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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラ通信ネットワーク（１０）に関連するノード（１２，１４）の動作の方法であっ
て、
　ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという判断を行うステップ
であって、
　　少なくとも１つの干渉セルであって、そこからの送信が所望のセルからの受信の間に
前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉を引き起こす前記少なくとも１つの干渉セ
ルにおける、信号負荷又は干渉レベルと、
　　前記所望のセルにおいて使用される基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにおい
て使用される基準信号との間の関係と、
　　前記所望のセルにより送信される信号及び前記少なくとも１つの干渉セルにより送信
される信号と、前記ワイヤレスデバイス（１４）において受信される前記所望のセルから
の信号及び前記少なくとも１つの干渉セルからの信号と、から構成されるグループのうち
の少なくとも１つの間のタイミング関係と、
　に基づいて前記判断を行うステップと、
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという前記判断を行う
ことに応じて、前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするステップ
と、
　を備えることを特徴とする方法。
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【請求項２】
　前記所望のセルは、前記ワイヤレスデバイス（１４）のサービングセルである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記所望のセルは、前記ワイヤレスデバイス（１４）の測定セルである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ノード（１２，１４）は前記ワイヤレスデバイス（１４）であり、
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという前記判断を行う
前記ステップと、前記干渉低減をトリガする前記ステップとは、それぞれ前記ワイヤレス
デバイス（１４）によって実行される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セルラ通信ネットワーク（１０）のネットワークノード（１２，１４）から、前記
ワイヤレスデバイス（１４）が干渉低減を実行するべきであるというインジケーションを
受信するステップを更に備え、
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという前記判断を行う
前記ステップは、前記インジケーションを受信することに応じて前記判断を行うステップ
を含む
　ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ノード（１２，１４）は前記セルラ通信ネットワーク（１０）のネットワークノー
ド（１２）であり、
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという前記判断を行う
前記ステップと、前記干渉低減をトリガする前記ステップとは、それぞれ前記ネットワー
クノード（１２）によって実行される
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ネットワークノード（１２，１４）は、無線アクセスノードである
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記無線アクセスノードは、前記ワイヤレスデバイス（１４）のサービングセルの基地
局（１２）である
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における前記干渉低減をトリガする前記ステップは、
前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して、干渉低減を実行するという暗示的なインジケ
ーションを提供するステップを含む
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワークノード（１２，１４）は、前記ワイヤレスデバイス（１４）のサービ
ングセルの基地局（１２）であり、
　前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して前記暗示的なインジケーションを提供する前
記ステップは、前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して前記少なくとも１つの干渉セル
に関する情報を送信するステップを含む
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における前記干渉低減をトリガする前記ステップは、
前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して、干渉低減を実行するという明示的なインジケ
ーションを提供するステップを含む
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　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　前記明示的なインジケーションは、前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して、前記ワ
イヤレスデバイス（１４）が干渉低減を実行すべき対象の信号を通知する情報を含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記信号は、ＣＲＳ、ＳＳＳ、ＰＳＳ、ＰＢＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩ
ＣＨ、及びＰＨＩＣＨのうちの１以上を含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記明示的なインジケーションは、
　　前記ワイヤレスデバイス（１４）が干渉低減を実行すべきか否かを示すブーリアンイ
ンジケータと、
　　前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して、前記ワイヤレスデバイス（１４）が干渉
低減を実行すべき対象の１以上の物理チャネルを通知する情報と、
　　前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して、前記ワイヤレスデバイス（１４）が干渉
低減を実行すべき対象の１以上の信号動作タイプを通知する情報と、
　　前記ワイヤレスデバイス（１４）に対して、前記ワイヤレスデバイス（１４）が干渉
低減を実行すべき対象の１以上の物理リソースを通知する情報と、
　のうちの１以上を更に含む
　ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという前記判断を行う
前記ステップは、前記少なくとも１つの干渉セルにおける前記信号負荷又は干渉レベルが
事前定義された条件に合致する場合に、前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低
減をトリガするという前記判断を行うステップを含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　干渉低減をトリガするという前記判断を行う前記ステップは、事前定義された基準が満
たされた場合に、干渉低減をトリガするという前記判断を行うステップを含み、
　前記事前定義された基準は、前記少なくとも１つの干渉セルにおける前記信号負荷と、
前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにおい
て使用される前記基準信号との間の前記関係と、前記タイミング関係と、に基づき、
　前記事前定義された基準は、
　　前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルに
おいて使用される前記基準信号との間の前記関係が非衝突であるという第１の基準であっ
て、前記非衝突の基準信号は時間及び周波数においてオーバラップしない、第１の基準と
、
　　前記少なくとも１つの干渉セルにおける前記信号負荷が事前決定された閾値よりも低
いという第２の基準と、
　を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記干渉低減は、セル固有基準信号（ＣＲＳ）干渉低減であり、
　前記基準信号の間の前記関係は、前記所望のセルにおいて使用されるＣＲＳと前記少な
くとも１つの干渉セルにおいて使用されるＣＲＳとの間の関係である
　ことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにお
いて使用される前記基準信号との間の前記関係は、前記所望のセルにおいて使用される前
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記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにおいて使用される前記基準信号との間の衝
突する関係又は衝突しない関係を含み、
　衝突する関係は、前記基準信号が時間及び／又は周波数において完全に又は部分的にオ
ーバラップする場合に、前記基準信号の間に存在する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記基準信号は、前記所望のセル及び前記少なくとも１つの干渉セルにおいて使用され
るセル固有基準信号（ＣＲＳ）である
　ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　干渉低減をトリガするという前記判断を行う前記ステップは、事前定義された基準が満
たされた場合に、干渉低減をトリガするという前記判断を行うステップを含み、
　前記事前定義された基準は、前記少なくとも１つの干渉セルにおける前記信号負荷と、
前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにおい
て使用される前記基準信号との間の前記関係と、前記タイミング関係と、に基づき、
　前記事前定義された基準は、前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少
なくとも１つの干渉セルにおいて使用される前記基準信号との間の前記衝突する関係又は
前記衝突しない関係に基づく第１の基準を含む
　ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ワイヤレスデバイス（１４）における前記干渉低減をトリガする前記ステップは、
チャネル推定の前に前記ワイヤレスデバイス（１４）によって前記干渉低減が実行される
ように前記干渉低減をトリガするステップを含み、
　干渉低減をトリガするという前記判断を行う前記ステップは、事前定義された基準が満
たされた場合に、干渉低減をトリガするという前記判断を行うステップを含み、
　　前記事前定義された基準は、前記少なくとも１つの干渉セルにおける前記信号負荷と
、前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにお
いて使用される前記基準信号との間の前記関係と、前記タイミング関係と、に基づき、
　　前記事前定義された基準は、前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記
少なくとも１つの干渉セルにおいて使用される前記基準信号との間の前記関係が衝突であ
るという第１の基準であって、前記衝突の基準信号は時間及び周波数において部分的に又
は完全にオーバラップする、第１の基準を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　干渉低減をトリガするという前記判断を行う前記ステップは、事前定義された基準が満
たされた場合に、干渉低減をトリガするという前記判断を行うステップを含み、
　前記事前定義された基準は、前記少なくとも１つの干渉セルにおける前記信号負荷と、
前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにおい
て使用される前記基準信号との間の前記関係と、前記タイミング関係と、に基づき、
　前記事前定義された基準は、前記タイミング関係が、前記ワイヤレスデバイス（１４）
が単一の受信器を用いて前記干渉低減を実行可能なようになっているという第１の基準を
含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　干渉低減をトリガするという前記判断を行う前記ステップは、事前定義された基準が満
たされた場合に、干渉低減をトリガするという前記判断を行うステップを含み、
　前記事前定義された基準は、前記少なくとも１つの干渉セルにおける前記信号負荷と、
前記所望のセルにおいて使用される前記基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにおい
て使用される前記基準信号との間の前記関係と、前記タイミング関係と、に基づき、
　前記事前定義された基準は、前記タイミング関係が、事前決定された閾値よりも小さい
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という第１の基準を含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　干渉低減をトリガするという前記判断を行う前記ステップは、１以上の補足的基準に更
に基づく
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記１以上の補足的基準は、前記ワイヤレスデバイス（１４）の信号動作タイプに基づ
く基準を含む
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記信号動作タイプは、チャネル推定、干渉推定、復調評価、及びチャネル状態情報（
ＣＳＩ）評価から構成されるグループのうちの１つである
　ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ワイヤレスデバイス（１４）の前記信号動作タイプは、チャネル推定の前の干渉推
定であり、前記少なくとも１つの干渉セルは２以上の干渉セルを含み、
　干渉低減をトリガするという前記判断を行う前記ステップは、前記２以上の干渉セルの
うちの非活動状態である少なくとも１つについて、干渉推定の前に前記ワイヤレスデバイ
ス（１４）における干渉低減をトリガし、前記２以上の干渉セルのうちの活動状態である
他方の少なくとも１つについて、干渉推定の後であってチャネル推定の前に前記ワイヤレ
スデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという、判断を行うステップを更に含
み、
　干渉低減をトリガする前記ステップは、前記判断に応じて、前記２以上の干渉セルのう
ちの非活動状態である前記少なくとも１つについて、干渉推定の前に前記ワイヤレスデバ
イス（１４）における干渉低減をトリガし、前記２以上の干渉セルのうちの活動状態であ
る前記他方の少なくとも１つについて、干渉推定の後であってチャネル推定の前に前記ワ
イヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするステップを含む
　ことを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記１以上の補足的基準は、前記ワイヤレスデバイス（１４）のバッテリ寿命に依存し
て干渉低減がトリガされるという基準を含む
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記１以上の補足的基準は、前記所望のセル及び前記少なくとも１つの干渉セルが所定
のネットワーク配置シナリオに対応する場合に、干渉低減がトリガされるという基準を含
む
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項３０】
　前記１以上の補足的基準は、前記１以上の干渉セルに関する前記ワイヤレスデバイス（
１４）の位置が１以上の事前定義された条件を満たす場合に、干渉低減がトリガされると
いう基準を含む
