを指す。図７の
例に示すように、（図１の）システム１００のｅＮＢ１１０は、（たとえば、Ｘ２、ファ
イバー、またはワイヤレスインターフェースを介して）互いにメッセージを交換し得る。
たとえば、マクロｅＮＢ１１０ａ、１１０ｂ、および１１０ｃは、ｅＮＢ相互通信インタ
ーフェース（たとえば、Ｘ２、ファイバー、またはワイヤレスインターフェース）７０１
、７０２、および７０３を介してメッセージを交換し得る。リレーｅＮＢ１１０ｒは、イ
ンターフェース７０４など、（１つまたは複数の）ｅＮＢ相互通信インターフェース（た
とえば、Ｘ２、ファイバー、またはワイヤレスインターフェース）を介してマクロｅＮＢ
１１０ａ（および／または他のｅＮＢ）とメッセージを交換し得る。ピコｅＮＢ１１０ｘ
は、インターフェース７０５など、（１つまたは複数の）ｅＮＢ相互通信インターフェー
ス（たとえば、Ｘ２、ファイバー、またはワイヤレスインターフェース）を介してマクロ
ｅＮＢ１１０ｂ（および／または他のｅＮＢ）とメッセージを交換し得る。フェムトｅＮ
Ｂ１１０ｙおよび１１０ｚは、インターフェース７０６および７０７など、（１つまたは
複数の）ｅＮＢ相互通信インターフェース（たとえば、Ｘ２、ファイバー、またはワイヤ
レスインターフェース）を介してマクロｅＮＢ１１０ｃ（および／または他のｅＮＢ）と
メッセージを交換し得る。さらに、フェムトｅＮＢ１１０ｙおよび１１０ｚは、ｅＮＢ相
互通信インターフェース（たとえば、Ｘ２、ファイバー、またはワイヤレスインターフェ
ース）７０８を介して、互いにメッセージを交換し得る。
【００６０】
　代替的に、ｅＮＢは、バックホールシグナリングを使用してバックホールネットワーク
（たとえば、発展型パケットコアネットワーク）を介して互いに通信し得る。たとえば、
ｅＮＢは、コアネットワークに通信するために使用されるＳ１インターフェースを介して
、バックホールネットワークを通して通信し得る。本出願はｅＮＢ間のＸ２シグナリング
を採用する一実装形態について説明するが、本実装形態はそれに限定されず、ｅＮＢ間で
協調するための通信のみを必要とし、特定の通信実装形態には限定されない。
【００６１】
　以下で説明するように、例として、高インターフェースインジケータ（ＨＩＩ：High I
nterface Indicator）、過負荷インジケータ（ＯＩ：Overload Indicator）、および／ま
たは相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ：Narrowband Transmit Power）インジケータを含ん
でいるメッセージなど、ＩＣＩＣ関係情報を含んでいる様々なメッセージがｅＮＢ間で交
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換され得る。ＨＩＩおよびＯＩメッセージはアップリンク干渉協調のために使用され得、
ＲＮＴＰメッセージはダウンリンク干渉協調のために使用され得る。
【００６２】
　しかしながら、上記のＨＩＩ、ＯＩ、およびＲＮＴＰメッセージなど、従来、ｅＮＢ間
で通信される多くのメッセージは、時間に関係せず（または特定の時間に結合されず）、
代わりに周波数リソースに結合される。したがって、（図５に関して上記で説明したＴＤ
Ｍ区分など）リソースの時間領域区分が実装され得るが、（ＨＩＩ、ＯＩ、およびＲＮＴ
Ｐなど）ｅＮＢ間で通信されるＩＣＩＣ関係メッセージは、それらが関係する対応するタ
イミング（たとえば、サブフレーム）への関係または相関なしに周波数に結合されるもの
として定義される。たとえば、ＨＩＩ、ＯＩ、およびＲＮＴＰ情報は、特定の周波数（た
とえば、特定の周波数サブバンド）に関し（または関係し）、情報がリソースの時間領域
区分中のどのサブフレームに関係し得るかなどのタイミング情報を示すことも考慮するこ
ともない。
【００６３】
　セルエッジＵＥのためにどのリソースブロックが使用されることになるかを示すために
、ｅＮＢ間のＸ２インターフェース上で高干渉インジケータ（ＨＩＩ）が送られ得る。Ｈ
ＩＩは、測定値に依存しないアクティブなメッセージであるが、ＨＩＩは、リソースのい
くつかの周波数サブバンドが高電力で送信しようとし、他の周波数サブバンドがより低電
力を有しようとすることをｅＮＢが示すことを可能にする。
【００６４】
　過負荷インジケータ（ＯＩ）は、各リソースブロック（ＲＢ）のための平均アップリン
ク干渉および熱雑音（interference plus thermal noise）の物理レイヤ測定値を示すた
めに、ｅＮＢ間のＸ２インターフェース上で送られ得る。ＯＩは、低レベルと中レベルと
高レベルとを表す３つの値をとることができる。ＯＩは、１つのｅＮＢがどのリソースに
ついて高干渉を観測しているかと、どのリソースについて低干渉を観測しているかとを示
すために、その１つのｅＮＢがそれのネイバーｅＮＢに送り得るメッセージである。（１
つまたは複数の）ネイバーｅＮＢは、ＯＩメッセージを無視するか、または受信されたＯ
Ｉメッセージに基づいてＩＣＩＣのためのいくつかのアルゴリズムを採用するかを選定し
得る。
【００６５】
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）は、物理リソースブロック（ＰＲＢ）ごとに、セルが
ＰＲＢにおけるダウンリンク送信電力をあるしきい値未満に保とうとしているか否かを示
す。このしきい値の値、およびＲＮＴＰインジケータが将来有効である期間は構成可能で
ある。これにより、隣接ｅＮＢは、それら自体のセル中のＵＥをスケジュールするとき、
各ＲＢにおいて予想される干渉レベルを考慮に入れることが可能になる。ＲＮＴＰにより
、１つのｅＮＢは、ダウンリンクが送信しようとしており、いくつかの周波数リソース上
の相対的送信が他の周波数リソース上よりも高いことを、ネイバーｅＮＢに通信すること
が可能になる。一例として、所与のｅＮＢがいくつかのリソース上でより高い電力で送信
しようとしていることをそのｅＮＢがネイバーｅＮＢに通知した場合、ネイバーｅＮＢは
これを考慮することができる。たとえば、ｅＮＢは、いくつかのリソースが他のリソース
よりも保護されることを理解することができる。
【００６６】
　したがって、上記のメッセージを交換することによって、ｅＮＢは、それらのトラフィ
ック電力レベルを協調させ、および／または必要に応じていくつかのＩＣＩＣアクション
を実行することができる。所与のｅＮＢのベンダー固有（たとえば、プロプライエタリ）
実装形態に応じて、ｅＮＢは、ＩＣＩＣアクションを実行するために上記のＩＣＩＣ関係
ｅＮＢ間メッセージ（たとえば、ＯＩ、ＨＩＩ、およびＲＮＴＰ）のうちの１つまたは複
数を利用するように実装され得る。もちろん、上記のＩＣＩＣ関係ｅＮＢ間メッセージは
コマンドではないので、ｅＮＢによる応答アクションを必要としない。さらに、他のコマ
ンド、信号、またはシグナリングパラダイムは、本発明の様々な態様の範囲内に入り得る
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。
【００６７】
　図５に関して上記で説明したように、マルチセル（たとえば、異種）ネットワークのた
めに、ＴＤＭリソース区分など、リソースの時間領域区分が採用され得る。さらに、リソ
ースのそのような時間領域区分では、同じく図５に関して上記で説明したものなど、保護
リソース（たとえば、保護サブフレーム）の概念が導入され得る。
【００６８】
　上記で説明したように、ＩＣＩＣ関係メッセージ（たとえば、ＯＩ、ＨＩＩ、およびＲ
