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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】非同期のワイヤレス通信ネットワークにおける
干渉軽減についての技術を提供する。
【解決手段】非同期のワイヤレス通信ネットワーク間で
干渉減少要求及びパイロットを送るための周波数リソー
ス（コントロール・リソース、パイロット・リソース）
が用意される。第１の局（例えば、端末）は、用意され
たコントロール・リソース上で、干渉を減少するための
要求を、少なくとも一つの干渉局に送る。第１の局は、
用意されたパイロット・リソース上で各干渉局によって
送られるパイロットを受信する。用意されたリソースは
、データ・リソースに結び付けられる。第１の局は、パ
イロットに基づいてデータ・リソースの受信信号品質を
推定する。干渉局が干渉を減少した後、第１の局は、第
２の局（例えば、サービスを提供する基地局）によって
、データ・リソース上で送られるデータを受信する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送ることと、
　前記少なくとも一つの干渉局が、前記第１の局への干渉を減少した後、第２の局から、
データを受信することと、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記第２の局から干渉軽減トリガーを受信することを更に備え、
　干渉を減少するための前記要求は、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて送られる
　請求項１の方法。
【請求項３】
　前記第２の局からリソース要求を受信することを更に備え、
　干渉を減少するための前記要求は、前記リソース要求の受信に応じて送られる
　請求項１の方法。
【請求項４】
　前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、干渉を減少するための前記要求を、
干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第１の周波数リソース上で送るこ
とを含む請求項１の方法。
【請求項５】
　前記データを受信することは、前記第１の周波数リソースと結び付けられた第２の周波
数リソース上でデータを受信することを含む請求項４の方法。
【請求項６】
　前記第２の周波数リソースと結び付けられた第３の周波数リソース上で、前記少なくと
も一つの干渉局によって送られる少なくとも一つのパイロットを受信することと、
　前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第２の周波数リソースの受信信号品
質を推定することと
　を更に備え、
　データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第２の局
によって送られる請求項５の方法。
【請求項７】
　前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　前記サブキャリアのセット上で、干渉を減少するための前記要求を送ることと
　を備える請求項１の方法。
【請求項８】
　前記干渉を減少するために前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　干渉を減少するための前記要求と共に送るための情報に基づいて、前記サブキャリアの
セット内のサブキャリアを選択することと、
　干渉を減少するための前記要求を伝送するために、前記選択されたサブキャリア上で信
号を送ることと
　を備える請求項１の方法。
【請求項９】
　前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することは、前記要求のプライオリ
ティ、及び前記第１の局の識別子の少なくとも一つに基づいて、前記サブキャリアのセッ
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ト内のサブキャリアを選択することを含む請求項８の方法。
【請求項１０】
　前記選択されたサブキャリア上で送られる前記信号は、フェーズ連続（phase-continuo
us）信号を含んでいる請求項８の方法。
【請求項１１】
　前記干渉を減少する前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　干渉を減少するための前記要求と共に送るため情報及びビーコン・コードに基づいて、
異なるシンボル・ピリオドにおいて、前記サブキャリアのセット内の異なるサブキャリア
を選択することと、
　干渉を減少するための前記要求を伝送するために、異なるシンボル・ピリオドにおいて
、前記異なるサブキャリア上でビーコン信号を送ることと
　を備える請求項１の方法。
【請求項１２】
　前記第１の局は端末であり、前記第２の局はサービスを提供する基地局であり、そして
、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉基地局である請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記第１の局はサービスを提供する基地局であり、前記第２の局は端末であり、そして
、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉端末である請求項１の方法。
【請求項１４】
　干渉を減少するための要求を、第１の局から少なくとも一つの干渉局に送り、そして、
前記少なくとも一つの干渉局が前記第１の局の干渉を減少した後、データを第２の局から
受信するように構成された少なくとも一つのプロセッサ
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第２の局から、リソース要求または、干渉軽
減トリガーを受信し、前記リソース要求または、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて、
干渉を減少するための前記要求を送るように構成された請求項１４の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意
された第１の周波数リソース上で、干渉を減少するために前記要求を送り、前記第１の周
波数リソースと結び付けられた第２の周波数リソース上でデータを受信するように構成さ
れた請求項１４の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第２の周波数リソースに結び付けられた第３
の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られた少なくとも一つの
パイロットを受信し、前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第２の周波数リ
ソースの受信信号品質を推定するように構成され、データは、前記推定された受信信号品
質に基づいて決定されるレートで前記第２の局によって送られる請求項１６の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意
されたサブキャリアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するた
めの前記要求を送るように構成される請求項１４の装置。
【請求項１９】
　第１の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送る手段と、
　前記少なくとも一つの干渉局が前記第１の局の干渉を減少した後、第２の局からデータ
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を受信する手段と、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２０】
　前記第２の局からリソース要求または干渉軽減トリガーを受信する手段を更に備え、前
記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、前記リソース要求または前記干渉軽減ト
リガーの受信に応じて、干渉を減少するための前記要求を送る手段を含む請求項１９の装
置。
【請求項２１】
　前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、干渉を減少するための前記要求を送
るために用意された第１の周波数リソース上で、干渉を減少するための前記要求を送る手
段を含み、前記データを受信する手段は、前記第１の周波数リソースに結び付けられた第
２の周波数リソース上でデータを受信する手段を含む請求項１９の装置。
【請求項２２】
　前記第２の周波数リソースに結び付けられた第３の周波数リソース上で、前記少なくと
も一つの干渉局によって送られた少なくとも一つのパイロットを受信する手段と、
　前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第２の周波数リソースの受信信号品
質を推定する手段と、
　を更に備え、
　データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第２の局
によって送られる請求項２１の装置。
【請求項２３】
　前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
る手段と、
　前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するための前記要求を送る手段と、
　を含む
　請求項１９の装置。
【請求項２４】
　少なくとも一つのコンピュータに対して、第１の局から少なくとも一つの干渉局へ、干
渉を減少するための要求を送信させるためのコードと、
　少なくとも一つのコンピュータに対して、前記少なくとも一つの干渉局が、前記第１の
局の干渉を減少した後、第２の局からデータを受信させるためのコードと、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　コンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２５】
　第２の局によって送られたメッセージを第１の局にて受信することと、
　前記メッセージの受信に応じて、前記第１の局によって用いるための第１の送信電力レ
ベルを決定することと、
　前記第１の送信電力レベルに基づいて決定された第２の送信電力レベルで、前記第１の
局からパイロットを送ることと、
　を備え、
　前記第１及び第２の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
　ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２６】
　前記メッセージは、前記第１の局の送信能力（capability）についての要求を含む請求
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項２５の方法。
【請求項２７】
　前記メッセージは、干渉を減少するための要求を含む請求項２５の方法。
【請求項２８】
　前記メッセージを受信することは、前記メッセージを送るために用意された第１の周波
数リソース上で前記メッセージを受信することを含み、前記第１の送信電力レベルを決定
することは、前記第１の周波数リソースに結び付けられた第２の周波数リソースについて
用いるための前記第１の送信電力レベルを決定することを含む請求項２５の方法。
【請求項２９】
　前記パイロットを送ることは、前記第２の周波数リソースに結び付けられた第３の周波
数リソース上で前記パイロットを送ることを含んでいる請求項２８の方法。
【請求項３０】
　前記第１の送信電力レベルに基づいて、前記第２の周波数リソース上で前記第１の局の
送信電力を減少することを更に備える請求項２８の方法。
【請求項３１】
　前記パイロットを送ることは、
　前記パイロットを送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
　前記サブキャリアのセット内の少なくとも一つのサブキャリアを選択することと、
　前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることと、
　を含んでいる
　請求項２５の方法。
【請求項３２】
　前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることは、
　前記第１の局に割り当てられたスクランブル・コードコード（scrambling code）に基
づいてパイロット・シンボルを生成することと、
　前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロット・シンボルを送ることと、
　を含んでいる
　請求項３１の方法。
【請求項３３】
　前記パイロットを送ることは、時刻及び周波数の少なくとも一つにわたって、前記第１
の局に割り当てられたスクランブル・コードコードを適用することで、前記パイロットを
送ることを含む請求項２５の方法。
【請求項３４】
　第２の局によって送られたメッセージを第１の局で受信し、前記メッセージの受信に応
じて、前記第１の局によって用いるための第１の送信電力レベルを決定し、前記第１の送
信電力レベルに基づいて決定される第２の送信電力レベルで、前記第１の局からパイロッ
トを送るように構成される少なくとも一つのプロセッサを備え、
　前記第１及び第２の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
　ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３５】