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項３１】
　前記１以上の補足的基準は、前記所望のセルと前記１以上の干渉セルとの間の周波数誤
差が閾値より小さい場合に、干渉低減がトリガされるという基準を含む
　ことを特徴とする請求項２４に記載の方法。
【請求項３２】
　セルラ通信ネットワーク（１０）に関連するノード（１２，１４）であって、
　プロセッサ（２４，３６）を備え、前記プロセッサ（２４，３６）は、
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　　ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという判断を、
　　　少なくとも１つの干渉セルであって、そこからの送信が所望のセルからの受信の間
に前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉を引き起こす前記少なくとも１つの干渉
セルにおける、信号負荷と、
　　　前記所望のセルにおいて使用される基準信号と前記少なくとも１つの干渉セルにお
いて使用される基準信号との間の関係と、
　　　前記所望のセルにより送信される信号及び前記少なくとも１つの干渉セルにより送
信される信号と、前記ワイヤレスデバイス（１４）において受信される前記所望のセルか
らの信号及び前記少なくとも１つの干渉セルからの信号と、から構成されるグループのう
ちの少なくとも１つの間のタイミング関係と、
　　に基づいて行い、
　　前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガするという前記判断を行
うことに応じて、前記ワイヤレスデバイス（１４）における干渉低減をトリガする
　ように構成される
　ことを特徴とするノード（１２，１４）。
【請求項３３】
　前記ノード（１２，１４）は、前記ワイヤレスデバイス（１４）である
　ことを特徴とする請求項３２に記載のノード（１２，１４）。
【請求項３４】
　前記ノード（１２，１４）は、前記セルラ通信ネットワーク（１０）のネットワークノ
ード（１２）である
　ことを特徴とする請求項３２に記載のノード（１２，１４）。
【請求項３５】
　前記ネットワークノード（１２）は、無線アクセスノード（１２）である
　ことを特徴とする請求項３４に記載のノード（１２）。
【請求項３６】
　前記無線アクセスノード（１２）は、前記ワイヤレスデバイス（１４）のサービングセ
ルの基地局（１２）である
　ことを特徴とする請求項３５に記載のノード（１２）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連特許］
　本願は、２０１３年２月２０日に出願された仮特許出願第６１／７６６，９９６号の利
益を請求するものであり、その開示を全体として参照により本願に援用する。
【０００２】
　［技術分野］
　本開示は、セルラ通信ネットワーク内のワイヤレスデバイスにおける干渉低減に関し、
詳細には、セルラ通信ネットワーク内のワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガす
ることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション
（ＬＴＥ）ネットワークのようなセルラ通信ネットワークには、２つのタイプの配置、す
なわち、ホモジニアス（同種）ネットワークとヘテロジニアス（異種）ネットワークとが
ある。ホモジニアスネットワークは、単一のレイヤ、すなわち階層、の無線ネットワーク
ノードを利用する。具体例を挙げると、ホモジニアスネットワーク内のすべての無線ネッ
トワークノードは、マクロセルにサービス提供するワイドエリア基地局のような、高出力
ノード（ＨＰＮ：Ｈｉｇｈ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｏｄｅ）である。別の例では、ホモジニアス
ネットワーク内のすべての無線ネットワークノードは、低出力ノード（ＬＰＮ：Ｌｏｗ　
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Ｐｏｗｅｒ　Ｎｏｄｅｓ）、例えば、ピコセルにサービス提供するローカルエリアの基地
局である。ホモジニアスネットワークのいろいろなセルの中の負荷レベルが類似している
場合、ワイヤレスデバイス（ユーザ装置デバイス（ＵＥ）または端末とも呼ばれる）は、
典型的には、特にＵＥがセル境界領域に位置している場合には、在圏（サービング）セル
（または測定セル）からも、最も近い隣接セルからも、同じ強さの信号を受信する。従っ
て、ホモジニアスネットワーク内では、セル間干渉の低減を目的とした在圏セルと隣接セ
ルとの間のリソース分割は、ヘテロジニアスネットワークにおけるほど重要ではない。
【０００４】
　ヘテロジニアスネットワークは、２つ以上のレイヤの無線ネットワークノードを含んで
いる。具体的には、ヘテロジニアスネットワークの個々のレイヤが、１つのタイプ、すな
わちクラスの、基地局（ＢＳ）によってサービス提供される。言い換えると、ヘテロジニ
アスネットワークは、同じ地理的領域内に一組のＨＰＮ（例えば、一組の高出力ＢＳすな
わちマクロＢＳ）と一組のＬＰＮ（例えば、一組の低出力ＢＳすなわち中距離またはロー
カルエリアまたはホームＢＳ）とを含んでいる。ＢＳの出力クラスは、最大出力と、最大
出力に依存するその他の無線要件（例えば、周波数誤差等）とに関して定義されている。
ＢＳの最大出力Ｐｍａｘとは、指定の基準条件においてアンテナコネクタで測定されたキ
ャリア毎の平均電力レベルである。さまざまなＢＳ出力クラスについてのＢＳの定格出力
であるＰＲＡＴを、以下の表１に表す。

表１：ＬＴＥ（ＦＤＤおよびＴＤＤ）における基地局の定格出力

また、上記のように、一部の要件がＢＳクラス間で異なることがある。例えば、下記の表
２に示すとおり、ＬＰＮでは周波数誤差は悪化傾向を示す。周波数誤差は、ＢＳが送信し
た実際の周波数と割り当てられた周波数との差の測定値である。

表２：ＬＴＥ（ＦＤＤおよびＴＤＤ）における周波数誤差の最小要件

ワイドエリアＢＳはマクロセルにサービス提供し、中距離ＢＳはマイクロセルにサービス
提供し、ローカルエリアＢＳはピコセルにサービス提供し、ホームＢＳはフェムトセルに
サービス提供する。典型的には、ワイドエリアＢＳはＨＰＮとみなされるが、残りのＢＳ
クラスはすべて、ＬＰＮとみなされることがある。
【０００５】
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　２レイヤのマクロ－ピコ・ヘテロジニアスネットワークでは、マクロセルレイヤとピコ
セルレイヤとは典型的には、マクロＢＳとしても知られるワイドエリアＢＳと、ピコＢＳ
としても知られるローカルエリアＢＳとをそれぞれ含んでいる。ピコＢＳに近い位置にあ
る（すなわち、ピコレイヤの中の）高速のデータ速度のワイヤレスデバイスは、マクロレ
イヤからピコレイヤへと任されてもよい。より複雑なヘテロジニアス配置は、マクロレイ
ヤ、中距離ＢＳによってサービス提供されるマイクロレイヤ、およびピコレイヤ、という
３つのレイヤを含んでいることがある。もっと複雑なヘテロジニアス配置は、マクロレイ
ヤ、ピコレイヤ、およびホームレイヤもしくはフェムトレイヤという、３つのレイヤを含
んでいることがある。
【０００６】
　ヘテロジニアスネットワークは、特にヘテロジニアスネットワークによって用いられる
共有チャネルシナリオにおいて、干渉を扱うことに関してさらなる難問をもたらす。例え
ば、下りリンクにおいてＵＥが経験し、上りリンクにおいてＢＳが経験するセル間干渉は
、低減される必要がある。この問題に対処するため、３ＧＰＰでは、セル間干渉調整（Ｉ
ＣＩＣ：Ｉｎｔｅｒ－Ｃｅｌｌ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ
）、エンハンストＩＣＩＣ（ｅＩＣＩＣ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＩＣＩＣ）、および、追加
ｅＩＣＩＣ（ＦｅＩＣＩＣ：Ｆｕｒｔｈｅｒ　ｅＩＣＩＣ）といった各技法が開発された
。ｅＩＣＩＣおよびＦｅＩＣＩＣという各技法は、それらが攻撃セル、すなわち干渉セル
、と被害セルとの間の時間領域におけるリソース分割によって干渉の低減を可能にすると
いう点で、時間領域のスキームである。これが次には、被害セルに対する干渉を、詳細に
は、被害セル内の被害ワイヤレスデバイスの受信器における干渉を、部分的にまたは完全
に減じる。
【０００７】
　時間領域のｅＩＣＩＣおよびＦｅＩＣＩＣというスキームに従って、いろいろなセルを
跨ぐようなサブフレームの使用が、バックホールシグナリングを通して時間的に調整され
るのだが、ＬＴＥの場合、これはＢＳ間のＸ２接続を経由するバックホールシグナリング
である。サブフレームの使用は、低干渉サブフレームまたは「低干渉送信パタン」という
時間領域のパタンに関して表わされる。詳細には、これらの低干渉送信パタンは、ほぼ空
白のサブフレーム（ＡＢＳ：Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）パタンと呼
ばれる。これらのＡＢＳは、攻撃セル（例えばマクロセル）内に構成され、強いセル間干
渉を受けている被害セル（例えばピコセル）内のサブフレームの中のリソースを保護する
ために用いられる。在圏ＢＳは、１つ以上の測定パタンをシグナリングして、目標の被害
セル（例えば、在圏ピコセルおよび／または隣接ピコセル）に対する測定を行うためにＵ
Ｅが用いるべきリソースまたはサブフレームについてＵＥに知らせる。詳細には、これら
の測定パタンは、プライマリセル（Ｐｃｅｌｌ：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ）のための時
間領域測定リソース制限および隣接セルのための時間領域測定リソース制限と呼ばれる。
個々の測定パタンは、サブフレームのビットマップ（例えば１０００００００）を含んで
おり、ここで１は、測定用に利用可能なサブフレームを示し、０は、測定用に利用可能で
ないサブフレームを示す。典型的には、ＬＰＮにおけるトラヒック密度は、ＨＰＮにおけ
るそれと比べて非常に低いため、制限されたサブフレームは、無線フレーム毎に１－２個
存在する。測定値の例としては、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ：Ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）、チャネル状態情報（
ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）（例えば、チャネル品
質インジケーション（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
）、ランクインジケータ（ＲＩ：Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プリコーディングマ
トリックスインジケータ（ＰＭＩ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ）等）がある。測定制限パタンはありうるけれども、ＵＥのスケジューリングを制限
するためのパタンは存在しない。従って、典型的にはＵＥは、攻撃セル内の低干渉サブフ
レーム（例えば、ＡＢＳ）とオーバラップする制限されたサブフレーム内にスケジューリ
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ングされる。従って、ＵＥは、これらのサブフレーム内ではより良い信号品質を経験する
。
【０００８】
　セルラネットワークでは、ワイヤレスデバイスは通常、ＣＱＩを在圏ＢＳに報告するよ
うに構成されており、それによって、在圏ＢＳからの下りリンクにおいてワイヤレスデバ
イスによって観察される信号対干渉および雑音比（ＳＩＮＲ）を示す。このＣＱＩ報告に
基づいて、在圏ＢＳは、下りリンクでデータをワイヤレスデバイスへ送信する時に用いら
れることになる適切な変調符号化方式（ＭＣＳ）を選択する。ワイヤレスデバイスは、典
型的には、まず在圏ＢＳの下りリンクチャネルを推定し、次いで、受信信号から推定され
た所望の信号を除去することによって得られた剰余として干渉および雑音を推定すること
によって、ＣＱＩを導出する。ＬＴＥにおけるＣＱＩ推定のための干渉の推定は、一組の
事前設定された、あるいは構成された、リソース要素（ＲＥ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅ
ｍｅｎｔ）に対して行われる。ＬＴＥリリース８（Ｒｅｌ－８）からリリース１０（Ｒｅ
ｌ－１０）までは、干渉の測定は、セル固有基準信号（ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）を搬送するＲＥについて行われることが想定
されているが、ＬＴＥリリース１１（Ｒｅｌ－１１）では、専用の干渉測定リソース（Ｉ
ＭＲ：Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ）がＬ
ＴＥ送信モード１０に関連して導入された。
【０００９】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワークでは、下りリンク送信は、物理リソースがＲＥの時間周
波数グリッドとみなされうる直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）に基づいて行われ、
ここでは物理チャネルと信号とが特定のＲＥにマッピングされる。下りリンク物理信号の
１つのタイプは、ＣＲＳを参照するが、これはデータの復調に用いられるだけでなく、モ
ビリティの測定およびＣＱＩ推定にも用いられる。ＣＲＳは、すべてのセルによって定期
的に送信され、時間周波数グリッド内のＣＲＳの構造と位置とは、セル捕捉の後で分かる
。ＣＲＳシンボルの密度は、構成されたアンテナポートの数に依存する。ＬＴＥでは、セ
ルは１、２、または４個のアンテナポートで構成されうる。ＣＲＳシンボルの位置は、周
波数領域内でシフトされる可能性があり、具体的なシフトは物理レイヤのセルＩＤによっ
て与えられる。２つ以上のアンテナポートを伴う配置では、３つの周波数シフトが考えら
れる。ＬＴＥでは、下りリンクサブフレームは、「マルチキャスト・ブロードキャスト単
一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ：Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ－Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎ
ｇｌｅ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」として構成されることがあり、これは
、ＣＲＳがサブフレームのデータ領域内に存在しないことを意味する。ＣＲＳは、セル内
のすべてのワイヤレスデバイスに共通であるから、ＣＲＳは、プリコードされずに常にフ
ルパワーで送信される。
【００１０】
　ＬＴＥ送信モード１乃至９については、ＣＱＩ導出の一部としての干渉測定は、在圏セ
ルのＣＲＳを搬送するＲＥに関して行われると想定される。次いで、これらの干渉測定を
用いて、データを搬送するＲＥに対する干渉が予測される。ＣＲＳを搬送するＲＥに対す
る干渉測定がデータに対する干渉を反映する精度は、ＣＲＳの位置と、干渉する隣接セル
、すなわち攻撃セル、のトラヒック負荷とに依存する。時間同期ＬＴＥネットワークでは
、攻撃セル内のＣＲＳ送信は、セル間のＣＲＳ周波数シフトに依存して、ＣＲＳを搬送す
る在圏セルＲＥかまたはデータを搬送するＲＥかのいずれかと干渉することがある。ゆえ
に、これは、同期ネットワークのすべてのセル内で非シフト構成が用いられる場合にセル
を越えるＣＲＳ対ＣＲＳのコリジョンを意味する。他方、シフトによるＣＲＳ構成がセル
間で用いられる場合、セルを越えるＣＲＳ対ＣＲＳのコリジョンは、部分的に回避されう
る。しかし、一般的にはＣＲＳ対ＣＲＳのコリジョンは、３つの周波数シフトだけでは完
全に回避することはできず、低負荷から中程度負荷までのトラヒックのシナリオでは、場
合によってはユーザスループットの観点から非シフト構成の方が好まれることがある。
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【００１１】
　２つの優勢な攻撃セルを持つ時間同期ネットワークのシナリオでは、非シフトＣＲＳ構
成およびシフトＣＲＳ構成の場合のＣＲＳ　ＲＥに対するセル間干渉は、

で表すことができ、
ここで、ｘ＝１，２の場合のＩＣＲＳ

ＮＣｘおよびＩＤＡＴＡ
ＮＣｘは、それぞれ、隣接