ＮＴＰ）は周波数ベースである。たとえば、上述のように、ＯＩ、ＨＩＩ、およびＲＮＴ
Ｐ情報は、従来、特定の周波数サブバンドなど、（１つまたは複数の）特定の周波数に関
するものとして定義される。従来、ＩＣＩＣ関係メッセージに基づいてＩＣＩＣアクショ
ンを管理するためのｅＮＢ実装形態（たとえば、アルゴリズム）は、どの時間領域をも無
視し、時間的にすべてのサブフレームが等しく扱われると仮定している。言い換えれば、
（周波数ベースである）ＩＣＩＣ関係メッセージを管理する際に、時間ベースのサブフレ
ームの処理の間に立てられる区別はなく、代わりに、周波数ベースか時間ベースかにかか
わらず、すべてのリソースが同じに扱われる。したがって、ｅＮＢによって採用される従
来のＩＣＩＣ管理は、リソースについての周波数ベース情報に依拠し、ＩＣＩＣを管理す
る際にリソースについてのタイミング情報を考慮することも考慮に入れることもしない。
【００６９】
　（図５に関して上記で説明したＴＤＭ区分など）リソースの時間領域区分の導入ととも
に、ｅＮＢ間のＩＣＩＣ関係メッセージ（たとえば、ＯＩ、ＨＩＩ、および／またはＲＮ
ＴＰの上記のＸ２メッセージ）が、最適なＩＣＩＣ管理のためにいくぶん解釈し直される
機会が生じる。本開示のいくつかの態様によれば、Ｘ２ベースＩＣＩＣ関係メッセージの
受信に備える、および／またはそれに応答する、様々なｅＮＢアクションが開示される。
たとえば、本開示のいくつかの態様は、以下でさらに説明するように、時間領域（たとえ
ば、ＴＤＭ）リソース区分を採用するネットワークにおけるＩＣＩＣ管理のための定義さ
れたＸ２メッセージの適用可能性を対象とする。
【００７０】
　上記の時間領域リソース区分（たとえば、図５のＴＤＭ区分）などのリソース区分を採
用するとき、これらのｅＮＢ間メッセージの管理は、ＬＴＥ規格によって提案された管理
とは異なり得る。したがって、本開示のいくつかの態様は、上記の時間領域リソース区分
（たとえば、ＴＤＭ区分）などのリソース区分を採用するネットワークのための、ｅＮＢ
間メッセージの拡張管理を提案する。すなわち、本開示のいくつかの態様は、ｅＮＢ間メ
ッセージのトリガ（たとえば、ＯＩメッセージ送信のトリガ）をｅＮＢによって制御する
ための拡張技法、および／またはそのようなｅＮＢ間メッセージの受信（たとえば、ＯＩ
、ＨＩＩ、またはＲＮＴＰメッセージの受信）に応答してｅＮＢがとるべきアクションの
拡張管理を提案する。
【００７１】
　本開示のいくつかの態様によれば、時間領域リソース区分に関係するタイミング情報は
、周波数ベースｅＮＢ間メッセージを解釈する際またはさもなければ使用する際にｅＮＢ
によって判断され、考慮に入れられる。たとえば、ｅＮＢは、特定の周波数ベースＩＣＩ
Ｃ関係メッセージが時間領域で区分されたリソースの特定のサブフレームに関係（または
影響）するかどうかを判断し得る。周波数ベースＩＣＩＣ関係メッセージがどのサブフレ
ームに関係（または潜在的に影響）するかを判断することによって、ｅＮＢは、効率／パ
フォーマンスを改善するためにそれらのＩＣＩＣ管理をインテリジェントに適応させるこ
とができる。たとえば、周波数ベースＩＣＩＣ関係メッセージがどのサブフレームに関係
（または潜在的に影響）するかを判断することによって、ｅＮＢは、周波数ベースＩＣＩ
Ｃ関係メッセージの送信をいつトリガすべきか（たとえば、いつ隣接ｅＮＢにＯＩメッセ
ージを送るべきか）をより良く判断することができ、および／または、ｅＮＢは、（１つ
または複数の）周波数ベースＩＣＩＣ関係メッセージの受信に応答して（たとえば、ＯＩ
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、ＨＩＩ、および／またはＲＮＴＰメッセージの受信に応答して）とるべきアクションを
より良く判断することができる。
【００７２】
　したがって、本開示の一態様では、周波数ベースＩＣＩＣ関係情報（たとえば、ＯＩ、
ＨＩＩ、および／またはＲＮＴＰメッセージ）は、時間領域リソース区分（たとえば、Ｔ
ＤＭ区分）に相関される。したがって、パフォーマンスを最適化するために時間領域区分
情報が利用され得る。たとえば、ネイバーｅＮＢが高干渉を観測しているというインジケ
ーションをｅＮＢが受信した場合、ｅＮＢは、高干渉を示すその受信メッセージが、それ
自体の保護サブフレームに適用されないと推測することができる。すなわち、メッセージ
自体がタイミング関係（たとえば、ＴＤＭ）情報を含んでいなくても（代わりに、単に周
波数ベースであっても）、ｅＮＢは、高干渉メッセージをあるタイプの（たとえば、非保
護）サブフレームに関連付けることができる。時間領域リソース区分により、ｅＮＢは、
受信されたｅＮＢ間ＩＣＩＣ関係メッセージに対応するリソース（たとえば、どのサブフ
レームか）を判断し得る。
【００７３】
　したがって、本開示のいくつかの態様では、ｅＮＢは、ネットワークにおいて採用され
ているアクティブな時間領域区分に基づいて、周波数ベースメッセージを（１つまたは複
数の）隣接ｅＮＢに送るべきかどうか、および／またはそのような周波数ベースメッセー
ジに応答すべきかどうかを判断する。たとえば、周波数ベース干渉メッセージの関係を時
間領域区分に相関させることによって、ｅＮＢは、干渉メッセージが潜在的にどのサブフ
レームに関係するか、および／またはｅＮＢがどのＩＣＩＣアクションをとるべきかを判
断することができる。ＩＣＩＣ関係メッセージの管理においてリソースの時間領域区分を
考慮する、本明細書で提案する拡張管理技法は、ｅＮＢが、ｅＮＢ間メッセージに基づい
て採用することを選定し得る他のＩＣＩＣ管理技法に加えて、またはその代わりに採用さ
れ得る。
【００７４】
　本開示のいくつかの態様に従って採用され得る、周波数ベースＩＣＩＣ関係メッセージ
を時間領域リソース区分と相関させることに基づく、ＩＣＩＣを管理するための（たとえ
ば、ｅＮＢによってメッセージの送信をいつトリガすべきかを判断するための、および／
またはメッセージを受信したときにｅＮＢがとるべきアクションを判断するための）例示
的な拡張ＩＣＩＣ管理技法について以下でさらに説明する。
【００７５】
　ＴＤＭリソース区分は、複数のセル（たとえば、マクロ、ピコ、および／またはフェム
トセル）を有するネットワークにおいてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）を可能にするための
いくつかの機構を定義する。無線リソース管理（ＲＲＭ：Radio Resource Management）
は、エアインターフェースにおける無線リソースを管理するために使用されるシステムレ
ベル制御機構を指す。ＲＲＭの目的は、システムスペクトル効率を最大にすること、およ
びユーザのためのモビリティをサポートすることである。したがって、ＲＲＭは、リソー
ス割振り、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ：Modulation and Coding Scheme）、送
信電力選択、およびモビリティのためのストラテジおよびアルゴリズムに関与する。
【００７６】
　ｅＮＢは、考慮中のサブフレームへのＩＣＩＣメッセージの適用可能性にかかわらず、
それらのメッセージに応答する。しかしながら、ＴＤＭ区分がある場合、いくつかのサブ
フレームは、Ｘ２を介したＩＣＩＣインジケーションによって必ずしも抑制されないこと
がある。
【００７７】
　したがって、本開示のいくつかの態様によれば、セル間にＴＤＭ区分が存在するときは
いつでも、ｅＮＢはＩＣＩＣのための干渉メッセージ、すなわち、アップリンク干渉協調