　前記メッセージは、前記第１の局の送信能力（capability）についての要求、または干
渉を減少するための要求を含む請求項３４の装置。
【請求項３６】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記メッセージを送るために用意された第１の周
波数リソース上で前記メッセージを受信し、前記第１の周波数リソースに結び付けられた
第２の周波数リソースについて用いるための前記第１の送信電力レベルを決定し、前記第
２の周波数リソースに結びつけられた第３の周波数リソース上で前記パイロットを送るよ
うに構成される請求項３４の装置。
【請求項３７】
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記パイロットを送るために用意されたサブキャ
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リアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット内から少なくとも一つのサブキャリア
を選択し、前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送るように構成され
る請求項３４の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、本願の譲受人に譲渡され、参照によって本願が組み込まれた、２００８年３月
２８日に出願され、“ASYNCHRONOUS LONG-TERM INTERFERENCE AVOIDANCE,”と表題された
米国仮出願番号６１／０４０、３４７と、２００８年３月２８日に出願され、“ASYNCHRO
NOUS SHORT-TERM INTERFERENCE AVOIDANCE,”と表題された米国仮出願番号６１／０４０
、４８１と、２００８年６月２７日に出願され、“FLEXIBLE MULTICARRIER COMMUNICATIO
N SYSTEM,”と表題された米国仮出願番号６１／０７６、３６６と、に対して優先権を主
張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、概して通信に関する。より具体的には、本開示は、ワイヤレス通信ネットワ
ークにおける干渉を軽減することについての技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、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、等のような種々の通信コンテンツを提供するために、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、複数のユーザーをサポートすることができる多重アクセス・ネットワークであ
り得る。そのような多重アクセス・ネットワークの例は、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）
ネットワーク、時分割多重接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多重接続（ＦＤＭ
Ａ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、及びシングル・キャリア
ＦＤＭＡ（ＳＣーＦＤＭＡ）ネットワークを含む。
【０００４】
　ワイヤレス通信ネットワークは、複数の端末についての通信をサポートすることができ
る複数の基地局を含み得る。端末は、ダウンリンク及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、基地局から端末への通信リンクを
指す。アップリンク（または逆方向リンク）は、端末から基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　基地局は、ダウンリンク上で端末にデータを送信し得る、及び／またはアップリンク上
で端末からデータを受信し得る。ダウンリンク上での、基地局からの伝送は、近接基地局
からの伝送によって干渉を観測し得る。アップリンク上では、端末からの伝送は、近接基
地局と通信する他の端末からの伝送によって、干渉を観測し得る。ダウンリンク及びアッ
プリンクについて、干渉基地局及び干渉端末による干渉は、性能を低下し得る。
【０００６】
　従って、当技術において、ワイヤレス・ネットワークにおける干渉を軽減するための技
術が必要である。
【発明の概要】
【０００７】
　ワイヤレス通信ネットワークにおける干渉軽減のための技術が、本明細書に記載されて
いる。端末は、サービスを提供する基地局と通信することを要求し、干渉基地局から高い
干渉を観測し得る。サービスを提供する基地局は、また、近接基地局と通信する干渉端末
から、高い干渉を観測し得る。端末およびサービスを提供する基地局は、干渉基地局およ
び干渉端末とは非同期であり得る。
【０００８】
　態様において、いくつかの周波数リソースは、干渉減少要求を送るために用意され、用
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意されたコントロール・リソースとして言及され得る。いくつかの周波数リソースは、ま
た、パイロットを送るために用意され、用意されたパイロット・リソースとして言及され
得る。用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、非同
期ワイヤレス・ネットワークにおいて、干渉軽減をサポートし得る。
【０００９】
　一デザインにおいて、第１の局（例えば、端末）は、用意されたコントロール・リソー
ス上で、干渉を減少するための要求を、少なくとも一つの干渉局（例えば、少なくとも一
つの干渉基地局）に送り得る。第１の局は、用意されたパイロット・リソース上で、少な
くとも一つの干渉局によって送られる、少なくとも一つのパイロットを受信し得る。干渉
減少するための要求、及びパイロットは、下に記載するように送られ得る。用意されたコ
ントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、データ・リソースに結び
付けられ得る。データ・リソースは、データを送ることができる周波数リソースを含み得
る。第１の局は、少なくとも一つのパイロットに基づいてデータ・リソースの受信信号品
質を推定し、推定された受信信号品質を第２の局（例えば、サービスを提供する基地局）
に送り得る。少なくとも一つの干渉局が、データ・リソース上で、送信電力減少によって
第１の局の干渉を減少した後、第１の局は、その後、データ・リソース上で第２の局によ
って送られたデータを受信し得る。第２の局は、推定された受信信号品質に基づいて決定
されたレートで、データを送信し得る。
【００１０】
　開示の種々の態様、及び特徴は、下にさらに詳細に記載されている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、ワイヤレス通信ネットワークを示している。
【図２】図２は、複数の基地局による非同期の動作を示している。
【図３】図３は、利用可能な周波数リソースの分割の例を示している。
【図４】図４は、干渉軽減しながらのダウンリンク・データ伝送を示している。
【図５】図５は、干渉軽減しながらのアップリンク・データ伝送を示している。
【図６】図６は、未使用のコントロール・リソース及び未使用のパイロット・リソースを
用いた干渉軽減しながらのダウンリンク・データ伝送を示している。
【図７】図７は、未使用のコントロール・リソース及び未使用のパイロット・リソースを
用いた干渉軽減とアップリンク・データ伝送を示している。
【図８】図８は、干渉軽減しながらの、データを受信するためのプロセスを示している。
【図９】図９は、干渉軽減しながらの、データを受信するための装置を示している。
【図１０】図１０は、電力決定パイロットを送るためのプロセスを示している。
【図１１】図１１は、電力決定パイロットを送るための装置を示している。
【図１２】図１２は、基地局及び端末のブロックダイアグラムを示している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書に記載の技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ、及び他のネットワークのような種々のワイヤレス通信ネットワークについて用いられ
得る。用語「ネットワーク」及び「システム」は、大抵、交換できるように用いられる。
ＣＤＭＡネットワークは、汎用地上無線接続（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial Radio 
Access）、ｃｄｍａ２０００（登録商標）等のような無線技術を実施し得る。ＵＴＲＡは
、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））及びＣＤＭＡの他の変形を含む。ｃｄｍａ
２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、及びＩＳ－８５６スタンダードを網羅する。
ＴＤＭＡネットワークは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーショ
ンズ（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile Communications）のような無線
技術を実施し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、次世代ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウル
トラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２
．１１（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆ
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ｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡ（登録商標）等のような無線技術を実施し得る。ＵＴＲＡ及びＥ－
ＵＴＲＡは、汎用移動通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロング・ターム
・エボリューション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）及びＬＴＥアドバンスドは、Ｅ－
ＵＴＲＡを用いるＵＭＴＳの新版である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、
ＬＴＥアドバンスド、及びＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３Ｇ
ＰＰ）と名付けられた機関からの書類に記載されている。ｃｄｍａ２０００及びＵＭＢは
、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と名付けられた機関から
の書類に記載されている。本明細書記載の技術は、以上のワイヤレス・ネットワーク及び
無線技術の他に、他のワイヤレス・ネットワーク及び無線技術についても用いられ得る。
【００１３】
　図１は、複数の基地局１００及び他のネットワーク・エンティティを含み得るワイヤレ
ス通信ネットワーク１００を示している。基地局は、端末と通信する局であり、アクセス
ポイント、ノードＢ、次世代ノードＢ（ｅＮＢ）等とも呼ばれ得る。各基地局１１０は、
特定の地理上の区域（geographic area）についての通信有効範囲を提供し得る。用語「
セル」は、用語が用いられている文脈に基づいて基地局の有効範囲地域及び／またはこの
有効範囲地域を供給する基地局サブシステムとして言及することができる。
【００１４】
　基地局は、マクロ・セル、ピコ・セル、フェムト・セル等についての通信有効範囲を提
供し得る。マクロ・セルは、比較的大きな地理上の区域（例えば、半径数キロメートル）
をカバーし、サービス・サブスクリプション（service subscription）による端末によっ
て無制限アクセスを可能にし得る。ピコ・セルは、比較的小さな地理上の区域をカバーし
、サービス・サブスクリプションによる端末によって無制限アクセスを可能にし得る。フ
ェムト・セルは、比較的小さな地理上の区域（例えば、家）をカバーし、フェムト・セル
との関連を有する端末による制限されたアクセスを可能にし得る。例えば、端末は限定加
入者グループ（ＣＳＧ：Closed subscriber group）に属する。マクロ・セルについての
基地局は、マクロ基地局と言及され得る。ピコ・セルについての基地局は、ピコ基地局と
呼ばれ得る。フェムト・セルについての基地局は、フェムト基地局またはホーム基地局と
呼ばれ得る。
【００１５】
　図１に示した例において、基地局１１０ａ、１１０ｂ、及び１１０ｃは、それぞれマク
ロ・セル１０２ａ、１０２ｂ、及び１０２ｃについてのマクロ基地局であり得る。基地局
１１０ｘは、ピコ・セル１０２ｘについてのピコ基地局であり得る。基地局１１０ｙは、
フェムト・セル１０２ｙについてのフェムト基地局であり得る。ピコ及びフェムト・セル
は、マクロ・セル内に配置され、またはマクロ・セル（図１に示すように）と重なり得る
。
【００１６】
　ワイヤレス・ネットワーク１００はまた、例えば中継局１１０ｚのような中継局を含み
得る。中継局は、アップストリーム局からの他の情報及び／またはデータの伝送を受信し
、ダウンストリームへの他の情報及び／またはデータを送信する局である。
【００１７】