セル（ＮＣ：Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｃｅｌｌ）のＣＲＳ送信とデータ送信とによって生じた
（平均された）干渉を表す。非シフトシナリオでは、干渉の測定値は、隣接セルのＣＲＳ
送信だけを参照する。ＣＲＳはフルパワーで送信されるため、ワイヤレスデバイスは、非
シフトシナリオでは隣接セル内のトラヒック負荷には依存せず、強い干渉を測定するであ
ろう。従って、そのような干渉測定が示しうるのは、攻撃セルが高負荷であるようなシナ
リオの場合に限られる。対照的に、シフトシナリオでは、干渉の測定値は、隣接セルのデ
ータ送信を参照し、その結果、ワイヤレスデバイスによって観察される干渉レベルは、攻
撃セル内のトラヒック負荷に依存するであろう。干渉測定の目的は、データに対する干渉
レベルを予測することであるから、非シフトのケースでは、典型的には干渉レベルを過大
評価するであろうし、他方、シフトのケースでは、ＣＲＳに基づく干渉測定は、下記の式
で示すような攻撃セルのＣＲＳ送信の影響を捕捉しないであろうから、干渉レベルを過小
評価するであろうということが分かる。

　式ＩＤＡＴＡ（シフト）から、攻撃セル内にスケジュールされた下りリンクトラヒック
が存在しない場合、すなわち、ＩＤＡＴＡ

ＮＣｘ＝０であっても、データに対する干渉が
あるだろうということが明らかである。しかし、ＣＲＳは、リソースブロック内のＲＥの
うちの一部（およそ１０％）しか表さないのだから、干渉全体に対するＣＲＳ干渉の相対
的影響は、攻撃セル内のトラヒック負荷に依存する。攻撃セル内のトラヒック負荷が増大
すると、干渉全体に対するＣＲＳの影響が減少する。詳細には、トラヒック負荷が増大す
ると、ＣＲＳが干渉全体のうちで表す部分が減少し、従って、干渉全体に対するＣＲＳの
影響が低下する。非シフトのケースと同様、干渉測定は、攻撃セルが高負荷である場合に
、データに対する干渉レベルを最も正確に反映する。
【００１２】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１においてＦｅＩＣＩＣワークアイテムの下で、ＣＲＳ　ＲＥに対
するワイヤレスデバイスによる干渉除去（ＩＣ：Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃａｎｃｅ
ｌｌａｔｉｏｎ）（ＩＣ－ＣＲＳ）についてのサポートが導入された。ワイヤレスデバイ
スは、これらのＲＥに対する多数の干渉（すなわち攻撃）セルを除去する能力を有する。
除去されうる攻撃セルの量は、最大２つであるが、原則として、発見された干渉源の数を
上限とするいかなる正の数であってもよい。ＩＣ－ＣＲＳを適用することによって、非シ
フトのＣＲＳのケースにおける雑音信号サンプル数の減少により、チャネル推定性能はさ
らに向上されうる。加えて、データＲＥに対するＣＲＳセル間干渉は、シフトＣＲＳ構成
の場合にはさらに低減されうる。さらに、ワイヤレスデバイス側でのＩＣ－ＣＲＳ実装を
単純化するために、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１では、ネットワークアシステッド無線リソース
制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグナリングが導入さ
れた。このシグナリングを使って、在圏セルは、物理レイヤセルＩＤと、最大８つの見込
まれる攻撃セルの対応するアンテナポートの数とをワイヤレスデバイスに通知する。ワイ
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ヤレスデバイスがこの情報を入手すると、ワイヤレスデバイスは、見込まれる攻撃セルに
おけるＣＲＳの位置が、これらの位置を自律的に検出しなくても分かる。
【００１３】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１における共通チャネル・ヘテロジニアス・ネットワーク配置では
、最大９デシベル（ｄＢ）の大規模なセル範囲拡大（Ｃｅｌｌ　Ｒａｎｇｅ　Ｅｘｐａｎ
ｓｉｏｎ：ＣＲＥ）がサポートされる。ワイヤレスデバイスがＬＰＮ（例えば、ピコ、マ
イクロ、またはフェムト／ホームＢＳ）のＣＲＥ領域内に存在する場合、ワイヤレスデバ
イスにおける受信信号は、最大２つの強力なマクロ攻撃セルによって干渉されうる。従っ
て、このシナリオでは、在圏セルのＣＲＥ領域内に位置する場合にＬＰＮによってサービ
ス提供されるワイヤレスデバイスで受信されるＳＩＮＲ

は、非常に低く、例えば－１１ｄＢまで下がる可能性がある。本明細書では、ＳＣＨには
、プライマリ同期信号（ＰＳＳ：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｉｇｎａｌ）とセカンダリ同期信号（ＳＳＳ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉ
ｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）とのうち１つ以上が含まれる。
【００１４】
　受信信号を正確に検出するために、ＣＲＥ領域内のワイヤレスデバイスは、所定の物理
信号（例えば、ＣＲＳ、ＰＳＳ／ＳＳＳ）および所定の物理チャネル（例えば、物理報知
チャネル（ＰＢＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ））に対
する干渉を除去する必要がある。ワイヤレスデバイスにおけるこれらの物理信号および／
または物理チャネルの干渉除去もしくは低減を円滑化するために、無線ネットワークノー
ドが、リリース１１について３ＧＰＰ技術仕様（ＴＳ：Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ）３６．３３１に定められた支援データのリストを提供することによっ
て、ワイヤレスデバイスを支援することができる。
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上記の情報要素（ＩＥ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）によれば、ＣＲＳ支
援データは、攻撃セルと、それらのアンテナポート情報と、それらのＭＢＳＦＮ構成との
リストを含んでいる。
【００１５】
　測定期間全体に亘って有効なＣＲＳ支援情報がワイヤレスデバイスに提供されている場
合、ワイヤレスデバイスは測定要件に合致しなければならないことが、３ＧＰＰ　ＴＳ３
６．１３３Ｖ１１．２．０に定められている。従って、ワイヤレスデバイスは、ワイヤレ
スデバイスにおけるＣＲＳ支援データの受信を用いて、例えば、ＣＲＳ、ＰＳＳ／ＳＳＳ
等に対するＩＣを行う。しかし、ヘテロジニアスネットワーク配置では、ワイヤレスデバ
イスは、典型的には、上記のようにＲＲＣプロトコルを介して在圏無線ノードによってワ
イヤレスデバイスへシグナリングされる、測定パタンの中に示された限られたサブフレー
ムに対してＩＣを適用する。
【００１６】
　ＲＳＲＰおよびＲＳＲＱは、ワイヤレスデバイスによって行われる２つの既存の無線測
定である。ＲＳＲＰ測定およびＲＳＲＱ測定は少なくとも、例えばモビリティのような、
無線リソース管理（ＲＲＭ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）を
目的として用いられ、それには、ＲＲＣ接続状態におけるモビリティとＲＲＣアイドル状
態におけるモビリティとが含まれる。また、ＲＳＲＰ測定およびＲＳＲＱ測定は、他の目
的でも用いられ、例えば、エンハンスト・セルＩＤ測位、ドライブ試験の最小化（ＭＤＴ
：Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ）等にも用いられる。
【００１７】
　ＲＳＲＰ測定およびＲＳＲＱ測定は、絶対的にも相対的にも行われうる。絶対的測定は
、１つのセル、例えば、在圏セルまたは隣接セルからの信号に対して行われる。相対的測
定は、１つのセルに対して行われる測定と別のセルに対して行われる測定との、例えば、
在圏セル測定と隣接セル測定との、相対的な差である。
【００１８】
　ネットワークは、在圏セルに対してワイヤレスデバイスによって行われるＣＳＩ測定を
用いてスケジューリング、リンクアダプテーション等を行う。ＣＳＩ測定の例として、Ｃ
ＱＩ、ＰＭＩ、ＲＩ等がある。
【００１９】
　ワイヤレスデバイスによって行われる無線測定を用いて、ワイヤレスデバイスは、１つ
以上の無線運用タスクを行う。そのようなタスクの一例として、ネットワークへの測定値
の報告があり、ネットワークが次には、それらを用いて各種のタスクを行う。例えば、Ｒ
ＲＣ接続状態にある時、ワイヤレスデバイスは、無線測定値をワイヤレスデバイスの在圏
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ＢＳに報告する。報告された測定値に応じて、在圏ＢＳは、所定の決定を行い、例えば、
セル変更の目的でモビリティコマンドをワイヤレスデバイスへ送信してもよい。セル変更
の例として、ハンドオーバ、ＲＲＣ接続の再確立、リダイレクトに伴うＲＲＣ接続解放、
キャリアアグリゲーション（ＣＡ：Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）における
ＰＣｅｌｌ変更、ＰＣＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）にお
けるＰＣＣ変更等がある。ＲＲＣアイドルまたは低活動状態において、セル変更の一例と
して、セル再選択がある。別の例では、ワイヤレスデバイスは、それ自身が、無線測定を
用いてタスク、例えばセル選択、セル再選択等を行うこともある。
【００２０】
　モビリティ（例えば、セル選択、ハンドオーバ等）、ワイヤレスデバイスの測位、リン
クアダプテーション、スケジューリング、負荷バランシング、許可制御、干渉管理、干渉
低減等のようなさまざまな機能をサポートする目的で、無線ネットワークノード（例えば
、ＢＳ）も、無線ネットワークノードによって送信された、および／または、受信された
信号に対する無線測定を行う。そのような測定の例には、信号対雑音比（ＳＮＲ：Ｓｉｇ
ｎａｌ－ｔｏ－Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）、ＳＩＮＲ、受信干渉電力（ＲＩＰ：Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｄ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｏｗｅｒ）、ブロック誤り率（ＢＬＥＲ：Ｂｌ
ｏｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａｔｉｏ）、ワイヤレスデバイスと自分自身との間の伝搬遅延、
送信キャリア電力、特定信号の送信電力（例えば、基準信号の送信（Ｔｘ）電力）、測位
測定等がある。
【００２１】
　マルチキャリアまたはＣＡシステムでは、ワイヤレスデバイスが、セルまたは在圏セル
と呼ばれることもある複数のコンポーネントキャリア（ＣＣ：Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａ
ｒｒｉｅｒ）によってサービス提供される。ＣＡという用語は、「マルチキャリアシステ
ム」「マルチセルオペレーション」「マルチキャリアオペレーション」または「マルチキ
ャリア」送信および／または受信とも呼ばれる（例えば、相互に置き換え可能なように呼
ばれる）。ＣＡは、上りリンクおよび下りリンク方向のシグナリングおよびデータの送信
に用いられる。ＣＣの１つはＰＣＣであり、これは単純にプライマリキャリアとも呼ばれ
、またアンカーキャリアと呼ばれることもある。残りのＣＣは、セカンダリコンポーネン
トキャリア（ＳＣＣ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）また
は単純にセカンダリキャリアと呼ばれ、また補足キャリアと呼ばれることもある。一般に
、ＰＣＣは、最も重要なワイヤレスデバイス固有のシグナリングを搬送する。ＰＣＣは、
ＰＣｅｌｌとも呼ばれるが、ＣＡにおいて上りリンク方向にも下りリンク方向にも存在す
る。単一の上りリンクＣＣが存在する場合、ＰＣｅｌｌは、明らかにそのＣＣ上にある。
ネットワークは、同じセクタまたはセルの中で動作している別のワイヤレスデバイスに別
のＰＣＣを割り当ててもよい。
【００２２】
　従って、ＣＡにおいて、ワイヤレスデバイスは、下りリンクおよび／または上りリンク
に２つ以上の在圏セル、すなわち、１つの在圏ＰＣｅｌｌと、ＰＣＣおよびＳＣＣ上でそ
れぞれ動作する１つ以上の在圏セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）とを有する。ＰＣｅｌｌは
、相互に置き換え可能なように、プライマリ在圏セル（ＰＳＣ：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ）と呼ばれる。同様にＳＣｅｌｌは、相互に置き換え可能なように、
セカンダリ在圏セル（ＳＳＣ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅｌｌ）と呼ば
れる。用語はどうであれ、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌは、ワイヤレスデバイスがデータ
の送受信をできるようにする。詳細には、ＰＣｅｌｌおよびＳＣｅｌｌは、ワイヤレスデ
バイスによるデータの送受信のために下りリンクおよび上りリンク内に存在する。ＰＣＣ
およびＳＣＣ上の残りの在圏セル以外のセルは、隣接セルと呼ばれる。
【００２３】
　ＣＡスキームに属するＣＣは、（帯域内ＣＡの場合）同じ周波数帯に属していてもよい
し、（帯域間ＣＡの場合）異なる周波数帯に属していてもよいし、それらのいずれかの組
み合わせ（例えば、帯域Ａ内の２つのＣＣと帯域Ｂ内の１つのＣＣ）に属していてもよい
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。また、２つの帯域に亘って分配されるキャリアを含む帯域内ＣＡは、ＨＳＰＡではＤｕ
ａｌ－Ｂａｎｄ－Ｄｕａｌ－Ｃａｒｒｉｅｒ－Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ（ＤＢ－ＤＣ－ＨＳＤＰＡ）と呼ばれ、ＬＴＥでは帯域内
ＣＡと呼ばれることもある。また、帯域内ＣＡの中のＣＣは、周波数領域では隣接してい
ることも隣接していないこともある。隣接していないケースは、帯域内非隣接ＣＡと呼ば
れる。帯域内隣接、帯域内非隣接、および帯域間を含むハイブリッドＣＡも可能である。
また、異なる技術のキャリア間でのＣＡの使用は、「マルチ無線アクセス技術（ＲＡＴ：
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）ＣＡ」、「マルチＲＡＴマルチキャ
リアシステム」または単純に「ＲＡＴ間ＣＡ」と呼ばれる。例えば、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ
ＣＤＭＡ（登録商標）：Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）からのキャリアとＬＴＥからのキャリアとが、アグリゲートされて
もよい。別の例として、ＬＴＥキャリアとＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）２０００キャリアとのアグリゲーションがある。さらに別
の例として、ＬＴＥ周波数分割複信（ＦＤＤ：Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアとＬＴＥ時分割複信（ＴＤＤ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｄｕｐｌｅｘｉｎｇ）キャリアとのアグリゲーションがある。明確にするために、同
じＲＡＴ内のＣＡは、「ＲＡＴ内」ＣＡまたは単純に「単一ＲＡＴ」ＣＡとみなすことが
できる。
【００２４】
　また、マルチキャリアオペレーションが、マルチアンテナ送信と一緒に用いられてもよ
い。例えば、各ＣＣ上の信号が、２つ以上のアンテナを介してＢＳによってワイヤレスデ
バイスへ送信されてもよい。さらに、ＣＡ用に用いられたＣＣが、同じ場所またはＢＳま
たは無線ネットワークノード（例えば、中継、移動中継等）内にコロケートされてもよい
し、されなくてもよい。例えば、ＣＣは、さまざまな位置から（例えば、コロケートされ
ていないＢＳから、またはＢＳおよびリモート無線ヘッド（ＲＲＨ：Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ｈｅａｄ）またはリモート無線ユニット（ＲＲＵ：Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　