のためのＯＩおよびＨＩＩと、ダウンリンク干渉協調のためのＲＮＴＰとを採用すること
ができる。
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【００７８】
　ＯＩインジケータは、現在、サブバンドごとに隣接セルへの高干渉を示すＸ２メッセー
ジとして定義される。それは、セルにおけるフィルタ処理された干渉オーバサーマル（Ｉ
ｏＴ：Interference over Thermal）測定値によってトリガされる反応性インジケーショ
ンである。この測定値は（たとえば、周波数サブバンドごとの）いくつかの周波数に関係
し得るが、ＯＩインジケータはタイミング情報を含んでいない（したがって、それはリソ
ースのＴＤＭ区分における特定のサブフレームを示さない）。
【００７９】
　ＴＤＭスケジューリングを考慮することにより、ＩＣＩＣを改善することができる。た
とえば、ＴＤＭ区分の下ではいくつかのサブフレームがセルに割り振られないことがある
ので、現在のＸ２　ＯＩメッセージは適用不可能であるかまたは関係しないことがある。
すなわち、セルがアップリンク（ＵＬ）送信をスケジュールしていないサブフレームでは
、ネイバーセルはそれのＯＩに従う必要はない。
【００８０】
　ＯＩメッセージが送られる前に、ＯＩメッセージを生成するためのＩｏＴ測定について
のいくつかのオプションがｅＮＢ上で採用され得る。概して、ＩｏＴ測定を、ｅＮＢに割
り振られているアップリンクサブフレームに効果的に限定するための技法が採用され得る
。
【００８１】
　図８Ａは、本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢ８００を概念的に示すブロック図
である。サブフレーム構成８０は、０から５まで番号付けされた６つのサブフレームを示
している。各サブフレーム内の四角は、特定のｅＮＢがそのサブフレーム内で送信するこ
とを示している。たとえば、サブフレーム０ではｅＮＢ８００および８０１が送信する。
サブフレーム１はｅＮＢ８００のための保護サブフレームであり、したがって、サブフレ
ーム１ではｅＮＢ８００のみが送信する。同様に、サブフレーム２ではｅＮＢ８００～８
０２のすべてが送信し、以下同様である。ＩｏＴを測定するときに、１つのオプションは
、図８Ａに示すように、保護のレベル（保護（Ｕ／ＡＵ）、非保護（ＡＣ））に従って、
ｅＮＢ８００が、送信ストリーム８０のサブフレームごとに個別の測定を実行することで
ある。ｅＮＢ８００は、非保護サブフレーム０、２、および４のＩｏＴ測定を行い、それ
らの測定値を平均化し、平均を非保護メモリ８０３に記憶する。同様に、ｅＮＢ８００は
、保護サブフレーム１および５のＩｏＴを測定し、それらの測定値を平均化し、平均を保
護メモリ８０４に記憶する。サブフレーム０において、非保護平均がしきい値を超えた場
合、ｅＮＢ８００はＯＩメッセージを送信する。保護サブフレーム１および５では干渉が
ないはずなので、ｅＮＢ８００はそれらの保護サブフレームではＯＩを送らない。ｅＮＢ
８００はまた、サブフレーム３ではＯＩを送らず、ｅＮＢ８００はサブフレーム３ではＩ
ｏＴ測定も行わない。ｅＮＢ８００はサブフレーム３では送信しないので、サブフレーム
３のためのＩｏＴ測定もＯＩメッセージも必要ない。したがって、測定値を平均に含める
必要がなく、ＯＩメッセージを送る必要もない。
【００８２】
　図８Ｂは、本開示の別の態様に従って構成されたｅＮＢ８００を概念的に示すブロック
図である。別のオプションは、図８Ｂに示すように、ｅＮＢ８００が、サブフレーム構成
８０においてサブフレームごとにＩｏＴ測定値を個別に測定し、記憶することを可能にす
る。ｅＮＢ８００がサブフレーム０～５の各々におけるＩｏＴを測定すると、測定値はメ
モリＭ０～Ｍ５中に個別に記憶される。そのようなＩｏＴがサブフレームについてのしき
い値を超えると、ｅＮＢ８００はそれのＯＩメッセージを送信する。
【００８３】
　図８Ｃは、本開示の別の態様に従って構成されたｅＮＢ８００を概念的に示すブロック
図である。別のオプションでは、すべての使用可能サブフレーム（Ｕ／ＡＵ／ＡＣ）にわ
たって単一の測定が実行され得ることを可能にする。図示のように、ｅＮＢ８００は、サ
ブフレーム０～２、４、および５のＩｏＴ測定を行い、測定値を平均化し、平均をメモリ
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８０５に記憶する。図８Ａに示すように、ｅＮＢ８００はサブフレーム３では送信しない
ので、ｅＮＢ８００はサブフレーム３のＩｏＴ測定を行わない。送信がなければ、サブフ
レーム３における干渉がｅＮＢ８００に影響を及ぼすことはない。
【００８４】
　ＩｏＴ測定値に基づいて、ｅＮＢは、それの（１つまたは複数の）隣接ｅＮＢへのＯＩ
メッセージの送信をトリガすべきかどうかを判断し得る。ｅＮＢによるＯＩメッセージト
リガリングのためのいくつかのオプションが採用され得る。１つのオプションとして、ｅ
ＮＢは、すべての使用可能サブフレームにわたる測定値に基づいてＯＩをトリガし得る（
たとえば、マクロセル）。別のオプションとして、ｅＮＢは、非保護ＡＣ（使用可能であ
るが非保護）サブフレームのみに基づいてＯＩをトリガし得る（たとえば、ピコセル）。
【００８５】
　ネイバーセルからＯＩを受信すると、ｅＮＢは、いくつかの異なるアクションのいずれ
かをとり得る。たとえば、本開示の一態様では、両方のセルによって使用されないサブフ
レーム上では（すなわち、ＯＩを送っているｅＮＢまたはＯＩを受信しているｅＮＢのい
ずれかが送信のためにサブフレームを使用していない場合）、ネイバーからのＯＩは、Ｉ
ＣＩＣの目的で受信ｅＮＢによって無視され得、両方のセルによって（すなわち、ＯＩを
送っているｅＮＢとＯＩを受信しているｅＮＢの両方によって）使用されるサブフレーム
について受信されたＯＩは、ＩＣＩＣの目的で受信ｅＮＢによって考慮に入れられ得る。
【００８６】
　ネイバーセルからＨＩＩを受信すると、ｅＮＢは、いくつかの異なるアクションのいず
れかをとり得る。たとえば、本開示の一態様では、ネイバーｅＮＢからＨＩＩを受信して
いるｅＮＢは、両方のセル（すなわち、ＨＩＩを送ったｅＮＢと受信ｅＮＢの両方）が送
信をスケジュールすることを可能にされたサブフレームのみについてのＨＩＩを考慮に入
れ、受信ｅＮＢは他のサブフレームにおけるＨＩＩを無視する。
【００８７】
　ネイバーセルからＲＮＴＰを受信すると、ｅＮＢは、いくつかの異なるアクションのい
ずれかをとり得る。たとえば、本開示の一態様によれば、ＴＤＭモードが採用され得る。
このモードでは、２つのセルのいずれか（すなわち、ＲＮＴＰを送っているｅＮＢまたは
ＲＮＴＰを受信しているｅＮＢ）がダウンリンク（ＤＬ）上のサブフレームを使用しない
場合はＲＮＴＰが無視され、両方のセルによって使用されるサブフレーム上では受信ｅＮ
ＢによってＲＮＴＰが考慮に入れられる。本開示の別の態様によれば、ハイブリッドＴＤ
Ｍ／ＦＤＭモードが採用され得る。このモードでは、ＰＤＳＣＨのためのあらゆるサブフ
レームについてＲＮＴＰが考慮に入れられ、信頼できる制御チャネルシグナリング（ＰＤ
ＣＣＨ）のために保護ＴＤＭリソースが使用される。たとえば、スケジュールされたサブ
フレーム上の制御が保護される場合はＰＤＣＣＨが使用され得、制御が保護されない場合
はクロスサブフレームスケジューリングなど、他の機構が使用され得る。クロスサブフレ
ームスケジューリングは、データ送信がスケジュールされる個別のサブフレーム上で制御
（たとえば、ＰＤＣＣＨ）情報を送ることを備える。
【００８８】