　ネットワーク・コントローラ１３０は、基地局のセットに結合され、これらの基地局に
ついて、調整及び制御を提供し得る。ネットワーク・コントローラ１３０は、単一ネット
ワーク・エンティティまたはネットワーク・エンティティの集合であり得る。ネットワー
ク・コントローラ１３０は、バックホール（backhaul）を介して基地局１１０と通信し得
る。基地局１１０はまた、例えば、直接的または間接的に、ワイヤレスまたはワイヤライ
ン・バックホール（wireline backhaul）を介して互いに通信し得る。
【００１８】
　ワイヤレス・ネットワーク１００は、マクロ基地局のみを含む同種（homogeneous）の
ネットワークであり得る。ワイヤレス・ネットワーク１００はまた、例えば、マクロ基地
局、ピコ基地局、ホーム基地局、中継局等の異なるタイプの基地局を含む異種のネットワ
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ークであってもよい。これらの異なるタイプの基地局は、異なる送信電力レベル、異なる
有効範囲地域、及びワイヤレス・ネットワーク１００における干渉の異なる影響を有し得
る。例えば、マクロ基地局は、高送信電力レベル（例えば２０ワット）を有し、他方でピ
コ及びフェムト基地局は低送信電力レベル（例えば１ワット）を有し得る。本明細書に記
載の技術は、同種及び異種のネットワークに用いられ得る。
【００１９】
　端末１２０は、ワイヤレス・ネットワーク１００の至る所に分散され、各端末は、静止
端末または移動端末であり得る。端末は、アクセス端末（ＡＴ）、移動局（ＭＳ）、ユー
ザー装置（ＵＥ）、加入者ユニット（subscriber unit）、局等とも呼ばれ得る。端末は
、携帯電話、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、
手持ち式のデバイス、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、等であり得る。端末は、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局、
中継局等と通信可能であり得る。図１において、実線の双方向矢印は、端末と、ダウンリ
ンク及び／またはアップリンク上で端末に供給するように指定された基地局であるサービ
スを提供する基地局との間の望ましい伝送を示している。破線の双方向矢印は、端末と基
地局との間の伝送の干渉を示している。干渉基地局は、ダウンリンクにおいて端末に干渉
を引き起こし、及び／またはアップリンクにおいて端末から干渉を観測する基地局である
。本明細書の記載において、局は、基地局、端末、または中継局であり得る。
【００２０】
　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
期動作では、基地局は、同様のフレーム・タイミングを有し、異なる基地局からの伝送は
、時間的に揃えられ得る。非同期動作では、基地局は、異なるフレーム・タイミングを有
し、異なる基地局からの伝送は、時間的に揃えられ得る。非同期動作は、屋内に配置され
、衛星利用測位システム（ＧＰＳ）のような同期ソースへのアクセスできないピコ及びフ
ェムト基地局において、より一般的であり得る。
【００２１】
　図２は、複数（Ｌ個）の基地局１～Ｌの非同期動作の例を示している。各基地局につい
て、横軸が時間を示し、縦軸が周波数または送信電力を示し得る。各基地局についての伝
送タイムラインは、サブフレームのユニットに分割され得る。各サブフレームは、例えば
、１ミリ秒（ｍｓ）といった予め決められた期間を有し得る。サブフレームは、スロット
、フレーム等のようにも言及され得る。
【００２２】
　非同期動作では、各基地局は、独立してそれぞれのフレーム・タイミングを用意し、独
立してインデックスをサブフレームに割り当て得る。例えば、基地局１は、時刻Ｔ１で開
始するサブフレームｆ１を有し得る。基地局２は、時刻Ｔ２で開始するサブフレームｆ２

を有し得る等。そして、基地局Ｌは、時刻ＴＬで開始するサブフレームｆＬを有し得る。
図２に示すように、開始時刻Ｔ１、Ｔ２、・・・、及びＴＬは、揃えられた時刻であり得
ない。さらに、サブフレーム・インデックスｆ１、ｆ２、・・・、及びｆＬは異なる値を
有し得る。
【００２３】
　ワイヤレス・ネットワーク１００は、周波数分割複信（ＦＤＤ）を利用し得る。ＦＤＤ
では、１つの周波数チャネルは、ダウンリンクについて割り当てられ得る。他の周波数チ
ャネルは、アップリンクについて割り当てられ得る。各リンクについての周波数チャネル
は、そのリンク上の伝送について用いられ得る周波数リソースとしてみなされ得る。各リ
ンクについての周波数リソースは、種々の方法で分割され得る。
【００２４】
　図３は、例えばダウンリンクまたはアップリンクといった１つのリンクについての利用
可能な周波数リソースの分割のデザインを示している。リンクについてのシステム・バン
ド幅は、固定または設定可能であり得る。例えば、ＬＴＥ及びＵＭＢは、１．２５、２．
５、５、１０、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム・バンド幅をサポートする。
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システム・バンド幅は、１～ＭのインデックスによるＭ個のサブバンドに分割され得る。
Ｍはどのような値でも良い。各サブバンドは、例えばＬＴＥにおいて１．０８ＭＨｚのよ
うに予め決められた周波数範囲をカバーし得る。サブバンドの数は、システム・バンド幅
及びサブバンド・サイズに依存し得る。例えば、１、２、４、８または１６個のサブバン
ドが、それぞれ、１．２５、２．５、５、１０、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシス
テム・バンド幅について、利用可能であり得る。
【００２５】
　システム・バンド幅も、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）または、シングル・キャリア
周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）によって複数（Ｋ個）のサブキャリアに分割され得る。
サブキャリアはまた、トーン（tones）、ビン（bins）等として言及され得る。隣接する
サブキャリア間のスペースは、固定され、サブキャリアの全体の数（Ｋ）は、システム・
バンド幅に依存し得る。例えば、Ｋは、それぞれ、１．２５、２．５、５、１０、または
２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム・バンド幅について、１２８、２５６、５１２、１
０２４または２０４８と等しくても良い。各サブバンドは、Ｓ個のサブキャリアを含み得
る。Ｓはどのような値でも良い。例えば、ＬＴＥでは、各サブバンドは、１．０８ＭＨｚ
を覆い、７２個のサブキャリアを含む。
【００２６】
　システム・バンド幅はまた、複数（Ｃ個）のキャリアに分割され得る。各キャリアは、
特定の中心周波数及び特定のバンド幅を有し得る。キャリアの数は、システム・バンド幅
及びキャリア・サイズに依存し得る。
【００２７】
　概して、各リンクについての利用可能な周波数リソースは、サブバンド、サブキャリア
、及びキャリアを３つの例とする、種々の方法で分割され得る。利用可能な周波数リソー
スは、伝送について割り当てられ、用いられ得る。
【００２８】
　端末は、ドミナント干渉シナリオ（dominant interference scenario）において、サー
ビスを提供する基地局と通信し得る。ダウンリンクにおいて、一つまたはそれ以上の干渉
基地局から、端末は高い干渉を観測し得る。アップリンクにおいて、一つまたはそれ以上
の干渉端末から、サービスを提供する基地局は高い干渉を観測し得る。ドミナント干渉シ
ナリオは、範囲の拡張に起因し、これは、端末が、該端末によって検出された複数の基地
局のうち、低い経路損失及び低いジオメトリ（geometry）を有する基地局に接続するシナ
リオである。例えば、図１におけるターミナル１２０ｘは、低い経路損失及び低いジオメ
トリを有するピコ基地局１１０ｘと通信し、マクロ基地局１１０ｂから高い干渉を観測し
得る。端末１２０ｘについての所定のデータ・レートを達成するためワイヤレス・ネット
ワークへの干渉を抑制するためには、これが望ましいだろう。ドミナント干渉シナリオは
また、制限されたつながり（restricted association）に起因し、これは、端末が制限さ
れたアクセスによって強い基地局に接続することができず、制限されていないアクセスに
よって弱い基地局に接続し得るシナリオである。例えば、図１におけるターミナル１２０
ｙは、フェムト基地局１１０ｙに接続することができず、マクロ基地局１１０ｃに接続し
、フェムト基地局１１０ｙから強い干渉を観測し得る。ドミナント干渉シナリオにおいて
、端末は、ダウンリンク上で強い基地局から強い干渉を観測し、強い基地局によって供給
される端末は、アップリンク上でサービスを提供する基地局に高い干渉を引き起こし得る
。
【００２９】
　干渉軽減は、ターゲット局へのデータ伝送の性能を改善するために、与えられたリンク
上で干渉を軽減（例えば、避ける、または軽減する）し得る。干渉軽減では、干渉局は、
ターゲット局への所望の伝送についてより良い受信信号品質を得ることができるよう、そ
の送信電力を見えなくし（blank）、または減少し得る。受信信号品質は、信号対干渉波
及び雑音比（ＳＩＮＲ：signal-to-noise-and-interference ratio）または他のいくつか
の測定基準によって定量化され得る。干渉局はまた、高いＳＩＮＲが達成されることがで
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きるようにするために、ターゲット局から離して、干渉局の伝送ビームを方向付け（beam
steer）得る。
【００３０】
　図４は、干渉軽減を有するダウンリンク・データ伝送スキーム４００のデザインを示す
。サービスを提供する基地局は、端末に送るためのデータを有し、端末はダウンリンク上
で高い干渉を観測していることについての認識を有し得る。例えば、サービスを提供する
基地局は、端末からパイロット測定レポートを受信し、レポートは、強い干渉基地局を表
す、及び／または特定し得る。サービスを提供する基地局は、干渉軽減トリガーを時刻Ｔ

０において端末に送り得る。このトリガーは、ダウンリンク上の干渉を減少させるよう干
渉基地局に要求するために端末を呼び出し、その上で干渉が減じられる特定のリソース、
要求のプライオリティ、及び／または他の情報の減少を（明白にまたは暗に）伝え得る。
要求のプライオリティは、送る為のデータのタイプ（例えば、トラヒック・データまたは
コントロール・データ）、送るためのデータの品質・オブ・サービス（ＱｏＳ：quality 
of service）、送るためのデータの量等に基づいて決定され得る。
【００３１】
　端末は、サービスを提供する基地局から干渉軽減トリガーを受信し、時刻Ｔ１において
、干渉減少要求（reduce interference request）を送り得る。干渉減少要求はまた、リ
ソース利用メッセージ（resource utilization message：ＲＵＭ）とも呼ばれる。端末は
、（ｉ）ダウンリンク上で端末への強い干渉（interferers）である基地局のみへのユニ
キャスト・メッセージとして、または（ｉｉ）要求を受信することができる全ての近接基
地局へのブロードキャスト・メッセージとして、干渉減少要求を送り得る。干渉減少要求
は、特定のリソース上の干渉を減少するよう干渉基地局を要求し得る。干渉減少要求はま
た、要求のプライオリティ、端末についてのターゲットの干渉レベル、及び／または他の
情報を伝達し得る。
【００３２】
　干渉基地局は、端末から干渉減少要求を受信し、要求を許可または却下し得る。要求が
許可された場合、干渉基地局は、端末への干渉を減少させるために、送信電力を調整し、
及び／または伝送を方向付け得る。一デザインにおいて、干渉基地局は、バッファ・ステ
ータス、要求のプライオリティ、ターゲットの干渉レベル等のような種々の要素に基づい
て、特定のリソースにつき、それが用いる送信電力レベルＰｄを決定し得る。干渉基地局
は、時刻Ｔ２において、Ｐｐｄｐの電力レベルで電力決定パイロットを送信し得る。パイ
ロットは、送信局及び受信局によってアプリオリ（a priori）に知られた伝送であり、ま
た、参照信号、トレーニング等として言及され得る。電力決定パイロットは、可変の送信
電力レベルを有するパイロットである。Ｐｐｄｐは、Ｐｄと等しく、またはＰｄの倍率を
変えたバージョンであり得る。
【００３３】
　端末は、全ての干渉基地局からの電力決定パイロットも、サービスを提供する基地局か
らのパイロットも受信し得る。端末は、受信されたパイロットに基づいて特定されたリソ
ースのＳＩＮＲを推定し得る。電力決定パイロットは、端末がより正確にＳＩＮＲを推定
することを可能にし得る。端末は、一つまたはそれ以上のＳＩＮＲ、一つまたはそれ以上
の変調及び符号化方式（ＭＣＳ：modulation and coding scheme）等を含み得るチャネル
品質（ＣＱＩ：channel quality indicator）情報を決定し得る。端末は、時刻Ｔ３にお
いて、サービスを提供する基地局にＣＱＩ情報を送り得る。
【００３４】
　サービスを提供する基地局は、端末からＣＱＩ情報を受信し、特定のリソースの全てま
たはサブセットを含み得る割り当てられたリソース上のデータ伝送について、端末をスケ
ジューリングする。サービスを提供する基地局は、ＣＱＩ情報に基づいてＭＣＳを選択し
、選択されたＭＣＳに従ってデータパケットを処理し得る。サービスを提供する基地局は