Ｕｎｉｔ）から）発信されて（すなわち、送信され／受信されて）もよい。ＣＡとマルチ
ポイント通信との組み合わせの例には、分散アンテナシステム（ＤＡＳ：Ｄｉｓｔｒｉｂ
ｕｔｅｄ　Ａｎｔｅｎｎａ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＲＲＨ、ＲＲＵ、ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉ
ｎａｔｅｄ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔ）、マルチポイント送信／受信等が含まれる。
【００２５】
　ワイヤレスデバイス、移動中継器、携帯情報端末（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）またはそれに類したものでありうる目標デバイスの位置
を判断するため、いくつかの測位方法が用いられうる。これらの方法には、以下が含まれ
る。
　　・衛星に基づく方法：衛星に基づく方法は、Ａ－ＧＮＳＳ（Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｇｌ
ｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）（例えば、Ａ－
ＧＰＳ（Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）測
定を用いて目標デバイスの位置を判断する。
　　・到来時間差観測値（ＯＴＤＯＡ：Ｏｂｓｅｒｖｅｄ　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｃｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）：ＯＴＤＯＡによる方法は、ＬＴＥにおける目標デバイス
についての基準信号時間差（ＲＳＴＤ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｔｉｍｅ　
Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）測定を用いて目標デバイスの位置を判断する。
　　・上りリンク到来時間差（ＵＴＤＯＡ：Ｕｐｌｉｎｋ　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎ
ｃｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）：ＵＴＤＯＡは、位置管理ユニット（ＬＭＵ：Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｕｎｉｔ）で行われた測定を用いて目標デバイスの位置
を判断する。
　　・エンハンスト・セルＩＤ：エンハンスト・セルＩＤに基づく方法は、ＵＥの送受信
（Ｒｘ－Ｔｘ）時間差、ＢＳの送受信（Ｒｘ－Ｔｘ）時間差、ＬＴＥ　ＲＳＲＰ／ＲＳＲ
Ｑ、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅ
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ｓｓ）共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ：Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）測定値、到来角度（ＡｏＡ：Ａｎｇｌｅ　ｏｆ　Ａｒｒｉｖａｌ）等のうち１つ以上
を用いてＵＥの位置を判断する。フィンガープリンティングは、エンハンスト・セルＩＤ
方法の１つのタイプだと考えられる。
　　・ハイブリッドによる方法：ハイブリッドによる方法は、２つ以上の方法による測定
を用いてＵＥの位置を判断する。
【００２６】
　ＬＴＥでは、進化型在圏移動位置センタ（Ｅ－ＳＭＬＣ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｓｅｒｖｉ
ｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｒｅ）または位置サーバと呼ばれるこ
ともある測位ノードが、ワイヤレスデバイス、ＢＳ、またはＬＭＵを構成して、１つ以上
の測位測定を行う。ワイヤレスデバイスまたは測位ノードは、測位測定を用いてワイヤレ
スデバイスの位置を判断する。測位ノードは、ＬＴＥにおいてＬＴＥ測位プロトコル（Ｌ
ＰＰ）およびＬＰＰ　Ａ（ＬＰＰａ）プロトコルを用いてワイヤレスデバイスおよびＢＳ
とそれぞれ通信する。
【発明の概要】
【００２７】
　セルラ通信ネットワーク内のワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガするための
システムおよび方法を開示する。一実施形態では、セルラ通信ネットワークに関連するノ
ードが、少なくとも１つの干渉セルにおける信号負荷であってそのセルからの送信が所望
のセルからの受信の間にワイヤレスデバイスにおける干渉を引き起こすような少なくとも
１つの干渉セルにおける信号負荷と、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルにおい
て用いられる基準信号間の関係と、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルによって
送信される信号と所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルからワイヤレスデバイスで
受信される信号とから成るグループのうちの少なくとも一方の間のタイミング関係とに基
づいて、ワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガするという判断を行う。判断を行
うことに応じて、ノードが、ワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガする。前述の
条件に応じて干渉低減をトリガすることによって、干渉低減が実質的に改善される。
【００２８】
　一実施形態では、所望のセルは、ワイヤレスデバイスの在圏セルである。別の実施形態
では、所望のセルは、ワイヤレスデバイスの測定セルである。
【００２９】
　一実施形態では、ノードはワイヤレスデバイスであり、ワイヤレスデバイスにおける干
渉低減をトリガするという判断を行うことと、干渉低減をトリガすることとが、それぞれ
ワイヤレスデバイスによって行われる。また、一実施形態では、ワイヤレスデバイスは、
セルラ通信ネットワークのネットワークノードからワイヤレスデバイスが干渉低減を実行
するべきであるというインジケーション（指標）を受信し、それに応じて、ワイヤレスデ
バイスにおける干渉低減をトリガするという判断を行う。
【００３０】
　一実施形態では、ノードはセルラ通信ネットワークのネットワークノードであり、ワイ
ヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガするという判断を行うことと、干渉低減をトリ
ガすることとが、それぞれネットワークノードによって行われる。また、一実施形態では
、ネットワークノードは無線アクセスノードである。具体的な一実施形態では、無線アク
セスノードは、ワイヤレスデバイスの在圏セルの基地局である。一実施形態では、ネット
ワークノードが、干渉低減を実行するための暗示的な指標をワイヤレスデバイスに提供す
ることによって、ワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガする。別の実施形態では
、ネットワークノードが、干渉低減を実行するための明示的な指標をワイヤレスデバイス
に提供することによって、ワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガする。
【００３１】
　一実施形態では、ノードは、事前設定された基準が満たされた場合にワイヤレスデバイ
スにおける干渉低減をトリガするという判断を行うようになっており、この場合、事前設
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定された基準は、少なくとも１つの干渉セルにおける信号負荷と、所望のセルおよび少な
くとも１つの干渉セルにおいて用いられる基準信号間の関係と、タイミング関係とに基づ
く。一実施形態では、事前設定された基準には、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉
セルの中で用いられる基準信号間の関係は衝突しないという第１の基準と、少なくとも１
つの干渉セルの中の信号負荷は所定の閾値を下回るという第２の基準とが含まれており、
ここで、衝突しない基準信号同士は、時間でも周波数でもオーバラップしない。一実施形
態では、干渉低減は、セル固有基準信号（ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）干渉低減であり、基準信号間の関係は、所望のセルおよび
少なくとも１つの干渉セルで用いられるＣＲＳ間の関係である。
【００３２】
　一実施形態では、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルの中で用いられる基準信
号間の関係は、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルの中で用いられる基準信号間
の衝突する関係または衝突しない関係を含んでおり、衝突する基準信号は、時間および／
または周波数で（完全にまたは部分的に）オーバラップする。また、一実施形態では、基
準信号は、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルの中で用いられるＣＲＳである。
一実施形態では、ノードは、事前設定された基準が満たされた場合に干渉低減をトリガす
るという判断を行うようになっており、この場合、事前設定された基準は、少なくとも１
つの干渉セルにおける信号負荷と、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルにおいて
用いられる基準信号間の関係と、タイミング関係とに基づいており、事前設定された基準
には、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルにおいて用いられる基準信号間の衝突
する関係または衝突しない関係に基づく第１の基準が含まれる。
【００３３】
　一実施形態では、ノードは、干渉低減がチャネル推定の間にワイヤレスデバイスによっ
て行われるように干渉低減をトリガし、ノードは、事前設定された基準が満たされた場合
に干渉低減をトリガするという判断を行うようになっており、ここで、事前設定された基
準は、少なくとも１つの干渉セルにおける信号負荷と、所望のセルおよび少なくとも１つ
の干渉セルにおいて用いられる基準信号間の関係と、タイミング関係とに基づいており、
事前設定された基準には、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルの中で用いられる
基準信号間の関係は衝突しないことという第１の基準が含まれる。
【００３４】
　一実施形態では、ノードは、事前設定された基準が満たされた場合に干渉低減をトリガ
するという判断を行うようになっており、この場合、事前設定された基準は、少なくとも
１つの干渉セルにおける信号負荷と、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルにおい
て用いられる基準信号間の関係と、タイミング関係とに基づいており、また、事前設定さ
れた基準には、タイミング関係は、ワイヤレスデバイスが単一の受信器を用いて干渉低減
を実行することができるようであることという第１の基準が含まれる。
【００３５】
　一実施形態では、ノードは、事前設定された基準が満たされた場合に干渉低減をトリガ
するという判断を行うようになっており、この場合、事前設定された基準は、少なくとも
１つの干渉セルにおける信号負荷と、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルにおい
て用いられる基準信号間の関係と、タイミング関係とに基づいており、事前設定された基
準には、タイミング関係は、所定の閾値を下回ることという第１の基準が含まれる。
【００３６】
　一実施形態では、ノードは、さらに１つ以上の補足的基準に基づいてワイヤレスデバイ
スにおける干渉低減をトリガするという判断を行う。
【００３７】
　一実施形態では、１つ以上の補足的基準には、ワイヤレスデバイスの信号動作タイプが
含まれる。一実施形態では、信号動作タイプは、チャネル推定、干渉推定、復調評価、お
よびチャネル状態情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）評価で構成されるグループのうちの１つである。
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【００３８】
　一実施形態では、ワイヤレスデバイスの信号動作タイプは、干渉推定と、その後に続く
チャネル推定とであり、少なくとも１つの干渉セルは、２つ以上の干渉セルを含む。また
、この実施形態では、ノードは、干渉推定より前に、非活動状態である２つ以上の干渉セ
ルのうちの少なくとも１つについてワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガし、干
渉推定の後で且つチャネル推定より前に、活動状態である２つ以上の干渉セルのうちの少
なくとも１つの他方についてワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガするという判
断を行う。それに応じて、判断を行うことに応じて、ノードは、干渉推定より前に、非活
動状態である２つ以上の干渉セルのうちの少なくとも１つについてワイヤレスデバイスに
おける干渉低減をトリガし、干渉推定の後で且つチャネル推定より前に、活動状態である
２つ以上の干渉セルのうちの少なくとも１つの他方についてワイヤレスデバイスにおける
干渉低減をトリガする。
【００３９】
　一実施形態では、１つ以上の補足的基準には、ワイヤレスデバイスのバッテリ寿命が含
まれる。別の実施形態では、１つ以上の補足的基準には、ワイヤレスデバイスにおける消
費電力が含まれる。別の実施形態では、１つ以上の補足的基準には、セルラ通信ネットワ
ークのネットワーク配置シナリオが含まれる。別の実施形態では、１つ以上の補足的基準
には、少なくとも１つの干渉セルに関するワイヤレスデバイスの位置が含まれる。別の実
施形態では、１つ以上の補足的基準には、所望のセルと少なくとも１つの干渉セルとの間
の周波数誤差が含まれる。
【００４０】
　一実施形態では、セルラ通信ネットワークに関連するノードが、少なくとも１つの干渉
セルにおける信号負荷であってそのセルからの送信が所望のセルからの受信の間にワイヤ
レスデバイスにおいて干渉を引き起こすような少なくとも１つの干渉セルにおける信号負
荷と、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルにおいて用いられる基準信号間の関係
と、所望のセルおよび少なくとも１つの干渉セルによって送信される信号と所望のセルお
よび少なくとも１つの干渉セルからワイヤレスデバイスで受信される信号とから成るグル
ープのうちの少なくとも一方の間のタイミング関係とに基づいて、ワイヤレスデバイスに
おける干渉低減をトリガするという判断を行うように構成されたプロセッサを備えている
。プロセッサはさらに、ワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガするという判断を
行うことに応じてワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガするように構成される。
【００４１】
　一実施形態では、ノードはワイヤレスデバイスである。別の実施形態では、ノードは、
セルラ通信ネットワークのネットワークノードである。一実施形態では、ネットワークノ
ードは無線アクセスノードである。また、一実施形態では、無線アクセスノードは、ワイ
ヤレスデバイスの在圏セルの基地局である。
【００４２】
　当業者であれば、以下の好適実施形態の詳細記述を添付の図面に関連して読めば、本開
示の範囲を認識し、そのさらなる態様を理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
　本明細書に組み込まれ、その一部をなす添付の諸図面は、本開示のいくつかの態様を示
しており、本記述と共に本開示の原理を説明するのに役立つ。
【図１】図１は、本開示の一実施形態によって動作するセルラ通信ネットワークの一例を
示す図である。
【図２Ａ】図２Ａおよび図２Ｂは、衝突する基準信号と衝突しない基準信号との一例をそ