　図９を参照すると、本開示の一態様による例示的な機能ブロック図が示されている。ｅ
ＮＢは、図５に関して上記で説明した例示的なＴＤＭネットワーク中など、時間領域区分
されたサブフレームに分割された通信信号をもつ複数のセルを備えるワイヤレス通信ネッ
トワーク中に展開される。
【００８９】
　ブロック９００において、ｅＮＢは複数のサブフレームにわたって干渉を測定する。た
とえば、ｅＮＢは、保護サブフレームおよび非保護サブフレームなど、異なるレベルの保
護を有する複数の異なるタイプのサブフレームの各々について、個別のＩｏＴ測定を実行
し得る。このオプションでは、同じタイプのサブフレームについて、各測定値の平均が取
られ、そのタイプのサブフレームの干渉測定値として保存される。別のオプションとして
、ｅＮＢは、周期的なリソースパターンでサブフレームごとに個別のＩｏＴ測定を実行し
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得る。さらに別のオプションとして、ｅＮＢは、ｅＮＢのセルのすべての使用可能サブフ
レームにわたってＩｏＴ測定を実行し得る。このオプションでは、すべての使用可能サブ
フレームにわたる測定値の平均が取られ、各サブフレームの干渉として保存される。
【００９０】
　ブロック９０１において、ｅＮＢは、複数のサブフレームの各使用可能サブフレームを
識別する。保護サブフレーム（Ｕ／ＡＵ）を含む、時間領域区分の場合の使用可能サブフ
レームはまた、共通（ＡＣ）または共有サブフレームをも含み得る。したがって、このス
テップにおいて、ｅＮＢは、様々なサブフレームについてのＩｏＴ測定値と相関する使用
可能サブフレームを識別し得る。
【００９１】
　ブロック９０２において、識別された使用可能サブフレームに関連する干渉がしきい値
を超えたとき、ｅＮＢは、識別された使用可能サブフレームごとに干渉メッセージをブロ
ードキャストする。たとえば、上記で説明したように、ｅＮＢがＩｏＴを測定し、ＩｏＴ
がしきい値を超えた場合、ｅＮＢはＯＩメッセージを隣接ｅＮＢにブロードキャストし得
る。
【００９２】
　図１０Ａは、本開示の一態様に従って構成された機能ブロック図である。前述のように
、ｅＮＢは、図４に関して上記で説明した例示的なＴＤＭネットワーク中など、時間領域
区分された、サブフレームに分割された通信信号をもつ複数のセルを備えるワイヤレス通
信ネットワーク中に展開される。
【００９３】
　ブロック１０００において、ｅＮＢは、隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干
渉メッセージを受信する。たとえば、干渉メッセージは、ＯＩ、ＨＩＩ、ＲＮＴＰなどで
あり得る。
【００９４】
　ブロック１００１において、ｅＮＢは、複数のサブフレームのサブフレームタイプを判
断する。動作中、ｅＮＢは、ネットワークからサブフレームの構成を取得することになる
か、あるいは隣接ｅＮＢとネゴシエートすることまたは協働することを通して区分構成を
発見し得る。
【００９５】
　ブロック１００２において、サブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、干
渉メッセージに基づいて、ｅＮＢにおいてＩＣＩＣアクションをトリガする。たとえば、
隣接ｅＮＢによってサブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、それはアップ
リンクＯＩを受信したこと、あるいはＨＩＩまたはＲＮＴＰを受信したことに基づいて何
らかの種類のＩＣＩＣアクションを実行する。
【００９６】
　図１０Ｂは、本開示の一態様に従って構成された機能ブロック図である。図１０Ｂに示
す機能は、サブフレームタイプが保護であると判断されたときの代替動作を表す。
【００９７】
　ブロック１０００および１００１は、図１０Ａにおいて説明した方法と同様に動作する
。しかしながら、ブロック１００３において、サブフレームを保護サブフレームであると
判断した場合、ｅＮＢは、それがそのサブフレームについて受信したアップリンクＯＩ、
ＨＩＩ、またはＲＮＴＰを無視する。保護サブフレームとして、サブフレーム上に他の送
信がないので、サブフレームでは隣接ｅＮＢに起因する干渉がないはずである。
【００９８】
　図１１は、本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢ１１０を概念的に示すブロック図
である。ｅＮＢ１１０は、ｅＮＢ１１０の機能を操作し、管理し、制御するために、様々
な機能および構成要素を実行するコントローラ／プロセッサ６４０を含む。コントローラ
／プロセッサ６４０は、ｅＮＢ１１０が動作するセルにおいて様々なサブフレーム上の干
渉を測定する干渉測定構成要素１１００を実行する。これは、様々なサブフレームにわた
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って干渉を測定するための手段を提供する。コントローラ／プロセッサ６４０はまた、サ
ブフレームのタイプを識別するために、受信信号中の情報と、メモリ（図示せず）中に維
持され、コントローラ／プロセッサ６４０によってアクセス可能なサブフレーム割当てと
を使用するサブフレーム識別器１１０１を実行する。これは、様々な利用可能なサブフレ
ームの各使用可能サブフレームを識別するための手段を提供する。コントローラ／プロセ
ッサ６４０はまた、干渉の量を分析し、干渉がしきい値を超え、サブフレームが使用可能
サブフレームであるとサブフレーム識別器１１０１が判断した場合、隣接ｅＮＢにブロー
ドキャストするための干渉メッセージを生成する干渉メッセージ生成器１１０２を実行す
る。これは、識別された使用可能サブフレームに関連する干渉がしきい値を超えたとき、
識別された使用可能サブフレームごとに干渉メッセージをブロードキャストするための手
段を提供する。
【００９９】
　図１２は、本開示の一態様に従って構成されたｅＮＢ１１０を概念的に示すブロック図
である。ｅＮＢ１１０は、ｅＮＢ１１０の機能を操作し、管理し、制御するために、様々
な機能および構成要素を実行するコントローラ／プロセッサ６４０を含む。受信機１２０
０は、隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信するための手段
を提供する。コントローラ／プロセッサ６４０は、サブフレームのタイプを識別するため
に、受信信号中の情報と、メモリ（図示せず）中に維持され、コントローラ／プロセッサ
６４０によってアクセス可能なサブフレーム割当てとを使用するサブフレーム識別器１２
０１を実行する。これは、様々な利用可能なサブフレームのサブフレームタイプを判断す
るための手段を提供する。干渉メッセージが受信されたとき、コントローラ／プロセッサ
６４０によって実行されるサブフレームアナライザ１２０２がサブフレームのタイプを分
析する。これは、サブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、干渉メッセージ
に基づいてＩＣＩＣアクションをトリガするための手段を提供する。
【０１００】
　情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、
当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【０１０１】
　図９、図１０Ａ、および図１０Ｂの機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電