、リソース割り当てとしても言及され得るダウンリンク（ＤＬ）許可を生成し得る。ダウ
ンリンク許可は、割り当てられたリソース、選択されたＭＣＳ、及び／または他の情報を
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含み得る。サービスを提供する基地局は、時刻Ｔ４において、端末に、ダウンリンク許可
及びパケット伝送を送り得る。端末は、ダウンリンク許可及びパケット伝送を受信し、選
択されたＭＣＳに従って受信された伝送をデコードし、肯定応答（ＡＣＫ：acknowledgem
ent）情報を生成し得る。ＡＣＫ情報は、端末によってパケットが正しくデコードされる
か、デコードが失敗するかを示し得る。端末は時刻Ｔ５においてＡＣＫ情報を送り得る。
【００３５】
　サービスを提供する基地局及び端末は、共通のフレーム・タイミングを有し得る。干渉
軽減トリガー、干渉減少要求、ＣＱＩ情報、データ、及びＡＣＫ情報は、特定のサブフレ
ームに送られ得る。例えば、複数（Ｑ個）のインタレースは、Ｑ個のサブフレームによっ
てスペースが離されたサブフレームを含んでいる各インタレースによって、各リンクにつ
いて定義され得る。サービスを提供する基地局は、１つのダウンリンク・インタレースの
サブフレームにおいて、伝送は送られ得る。そして、端末は、１つのアップリンク・イン
タレースのサブフレームにおいて伝送が送られ得る。
【００３６】
　端末及び干渉基地局は、非同期動作のために、異なるフレーム・タイミングを有し得る
。下に記載するように、端末は、干渉基地局によって確かな受信ができる方法で、干渉減
少要求を送り得る。また、下に記載しているように、同様に、干渉基地局は、端末によっ
て適切な受信ができる方法で、電力決定パイロットを送り得る。
【００３７】
　図５は、干渉軽減を有するアップリンク・データ伝送スキーム５００のデザインを示し
ている。端末は、サービスを提供する基地局に送られるデータを有し、時刻Ｔ０において
リソース要求を送り得る。リソース要求は、要求のプライオリティ、端末によって送られ
るデータの量等を表し得る。サービスを提供する基地局は、リソース要求を受信し、特定
のリソース上で、端末の送信能力（transmit capability）について要求するため、時刻
Ｔ１において端末に送信能力要求（transmit capability request）を送り得る。サービ
スを提供する基地局は、また、特定のリソース上で、干渉を減少するために干渉端末に要
求するために時刻Ｔ１において干渉減少要求を送り得る。簡単にするため、図５に、一つ
の干渉端末のみが示される。
【００３８】
　端末は、サービスを提供する基地局から送信能力要求を受信し、また、一つまたはそれ
以上の近接基地局から一つまたはそれ以上の干渉減少要求を受信し得る。簡単にするため
、図５には、一つの近接基地局のみが示されている。端末は、近接基地局からの干渉減少
要求に基づいて特定のリソースにつき、それが用いることができる送信電力レベルを決定
し得る。端末は、時刻Ｔ２において送られた電力決定パイロットを介してこの送信電力レ
ベルを伝達し得る。
【００３９】
　サービスを提供する基地局は、干渉端末と同様に端末から電力決定パイロットを受信し
得る。サービスを提供する基地局は、受信されたパイロットに基づいて特定のリソースの
ＳＩＮＲを推定し、推定されたＳＩＮＲに基づいて端末についてのＭＣＳを選択し得る。
サービスを提供する基地局は、選択されたＭＣＳ、割り当てられたリソース、割り当てら
れたリソースについて使用するための送信電力レベル、及び／または他の情報を含み得る
アップリンク許可を生成し得る。サービスを提供する基地局は、時刻Ｔ３において、端末
にアップリンク許可を送り得る。端末は、時刻Ｔ４において割り当てられたリソース上で
、アップリンク許可を受信し、選択されたＭＣＳに従ったパケットを処理し、そしてパケ
ット伝送を送り得る。サービスを提供する基地局は、時刻Ｔ５において端末からパケット
伝送を受信し、受信された伝送をデコードし、デコーディング結果に基づいてＡＣＫ情報
を決定し、ＡＣＫ情報を送り得る。
【００４０】
　サービスを提供する基地局及び端末は、共通のフレーム・タイミングを有している。リ
ソース要求、送信能力要求、電力決定パイロット、アップリンク許可、データ及びＡＣＫ
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情報は、特定のサブフレームで送られ得る。例えば、サービスを提供する基地局は、送信
能力要求、アップリンク要求、及びＡＣＫ情報を、１つのダウンリンク・インタレースの
サブフレーム内に送り得る。そして、端末は、リソース要求、電力決定パイロット、及び
データを、一つのアップリンク・インタレースのサブフレームで送り得る。
【００４１】
　サービスを提供する基地局及び端末は、近接基地局及び干渉端末とは異なるフレーム・
タイミングを有し得る。下に記載するように、各基地局は、干渉端末によって確かな受信
ができる方法で、干渉減少要求を送り得る。また、下に記載しているように、同様に、各
端末は、基地局によって適切な受信ができる方法で電力決定パイロットを送り得る。
【００４２】
　一態様において、いくつかの周波数リソースは、干渉減少要求を送るために用いられる
非同期コントロール・チャネルのために用意（reserve）され得る。非同期コントロール
・チャネルは、また、非同期のＲＵＭチャネル（ＲＵＭＣＨ）として言及され得る。干渉
減少要求を送るために用意された周波数リソースはまた、用意されたコントロール・リソ
ースとして言及され得る。
【００４３】
　他の態様において、いくつかの周波数リソースは、電力決定パイロットを送るために用
いられる非同期のパイロット・チャネルのために用意され得る。非同期のパイロット・チ
ャネルは、また、非同期の電力決定パイロット・チャネル（ＰＤＰＩＣＨ：power decisi
on pilot channel）として言及され得る。電力決定パイロットを送るために用意された周
波数リソースはまた、用意されたパイロット・リソースとして言及され得る。用意された
コントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースは、非同期ワイヤレス・ネ
ットワークにおいて干渉軽減をサポートするために用いられ得る。
【００４４】
　図６は、用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースを用
いる干渉軽減を有する、ダウンリンク上の、サービスを提供する基地局から端末へのデー
タ伝送のデザインを示す。このデザインにおいて、端末によって干渉減少要求を送るため
に用意される周波数リソース（または、用意されたコントロール・リソース）は、サービ
スを提供する基地局において、特定のデータ・リソースと結び付けられ得る。干渉基地局
によって電力決定パイロットを送るために用意される周波数リソース（または用意される
パイロット・リソース）はまた、サービスを提供する基地局において、データ・リソース
と結び付けられ得る。データ・リソースは、ダウンリンク上にデータを送るために、サー
ビスを提供する基地局によって用いられることができる周波数リソースを含み得る。
【００４５】
　一デザインにおいて、データ・リソースは、一つまたはそれ以上のサブバンド、一つま
たはそれ以上のキャリア、サブキャリアのセット等を含み得る。一デザインにおいて、用
意されたコントロール・リソースは、アップリンクについてのサブキャリアのセットを含
み得る。一デザインにおいて、用意されたパイロット・リソースは、ダウンリンクについ
てのサブキャリアのセットを含み得る。一つの例示的なデザインにおいて、データ・リソ
ースは、５ＭＨｚのキャリア、または４つの１．０８ＭＨｚのサブバンドを含み、用意さ
れたコントロール・リソースは、１６個のサブキャリアのセットを含み、そして、用意さ
れたパイロット・リソースは１６個のサブキャリアのセットを含み得る。各サブキャリア
セットは、隣接するサブキャリア、または周波数の至るところで分布するサブキャリアを
含み得る。データ・リソース、用意されたコントロール・リソース、及び用意されたパイ
ロット・リソースはまた、他のタイプのリソースを含み得る。用意されたコントロール・
リソース及び用意されたパイロット・リソースは、いつでも、殆ど常に、特定の時間間隔
の間にのみ、等で入手可能であり得る。
【００４６】
　干渉減少を有するダウンリンク上のデータ伝送では、端末は、時刻Ｔ１において、用意
されたコントロール・リソース上で干渉減少要求を送り得る。干渉基地局は、用意されて
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いるコントロール・リソース上で干渉減少要求を受信し、この要求が、関連したデータ・
リソース上の干渉減少のためのものであると判断することができ得る。干渉基地局は、干
渉減少要求の受信に応じて、データ・リソースについての送信電力レベルＰｄを決定し得
る。干渉基地局は、時刻Ｔ２において、用意されたパイロット・リソース上で、Ｐｐｄｐ

の送信電力レベルで、電力決定パイロットを送り得る。Ｐｐｄｐは、Ｐｄと等しく、また
はＰｄの倍率を変えたバージョンであり得る。干渉基地局は、時刻Ｔ３のデータ・リソー
ス上における送信電力をＰｄ、または、それよりも低く減少し得る。サービスを提供する
基地局は、時刻Ｔ３、またはそれよりも遅くに生じ得る時刻Ｔ４において、データを送り
得る。
【００４７】
　端末は、端末のフレーム・タイミングに基づいて決定され得る時刻Ｔ１において、干渉
減少要求を送り得る。干渉基地局は、用意されたコントロール・リソース上において、種
々のフレーム・タイミングを有し、従って連続的に、干渉減少要求について検出し得る。
干渉基地局は、時刻Ｔ２において、電力決定パイロットを送り得る。一デザインにおいて
、電力決定パイロットの伝送時刻Ｔ２は、干渉減少要求の伝送時刻Ｔ１からΔＴ１２の固
定された時間によって遅延され得る。他のデザインにおいて、時刻Ｔ２は、干渉基地局の
フレーム・タイミングに基づいて決定され、時刻Ｔ１から可変の時間によって遅延され得
る。
【００４８】
　一デザインにおいて、干渉基地局による送信電力減少の時刻Ｔ３は、（ｉ）図６に示さ
れるように、電力決定パイロットの伝送時刻Ｔ２からΔＴ２３の固定された時間、または
（ｉｉ）干渉減少要求の伝送時刻Ｔ１からΔＴ１３の固定された時間によって遅延され得
る。他のデザインにおいて、時刻Ｔ３は、時刻Ｔ１またはＴ２から可変の時間によって、
遅延され得る。干渉基地局は、また、非同期の方法において、干渉減少要求を受け取り得
る。例えば、干渉基地局は、要求の伝送が完了した後に、要求に応答し得る。
【００４９】
　一デザインにおいて、干渉基地局は、電力決定パイロットを送り、サービスを提供する
基地局及び端末のフレーム・タイミングに基づいて送信電力を減少する。このデザインに
おいて、サービスを提供する基地局は、端末の共通のフレーム・タイミングに基づいて、
端末にデータを送り得る。他のデザインにおいて、サービスを提供する基地局及び端末は
、電力決定パイロットから確認され得る干渉基地局のフレーム・タイミングに基づいてデ
ータを送り得る。さらに他のデザインにおいて、各局は、各局のフレーム・タイミングに
基づいて動作し得る。例えば、時刻Ｔ３は、干渉基地局のサブフレームの開始であり、時
刻Ｔ４は、サービスを提供する基地局のサブフレームの開始であり得る。時刻Ｔ３及び時
刻Ｔ４の間の違いは、干渉基地局のフレーム・タイミングと、サービスを提供する基地局
のフレーム・タイミングとの間の違いに依存し得る。全てのデザインにおいて、干渉基地
局は、十分な期間の間、送信電力を減少し得る。これは、アプリオリ（a priori）に全て
の局において知られ、干渉減少要求、電力決定パイロット、等において伝送され得る。
【００５０】
　図７は、用意されたコントロール・リソース及び用意されたパイロット・リソースを用
いている干渉軽減を有する、アップリンク上において、端末からサービスを提供する基地
局へのデータ伝送のデザインを示している。このデザインにおいて、基地局によって干渉
減少要求を送るために用意された周波数リソース（または用意されたコントロール・リソ
ース）は、端末において、特定のデータ・リソースに関連付けられ得る。端末によって電
力決定パイロットを送るために用意された周波数リソース（または用意されたパイロット
・リソース）は、端末においてデータ・リソースに関連付けられる。データ・リソースは
、アップリンク上で、データを送るための端末によって、用いられることができる周波数
リソースを含み得る。
【００５１】
　一デザインにおいて、データ・リソースは、一つまたはそれ以上のサブバンド、一つま
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たはそれ以上のキャリア、サブキャリアのセット、等を含み得る。一デザインにおいて、
用意されたコントロール・リソースは、ダウンリンクについてのサブキャリアのセットを
含み得る。一デザインにおいて、用意されたパイロット・リソースは、アップリンクにつ
いてのサブキャリアのセットを含み得る。各サブキャリアのセットは、隣接するサブキャ
リア、または周波数の至るところに分布されるサブキャリアを含み得る。データ・リソー
ス、用意されたコントロール・リソース、及び用意されたパイロット・リソースは、また
、他のタイプのリソースを含み得る。用意されたコントロール・リソース及び用意された
パイロット・リソースは、いつでも、殆ど常に、特定の時間経過後等に入手可能であり得
る。
【００５２】
　干渉軽減を有するアップリンク上のデータ伝送では、サービスを提供する基地局及び干
渉基地局は、時刻Ｔ１及びＴ１ａにおける用意されたコントロール・リソースにおいて、
それぞれ、干渉減少要求を送り得る。端末は、用意されたコントロール・リソース上で干
渉基地局から干渉減少要求を受信し、この要求が、関連したデータ・リソース上の干渉減