れぞれ示す図である。
【図２Ｂ】図２Ａおよび図２Ｂは、衝突する基準信号と衝突しない基準信号との一例をそ
れぞれ示す図である。
【図３】図３は、本開示の一実施形態による、ワイヤレスデバイスにおける干渉低減をト
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リガするための、セルラ通信ネットワークに関連するノードの動作を示すフローチャート
である。
【図４Ａ】図４Ａおよび図４Ｂは、ワイヤレスデバイスにおける干渉およびチャネル推定
を行う２つの例を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ａおよび図４Ｂは、ワイヤレスデバイスにおける干渉およびチャネル推定
を行う２つの例を示す図である。
【図５】図５は、本開示の一実施形態による、干渉推定およびチャネル推定を行う場合に
ワイヤレスデバイスにおける干渉低減をトリガするためのプロセスを示す図である。
【図６Ａ】図６Ａおよび図６Ｂは、本開示の一実施形態による、図５のプロセスの２つの
例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ａおよび図６Ｂは、本開示の一実施形態による、図５のプロセスの２つの
例を示す図である。
【図７】図７は、本開示の一実施形態による、ワイヤレスデバイスの動作を示す機能ブロ
ック図である。
【図８Ａ】図８Ａ乃至図８Ｃは、本開示の３つの例示的実施形態を示す図である。
【図８Ｂ】図８Ａ乃至図８Ｃは、本開示の３つの例示的実施形態を示す図である。
【図８Ｃ】図８Ａ乃至図８Ｃは、本開示の３つの例示的実施形態を示す図である。
【図９】図９は、図８Ａの実施形態と類似する実施形態を示すものであるが、ワイヤレス
デバイスにおける干渉低減をトリガするかどうかを決定するのに用いられる情報の少なく
とも一部を入手することが、本開示の一実施形態による、ワイヤレスデバイスおよび干渉
セルの１つの基地局から入手されることを明示的に示している。
【図１０】図１０は、本開示の一実施形態による、所望のセルの基地局と、干渉セルのう
ちの１つの基地局と、ワイヤレスデバイスと、の機能要素を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、基地局の例示的実施形態のブロック図である。
【図１２】図１２は、ワイヤレスデバイスの例示的実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　以下に述べる諸実施形態は、当業者が実施形態を実施できるようにするのに必要な情報
を表しており、実施形態を実施する最適なやり方を示している。添付の図面を考慮に入れ
て下記の記述を読めば、当業者は、本開示の概念を理解し、本明細書で特に取り上げられ
ていないこれらの概念の応用を認識するであろう。理解されるべきだが、これらの概念と
応用とは、本開示および添付の請求項の範囲に入るものである。
【００４５】
　本開示の実施形態を記述する前に、下記の定義が有益である。
【００４６】
　無線ネットワークノード：本明細書では、非限定的な用語「無線ネットワークノード」
は、ワイヤレス通信デバイス（例えば、ユーザ装置デバイス（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ）の一例）にサービス提供するかまたは他のネットワークノードまたはネット
ワーク要素に接続された、いずれかのタイプのネットワークノードを言うのに用いられる
。無線ネットワークノードの例として、基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、Ｍ
ＳＲ　ＢＳのような多標準無線（ＭＳＲ：Ｍｕｌｔｉ－Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｒａｄｉｏ）
無線ノード、ノードＢ、エンハンストノードＢ（ｅＮＢ）、ネットワーク制御装置、無線
ネットワーク制御装置、ＢＳ制御装置、中継器、ドナーノード、制御中継器、基地局（Ｂ
ＴＳ：Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ）、アクセスポイント等があ
る。
【００４７】
　ネットワークノード：本明細書では、非限定的な用語「ネットワークノード」も、少な
くとも無線ネットワークノードと通信する、いずれかのタイプの無線ネットワークノード
またはいずれかのネットワークノードを言うのに用いられる。そのようなノード自体は、
必ずしもワイヤレス通信ができないことがある。ネットワークノードの例として、上記の
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いずれかの無線ネットワークノード、コアネットワークノード（例えば、移動通信交換局
（ＭＳＣ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｒｅ）、モビリティ管理エンテ
ィティ（ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）等）、運用
管理（Ｏ＆Ｍ：Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）ノード、運用サ
ポートシステム（ＯＳＳ：Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）、自
己組織ネットワーク（ＳＯＮ：Ｓｅｌｆ　Ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、測
位ノード（例えば、Ｅ－ＳＭＬＣ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｒｅ）、ＭＤＴ（Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖ
ｅ　Ｔｅｓｔ）等がある。
【００４８】
　ＵＥまたはワイヤレスデバイス：ＵＥおよびワイヤレスデバイス（またはワイヤレス通
信デバイス）という用語は、本明細書では、相互に置き換え可能なように用いられる。本
明細書では、非限定的な用語であるワイヤレスデバイスは、セルラまたは移動通信システ
ム内の無線ネットワークノードと通信できるいずれかのタイプのワイヤレスデバイスを言
うのに用いられる。ワイヤレスデバイスの例として、目標デバイス、Ｄ２Ｄ（Ｄｅｖｉｃ
ｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉｃｅ）ＵＥ、マシンタイプＵＥまたはマシン対マシン通信が可能なＵ
Ｅ、携帯情報端末（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）
、ｉＰａｄ（登録商標）、タブレットコンピュータ、移動端末、スマートフォン、ラップ
トップ内蔵機器（ＬＥＥ：Ｌａｐｔｏｐ　Ｅｍｂｅｄｄｅｄ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、ラ
ップトップ取付機器（ＬＭＥ：Ｌａｐｔｏｐ　Ｍｏｕｎｔｅｄ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）、
ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ドングル等がある。具体的な実装
では、本明細書で記述したワイヤレスデバイスは、従来の通信機能の全部をサポートしな
いことがあり、従来のワイヤレスデバイスによってサポートされる機能の一部だけを提供
することがある。例えば、本明細書で記述したワイヤレスデバイスは、特定の方向におけ
る通信だけ（例えば上りリンク／送信だけ、下りリンク／受信だけ）が可能であるかまた
は、或る情報または或るタイプの情報を通信することだけが可能であることがある。その
ようなワイヤレスデバイスの例として、ワイヤレスメータまたはセンサ、ワイヤレス対応
機器、および無線周波数識別（ＲＦＩＤ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグ等がありうる。
【００４９】
　干渉低減：「干渉低減受信器」、「干渉除去受信器」、「干渉抑圧受信器」、「干渉排
除受信器」、「干渉認識受信器」、「干渉回避受信器」等は、相互に置き換え可能なよう
に用いられるが、それらはすべて、進化型受信器またはエンハンスト受信器のカテゴリに
属する。そのような進化型受信器構造による干渉除去または抑圧は、干渉の低減をもたら
すことができ、その場合に干渉は完全に除去されるが、他方、それ以外の場合、有益な信
号に対する干渉の影響が軽減される。干渉の低減とは、少なくとも１つの干渉セルからワ
イヤレス受信器で受信される少なくとも所定の信号によって引き起こされる干渉を低減さ
せる（すなわち、除去し、抑圧し、あるいはそれ以外に低減させる）受信器の能力のこと
を言う。また、本明細書では、干渉セルを攻撃セルと呼ぶこともある。
【００５０】
　干渉セル：ワイヤレスデバイスの在圏セルかまたはワイヤレスデバイスによって測定さ
れるいずれかのセルに隣接するセルであり、そこからワイヤレスデバイスは、少なくとも
或るタイプの干渉信号を受信する。また、本明細書では、干渉セルは、相互に置き換え可
能なように攻撃セルまたは優勢な隣接セルとも呼ばれる。
【００５１】
　本開示は、セルラ通信ネットワーク（ワイヤレス・セルラ・ネットワークまたは単純に
セルラネットワークとも呼ばれる）内の干渉低減に関する。ワイヤレスデバイスすなわち
ＵＥ側の干渉低減機能を利用することによるネットワークアシステッド干渉低減について
、実施形態を開示する。特に、干渉低減を用いて、ワイヤレスデバイスの受信器における
信号復調を支援し、チャネル品質推定を向上させることができる。
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【００５２】
　本明細書で記述する実施形態は、下りリンク方向における干渉低減に焦点を当てている
。しかし、本明細書で記述する実施形態は、上りリンク方向において干渉低減を追加的に
または代替的に提供するように拡張することも可能である。加えて、本明細書で論じる実
施形態の一部は、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ）、特に、ＬＴＥリリース１１（Ｒｅｌ－１１）からのセル固有
基準信号（ＣＲＳ：Ｃｅｌｌ－Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）
およびＣＲＳ干渉除去（ＩＣ－ＣＲＳ）に焦点を当てている。しかし、本明細書で記述す
る実施形態は、いずれかの適切なシステム（例えば、いずれかの適切なセルラ通信ネット
ワークおよび／またはいずれかの適切なタイプの基準信号および関連の干渉低減）に一般
化することができる。開示された実施形態のいくつかの態様は、オーバラップするパイロ
ット信号を利用して干渉推定／低減を行い、これらのパイロット信号に対する干渉除去／
低減メカニズムをサポートするようなシステムに特に有利である。また、本明細書で開示
する実施形態は、干渉推定が行われるいずれかの将来のワイヤレス標準をカバーするよう
に一般化することができる。
【００５３】
　正確な干渉推定は、信号復調と、リンクアダプテーションのためのチャネル品質インジ
ケーション／インデックス（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ／Ｉｎｄｅｘ）推定との両方に関係する、非常に複雑で重要なプロセスである。正
確な干渉推定とは、受信器が、受信信号全体から干渉を正確に推論し、従って、復調性能
を向上させることを意味する。加えて、受信器は、無線環境の良好な推定を提供すること
ができ、従って、リンク性能を最大化しうる適切な変調符号化方式（ＭＣＳ：Ｍｏｄｕｌ
ａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）を選択することができる。
【００５４】
　典型的には、干渉推定は、在圏セルがデータを送信しないリソース要素（ＲＥ：Ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）に対して行われる。ＬＴＥリリース８からＬＴＥリリース
１０までは、ＣＱＩ推定のための干渉推定は、ＣＲＳを搬送するＲＥに基づいて行われる
。周波数領域におけるＣＲＳ位置が、干渉隣接セルのＣＲＳ位置に関して非シフトである
場合には、相当強いバイアスが干渉推定に導入され、それによって、干渉レベルが、受け
入れられないほど過大評価されることになる。これは、干渉セル内のトラヒックレベルが
低い場合（すなわち、低負荷のネットワークの場合）には、特にその通りである。ＬＴＥ
　Ｒｅｌ－１１では、ＵＥ端末側におけるＣＲＳ　ＲＥ（ＩＣ－ＣＲＳ）に対するＩＣの
可能性が導入された。ＩＣ－ＣＲＳは、実際には前述のバイアスよりも低いことがある。
それにもかかわらず、ＩＣ－ＣＲＳが、実際の干渉と推定された干渉とのギャップを増加
させうる場合がある。例えば、最大限の負荷を与えられたネットワークの場合、ＩＣ－Ｃ
ＲＳを適用して、ＣＲＳ－ＲＥに対するいくつかの干渉者を除去すると、干渉が過小評価
される状況に至るであろう。それゆえ、ＩＣ－ＣＲＳ　ＵＥ機能を適切に利用することに
よって干渉推定を支援するシステムおよび方法が必要である。
【００５５】
　さらに、一般に、ワイヤレスデバイスの受信器における隣接干渉セルからの信号のセル
間干渉低減は、下りリンクの受信品質を高める。例えば、ワイヤレスデバイスにおけるデ
ータチャネルおよび／または制御チャネル（例えば、物理下り共用チャネル（ＰＤＳＣＨ
：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理下り制
御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）、物理ハイブリッド自動反復要求通知チャネル（ＰＨＩＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、物理制御フォーマット通知（ＰＣＦＩＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）等）の受信は、これらのチ
ャネル上で干渉セルによって送信される信号（例えばＣＲＳ等）によって引き起こされる
干渉が部分的にまたは完全に低減された場合、強化されうる。ホモジニアスネットワーク



(21) JP 6010708 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

内のネットワーク計画に起因して、ＣＲＳは、最も近い近隣セル間で衝突しない（すなわ
ち、ＣＲＳのために用いられる無線リソースはオーバラップしない）。従って、典型的に
は、そのような計画的なホモジニアスネットワークでは、ワイヤレスデバイスの在圏セル
内のデータチャネルおよび／または制御チャネルのＲＥの一部は、１つまたは２つか３つ
の最も強力な隣接／干渉セル内のＣＲＳを含んでいるＲＥと衝突するであろう。従って、
在圏セル内のデータチャネルまたは制御チャネルとオーバラップするＲＥに対するそのよ
うな干渉セル内のＣＲＳまたはいずれかのタイプの基準信号の送信によって生じる干渉を
除去することが有利である。
【００５６】
　しかし、隣接セル内のＣＲＳが衝突しない場合でも、所定のネットワーク構成および負
荷状況に限って干渉低減が適用される場合、大幅な性能の向上が達成される。さらに、ホ
モジニアスネットワークまたは、被害セルと攻撃セルとの間のリソース分割が用いられな
いいずれかのタイプのネットワーク配置において、ワイヤレスデバイスは、典型的には、
すべてのサブフレームにおいて連続的に干渉を除去しなければならないであろう。ヘテロ
ジニアスネットワークの場合でも、ネットワークの多くの部分はホモジニアスである（す
なわち、単一レイヤのセルレイアウトを含んでいる）。従って、連続的な干渉除去の欠点
は、消費電力、処理、メモリ、およびワイヤレスデバイスにおける一般的な複雑性に対す
る影響である。
【００５７】
　通常は、性能向上（パフォーマンスゲイン）が達成されること、かつ、ワイヤレスデバ
イスの消費電力および複雑性に対する影響を意識しないことの両方があるすべての重要な
条件を考慮することなく、ＩＣが用いられる。しかし、以下で論じるように、本明細書で
は、所定の条件、例えば、攻撃セル内のトラヒック負荷および在圏セルと攻撃セルとの間
の信号特性の関係などに応じて、ワイヤレスデバイスにおいてＩＣ、すなわち低減、をト
リガするためのシステムおよび方法を開示する。これは、次には、チャネル品質（例えば
、ＣＱＩ）を導出するためのより正確な干渉測定をもたらし、結果としてユーザスループ
ットが向上する。
【００５８】
　この関連で、図１は、本開示の一実施形態によって動作する例示的なセルラ通信ネット
ワーク１０を示す図である。図示するように、セルラ通信ネットワーク１０は、複数の基