子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、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など、またはそれらの任意の組合せを備え、および／または
それらによって実行され得る。
【０１０２】
　さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール
、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェア
とソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、
モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。
そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特
定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した
機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示
の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【０１０３】
　本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および
回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマ
ブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素
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、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを
用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代
替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロー
ラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合
せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、Ｄ
ＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのよう
な構成として実装され得る。
【０１０４】
　本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで実施されるか、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で実施され
るか、またはその２つの組合せで実施され得る。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、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ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、または当技術分野で知られ
ている他の形態の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体
から情報を読むことができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに
結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記
憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末内に常駐し得る。代替として、
プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
【０１０５】
　１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合
、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶され
るか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体は、
ある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可能にする任意の媒体を含む
、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。非一時的記憶媒体は、汎用ま
たは専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定
ではなく例として、そのような非一時的コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージ
または他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプロ
グラムコード手段を記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎
用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることがで
きる。さらに、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、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）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、
ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、
光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波
などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）
およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（di
sc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（
登録商標）ディスク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、デ
ィスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレー
ザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきであ
る。
【０１０６】
　本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することができる
ように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で
定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用
され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるもので
はなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられる
べきである。
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　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］
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のサブフレームにわたって干渉を測定することと、
　前記複数のサブフレームの各使用可能サブフレームを識別することであって、使用可能
サブフレームが、データの受信、データの送信、またはそれらの組合せのために前記ｅＮ
Ｂに割り当てられるサブフレームである、識別することと、
　識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉がしきい値を超えたと
き、干渉メッセージを通信することとを備える、方法。
［Ｃ２］
　前記測定することが、
　前記複数のサブフレームの保護サブフレームごとの保護干渉測定値を平均化することと
、
　前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信とのうちの一方を行うことができる非保護サ
ブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化することとを含み、
　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉測定値を備
える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記測定することが、
　前記複数のサブフレームの各々についての個別の干渉測定値を維持することであって、
前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識別された使用可能サ
ブフレームについて測定された前記個別の干渉測定値を備える、維持することを含む、Ｃ
１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記測定することが、
　前記複数のサブフレームのすべてにわたって前記測定された干渉を平均化することであ
って、前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記平均化された測
定された干渉を備える、平均化することを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、
　同じく非保護である、前記複数のフレームの各使用可能サブフレームをさらに識別する
ことであって、前記干渉メッセージが、同じく非保護である識別された使用可能サブフレ
ームごとにブロードキャストされる、識別することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉が前記しきい値を
下回ったとき、低干渉メッセージを通信することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　発展型ノードＢ（ｅＮＢ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信することと、
　複数のサブフレームのサブフレームタイプを判断することと、
　前記サブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基づ
いてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクションをトリガすることとを備える、方法。
［Ｃ９］
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージを無視す
ることをさらに備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記干渉メッセージが、
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　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージとのうちの１つを備える、Ｃ８に記載の方
法。
［Ｃ１１］
　前記干渉メッセージが前記ＲＮＴＰメッセージを備え、
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基づい
てＩＣＩＣアクションをトリガすることであって、前記ＩＣＩＣアクションが、データチ
ャネルと制御チャネルとのうちの少なくとも１つに対して実行される、トリガすることを
さらに備える、Ｃ１０に記載の方法。
［Ｃ１２］
　保護であると判断された１つまたは複数のサブフレームのための制御チャネルシグナリ
ングのために前記干渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガすることをさら
に備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１３］
　複数のサブフレームにわたって干渉を測定するための手段と、
　前記複数のサブフレームの各使用可能サブフレームを識別するための手段であって、使
用可能サブフレームが、データの受信、データの送信、またはそれらの組合せのために前
記ｅＮＢに割り当てられるサブフレームである、識別するための手段と、
　識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉がしきい値を超えたと
き、干渉メッセージを通信するための手段とを備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ１４］
　前記測定するための手段が、
　前記複数のサブフレームの保護サブフレームごとの保護干渉測定値を平均化するための
手段と、
　前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信とのうちの一方を行うことができる非保護サ
ブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化するための手段とを含み、
　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉測定値を備
える、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］
　前記測定するための手段が、
　前記複数のサブフレームの各々についての個別の干渉測定値を維持するための手段であ
って、前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識別された使用
可能サブフレームについて測定された前記個別の干渉測定値を備える、維持するための手
段を含む、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記測定するための手段が、
　前記複数のサブフレームのすべてにわたって前記測定された干渉を平均化するための手
段であって、前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記平均化さ
れた測定された干渉を備える、平均化するための手段を含む、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、