少のためのものであると判断することができ得る。端末は、データ・リソースについての
端末の送信電力レベルＰｄ１を決定し、時刻Ｔ２における用意されたパイロット・リソー
ス上で、Ｐｐｄｐ１の送信電力レベルで、電力決定パイロットを送り得る。Ｐｐｄｐ１は
、Ｐｄ１と同様であり、またはＰｄ１の倍率を変えたバージョンであり得る。
【００５３】
　同様に、干渉端末は、用意されたコントロール・リソース上で干渉基地局から干渉減少
要求を受信し、要求が関連したデータ・リソース上で干渉減少のためのものかを決定する
ことができ得る。干渉端末は、データ・リソースについての干渉端末の送信電力レベルＰ

ｄ２を決定し、時刻Ｔ２ａにおける用意されたパイロット・リソース上で、Ｐｐｄｐ２の
送信電力レベルで、電力決定パイロットを送り得る。Ｐｐｄｐ２は、Ｐｄ２と等しく、ま
たはＰｄ２の倍率を変えたバージョンであり得る。干渉端末は、その後、時刻Ｔ３ａにお
けるデータ・リソースにおいて、干渉端末の送信電力をＰｄ２、またはそれよりも低く減
少し得る。
【００５４】
　サービスを提供する基地局は、時刻Ｔ２及びＴ２ａにおいて、端末及び干渉端末からそ
れぞれ、電力決定パイロットを受信し得る。サービスを提供する基地局は、端末について
のデータ・リソースのＳＩＮＲを推定し、アップリンク許可を生成し、アップリンク許可
を端末に送り得る。端末は、時刻Ｔ３またはそれよりも遅くに起こり得る時刻Ｔ４におい
て、サービスを提供する基地局にデータを送り得る。
【００５５】
　サービスを提供する基地局及び端末は、同じフレーム・タイミングを有し得る。このフ
レーム・タイミングは、干渉基地局及び干渉端末のフレーム・タイミングとは異なり得る
。図６について、上に記載したように、サービスを提供する基地局からの、干渉減少要求
の伝送時刻Ｔ１、干渉端末からの電力決定パイロットの伝送時刻Ｔ２ａ、及び干渉端末に
よる送信電力軽減の時刻Ｔ３ａは、固定された、または可変のオフセットを有し得る。干
渉基地局からの干渉減少要求の伝送時刻Ｔ１ａ、端末からの電力決定パイロットの伝送時
刻Ｔ２、端末による送信電力減少の時刻は、また、固定された、または可変のオフセット
を有し得る。
【００５６】
　干渉減少要求は、種々の方法において、用意されたコントロール・リソース上で送られ
得る。送信局が、可能な異なる送信機フレーム・タイミングに対応する複数の高速フーリ
エ変換（ＦＦＴ）を実行する必要なく受信局が要求を受信できるような方法で、要求を送
ることが望ましいだろう。種々の直交デザインは、受信局が、送信局のフレーム・タイミ
ングの知識無しに、干渉減少要求を受信することを可能とし得る。
【００５７】
　第１の直交デザインにおいて、送信局は、干渉減少要求を送るために用意されたサブキ
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ャリアのセットのうちの選択されたサブキャリア上で、干渉減少要求を送り得る。種々の
方法において、選択されたサブキャリアは決定され得る。一デザインでは、用意されたセ
ット内の種々のサブキャリアは、種々のプライオリティに関連付けられる。選択されたサ
ブキャリアは、干渉減少要求のプライオリティに関連付けられた用意されたセット内のサ
ブキャリアであり得る。他のデザインでは、異なるセルまたは端末識別子（ＩＤ）は、用
意されたセット内の異なるサブキャリアにハッシュ（hash）され得る。選択されたサブキ
ャリアは、干渉減少要求を送る端末または基地局のＩＤに関連付けされた用意されたセッ
ト内にサブキャリアであり得る。概して、干渉減少要求についてのあらゆる情報（例えば
、プライオリティ、セル、または端末ＩＤ等）は、用意されたセット内の種々のサブキャ
リアにハッシュされ得る。選択されたサブキャリアは、干渉減少要求についての情報に基
づいて決定され得る。例えば、干渉減少要求は、セルＩＤまたは端末ＩＤについての３つ
のビット及び要求のプライオリティについての一つのビットを含み得る。合計４つのビッ
トは、用意されたセット内の１６個のサブキャリアの一つを選択するために使用され得る
。選択されたサブキャリアはまた、他の方法で決定され得る。いくつかのケースにおいて
、送信局は、要求の確かな受信を可能とするための十分な期間、選択されたサブキャリア
上で、干渉減少要求を送り得る。
【００５８】
　各シンボル・ピリオド（symbol period）において、受信局は、時間領域のサンプルに
つきＦＦＴを実行し、全Ｋ個のサブキャリアについての周波数領域の受信シンボルを取得
し得る。受信局は、用意されたセット内の各サブキャリアの受信された電力を、そのサブ
キャリアからの受信シンボルに基づいて、決定し得る。受信局は、干渉減少要求が受信さ
れているかを決定するために閾値に対して各サブキャリアの受信された電力を比較し得る
。受信局はまた、要求が検出された特定のサブキャリアに基づいて、干渉減少要求につい
ての情報を取得し得る。
【００５９】
　一デザインにおいて、送信局は、選択されたサブキャリア上でフェーズ連続信号（phas
e-continuous signal）送り得る。フェーズ連続信号は、連続したシンボル・ピリオドの
中で、少量の不連続なフェーズを有する、または不連続なフェーズを有しない信号である
。そのため、与えられたシンボル・ピリオドについての波形（例えば、正弦波）の開始は
、以前のシンボル・ピリオドについての波形の継続である。送信局のフレーム・タイミン
グは、受信局のフレーム・タイミングと揃えられ得ない。受信局は、受信局のフレーム・
タイミングに基づいてＦＦＴを実行し得る。送信局がフェーズ連続信号を送る場合、受信
局は、搬送波間干渉（inter-carrier interference：ＩＣＩ）を避けることができ、それ
ゆえに、たとえ送信局のシンボル境界に、受信局のＦＦＴウィンドウが時刻的に揃えられ
なくても、検出性能を改善することができ得る。
【００６０】
　第２の直交のデザインにおいて、送信局は、ビーコン信号（beacon signal）を介して
干渉減少要求を送り得る。ビーコン信号は、情報が、サブキャリア上で送られる変調シン
ボル内の代わりに、当該信号について用いられる特定のサブキャリアで伝送される信号で
ある。サブキャリアのセットは、干渉減少要求を送るために用意され得る。ビーコン信号
は、ビーコン信号が送られるシンボル・ピリオドである各ビーコン・シンボル・ピリオド
において、一つまたはいくつかのサブキャリアを占有し得る。送信局は、干渉減少要求に
ついての、例えば、要求のプライオリティ、セルＩＤまたは端末ＩＤ等の情報を含んでい
るメッセージを生成し得る。送信局は、各ビーコン・シンボル・ピリオドにおけるビーコ
ン信号について用いるための特定のサブキャリアを決定するためのビーコン・コードによ
ってメッセージをエンコードし得る。ビーコン・コードは、送信局のフレーム・タイミン
グの認識無しに、受信局によって干渉減少要求が検出され得るようなものであり得る。こ
れは、与えられたコードワード（codeword）の全てのシフトが同一メッセージにマップさ
れることを確実にすることで達成され得る。
【００６１】
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　非同期動作をサポートするため、送信局は、Ｎ個の連続的なビーコン・シンボル・ピリ
オドについての各選択されたサブキャリア上で送り得る。Ｎは１以上であり得る。送信局
はまた、ビーコン信号のボディの伝送より前に、ビーコン・プリアンブル（例えば、ヘッ
ダまたはプレフィックス（prefix））を送り得る。ビーコン・プリアンブルは、ビーコン
信号の存在を検出するために受信局によって用いられ得る、既知のシーケンスであり得る
。いずれのケースであっても、送信局は、要求の確かな受信ができるために、ビーコン・
シンボル・ピリオドの十分な数において、干渉減少要求についてのビーコン信号を送り得
る。
【００６２】
　上に記載された第１及び第２の直交デザインは、用意されたサブキャリアのセット上の
干渉減少要求の衝突をうまく処理することができる。第１の直交デザインでは、複数の送
信局が、同時刻または近い時刻で、異なるサブキャリア上で干渉減少要求を送る場合、受
信局は、各送信局から干渉減少要求を検出することができ、各干渉減少要求に応答するこ
とができる。複数の送信局が、同時刻または近い時刻で、同一サブキャリア上で干渉減少
要求を送る場合、受信局は、サブキャリア上で２重の干渉減少要求を検出することができ
、２重の干渉減少要求に応答することができる。第２の直交デザインでは、ビーコン・コ
ードは、受信局が複数の送信局によって同時に送られるビーコン信号を検出することを可
能にするようにデザインされ得る。
【００６３】
　他のデザインにおいて、送信局は、用意されたセット内の全て、またはほとんどのサブ
キャリア上で、干渉減少要求を送り得る。送信局は、干渉減少要求についての情報を含ん
でいるメッセージを生成し、変調シンボルのセットを取得するためのメッセージをエンコ
ード及び変調し、用意されたセット内のサブキャリア上で変調シンボルを送り得る。用意
されたコントロール・リソースがまれに用いられる場合、干渉減少要求の衝突の可能性は
、十分に低くなり得る。衝突は、送信局により擬似乱数的に選択された時刻で干渉減少要
求を送られることで軽減され得る。送信局は、前の要求が成功していない場合、干渉減少
要求を再送信し得る。
【００６４】
　概して、送信局は、用意されたコントロール・リソースの全て、またはサブセット上で
、干渉減少要求を送り得る。送信局は、種々のフレーム・タイミングを有する受信局によ
って、確実に要求の検出ができる方法で、干渉減少要求を送り得る。送信局はまた、例え
ば、予め決められたマッピングに基づいて選択された特定のサブキャリア上、ビーコン・
コードに基づいて決定された種々のサブキャリア上、用意されたサブキャリア上で送られ
た変調シンボルで等の、種々の方法により、干渉減少要求と共に、情報を送り得る。
【００６５】
　干渉減少要求は、固定または設定可能であり得る適切な期間、有効であり得る。一デザ
インにおいて、干渉減少要求は、送信局及び受信局によってアプリオリ（a priori）に知
られ得る予め決められた時間において有効であり、または、要求において伝送され得る。
他のデザインにおいて、干渉減少要求は、「sticky」であり、期限無く有効とされ、例え
ば他の干渉減少要求が送られるまで有効とされ得る。受信局は、非同期な方法で、干渉減
少要求を尊重することができ、例えばその伝送が終了した後に要求に応答し得る。送信局
及び受信局が非同期である場合、干渉レベルは、実質的にサブフレーム内に変化し得る。
干渉減少要求は、大きなイントラ・サブフレーム干渉変動を避けるために、多くのサブフ
レームについて有効であり得る。
【００６６】
　ターゲット・レベル下で干渉減少要求を送るレートを維持することが望ましい。所定の
時間間隔毎の膨大な干渉減少要求は、非同期動作に起因する重大なイントラ・サブフレー
ム干渉変動を引き起こし得る。従って、時間間隔毎の干渉減少要求の平均の数が十分に小
さいことを確実にすることが望ましい。これは種々の方法で達成され得る。一デザインで
は、膨大な干渉減少要求を受信する局は、当該局についてのいくつかの周波数リソースを
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用意するため、長期干渉軽減を引き起こし得る。他のデザインでは、局は、もし干渉限定
要求を多く検出した場合、ある一定の期間に送る干渉減少要求の数を、減らし得る。例え
ば、局は、干渉減少要求のレートを、多くとも１０サブフレーム毎に１要求に制限し得る
。
【００６７】
　送信局は、受信局がより正確にＳＩＮＲを推定することを可能にするため、電力決定パ
イロットを送り得る。ＳＩＮＲは、より良いレート予想及び改良されたデータ性能を導き
得る。送信局は、種々の方法により、用意されたサブキャリアのセット上で電力決定パイ
ロットを送り得る。一デザインにおいて、送信局は、送信局に割り当てられたスクランブ
ル・コード（scrambling code）に基づいてパイロット・シンボルを生成し、用意された
セット内の全てのサブキャリア上で、パイロット・シンボルを送り得る。このデザインに
おいて、異なる送信局は、異なるスクランブル・コードを割り当てられ、同一のサブキャ
リアのセット上に送信局の電力決定パイロットを送り得る。他のデザインにおいて、送信
局は、用意されたセット内のサブキャリアのサブセット（例えば１つのサブキャリア）上
で電力決定パイロットを送り、時間に対して送信局のスクランブル・コードを適用し得る
。このデザインにおいて、異なる送信局は、サブキャリアの異なるサブセット上で送信局
の電力決定パイロットを送り得る。概して、送信局は、電力決定パイロットについて、周
波数及び／または時間に対して送信局のスクランブル・コードを適用し得る。送信局はま
た、スクランブル・コード無しに電力決定パイロットを送ってもよい。送信局は、例え時
間情報の欠如においても、受信局がパイロットを受信することを可能にするため、上に記
載したように、フェーズ連続信号を用いて、各サブキャリア上で電力決定パイロットを送
っても良い。
【００６８】
　一デザインにおいて、基地局は、全てまたは殆どの時刻において、電力決定パイロット
を送り、端末から受信された干渉減少要求に基づいて電力決定パイロットの送信電力を変
え得る。他のデザインにおいて、基地局または端末は、干渉減少要求が受信されたときは
いつでも、電力決定パイロットを送り得る。
【００６９】
　送信局は、時刻Ｔｘにおいて電力決定パイロットを送り、時刻Ｔｙにおいて送信局の送
信電力を減少し得る。Ｔｘ及びＴｙは上に記載されたように決定され得る。受信局は、時
刻Ｔｙで予想されるチャネル及び干渉状態を推定するために、電力決定パイロットを用い
得る。受信局は、例えば図４に示されるように、推定されたチャネル及び干渉状態に基づ