地局１２－１、１２－２、および１２－３とワイヤレスデバイス１４とを含んでいる。図
１の例では、３つの基地局１２と１つのワイヤレスデバイス１４だけが示されているが、
セルラ通信ネットワーク１０は、いかなる数の基地局１２およびワイヤレスデバイス１４
を含んでいてもよいことに留意されたい。下記の一部の実施形態の記述は３ＧＰＰ　ＬＴ
Ｅ用語を用いているが（例えば、ＣＲＳ、ＩＣ－ＣＲＳ等）、本明細書で記述される実施
形態は、いかなる適切なタイプのセルラネットワークにおいても用いられうることに留意
されたい。さらに、一部の実施形態はＣＲＳの送信によって生じる干渉に関係しているが
、これらの実施形態は他のタイプの基準信号またはパイロット信号にも等しく適用可能で
ある。
【００５９】
　一実施形態では、ワイヤレスデバイス１４が、基地局１２－１によってサービス提供さ
れているセルに接続している。この場合、基地局１２－１によってサービス提供されてい
るセルは、ワイヤレスデバイス１４の在圏セルと呼ばれる。別の実施形態では、ワイヤレ
スデバイス１４が、基地局１２－１によってサービス提供されているセル上で測定を行っ
ており、この場合、このセルは、ワイヤレスデバイス１４の測定セルと呼ばれる。このよ
うに、基地局１２－１によってサービス提供されているセルは、前述の実施形態を両方共
カバーするため、場合によってはもっと一般的にワイヤレスデバイス１４の所望のセルと
呼ばれることもある。従って、本明細書では、所望のセルとは、ワイヤレスデバイス１４
の在圏セルであり、ワイヤレスデバイス１４の測定セルであり、あるいは、いずれかのそ
の他のセルであって、そのセルからのワイヤレスデバイス１４において受信された信号が
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干渉セルからの送信によって干渉されるようなセルである。
【００６０】
　基地局１２－２および１２－３によってサービス提供されるセルは、基地局１２－２お
よび１２－３が、ワイヤレスデバイス１４において所望のセルについての下りリンクの受
信の間に干渉を生じさせるという点で、干渉セル、すなわち攻撃セルである。詳細には、
一般に基準信号は最大の送信出力レベルで送信されるのだが、干渉セルに対する基地局１
２－２および１２－３による基準信号（例えば、ＣＲＳ）の送信が、所望のセルの基地局
１２－１からの下りリンクに関して、ワイヤレスデバイス１４における下りリンク干渉を
生じさせる。干渉セルに対する基地局１２－２および１２－３による基準信号の送信に利
用される無線リソース（例えば、ＲＥ）が、所望のセルに対する基地局１２－１による基
準信号の送信に利用される無線リソースとオーバラップまたは一致することがある。この
場合、本明細書では、所望のセルの基準信号と干渉セルの基準信号とが、「衝突する」ま
たは「非シフトの」基準信号と呼ばれる。逆に、干渉セルに対する基地局１２－２および
１２－３による基準信号の送信に利用される無線リソース（例えば、ＲＥ）が、所望のセ
ルに対する基地局１２－１による基準信号の送信に利用される無線リソースと（部分的に
または完全に）オーバラップまたは一致しないことがある。この場合、本明細書では、所
望のセルの基準信号と干渉セルの基準信号とが、「衝突しない」または「シフトの」基準
信号と呼ばれる。留意すべきことだが、本明細書では、衝突する基準信号とは、時間およ
び／または周波数において、完全に、または実施形態によっては部分的に、オーバラップ
する基準信号である。逆に、衝突しない基準信号とは、時間および／または周波数におい
て、オーバラップしない基準信号である。
【００６１】
　図２Ａおよび図２Ｂは、それぞれ、衝突する基準信号と衝突しない基準信号との一例を
示す図である。この例では、基準信号はＣＲＳである。ＬＴＥでは、ＣＲＳは、本明細書
ではＣＲＳシンボルと呼ぶ複数の基準シンボルで構成され、個々のスロットの第１および
第３の最後の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルの中に事前設定された値が
挿入され、６つのサブキャリアの周波数領域の間隔を持っている。また、第３の最後のＯ
ＦＤＭシンボル内には、ＣＲＳシンボルのための３つのサブキャリアの周波数領域がジグ
ザグにずらして配置されている。ＬＴＥは、ＣＲＳシンボルの６つの見込まれる周波数シ
フトを定義している。図２Ａの例では、在圏／測定セルと干渉セル（例えば、基地局１２
－２のセル）とはいずれも、ゼロという周波数シフトを使用している。結果として、在圏
／測定セルと干渉セル（例えば、基地局１２－２のセル）とについてのＣＲＳ送信はいず
れも、同じＲＥを使用することになり、従って、ＣＲＳは衝突する。対照的に、図２Ｂの
例では、在圏／測定セルはゼロというＣＲＳのための周波数シフトを使用し、他方、干渉
セルは、２というＣＲＳのための周波数シフトを使用している。結果として、在圏／測定
セルと干渉セルとのＣＲＳ送信は、別のＲＥを使用し、従ってＣＲＳは衝突しない。
【００６２】
　重要なことだが、ワイヤレスデバイス１４は、所望のセルに対して基地局１２－１によ
って送信された信号をワイヤレスデバイス１４が受信する（例えば、チャネル、物理信号
、が測定を行う等）間に、ワイヤレスデバイス１４の受信器におけるセル間干渉を低減さ
せるために、１つ以上のセル間干渉低減技法（例えば、ＩＣ－ＣＲＳ技法）を用いてセル
間干渉低減を実行することができる。このセル間干渉は、干渉セルに対する基地局１２－
２および１２－３による信号（例えば、基準信号）の送信によって引き起こされる。留意
すべきことだが、本明細書では、議論を簡単にするために１つの在圏／測定セルだけにつ
いて述べているが、ワイヤレスデバイス１４は、マルチキャリアまたはキャリアアグリゲ
ーション（ＣＡ）スキームにおいて複数の在圏／測定セルについて干渉低減を実行するこ
ともある。例えば、マルチキャリアのシナリオでは、本明細書で開示される実施形態は、
ワイヤレスデバイス１４の個々の在圏セルからの信号の受信に適用可能である。
【００６３】
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　セル間干渉低減を実行するために、ワイヤレスデバイス１４は、干渉セルからの干渉を
推定しなければならない。ＬＴＥでは、干渉は、在圏／測定セルから下りリンクで送信さ
れるＣＲＳに関して推定される。しかし、上記で論じたように、干渉セルからのＣＲＳは
、在圏／測定セルのＣＲＳと衝突することも衝突しないこともある。衝突する（すなわち
、非シフトの）ＣＲＳシナリオについては、干渉の測定値は、干渉セルのＣＲＳ送信だけ
に基づく。ＣＲＳは、フルパワーで送信されるのだから、ワイヤレスデバイス１４は、干
渉セルにおけるトラヒック負荷には依存せず、「高」干渉を測定するであろう。従って、
そのような干渉の推定値は、干渉セル内のトラヒックレベルが高いというシナリオに限っ
て正確である。そうでない場合、そのような干渉の推定値は、干渉の量を過大評価するこ
とになる。逆に、衝突しない（すなわち、シフトの）シナリオでは、干渉の測定値は、干
渉セルからのデータ送信に基づき、従って、干渉の測定値は、干渉セル内のトラヒックレ
ベル、または負荷に依存する。しかし、そのような干渉の推定値は、それらが干渉セルの
シフトされたＣＲＳ送信の影響を捕捉しないという点で、干渉を過小評価するであろう。
【００６４】
　これらの問題に対処するために、以下で論じるように、ワイヤレスデバイス１４におけ
る干渉低減は、例えば、衝突しない基準信号および干渉セル内の高トラヒックレベルとい
った、所定の条件下に限ってトリガされる。詳細には、ワイヤレスデバイス１４における
干渉低減は、ワイヤレスデバイス１４が、干渉セルからその受信器で受信した少なくとも
所定のタイプの無線信号（例えば、ＣＲＳ）の干渉低減を実行するべき１つ以上の条件を
まず評価することによって、トリガされる。条件は、一部の実施形態では、干渉セルと、
在圏／測定セルと、ワイヤレスデバイス１４と、および／または、ワイヤレスデバイス１
４と干渉セルと在圏／測定セルとのいずれかの組み合わせの間の関係とに関連する情報に
基づく。条件が満たされた時、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減がトリガされる
。一実施形態では、干渉低減をトリガするという判断はネットワークノード（例えば、在
圏／測定セルの基地局１２－１）によって行われ、ワイヤレスデバイス１４における干渉
低減は、ワイヤレスデバイス１４へのインジケーションを、明示的または暗示的のいずれ
かによって、シグナリングすることによってトリガされ、条件を評価することによって判
断されたとおり、１つ以上の干渉セルからの無線信号（例えば、ＩＣ－ＣＲＳ）の干渉低
減をワイヤレスデバイス１４が開始できるようにする。結果として、例えばチャネル品質
（例えば、ＣＱＩ）を導出するために、より正確な干渉推定値が得られることになり、そ
れが次には、ユーザスループットの向上をもたらす。
【００６５】
　先へ進む前に、留意すべきことだが、本明細書で開示されるシステムおよび方法は、例
えば、低干渉サブフレームまたはほぼ空白のサブフレーム（ＡＢＳ：Ａｌｍｏｓｔ　Ｂｌ
ａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ）が干渉セル内で構成されるかまたは使用される場合に、在圏
／測定セルと干渉セルとの間にリソース分割が行われないようなシナリオに、特に適用可
能である。典型的には、ホモジニアスネットワーク配置では、在圏セルと干渉セルとの間
でリソース分割は行われない。しかし、一部のヘテロジニアスネットワーク構成において
も（例えば、在圏セルが、高出力ノード（ＨＰＮ：Ｈｉｇｈ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｏｄｅ）（
例えば、マクロＢＳ）によってサービス提供され、干渉セルが、低出力ノード（ＬＰＮ：
Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｏｄｅ）（例えば、マイクロ、ピコ、またはフェムトＢＳ）によ
ってサービス提供される場合）、在圏セルと干渉セルとの間でリソース分割は行われない
。
【００６６】
　図３は、本開示の一実施形態によるワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガ
するための、セルラ通信ネットワーク１０に関連するノードの動作を示すフローチャート
である。このノードは、ネットワークノード（例えば、在圏／測定セルの基地局１２－１
のような無線ネットワークノード）またはワイヤレスデバイス１４であってもよい。留意
すべきことだが、図３の「ステップ」は特定の順序で示されているけれども、「ステップ
」は、具体的な順序が明示的または暗示的に求められない限り、特定の実装に依存してい
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ずれかの所望の順序で（あるいは、同時に）行われてよい。
【００６７】
　図示するように、ノードが、少なくとも１つの干渉セルにおける信号負荷または干渉レ
ベルを示す情報を入手する（ステップ１００）。図１の例では、２つの干渉セルが存在す
る。しかし、１つ以上の干渉セルは、何個あってもよい。この情報は、例えば、干渉セル
内での送信信号の負荷、および／または、干渉セルからワイヤレスデバイス１４で受信さ
れた信号品質を示しうるいずれかのメトリックであってもよい。干渉セルの干渉レベルは
、ワイヤレスデバイス１４によってワイヤレスデバイス１４の受信器において経験された
干渉は、干渉セルによって引き起こされたということを意味する。また、ノードは、在圏
／測定セル内で使用された基準信号と干渉セル内で使用された基準信号との間の信号関係
を示す情報を入手する（ステップ１０２）。一実施形態では、信号関係は、衝突するか衝
突しないかのいずれか一方である。例えば、一実施形態では、基準信号はＣＲＳであって
、信号関係は、衝突するＣＲＳか衝突しないＣＲＳかのいずれか一方である。
【００６８】
　さらに、ノードは、基地局１２－１によって在圏／測定セルに対して送信された信号と
、基地局１２－２および１２－３によって干渉セルに対して送信された信号との間のタイ
ミング関係、および／または、在圏／測定セルからワイヤレスデバイス１４で受信された
信号と、干渉セルからワイヤレスデバイス１４で受信された信号との間のタイミング関係
を示す情報も入手する（ステップ１０４）。一例を挙げると、タイミング関係は、オーバ
ラップするカバレージエリアを有する所望のセルと干渉セルとのうちの何らかのペアの間
のフレーム開始タイミングにおける最大絶対偏差として定義される。ステップ１００乃至
１０４はすべてこの例において行われるが、本開示は、それに限定されないことに留意さ
れたい。一部の実施形態では、これらの３つのステップがすべて行われなくてもよい（例
えば、ステップ１００および１０２だけが行われてもよいし、ステップ１００および１０
４だけが行われてもよいし、ステップ１０２および１０４だけが行われてもよい）。
【００６９】
　また、任意で、一部の実施形態では、ノードが、補足的情報を入手する（ステップ１０
６）。一部の実施形態では、補足的情報には、ワイヤレスデバイス１４における信号動作
タイプ（例えば、チャネル推定、干渉推定等）を示す情報と、ワイヤレスデバイス１４の
バッテリ寿命を示す情報と、ワイヤレスデバイス１４の消費電力を示す情報と、ワイヤレ
スデバイス１４が経験したネットワーク配置シナリオ（例えば、ホモジニアスまたはヘテ
ロジニアス）を示す情報と、干渉セルに関するワイヤレスデバイス１４の場所または位置
を示す情報と、在圏／測定セルと干渉セルとの間の周波数誤差を示す情報とのうち、１つ
以上が含まれてもよい。
【００７０】
　ノードは、１つ以上の事前設定された基準と、ステップ１００乃至１０６で入手された
情報の少なくとも一部とに基づいて、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガ
するかどうかを判断する（ステップ１０８）。言い換えると、ノードは、情報に基づいて
、１つ以上の事前設定された基準によって定義されたように、ワイヤレスデバイス１４の
受信器で干渉セルから受信された少なくとも所定のタイプの無線信号（例えば、ＣＲＳ）
の干渉低減をワイヤレスデバイス１４が行うべき１つ以上の条件にアクセスする。一実施
形態では、ノードは、事前設定された基準がすべて満たされた場合に限って干渉低減がト
リガされるべきであると判断する。詳細には、一実施形態では、ワイヤレスデバイス１４
で干渉低減をトリガするための事前設定された基準、あるいは言い換えると条件には、ワ
イヤレスデバイス１４の干渉低減能力と、干渉セル内の信号負荷または干渉レベルと、所
望のセルと干渉セルとの間の信号関係と、所望のセルと干渉セルの間のタイミング関係と
のうちのいずれか１つまたは組み合わせ（そして、一実施形態では、それらすべて）に基
づく１つ以上の基準が含まれる。
【００７１】
　干渉低減はトリガされるべきでないとノードが判断した場合、プロセスは終了する。任
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意で、プロセスは、要望に応じて繰り返されてもよい。ワイヤレスデバイス１４において
干渉低減がトリガされるべきであるとノードが判断した場合には、ノードは、ワイヤレス
デバイス１４における干渉低減をトリガする（ステップ１１０）。留意すべきことだが、
具体的な実施形態に依存して、干渉低減は、すべての干渉セルについてトリガされてもよ
いし、事前設定された基準が満たされた干渉セルだけについてトリガされてもよい。ノー
ドが干渉低減をトリガする要領は、具体的な実施形態に依存して変わりうる。詳細には、
一実施形態では、ノードはワイヤレスデバイス１４であり、ワイヤレスデバイス１４が、
ワイヤレスデバイス１４において干渉低減をローカルにトリガする。別の実施形態では、
ノードはネットワークノードであり、ネットワークノードが、ワイヤレスデバイス１４に
対する暗示的か明示的かいずれかのシグナリングによって、ワイヤレスデバイス１４にお
ける干渉低減をトリガする。このシグナリングは、少なくとも１つ以上の識別された干渉
セルに関してワイヤレスデバイス１４が干渉低減を起動すべきことを、ワイヤレスデバイ
ス１４に示す。
【００７２】
　暗示的シグナリングの一例は、「ＣＲＳ支援情報」と呼ばれる、３ＧＰＰ　ＬＴＥの中
の既存の情報要素（ＩＥ：Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）である。ＣＲＳ支
援情報は、上記のような、干渉セルについての情報を含んでいる。一部の実施形態では、
ワイヤレスデバイス１４の在圏セルからの干渉セルについての情報を少なくとも使ってワ
イヤレスデバイス１４が構成される（例えば、ＣＲＳ支援情報を介して構成される）こと