　同じく非保護である、前記複数のフレームの各使用可能サブフレームをさらに識別する
ための手段であって、同じく非保護である識別された使用可能サブフレームごとに前記干
渉メッセージがブロードキャストされる、識別するための手段をさらに備える、Ｃ１３に
記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１９］
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　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉が前記しきい値を
下回ったとき、低干渉メッセージを通信するための手段をさらに備える、Ｃ１３に記載の
装置。
［Ｃ２０］
　隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信するための手段と、
　複数のサブフレームのサブフレームタイプを判断するための手段と、
　前記サブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基づ
いてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクションをトリガするための手段とを備える、ワイヤ
レス通信のための装置。
［Ｃ２１］
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージを無視す
るための手段をさらに備える、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記干渉メッセージが、
　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージとのうちの１つを備える、Ｃ２０に記載の
装置。
［Ｃ２３］
　前記干渉メッセージが前記ＲＮＴＰメッセージを備え、
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基づい
てＩＣＩＣアクションをトリガするための手段であって、前記ＩＣＩＣアクションが、デ
ータチャネルと制御チャネルとのうちの少なくとも１つに対して実行される、トリガする
ための手段をさらに備える、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］
　保護であると判断された１つまたは複数のサブフレームのための制御チャネルシグナリ
ングのために前記干渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガするための手段
をさらに備える、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２５］
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードが、
　　複数のサブフレームにわたって干渉を測定するためのプログラムコードと、
　　前記複数のサブフレームの各使用可能サブフレームを識別するためのプログラムコー
ドであって、使用可能サブフレームが、データの受信、データの送信、またはそれらの組
合せのために前記ｅＮＢに割り当てられるサブフレームである、識別するためのプログラ
ムコードと、
　　識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉がしきい値を超えた
とき、干渉メッセージを通信するためのプログラムコードとを備える、コンピュータプロ
グラム製品。
［Ｃ２６］
　前記測定するためのプログラムコードが、
　前記複数のサブフレームの保護サブフレームごとの保護干渉測定値を平均化するための
プログラムコードと、
　前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信とのうちの一方を行うことができる非保護サ
ブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化するためのプログラムコードとを含み、
　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉測定値を備
える、Ｃ２５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２７］



(30) JP 5833128 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

　前記測定するためのプログラムコードが、
　前記複数のサブフレームの各々についての個別の干渉測定値を維持するためのプログラ
ムコードであって、前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識
別された使用可能サブフレームについて測定された前記個別の干渉測定値を備える、維持
するためのプログラムコードを含む、Ｃ２５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２８］
　前記測定するためのプログラムコードが、
　前記複数のサブフレームのすべてにわたって前記測定された干渉を平均化するためのプ
ログラムコードであって、前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、
前記平均化された測定された干渉を備える、平均化するためのプログラムコードを含む、
Ｃ２５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２９］
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、
　同じく非保護である、前記複数のフレームの各使用可能サブフレームをさらに識別する
ためのプログラムコードであって、前記干渉メッセージが、同じく非保護である識別され
た使用可能サブフレームごとにブロードキャストされる、識別するためのプログラムコー
ドをさらに備える、Ｃ２５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ３０］
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、Ｃ２５に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
［Ｃ３１］
　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉が前記しきい値を
下回ったとき、低干渉メッセージを通信するためのプログラムコードをさらに備える、Ｃ
２５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ３２］
　ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品
であって、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードが、
　　隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信するためのプログ
ラムコードと、
　　複数のサブフレームのサブフレームタイプを判断するためのプログラムコードと、
　　前記サブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基
づいてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクションをトリガするためのプログラムコードとを
備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ３３］
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージを無視す
るためのプログラムコードをさらに備える、Ｃ３２に記載のコンピュータプログラム製品
。
［Ｃ３４］
　前記干渉メッセージが、
　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージとのうちの１つを備える、Ｃ３２に記載の
コンピュータプログラム製品。
［Ｃ３５］
　前記干渉メッセージが前記ＲＮＴＰメッセージを備え、
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基づい
てＩＣＩＣアクションをトリガするためのプログラムコードであって、前記ＩＣＩＣアク
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ションが、データチャネルと制御チャネルとのうちの少なくとも１つに対して実行される
、トリガするためのプログラムコードをさらに備える、Ｃ３４に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
［Ｃ３６］
　保護であると判断された１つまたは複数のサブフレームのための制御チャネルシグナリ
ングのために前記干渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガするためのプロ
グラムコードをさらに備える、Ｃ３２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ３７］
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、前記少なくとも１つの
プロセッサが、
　　複数のサブフレームにわたって干渉を測定することと、
　　前記複数のサブフレームの各使用可能サブフレームを識別することであって、使用可
能サブフレームが、データの受信、データの送信、またはそれらの組合せのために前記ｅ
ＮＢに割り当てられるサブフレームである、識別することと、
　　識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉がしきい値を超えた
とき、干渉メッセージを通信することとを行うように構成された、装置。
［Ｃ３８］
　前記測定するための構成が、
　前記複数のサブフレームの保護サブフレームごとの保護干渉測定値を平均化することと
、
　前記ｅＮＢがデータの受信とデータの送信とのうちの一方を行うことができる非保護サ
ブフレームごとの非保護干渉測定値を平均化することとを行うための、前記少なくとも１
つのプロセッサの構成を含み、
　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が前記非保護干渉測定値を備
える、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記測定するための構成が、
　前記複数のサブフレームの各々についての個別の干渉測定値を維持することであって、
前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記識別された使用可能サ
ブフレームについて測定された前記個別の干渉測定値を備える、維持することを行うため
の、前記少なくとも１つのプロセッサの構成を含む、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記測定するための構成が、
　前記複数のサブフレームのすべてにわたって前記測定された干渉を平均化することであ
って、前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記干渉が、前記平均化された測
定された干渉を備える、平均化することを行うための、前記少なくとも１つのプロセッサ
の構成を含む、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ４１］
　前記ｅＮＢが、ピコｅＮＢとフェムトｅＮＢとのうちの１つを備え、前記少なくとも１
つのプロセッサが、
　同じく非保護である、前記複数のフレームの各使用可能サブフレームをさらに識別する
ことであって、前記干渉メッセージが、同じく非保護である識別された使用可能サブフレ
ームごとにブロードキャストされる、識別することを行うようにさらに構成された、Ｃ３
７に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記干渉メッセージが過負荷インジケータ（ＯＩ）を備え、
　前記干渉が干渉オーバサーマル（ＩｏＴ）を備える、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ４３］
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　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記識別された使用可能サブフレームに関連する前記測定された干渉が前記しきい値を
下回る低干渉メッセージを通信することを行うようにさらに構成された、Ｃ３７に記載の
装置。
［Ｃ４４］
　ワイヤレス通信のために構成された装置であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを備え、前記少なくとも１つの
プロセッサが、
　　隣接ｅＮＢによってブロードキャストされた干渉メッセージを受信することと、
　　複数のサブフレームのサブフレームタイプを判断することと、
　　前記サブフレームタイプが非保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基
づいてセル間干渉協調（ＩＣＩＣ）アクションをトリガすることとを行うように構成され
た、装置。
［Ｃ４５］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージを無視す
ることを行うようにさらに構成された、Ｃ４４に記載の装置。
［Ｃ４６］
　前記干渉メッセージが、
　過負荷インジケータ（ＯＩ）と、
　高干渉インジケータ（ＨＩＩ）と、
　相対狭帯域送信電力（ＲＮＴＰ）メッセージとのうちの１つを備える、Ｃ４４に記載の
装置。
［Ｃ４７］
　前記干渉メッセージが前記ＲＮＴＰメッセージを備え、前記少なくとも１つのプロセッ
サが、
　前記サブフレームタイプが保護であると判断されたとき、前記干渉メッセージに基づい
てＩＣＩＣアクションをトリガすることであって、前記ＩＣＩＣアクションが、データチ
ャネルと制御チャネルとのうちの少なくとも１つに対して実行される、トリガすることを
行うようにさらに構成された、Ｃ４６に記載の装置。
［Ｃ４８］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　保護であると判断された１つまたは複数のサブフレームのための制御チャネルシグナリ
ングのために前記干渉メッセージに基づいてＩＣＩＣアクションをトリガすることを行う
ようにさらに構成された、Ｃ４４に記載の装置。
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