いてＣＱＩ情報を決定し、ＣＱＩ情報をサービスを提供する基地局に報告し得る。代替的
に、受信局は、例えば図５に示されるように、データ伝送についてのＭＣＳを選択するた
めに、推定されたチャネル及び干渉状態を用い得る。
【００７０】
　一デザインにおいて、周波数領域区分（frequency-domain partitioning）は、基地局
間で用いられ得る。例えば、端末は、例えば基地局によって送られる低い再利用プリアン
ブル（reuse preamble）に基づいて、より弱い（weaker）基地局の存在を検出し得る。よ
り弱い基地局は、端末と通信するためにウィーカー基地局によって用いるための、いくつ
かの周波数リソース（例えば、一つまたはそれ以上のサブバンド）を用意するために、近
接基地局と（例えば、バックホールを介して送られたメッセージを通して）協議し得る。
用意された周波数リソースは、バックホールの待ち時間（latency）よりも長いことがあ
り得る拡張された時刻のピリオド（例えば、数百ミリ秒）で有効であり得る。
【００７１】
　図８は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、干渉軽減を有する、データの受信につい
てのプロセス８００のデザインを示している。プロセス８００は、端末、基地局、または
いくつかの他のエンティティであり得る第１の局によって実行され得る。第１の局は、干
渉を減少させるために、少なくとも一つの干渉局に要求を送り得る（ブロック８１２）。
第１の局及び少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを
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有し得る。第１の局は、例えば、干渉を減少させるための要求に対応する、少なくとも一
つの干渉局によって送られる少なくとも一つのパイロットを受信し得る（ブロック８１４
）。第１の局は、少なくとも一つのパイロットに基づいて受信信号品質を推定し得る（ブ
ロック８１６）。第１の局は、少なくとも一つの干渉局が、第１の局に干渉を減少させた
後、第２の局からデータを受信し得る（ブロック８１８）。各干渉局は、干渉局の送信電
力を減少すること、及び／または、第１の局から離してビームの方向付け（beamsteering
）を行うことにより、干渉を減少し得る。データは、推定され受信信号品質に基づいて決
定されたレート（例えば、ＭＣＳに従った）において、第２の局によって送られ得る。
【００７２】
　ダウンリンク上のデータ伝送について、図４に示されたように、第１の局は、端末であ
り、第２の局は、サービスを提供する基地局であり、各干渉局は、干渉基地局であり得る
。端末は、サービスを提供する基地局から干渉軽減を始動させるためのメッセージを受信
し、このメッセージの受信に対して、干渉を軽減するための要求を送り得る。アップリン
ク上でのデータ伝送について、図５に示されたように、第１の局はサービスを提供する基
地局であり、第２の局は端末であり、そして各干渉局は干渉端末であり得る。サービスを
提供する基地局は、端末からリソース要求を受信し、リソース要求の受信に対応して、干
渉を減少するための要求を送り得る。
【００７３】
　一デザインにおいて、第１の局は、干渉を減少させるための要求を送るために用意され
た第１の周波数リソース（または、用意されたコントロール・リソース）上で干渉を減少
させるための要求を送り得る。第１の局は、第１の周波数リソースに結び付けられた第２
の周波数リソース（または、データ・リソース）上でデータを受信し得る。第１の局は、
第２の周波数リソースに結び付けられた第３の周波数リソース（または用意されたパイロ
ット・リソース）上で、少なくとも一つの干渉局から、少なくとも一つのパイロットを受
信し得る。第１の局は、少なくとも一つのパイロットに基づいて第２の周波数リソースの
受信信号品質を推定し得る。
【００７４】
　ブロック８１２の一デザインにおいて、第１の局は、干渉を減少するための要求を送る
ために用意されたサブキャリアのセットを決定し得る。第１の局は、サブキャリアのセッ
ト上で、干渉を減少させるための要求を送り得る。一デザインにおいて、第１の局は、干
渉を減少するための要求によって送るため、情報（例えば、要求のプライオリティ、第１
の局の識別子、等）に基づいてサブキャリアセット内のサブキャリアを選択し得る。第１
の局は、干渉を減少するための要求を伝送するために、選択されたサブキャリア上の信号
（例えば、フェーズ連続信号）を送り得る。他のデザインにおいて、第１の局は、ビーコ
ン・コード及び干渉を減少するための要求によって送るための情報に基づいて異なるシン
ボル・ピリオドにおいて、サブキャリアのセット内の異なるサブキャリアを選択し得る。
第１の局は、干渉を減少するための要求を伝送するため、異なるシンボル・ピリオドにお
ける異なるサブキャリア上で、ビーコン信号を送り得る。第１の局は、また、他の方法に
おいて干渉を減少させるための要求を送り得る。
【００７５】
　図９は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、干渉軽減を有する、データの受信につい
ての装置９００のデザインを示している。装置９００は、第１の局及び少なくとも一つの
干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有している状態で、第１の局か
ら干渉を減少するための要求を少なくとも一つの干渉局に送るためのモジュール９１２、
少なくとも一つの干渉局から少なくとも一つのパイロットを受信するためのモジュール９
１４、少なくとも一つのパイロットに基づいて第１の局において、受信信号品質を推定す
るためのモジュール９１６、及び少なくとも一つの干渉局が、第１の局への干渉を減少さ
せた後、第２の局からデータを受信するためのモジュール９１８を有している。このデー
タは、推定され、受信信号品質に基づいて決定されたレートにおいて送られる。
【００７６】
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　図１０は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、パイロットを送ることについてのプロ
セス１０００のデザインを示している。プロセス１０００は、端末、基地局、または他の
いくつかのエンティティであり得る第１の局によって実行され得る。第１の局は、第２の
局からメッセージを受信し得る（ブロック１０１２）。第１及び第２の局は、非同期であ
り、異なるフレーム・タイミングを有し得る。第１の局は、メッセージを受信することに
応じて、第１の局によって用いるために、第１の送信電力レベルを決定し得る（ブロック
１０１４）。第１の局は、第１の送信電力レベルに基づいて決定される第２の送信電力レ
ベルにおいて、パイロットを送り得る（ブロック１０１６）。第１の局は、第１の送信電
力レベルに基づいて、第１の送信局の送信電力を減少し得る（ブロック１０１８）。
【００７７】
　一デザインにおいて、第１の局は基地局であり、第２の局は端末であり得る。他のデザ
インにおいて、第１の局は端末であり、第２の局は基地局であり得る。一デザインにおい
て、図４または５に示されるように、メッセージは、干渉を減少するための要求を含み得
る。他のデザインにおいて、図５に示されるように、メッセージは、第１の局の送信能力
についての要求を含み得る。
【００７８】
　一デザインにおいて、第１の局は、メッセージを送るために用意された第１の周波数リ
ソース（または用意されたコントロール・リソース）上で、メッセージを受信し、第１の
周波数リソースに結び付けられる第２の周波数リソース（またはデータ・リソース）につ
いて用いるため、第１の送信電力レベルを決定し得る。一デザインにおいて、第１の局は
、第２の周波数リソースに結び付けられる第３の周波数リソース（または用意されたパイ
ロット・リソース）上でパイロットを送り得る。第１の局は、第１の送信電力レベルに基
づいて第２の周波数リソースについての第１の局の送信電力を減少し得る。
【００７９】
　ブロック１０１６の一デザインにおいて、第１の局は、パイロットを送るために用意さ
れたサブキャリアのセットを決定し得る。一デザインにおいて、第１の局は、サブキャリ
アのセットの中の少なくとも一つのサブキャリアを選択し、少なくとも一つのサブキャリ
ア上でパイロットを送り得る。一デザインにおいて、第１の局は、第１の局に割り当てら
れたスクランブル・コードに基づいてパイロット・シンボルを生成し、少なくとも一つの
サブキャリア上でパイロット・シンボルを送り得る。概して、第１の局は、サブキャリア
のセットの中の全て、または殆どのサブキャリア上で、パイロットを送り得る。第１の局
は、また、時刻及び／または周波数に対してスクランブル・コードを適用し、または、周
波数を変えること無しにパイロットを送り得る。
【００８０】
　図１１は、ワイヤレス・ネットワークにおいて、パイロットを送ることについての装置
１１００のデザインを示している。装置１１００は、第１及び第２の局は非同期であり、
異なるフレーム・タイミングを有している状態において、第１の局にて、第２の局によっ
て送られたメッセージを受信するためのモジュール１１１２、メッセージを受信すること
に応じて、第１の局によって用いるための第１の送信電力レベルを決定するためのモジュ
ール１１１４、第１の送信電力レベルに基づいて、決定される第２の送信電力レベルで、
第１の局からパイロットを送るためのモジュール１１１６、そして、第１の送信電力レベ
ルに基づいて第１の局の送信電力を減少するためのモジュール１１１８を含んでいる。
【００８１】
　図９及び１１のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェア・デバイス、
電子部品、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、ま
たはそれらのいくつかの組み合わせを含み得る。
【００８２】
　図１２は、基地局１１０及び端末１２０のデザインのブロックダイアグラムを示してい
る。基地局１１０は、図１に示す基地局の一つであり、端末１２０は、図１に示す端末の
一つである。基地局１１０は、Ｔ個のアンテナ１２３４ａ～１２３４ｔが配備され、端末
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１２０は、Ｒ個のアンテナ１２５２ａ～１２５２ｒが配備され得る。概して、Ｔ≧１及び
Ｒ≧１である。
【００８３】
　基地局１１０において、送信プロセッサ１２２０は、データ・ソース１２１２からトラ
ヒック・データ、コントローラ／プロセッサ１２４０からメッセージを受信し得る。例え
ば、図４～７に示されるように、コントローラ／プロセッサ１２４０は、干渉軽減につい
てのメッセージを提供し得る。送信プロセッサ１２２０は、それぞれ、トラヒック・デー
タ及びメッセージを処理（例えば、エンコード、インタリーブ、及びシンボル・マップ）
し、データ・シンボル及びコントロール・シンボルを提供し得る。送信プロセッサ１２２
０は、また、電力決定パイロット及び／または他のパイロットについてのパイロット・シ
ンボル、または参照信号を生成し得る。送信（ＴＸ）多元入力多元出力（ＭＩＭＯ）プロ
セッサ１２３０は、データ・シンボル、コントロール・シンボル及び／またはパイロット
・シンボル上で空間的な処理（例えば、プレコーディング）を実行し、適切であれば、Ｔ
個の出力シンボル・ストリームをＴ個のモジュレータ（ＭＯＤ）１２３２ａ～１２３２ｔ
に提供し得る。各モジュレータ１２３２は、出力サンプル・ストリームを取得するため、
それぞれの出力シンボル・ストリーム（例えば、ＯＦＤＭ、ＳＣ－ＦＤＭ等について）を
処理し得る。各モジュレータ１２３２は、ダウンリンク信号を取得するために出力サンプ
ル・ストリームを更に処理（例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、及びアップコンバ
ート）し得る。モジュレーション１２３２ａ～１２３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号
は、それぞれ、Ｔ個のアンテナ１２３４ａ～１２３４ｔを介して伝送され得る。
【００８４】
　端末１２０において、アンテナ１２５２ａ～１２５２ｒは、それぞれ、基地局１１０か
らダウンリンク信号を受信し、受信信号を、デモジュレータ（ＤＥＭＯＤ）１２５４ａ～
１２５４ｒに提供し得る。各デモジュレータ１２５４は、入力サンプルを取得するため、
それぞれの受信信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、及びデジタル
化する）し得る。各デモジュレータ１２５４は、受信シンボルを取得するために、入力サ
ンプル（例えば、ＯＦＤＭ、ＳＣ－ＦＤＭ等について）を更に処理し得る。ＭＩＭＯ検出
器１２５６は、Ｒ個のデモジュレータ１２５４ａ～１２５４ｒの全てから受信シンボルを
取得し、適切であれば、受信シンボル上でＭＩＭＯ検出を実行、検出シンボルを提供し得
る。受信プロセッサ１２５８は、検出シンボルを処理（例えば、デモジュレート、デイン
タリーブ、及びデコード）し、端末１２０についてのデコードされたトラヒック・データ
をデータ・シンク１２６０に提供し、デコードされたメッセージをコントローラ／プロセ
ッサ１２８０に提供し得る。
【００８５】
　アップリンク上の端末１２０で、送信プロセッサ１２６４は、データ・ソース１２６２
からのトラヒック・データ、及びコントローラ／プロセッサ１２８０からの（例えば、リ
ソース要求、干渉減少要求、等についての）メッセージを受信し、処理し得る。送信プロ
セッサ１２６４は、また、電力決定パイロット及び／または他のパイロットについてのパ
イロット・シンボル、または参照信号を生成し得る。適切であれば、送信プロセッサ１２