を条件として、ワイヤレスデバイス１４はＩＣ－ＣＲＳまたは特定の信号の干渉低減を実
行する。例えば、ワイヤレスデバイス１４が、少なくともワイヤレスデバイス１４の在圏
セルからの干渉セルについての情報を使って構成される（例えば、ＣＲＳ支援情報を介し
て構成される）ことを条件として、ワイヤレスデバイス１４がＩＣ－ＣＲＳまたは特定の
信号の干渉低減を実行することが、標準または構成によって必要とされる可能性がある。
別の例として、ワイヤレスデバイス１４が、少なくとも在圏セルからの干渉セルについて
の情報（例えば、ＣＲＳ支援情報）を受信することを条件として、ワイヤレスデバイス１
４が、１つ以上の事前設定された要件の集合に合致しなければならないことが、追加とし
てまたは代替として事前設定される可能性がある。事前設定される要件の例として、デー
タチャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ）および／または制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ／
ＰＨＩＣＨ／ＰＣＦＩＣＨ）のＵＥ性能要件、チャネル状態情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）測定値（例えば、ＣＱＩ）等がある。従って
、この例では、ネットワークノードは、対応するＣＲＳ支援情報をワイヤレスデバイス１
４にシグナリングすることによって、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減を暗示的
にトリガしてもよい。
【００７３】
　明示的な指示の例は、ワイヤレスデバイス１４が干渉低減を起動すべきであることを示
す指標（インジケータ）である。例えば、その最も単純な形では、明示的な指標は、例え
ば干渉低減を停止することと干渉低減を起動することとをそれぞれ表す０と１のような２
つのレベルを使って、ブーリアンパラメータまたはバイナリパラメータという形で表現す
ることができる。また、指標は、特定のタイプの信号またはチャネル（例えば、ＣＲＳ、
ＰＳＳ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）／ＳＳＳ（
Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ）、ＰＢＣＨ（Ｐ
ｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）等）または、干渉セルのすべて
の信号またはチャネルに干渉低減を適用すべきかどうかを示してもよい。また、指標は、
ワイヤレスデバイス１４が、所望のセルのすべてのチャネル上の、または所望のセルのデ
ータチャネル上の、または所望のセルの制御チャネル上の、あるいは所望のセルの選択さ
れたチャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ等）上だけの干渉を低減すべきかどうか
をワイヤレスデバイス１４に知らせる情報のような、追加情報を含んでもよい。また、指
標は、ワイヤレスデバイス１４が干渉低減を実行することになる周波数および／または時
間領域の物理リソースをワイヤレスデバイス１４に知らせる、追加情報を含んでもよい。
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例えば、セルが、利用可能なシステム帯域幅の半分だけで活動状態であることがある。従
って、周波数領域内で使用されているリソースを示すビットマップが用いられてもよい。
この場合、ワイヤレスデバイス１４は、周波数領域の対応する部分だけで干渉低減を行っ
てもよい。また、指標は、干渉低減または復調のために干渉低減支援情報が用いられるべ
きかどうかに関する情報を含んでもよい。上記の事例のほとんどにおいて、明示的な指標
が、無線リソース制御（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）シグ
ナリングを介してワイヤレスデバイス１４へシグナリングされてもよい。
【００７４】
　次に、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガすべきかどうか判断するのに
用いられる、事前設定される基準について詳細に論じる。事前設定される基準（または条
件）には、１つ以上の主な基準と、実施形態によっては、１つ以上の補足的基準とが含ま
れる。１つ以上の主な基準は、干渉低減を実行するためのワイヤレスデバイス１４の能力
と、干渉セル内の信号負荷または干渉レベルと、所望のセルと干渉セルとの間の信号関係
と、所望のセルと干渉セルとの間のタイミング関係とのうちの１つ以上に基づいており、
その各々について以下で論じる。
【００７５】
　ワイヤレスデバイス１４の干渉低減能力。ワイヤレスデバイス１４の干渉低減能力は、
例えば、ワイヤレスデバイス１４のＵＥカテゴリによって判断されてもよい。この情報に
基づいて、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするための事前設定された
基準は、ワイヤレスデバイス１４が、干渉低減を実行することができる、または、所望の
タイプの特別な信号に対して干渉低減を実行することができるということであってもよい
。ステップ１０８がネットワークノード内で行われる場合、そのような基準は、例えば、
ワイヤレスデバイス１４が所望の干渉低減を実行することができない場合には不要な干渉
低減関連情報をワイヤレスデバイス１４へ送信するのを避けるであろう。
【００７６】
　一実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはネットワークノードであり、ネッ
トワークノードは、ワイヤレスデバイス１４の干渉低減能力を示す情報をワイヤレスデバ
イス１４または別のネットワークノードから入手してもよい。詳細には、一実施形態では
、ワイヤレスデバイス１４は、ワイヤレスデバイス１４が備えている受信器のタイプをセ
ルラ通信ネットワーク１０（すなわち、例えば基地局１２－１のようなネットワークノー
ド）に知らせる、および／または、ワイヤレスデバイス１４が干渉低減を実行する能力を
持っているかどうかをセルラ通信ネットワーク１０に知らせる。ワイヤレスデバイス１４
は、さらに、ワイヤレスデバイス１４が干渉低減を実行することができる信号タイプ（例
えば、ＣＲＳ、ＰＳＳ、ＳＳＳ等）をセルラ通信ネットワーク１０に知らせてもよい。別
の実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはワイヤレスデバイス１４である。こ
の場合、ワイヤレスデバイス１４は、自分が干渉低減能力を持っているかどうかを知って
いる。
【００７７】
　干渉セル内の信号負荷または干渉レベル。この情報は、例えば、干渉セル内での送信信
号の負荷、および／または、干渉セルからワイヤレスデバイス１４で受信された信号品質
を示しうるいずれかのメトリックであってもよい。干渉セルの干渉レベルは、ワイヤレス
デバイス１４によってワイヤレスデバイス１４の受信器において経験された干渉は、干渉
セルによって引き起こされたということを意味する。メトリック、または、干渉セルにお
ける信号負荷または干渉レベルを示す情報の例には、無線ノード送信出力（例えば、干渉
セルにサービス提供している基地局１２－２／１２－３の送信出力）と、干渉セルに対す
るワイヤレスデバイス１４における受信信号品質（例えば、干渉セルについて測定された
基準信号受信品質（ＲＳＲＱ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　
Ｑｕａｌｉｔｙ））と、干渉セルにサービス提供する無線ノード（例えば、基地局）にお
ける無線リソースの利用（例えば、物理リソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂ
ｌｏｃｋ）、ＲＥ等の使用）と、干渉セルからのデータチャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ）
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および／または制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ，ＰＨＩＣＨ等）の送信強度とが含ま
れうる。
【００７８】
　具体的な干渉セルについてワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするため
の事前設定された基準には、干渉セル内の信号負荷および／または干渉レベルに基づく１
つ以上の基準が含まれうる。例えば、事前設定された基準には、干渉セル内の信号負荷ま
たは干渉レベルが例えば所定の閾値を下回るというような定義される条件に合致する場合
に、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減が干渉セルについてトリガされるべきであ
るという基準が含まれうる。この閾値は、干渉セル内の負荷またはトラヒックレベルが、
低いかまたは中程度であることを示していてもよい。この基準は、一実施形態では、所望
のセルの基準信号と干渉セルの基準信号とが衝突しないことという基準と組み合わされて
もよい。具体例として、基準は、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減は、基準信号
同士が衝突せず、かつ、干渉セル内のリソース利用の平均が３０％未満である、すなわち
、干渉セルについての下りリンクの物理リソースブロック（ＰＲＢ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）のうちで平均して３０％だけが使用されている場合に、
干渉セルについてトリガされるべきというものであってもよい。この条件は、すべての干
渉セルについて、例えば、ワイヤレスデバイス１４のＮ個の最も強力な干渉セルについて
、確認されてもよい。一実施形態では、干渉低減は、Ｎ個の最も強力な干渉セルがすべて
、この条件（およびいずれかの他の条件）を満たす場合に限ってトリガされる。別の実施
形態では、具体的な干渉セルについての干渉低減は、その干渉セルについて条件（すなわ
ち、事前設定された基準）が満たされた場合にトリガされるように、干渉低減が干渉セル
毎にトリガされる。
【００７９】
　干渉セル内の信号負荷または干渉レベルを示す情報は、いずれかの適切な要領でノード
によって入手されてもよい。一実施形態では、ノードはネットワークノードであり、その
ネットワークノードが、干渉セルおよび／またはワイヤレスデバイス１４から受信した情
報または測定値（例えば、ＲＳＲＱ）から前述の情報を入手する。別の実施形態では、ノ
ードはワイヤレスデバイス１４であり、ワイヤレスデバイス１４が、例えば、干渉セルか
ら受信した信号の信号品質（例えば、ＲＳＲＱ、信号対干渉および雑音比（ＳＩＮＲ：Ｓ
ｉｇｎａｌ－ｔｏ－Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｌｕｓ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）等
）を入手することによって、前述の情報を入手する。別の例として、ワイヤレスデバイス
１４が、干渉セルの信号負荷（例えば、平均送信出力）に関してワイヤレスデバイス１４
の在圏セルから明示的な情報を受信してもよい。信号負荷または干渉レベルは、例えば２
００ミリ秒（ｍｓ）といった所定の時間枠について推定することができる。
【００８０】
　所望のセルと干渉セルとの間の信号関係。１つ以上の事前設定された基準には、追加と
してまたは代替として、所望のセルと干渉セルとの間の信号関係に基づく少なくとも１つ
の基準が含まれうる。この信号関係とは、所望のセルによって用いられる基準信号の時間
－周波数位置と干渉セルによって用いられる基準信号の時間－周波数位置との間の関係の
ことを言う。一例は、所望のセルによって送信されたＣＲＳと干渉セルによって送信され
たＣＲＳとが、衝突するか衝突しないかである。ＣＲＳの衝突は、所望のセルおよび干渉
セル内のＣＲＳを含むＲＥが、時間と周波数との両方でオーバラップする場合に生じる。
ＣＲＳの衝突は、所望のセルと干渉セルとの間で周波数領域においてＣＲＳをシフトする
ことによって回避することができる。これは、ネットワークプランニングの間に行われ、
従って、頻繁に変更されるものではない。従って、ノードは、ワイヤレスデバイス１４の
所望のセルと干渉セルとの間でＣＲＳが衝突するか否かを確認する。
【００８１】
　一例では、事前設定された基準には、干渉セルについてのワイヤレスデバイス１４にお
ける干渉低減は、所望のセルと干渉セルのＣＲＳが衝突しない場合にトリガされることと
いう基準が含まれる。これは、ワイヤレスデバイス１４における下りリンクデータおよび
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／または制御チャネルについての干渉を低減することが望まれている場合、大いに有利で
ありうる。別の例として、ワイヤレスデバイス１４における（例えば、ＣＲＳに基づく）
チャネル推定を向上させ、および／または、（例えば、ＣＲＳに基づいて）ＣＳＩ性能を
向上させることが望ましい場合には、事前設定された基準には、所望のセルと干渉セルと
についてのＣＲＳが衝突する場合には、干渉低減が干渉セルについてワイヤレスデバイス
１４においてトリガされるべきという基準が含まれうる。典型的には、シフトによるＣＲ
Ｓシナリオについては、干渉セル内のＣＲＳ送信の影響が大きいため、特に低負荷または
低トラヒックレベルの場合は、干渉セル内のデータチャネルおよび／または制御チャネル
について干渉を低減させる方が、より望ましい。従って、ＣＲＳが衝突しない場合にワイ
ヤレスデバイス１４において、普通に、あるいは頻繁に、干渉低減がトリガされてもよい
。
【００８２】
　留意すべきことだが、３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、衝突するＣＲＳおよび衝突しないＣＲＳ
は、ｍｏｄ　ｘ演算を用いて数学的に表すことができる。基地局における単一アンテナの
場合、ＣＲＳ衝突を避けるための６とおりの周波数シフトがありうる。一例を挙げると、
セル１とセル２とで使用されるＣＲＳが衝突する場合には、それらの物理セルＩＤ（ＰＣ
Ｉ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）＃１と＃２との間の関係は、ｍｏ
ｄ６演算で表すことができる。別の例では、セル３とセル４とで使用されるＣＲＳが衝突
しない場合には、それらのＰＣＩ＃３と＃４との間の関係も、ｍｏｄ６演算で表すことが
できる。これらの例を以下の数学的に表す。
　・セル１とセル２との間の衝突するＣＲＳ：（ＰＣＩｃｅｌｌ１－ＰＣＩｃｅｌｌ２）
ｍｏｄ６＝０
　・セル３とセル４との間の衝突しないＣＲＳ：（ＰＣＩｃｅｌｌ３－ＰＣＩｃｅｌｌ４
）ｍｏｄ６！＝０
【００８３】
　一実施形態では、ノードはネットワークノードであり、ネットワークノードは、所望の
セルの基準信号と干渉セルの基準信号との間の信号関係を示す情報を、別のネットワーク
ノードからかまたはワイヤレスデバイス１４からかまたはそれらの組み合わせから入手す
る。例えば、ネットワークノードは、所望のセルおよび干渉セルのＰＣＩを入手し、ＰＣ
Ｉに基づいて、所望のセルの基準信号と干渉セルの基準信号が衝突するのか衝突しないの
かを、上記のように例えばｍｏｄ　ｘ演算を用いて、判断してもよい。別の実施形態では
、ノードは、ワイヤレスデバイス１４であり、ワイヤレスデバイス１４は、所望のセルの
基準信号と干渉セルの基準信号との間の信号関係を示す情報を、１つ以上のネットワーク
ノード（例えば、在圏セルと干渉セルとの基地局１２－１、１２－２、１２－３のそれぞ
れ）から入手する。例えば、ワイヤレスデバイス１４が、所望のセルおよび干渉セルのＰ
ＣＩを同期またはセル探索（セルサーチ）の間に入手し、ＰＣＩに基づいて、所望のセル
の基準信号と干渉セルの基準信号が衝突するのか衝突しないのかを、上記のように例えば
ｍｏｄ　ｘ演算を用いて、判断してもよい。
【００８４】
　所望のセルと干渉セルとの間のタイミング関係。１つ以上の事前設定される基準には、
追加としてまたは代替として、所望のセルと干渉セルとの間のタイミング関係に基づく少
なくとも１つの基準が含まれうる。このタイミングとは、所望のセルによって送信された
信号と干渉セルによって送信された信号との間のタイミング関係、および／または、ワイ
ヤレスデバイス１４において受信された所望のセルからの信号と干渉セルからの信号との
間のタイミング関係のことを言う。また、このタイミング関係は、相互に置き換え可能な
ように、所望のセルによって送信された信号と干渉セルによって送信された信号との間の