６４からのシンボルは、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１２６６によってプレコードされ、モ
ジュレータ１２５４ａ～１２５４ｒによって処理され、基地局１１０に送信され得る。基
地局１１０において、端末１２０によって送られた、デコードされたパケット及びメッセ
ージを取得するために、端末１２０からのアップリンク信号は、アンテナ１２３４によっ
て受信され、デモジュレータ１２３２によって処理され、適切であれば、ＭＩＭＯ検出器
１２３６によって検出され、更に、受信プロセッサ１２３８によって処理され得る。
【００８６】
　コントローラ／プロセッサ１２４０及び１２８０は、それぞれ、基地局１１０及び端末
１２０において、動作を導き得る。基地局１１０において、プロセッサ１２４０及び／ま
たは他のプロセッサと、モジュールとは、図８のプロセス８００、図１０のプロセス１０
０００、及び／または、本明細書に記載の技術についての他のプロセスを、実行または導
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き得る。端末１２０において、プロセッサ１２８０及び／または他のプロセッサと、モジ
ュールとは、また、図８のプロセス８００、図１０のプロセス１００００、及び／または
、本明細書に記載の技術についての他のプロセスを、実行または導き得る。メモリ１２４
２及び１２８２は、それぞれ、基地局１１０及び端末１２０についてのデータ及びプログ
ラム・コードを記憶し得る。スケジューラ１２４４は、ダウンリンク上及び／またはアッ
プリンク上で、データ伝送についての端末をスケジュールし、スケジュールされた端末に
ついてのリソース許可を提供し得る。
【００８７】
　当業者は、情報及び信号は、種々のテクノロジー及び技術の多様性のいくつかを用いる
ことで、表され得るということを理解するだろう。例えば、上の記載を通して言及され得
る、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場または磁粒、光学場または光子、またはこれらのあらゆる組み合わせに
より表され得る。
【００８８】
　当業者は更に、本明細書で開示に関連して述べられた種々の例示的な論理ブロック、モ
ジュール、回路、及びアルゴリズム・ステップが、電子的なハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、またはこの組み合わせが実施され得るということを、正しく理解するだろ
う。ハードウェア、及びソフトウェアのこの互換性を明確に例示するために、様々な例示
的な要素部品、ブロック、モジュール、回路、及びステップは、一般的にそれらの機能に
関して上で述べられてきた。そのような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実
施されるか否かは、特定のアプリケーション及びシステム全体に課せられた設計制限に依
存する。当業者は、記述した機能を特定の各アプリケーションのために様々な方法で実施
し得るが、そのような実施の決定は、本開示の範囲から逸脱するものと解釈されるべきで
はない。
【００８９】
　本明細書の開示に関連して述べた様々な例示の論理ブロック、モジュール、及び回路は
、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（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、またはプログラマブ
ル論理デバイス、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタ論理、ディスクリート・ハ
ードウェア部品、または、本明細書で述べた機能を実行するように設計されたこれらの組
み合わせによって実施され、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
サであって良いが、これに代わるものでは、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、またはステート・マシンであり得る。プロセッサはま
た、計算デバイスの組み合わせ、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コアと連係した一つまたはそれ以上のマイクロプロセッ
サ、または他の任意のそのような構成として実装され得る。
【００９０】
　本明細書に開示された側面に関連して述べ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、またはその二つの組み合わせにおいて具体化され得る。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、ＥＥＰＲ
ＯＭメモリ、レジスタ、ハード・ディスク、リムーバル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、また
は当技術分野で既知である他の形のあらゆる記憶媒体に存在し得る。例となる記憶媒体は
、記憶媒体から情報を読み取ることができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるよう
なプロセッサに結合されることができる。代替的に、記憶媒体は、プロセッサに不可欠で
あり得る。プロセッサと記憶媒体はＡＳＩＣ内にあっても良い。このＡＳＩＣはユーザー
装置内にあっても良い。あるいは、プロセッサと記憶媒体は、ディスクリート部品として
ユーザー装置内にあっても良い。
【００９１】
　一つまたはそれ以上のデザイン例において、述べた機能は、ハードウェア、ソフトウェ
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ア、ファームウェア、またはこれらの任意の組み合わせ内に実装され得る。ソフトウェア
に実装された場合、コンピュータ読み取り可能な媒体に、記憶され、または、一つまたは
それ以上の命令またはコードとして送信され得る。コンピュータ読み取り可能な媒体は、
一箇所から他の場所へのコンピュータ・プログラムの転送を促進する任意のメディアを含
んでいるコンピュータ記憶メディア及び通信メディアを含む。記憶媒体は、汎用コンピュ
ータまたは特定目的コンピュータによってアクセスされることができる任意の入手可能な
媒体であり得る。例のため、そして例に限らず、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または他の光学ディスク記憶、磁
気ディスク記憶、または他の磁気記憶デバイス、または、命令またはデータ構造の形態に
おいて、望ましいプログラム・コード手段を運び、記憶することができ、汎用または特定
目的用コンピュータ、または汎用または特定目的用プロセッサによってアクセスされるこ
とができる任意の他の媒体を備えることができる。また、任意のつながりは、適切にコン
ピュータ読み取りメディアと称される。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ
ー、または、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、デジタル加入者線
（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、及びマイクロ波のようなワイヤレス技術を用いる他の
遠隔ソース、から送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペ
ア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、及びマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定
義に含まれる。本明細書に用いたように、ディスク（disk）及びディスク（disc）は、コ
ンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光学ディスク、デジタル多
用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、及びブルーレイ（登録商標
）ディスク、を含み、ディスク（disk）は大抵磁気的にデータを再生し、ディスク（disc
）は光学的またはレーザーでデータを再生する。上の組み合わせは、また、コンピュータ
読み取り可能なメディアの範囲の中に含まれるべきである。
【００９２】
　本開示のこれまでの記載は、当業者が本開示を行う、または用いることを可能にするた
めに提供される。本開示の種々の変形は、当業者に直ちに理解され、本明細書で定義され
た一般的な原理は、本開示のスピリットや範囲から逸脱しない他の変化に適用され得る。
従って、本開示は、本明細書に記載の例に限定されることは意図されず、開示された本明
細書の原理及び新規性のある特徴に一致する広い範囲は認められる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年12月3日(2013.12.3)
【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】
　第１の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送ることと、
　前記少なくとも一つの干渉局が、前記第１の局への干渉を減少した後、第２の局から、
データを前記第１の局にて受信することと、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有し、
　前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、干渉を減少するための前記要求を、
干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第１の周波数リソース上で送るこ
とを含む
　ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記第２の局から干渉軽減トリガーを受信することを更に備え、
　干渉を減少するための前記要求は、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて送られる
　請求項１の方法。
【請求項３】
　前記第２の局からリソース要求を受信することを更に備え、
　干渉を減少するための前記要求は、前記リソース要求の受信に応じて送られる
　請求項１の方法。
【請求項４】
　前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　前記サブキャリアのセット上で、干渉を減少するための前記要求を送ることと
　を備える請求項１の方法。
【請求項５】
　前記干渉を減少するために前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　干渉を減少するための前記要求と共に送るための情報に基づいて、前記サブキャリアの
セット内のサブキャリアを選択することと、
　干渉を減少するための前記要求を伝送するために、前記選択されたサブキャリア上で信
号を送ることと
　を備える請求項１の方法。
【請求項６】
　前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することは、前記要求のプライオリ
ティ、及び前記第１の局の識別子の少なくとも一つに基づいて、前記サブキャリアのセッ
ト内のサブキャリアを選択することを含む請求項５の方法。
【請求項７】
　前記選択されたサブキャリア上で送られる前記信号は、フェーズ連続（phase-continuo
us）信号を含んでいる請求項５の方法。
【請求項８】
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　前記干渉を減少する前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　干渉を減少するための前記要求と共に送るための情報及びビーコン・コードに基づいて
、異なるシンボル・ピリオドにおいて、前記サブキャリアのセット内の異なるサブキャリ
アを選択することと、
　干渉を減少するための前記要求を伝送するために、異なるシンボル・ピリオドにおいて
、前記異なるサブキャリア上でビーコン信号を送ることと
　を備える請求項１の方法。
【請求項９】
　前記第１の局は端末であり、前記第２の局はサービスを提供する基地局であり、そして
、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉基地局である請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記第１の局はサービスを提供する基地局であり、前記第２の局は端末であり、そして
、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉端末である請求項１の方法。
【請求項１１】
　少なくとも一つのコンピュータに対して、第１の局から少なくとも一つの干渉局へ、干
渉を減少するための要求を送信させるためのコードと、
　少なくとも一つのコンピュータに対して、前記少なくとも一つの干渉局が、前記第１の
局の干渉を減少した後、第２の局からデータを前記第１の局にて受信させるためのコード
と、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有し、
　前記少なくとも一つのコンピュータに対して、干渉を減少するための前記要求を送信さ
せるためのコードは、干渉を減少するための前記要求を、干渉を減少するための前記要求
を送るために用意された第１の周波数リソース上で送ることを含む
　コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　本開示のこれまでの記載は、当業者が本開示を行う、または用いることを可能にするた
めに提供される。本開示の種々の変形は、当業者に直ちに理解され、本明細書で定義され
た一般的な原理は、本開示のスピリットや範囲から逸脱しない他の変化に適用され得る。
従って、本開示は、本明細書に記載の例に限定されることは意図されず、開示された本明
細書の原理及び新規性のある特徴に一致する広い範囲は認められる。
　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］
　第１の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送ることと、
　前記少なくとも一つの干渉局が、前記第１の局への干渉を減少した後、第２の局から、
データを受信することと、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２］
　前記第２の局から干渉軽減トリガーを受信することを更に備え、
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　干渉を減少するための前記要求は、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて送られる
　Ｃ１の方法。
［Ｃ３］
　前記第２の局からリソース要求を受信することを更に備え、
　干渉を減少するための前記要求は、前記リソース要求の受信に応じて送られる
　Ｃ１の方法。
［Ｃ４］
　前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、干渉を減少するための前記要求を、
干渉を減少するための前記要求を送るために用意された第１の周波数リソース上で送るこ
とを含むＣ１の方法。
［Ｃ５］
　前記データを受信することは、前記第１の周波数リソースと結び付けられた第２の周波
数リソース上でデータを受信することを含むＣ４の方法。
［Ｃ６］
　前記第２の周波数リソースと結び付けられた第３の周波数リソース上で、前記少なくと
も一つの干渉局によって送られる少なくとも一つのパイロットを受信することと、
　前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第２の周波数リソースの受信信号品
質を推定することと
　を更に備え、
　データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第２の局
によって送られるＣ５の方法。
［Ｃ７］
　前記干渉を減少するための前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　前記サブキャリアのセット上で、干渉を減少するための前記要求を送ることと
　を備えるＣ１の方法。
［Ｃ８］
　前記干渉を減少するために前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　干渉を減少するための前記要求と共に送るための情報に基づいて、前記サブキャリアの
セット内のサブキャリアを選択することと、
　干渉を減少するための前記要求を伝送するために、前記選択されたサブキャリア上で信
号を送ることと
　を備えるＣ１の方法。
［Ｃ９］
　前記サブキャリアのセット内のサブキャリアを選択することは、前記要求のプライオリ
ティ、及び前記第１の局の識別子の少なくとも一つに基づいて、前記サブキャリアのセッ
ト内のサブキャリアを選択することを含むＣ８の方法。
［Ｃ１０］
　前記選択されたサブキャリア上で送られる前記信号は、フェーズ連続（phase-continuo
us）信号を含んでいるＣ８の方法。
［Ｃ１１］
　前記干渉を減少する前記要求を送ることは、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
ることと、
　干渉を減少するための前記要求と共に送るため情報及びビーコン・コードに基づいて、
異なるシンボル・ピリオドにおいて、前記サブキャリアのセット内の異なるサブキャリア
を選択することと、



(30) JP 2014-64297 A 2014.4.10

　干渉を減少するための前記要求を伝送するために、異なるシンボル・ピリオドにおいて
、前記異なるサブキャリア上でビーコン信号を送ることと
　を備えるＣ１の方法。
［Ｃ１２］
　前記第１の局は端末であり、前記第２の局はサービスを提供する基地局であり、そして
、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉基地局であるＣ１の方法。
［Ｃ１３］
　前記第１の局はサービスを提供する基地局であり、前記第２の局は端末であり、そして
、前記少なくとも一つの干渉局は、少なくとも一つの干渉端末であるＣ１の方法。
［Ｃ１４］
　干渉を減少するための要求を、第１の局から少なくとも一つの干渉局に送り、そして、
前記少なくとも一つの干渉局が前記第１の局の干渉を減少した後、データを第２の局から
受信するように構成された少なくとも一つのプロセッサ
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ１５］
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第２の局から、リソース要求または、干渉軽
減トリガーを受信し、前記リソース要求または、前記干渉軽減トリガーの受信に応じて、
干渉を減少するための前記要求を送るように構成されたＣ１４の装置。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意
された第１の周波数リソース上で、干渉を減少するために前記要求を送り、前記第１の周
波数リソースと結び付けられた第２の周波数リソース上でデータを受信するように構成さ
れたＣ１４の装置。
［Ｃ１７］
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記第２の周波数リソースに結び付けられた第３
の周波数リソース上で、前記少なくとも一つの干渉局によって送られた少なくとも一つの
パイロットを受信し、前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第２の周波数リ
ソースの受信信号品質を推定するように構成され、データは、前記推定された受信信号品
質に基づいて決定されるレートで前記第２の局によって送られるＣ１６の装置。
［Ｃ１８］
　前記少なくとも一つのプロセッサは、干渉を減少するための前記要求を送るために用意
されたサブキャリアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するた
めの前記要求を送るように構成されるＣ１４の装置。
［Ｃ１９］
　第１の局から少なくとも一つの干渉局に、干渉を減少するための要求を送る手段と、
　前記少なくとも一つの干渉局が前記第１の局の干渉を減少した後、第２の局からデータ
を受信する手段と、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ２０］
　前記第２の局からリソース要求または干渉軽減トリガーを受信する手段を更に備え、前
記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、前記リソース要求または前記干渉軽減ト
リガーの受信に応じて、干渉を減少するための前記要求を送る手段を含むＣ１９の装置。
［Ｃ２１］
　前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、干渉を減少するための前記要求を送
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るために用意された第１の周波数リソース上で、干渉を減少するための前記要求を送る手
段を含み、前記データを受信する手段は、前記第１の周波数リソースに結び付けられた第
２の周波数リソース上でデータを受信する手段を含むＣ１９の装置。
［Ｃ２２］
　前記第２の周波数リソースに結び付けられた第３の周波数リソース上で、前記少なくと
も一つの干渉局によって送られた少なくとも一つのパイロットを受信する手段と、
　前記少なくとも一つのパイロットに基づいて、前記第２の周波数リソースの受信信号品
質を推定する手段と、
　を更に備え、
　データは、前記推定された受信信号品質に基づいて決定されたレートで、前記第２の局
によって送られるＣ２１の装置。
［Ｃ２３］
　前記干渉を減少するための前記要求を送る手段は、
　干渉を減少するための前記要求を送るために用意されたサブキャリアのセットを決定す
る手段と、
　前記サブキャリアのセット上で干渉を減少するための前記要求を送る手段と、
　を含む
　Ｃ１９の装置。
［Ｃ２４］
　少なくとも一つのコンピュータに対して、第１の局から少なくとも一つの干渉局へ、干
渉を減少するための要求を送信させるためのコードと、
　少なくとも一つのコンピュータに対して、前記少なくとも一つの干渉局が、前記第１の
局の干渉を減少した後、第２の局からデータを受信させるためのコードと、
　を備え、
　前記第１の局及び前記少なくとも一つの干渉局は、非同期であり、異なるフレーム・タ
イミングを有する
　コンピュータ読み取り可能な媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２５］
　第２の局によって送られたメッセージを第１の局にて受信することと、
　前記メッセージの受信に応じて、前記第１の局によって用いるための第１の送信電力レ
ベルを決定することと、
　前記第１の送信電力レベルに基づいて決定された第２の送信電力レベルで、前記第１の
局からパイロットを送ることと、
　を備え、
　前記第１及び第２の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
　ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２６］
　前記メッセージは、前記第１の局の送信能力（capability）についての要求を含むＣ２
５の方法。
［Ｃ２７］
　前記メッセージは、干渉を減少するための要求を含むＣ２５の方法。
［Ｃ２８］
　前記メッセージを受信することは、前記メッセージを送るために用意された第１の周波
数リソース上で前記メッセージを受信することを含み、前記第１の送信電力レベルを決定
することは、前記第１の周波数リソースに結び付けられた第２の周波数リソースについて
用いるための前記第１の送信電力レベルを決定することを含むＣ２５の方法。
［Ｃ２９］
　前記パイロットを送ることは、前記第２の周波数リソースに結び付けられた第３の周波
数リソース上で前記パイロットを送ることを含んでいるＣ２８の方法。
［Ｃ３０］
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　前記第１の送信電力レベルに基づいて、前記第２の周波数リソース上で前記第１の局の
送信電力を減少することを更に備えるＣ２８の方法。
［Ｃ３１］
　前記パイロットを送ることは、
　前記パイロットを送るために用意されたサブキャリアのセットを決定することと、
　前記サブキャリアのセット内の少なくとも一つのサブキャリアを選択することと、
　前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることと、
　を含んでいる
　Ｃ２５の方法。
［Ｃ３２］
　前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送ることは、
　前記第１の局に割り当てられたスクランブル・コードコード（scrambling code）に基
づいてパイロット・シンボルを生成することと、
　前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロット・シンボルを送ることと、
　を含んでいる
　Ｃ３１の方法。
［Ｃ３３］
　前記パイロットを送ることは、時刻及び周波数の少なくとも一つにわたって、前記第１
の局に割り当てられたスクランブル・コードコードを適用することで、前記パイロットを
送ることを含むＣ２５の方法。
［Ｃ３４］
　第２の局によって送られたメッセージを第１の局で受信し、前記メッセージの受信に応
じて、前記第１の局によって用いるための第１の送信電力レベルを決定し、前記第１の送
信電力レベルに基づいて決定される第２の送信電力レベルで、前記第１の局からパイロッ
トを送るように構成される少なくとも一つのプロセッサを備え、
　前記第１及び第２の局は、非同期であり、異なるフレーム・タイミングを有する
　ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ３５］
　前記メッセージは、前記第１の局の送信能力（capability）についての要求、または干
渉を減少するための要求を含むＣ３４の装置。
［Ｃ３６］
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記メッセージを送るために用意された第１の周
波数リソース上で前記メッセージを受信し、前記第１の周波数リソースに結び付けられた
第２の周波数リソースについて用いるための前記第１の送信電力レベルを決定し、前記第
２の周波数リソースに結びつけられた第３の周波数リソース上で前記パイロットを送るよ
うに構成されるＣ３４の装置。
［Ｃ３７］
　前記少なくとも一つのプロセッサは、前記パイロットを送るために用意されたサブキャ
リアのセットを決定し、前記サブキャリアのセット内から少なくとも一つのサブキャリア
を選択し、前記少なくとも一つのサブキャリア上で前記パイロットを送るように構成され
るＣ３４の装置。
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