送信時間同期または送信時間アライメントとも呼ばれる。また、このタイミング関係は、
相互に置き換え可能なように、セル位相同期精度とも呼ばれる。一例を挙げると、タイミ
ング関係は、カバレージエリアがオーバラップする所望のセルと干渉セルとの何らかのペ
アの間のフレーム開始タイミングにおける最大絶対偏差として定義される。典型的には、
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セル間の送信時間アライメントは、１乃至１０マイクロ秒（μｓ）のオーダである可能性
がある。
【００８５】
　典型的には、ワイヤレスデバイス１４は、単一の受信器（例えば、単一の逆高速フーリ
エ変換（ＩＦＦＴ：Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）
／高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ））を有
する。従って、ワイヤレスデバイス１４は、これらの干渉信号および所望のセルの信号が
、サイクリックプレフィクス（ＣＰ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ）長の十分な範囲内に
（例えば、通常のＣＰについて４．７マイクロ秒）ワイヤレスデバイス１４の受信器に到
着するという条件で、干渉セルから受信した信号の干渉低減を実行することができる。従
って、ワイヤレスデバイス１４における信号の受信時間差は、１乃至２マイクロ秒の範囲
内であるべきである。従って、一例として、干渉セルについてワイヤレスデバイス１４に
おける干渉低減をトリガするための事前設定された基準には、所望のセルと干渉セルとの
間のタイミング関係は、ワイヤレスデバイス１４が単一の受信器を用いて干渉低減を行え
るようである（例えば、タイミング関係は、ワイヤレスデバイス１４の受信器においてＣ
Ｐ長の十分な範囲内である）こと、という基準が含まれうる。そうでない場合、ワイヤレ
スデバイス１４では干渉低減がトリガされない。典型的なシナリオでは、ワイヤレスデバ
イス１４は、所望のセルのセル境界領域にある。同期されたホモジニアスネットワークで
は、所望のセルおよび干渉セルからの信号は、セル同士が同じ大きさであるため、ワイヤ
レスデバイス１４での受信時間差が小さい。従って、セルが同期されている（すなわち、
送信時間が１乃至３マイクロ秒である）場合のシナリオでは、ノードは、ワイヤレスデバ
イス１４における干渉低減の起動を決定することができる。
【００８６】
　一実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはネットワークノードであり、ネッ
トワークノードは、所定の情報に基づいてセル間のタイミング関係を判断するかまたは、
ネットワークノードは、この情報を持つ別のノード（例えば、別のネットワークノード）
からこれを入手する。例えば、一対のセルの間の送信時間の関係をカバレージエリアおよ
びそれらのセル識別子（例えば、セルＩＤ）にマッピングするルックアップテーブルが、
ネットワークノード内に格納されてもよい。在圏セルおよび干渉セルからワイヤレスデバ
イス１４で受信された信号の受信時間差は、ワイヤレスデバイス１４からの測定報告に基
づいて明示的にネットワークノードによって判断されてもよいし、ワイヤレスデバイス１
４の位置を知ることによって暗示的に判断されてもよい。
【００８７】
　図３のプロセスを実行するノードがネットワークノードである場合の実施形態では、ワ
イヤレスデバイス１４からセルの対の受信時間差の測定も入手する。この測定は、所望の
セルおよび干渉セルからワイヤレスデバイス１４の受信器で受信された信号についてワイ
ヤレスデバイス１４によって行われてもよい。そのような測定の一例として、到来時間差
観測値（ＯＴＤＯＡ：Ｏｂｓｅｒｖｅｄ　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｆ　Ａｒ
ｒｉｖａｌ）測位のためにワイヤレスデバイス１４によって測位基準信号（ＰＲＳ：Ｐｏ
ｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）に関して行われる基準信号時
間差（ＲＳＴＤ）測定がある。この測定報告は、ワイヤレスデバイス１４が、所定の干渉
セルからの信号の干渉低減を実行することができるか否かを、より正確に示すことができ
る。従って、ネットワークノードは、これらの測定結果、および／または、無線ノードに
おける送信時間差を用いて、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするかど
うかを決定し、また、干渉セルが干渉低減のためにワイヤレスデバイス１４へ送信される
支援情報の中に含まれるべきかどうかを決定することができる。ネットワークノードは、
無線チャネル特性（例えば、マルチパス遅延プロファイル）を考慮に入れて、ワイヤレス
デバイス１４の受信器における所望のセルおよび干渉セルからの信号の拡散見込を判断ま
たは予測することも可能である。チャネルが、非常に高速の遅延拡散（例えば、２マイク
ロ秒）を有する場合には、ネットワークノードは、所望のセルおよび干渉セルが例えば１
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００乃至２００メータという小さなサイズでない限り、ワイヤレスデバイス１４における
干渉低減をトリガしないことを決定してもよい。無線チャネル特性は、ワイヤレスデバイ
ス１４の在圏セルについての上りリンクでワイヤレスデバイス１４によって送信された信
号について判断されうる。
【００８８】
　別の実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはワイヤレスデバイス１４であり
、ワイヤレスデバイス１４は、同期の間およびセル探索の間に個々のセルのタイミングを
判断する。判断されたタイミングに基づいて、ワイヤレスデバイス１４は、その受信器で
所望のセルおよび干渉セルから受信された信号間のタイミング関係を判断する。また、ワ
イヤレスデバイス１４は、セル探索の間に所望のセルと干渉セルとのＣＰ長を判断しても
よい。
【００８９】
　上述のように、一部の実施形態では、事前設定された基準（または条件）には、１つ以
上の主な基準に加えて、１つ以上の補足的基準が含まれる。１つ以上の補足的基準は、ワ
イヤレスデバイス１４の信号動作タイプと、ワイヤレスデバイス１４のバッテリ寿命と、
ワイヤレスデバイス１４の消費電力と、ネットワーク配置シナリオと、干渉セルに対する
ワイヤレスデバイス１４の位置と、所望のセルと干渉セルとの間の周波数誤差とのうちの
１つ以上をベースにしており、その各々について以下で論じる。
【００９０】
　信号動作タイプ。ワイヤレスデバイス１４の信号動作タイプの例には、チャネル推定と
、干渉推定と、復調と、ＣＳＩ（例えば、ＣＱＩ）評価とが含まれる。以下で論じるよう
に、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするための事前設定された基準に
は、ワイヤレスデバイス１４における信号動作タイプに基づく１つ以上の基準が含まれう
る。例えば、信号動作タイプが干渉推定である場合、ノードは、干渉推定より前に、非活
動状態にある干渉セルについてだけ、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガ
しうる。対照的に、ノードは、チャネル推定より前に、活動状態にある干渉セルと非活動
状態にある干渉セルとのいずれについても、干渉低減をトリガしうる。図３のプロセスを
実行するノードがワイヤレスデバイス１４である場合、ワイヤレスデバイス１４は、信号
動作タイプに基づく１つ以上の事前設定された基準を用いて、所望のセルからの信号の受
信品質が向上すると思われる、適切な干渉セルからの信号に限って干渉低減を行ってもよ
い。
【００９１】
　一実施形態では、図３のプロセスを実行するノードは、ネットワークノードである。ネ
ットワークノードは、ワイヤレスデバイス１４がチャネル推定および／または干渉推定の
ためにＣＲＳを使用するのかまたは何らかの他のタイプの基準信号（例えば、復調基準信
号（ＤＭＲＳ：Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）、チャ
ネル状態情報－基準シンボル（ＣＳＩ－ＲＳ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ－Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｙｍｂｏｌ）等）を使用するのか、ワイヤレスデ
バイス１４の信号動作タイプを判断するのに、例えば以下のうち１つ以上に基づいて判断
することがある。
　・ワイヤレスデバイス１４の事前設定された動作。例えば、標準によって定義されるよ
うに、所定のタイプの基準信号を用いてチャネル推定を行うこと。
　・ワイヤレスデバイス１４について事前設定された要件。例えば、ワイヤレスデバイス
１４が所定のタイプの基準信号を用いてチャネル推定を行うことを必要とする、ワイヤレ
スデバイスＰＤＳＣＨ復調要件が、対応する標準（例えば、新しいＬＴＥ標準）の中で所
定のアンテナ送信モードについて規定されている。
　・アンテナ送信モード。例えば、少なくとも送信モード１乃至８（例えば、送信ダイバ
ーシチ、空間ダイバーシチ、閉域ループスキーム等）は、ＣＲＳを用いてチャネル推定お
よび／または干渉推定を行う。セルラ通信ネットワーク１０は、所定のアンテナモードを
使ってワイヤレスデバイス１４を構成するため、ネットワークノードは、ワイヤレスデバ



(31) JP 6010708 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

イス１４によって現在使用されているアンテナノードを知っている（または知ることがで
きる）。
　・ワイヤレスデバイス１４からの明示的な指標。例えば、ワイヤレスデバイス１４はＣ
ＲＳを用いてチャネル推定を行うという、ワイヤレスデバイス１４からの明示的な指標。
【００９２】
　別の実施形態では、図３のプロセスを実行するノードは、ワイヤレスデバイス１４であ
る。ワイヤレスデバイス１４は、干渉推定およびチャネル推定を行う。従って、ワイヤレ
スデバイス１４は、この情報をローカルに（例えば、自分自身の処理ユニットから）検索
することができる。
【００９３】
　バッテリ寿命または消費電力。ホモジニアスネットワークでは、ワイヤレスデバイス１
４は、干渉セルからの干渉信号によって引き起こされた干渉を低減させるために、連続的
に、または少なくともほとんどの時間、またはワイヤレスデバイス１４がサービス提供さ
れるかまたは測定を行う時はいつでも、干渉低減を実行すると想定されている。これは、
ホモジニアスネットワーク内のトラヒック負荷は、ヘテロジニアスネットワーク内のそれ
よりもはるかに高いからである。ヘテロジニアスネットワークにおいても、原則として、
ワイヤレスデバイス１４は、すべてのサブフレーム内の下りリンクチャネル（例えば、Ｐ
ＤＣＣＨ）の受信を監視することが必要とされる。しかし、ヘテロジニアスネットワーク
では、ワイヤレスデバイス１４の性能要件（例えば、ＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ受信性能等
）は、干渉セル内のＡＢＳとオーバラップするサブフレーム内で定義される。しかし、ホ
モジニアスネットワークでは、ワイヤレスデバイス１４は、在圏セルのすべての下りリン
クサブフレーム内の制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＤ監視）を聴取する必要があり、従
って、在圏セルの無線フレーム内のすべての下りリンクサブフレーム内でサービス提供さ
れることがある。干渉低減は、ワイヤレスデバイス１４の消費電力、メモリおよび処理の
増加を必要とする。
【００９４】
　従って、一実施形態では、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするため
の事前設定された基準には、ワイヤレスデバイス１４におけるバッテリ寿命および／また
は消費電力に基づく１つ以上の基準が含まれる。１つ以上の基準は、ワイヤレスデバイス
１４におけるバッテリの消耗を回避する要領で、ワイヤレスデバイス１４における干渉低
減をトリガするかまたはトリガしないように定義されてもよい。例えば、ワイヤレスデバ
イス１４におけるバッテリ寿命が閾値未満である場合には、ノードは、ワイヤレスデバイ
ス１４における干渉低減をトリガしなくてもよい。
【００９５】
　一実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはネットワークノードであり、ネッ
トワークノードは、例えば、現行の、または現在の、バッテリレベル（例えば、ワットに
よる絶対値、低中高のような個別の電力レベル等）をワイヤレスデバイス１４から明示的
に受信することによって、ワイヤレスデバイス１４のバッテリ寿命を示す情報を入手する
ことがある。また、ネットワークノードは、例えば、過去の時間帯（Ｔ０）のワイヤレス
デバイス１４の活動レベルを観察することによって、ワイヤレスデバイス１４のバッテリ
寿命の状態を暗示的に判断することもできる。例えば、ワイヤレスデバイス１４が、直近
の所定数のフレーム（例えば、１００乃至２００）にわたってデータを受信している場合
には、ネットワークノードは、ワイヤレスデバイス１４のバッテリ寿命は少ないと暗示的
に推定してもよい。
【００９６】
　別の実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはワイヤレスデバイス１４である
。ワイヤレスデバイス１４は、ワイヤレスデバイス１４の現行のバッテリ寿命を明示的に
判断するかまたは、干渉低減がトリガされる場合に想定されるワイヤレスデバイス１４で
の消費電力を推定することができる。一例を挙げると、ワイヤレスデバイス１４は、ワイ
ヤレスデバイス１４におけるバッテリ寿命が閾値を上回っている場合に限って、干渉低減
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をトリガすることを決定してもよい。
【００９７】
　ネットワーク配置シナリオ。ネットワーク配置シナリオは、所望のセルおよび干渉セル
がホモジニアスネットワークに属しているのかまたはヘテロジニアスネットワークに属し
ているのかを特徴付ける。例えば、所望のセルと干渉セルとが同じタイプ（例えば、マク
ロセル）である場合には、ネットワーク配置シナリオはホモジニアスであると推定される
。そうでない場合、ネットワーク配置シナリオは、ヘテロジニアスであると推定される。
セルタイプは、セルにサービス提供している無線ネットワークノードの出力クラス、セル
のサイズ（例えば、セルの半径、セル間のサイト間距離、セル範囲等）等のような１つ以
上の属性によって特徴付けられる。
【００９８】
　一実施形態では、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするための事前設
定された基準には、ネットワーク配置シナリオに基づく１つ以上の基準が含まれる。例え
ば、所望のセルと干渉セルとがホモジニアスであるという条件で（例えば、それらのセル
がマクロセルであるかそれらのセルがピコセルであるという条件で）ノードが干渉低減を
トリガするように、基準が定義されてもよい。別の例として、例えば、所望のセルがＨＰ
Ｎ（例えば、マクロセル）によってサービス提供され、干渉セルがＬＰＮ（例えば、ピコ
セル）によってサービス提供されている場合のような一部のヘテロジニアスネットワーク
シナリオにおいてノードがワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするように
、基準が定義されてもよい。この場合、干渉セル内には、低干渉のサブフレーム（例えば
、ＡＢＳ）は不要である。
【００９９】
　一実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはネットワークノードである。ネッ
トワークノードは、所望のセルと干渉セルとのネットワーク配置シナリオを、例えば、事
前設定された情報または別のノード（例えば、Ｏ＆Ｍ、ＯＳＳ、ＳＯＮ等）から受信され
た情報に基づいて判断することができる。
【０１００】
　別の実施形態では、図３のプロセスを実行するノードは、ワイヤレスデバイス１４であ
り、ワイヤレスデバイス１４は、所望のセルおよび干渉セルのセルタイプ（例えば、マク
ロ、ピコ等）を、無線測定と、システムパラメータの入手と、事前または履歴の知識等と
のうちのいずれかに基づいて判断することができる。大きいセルにおいては、セル境界エ
リアでは、信号レベル（例えば、経路損失（ＰＬ：Ｐａｔｈ　Ｌｏｓｓ）の測定値、例え
ば、ＰＬ＝ＣＲＳ送信（Ｔｘ）電力（デシベル－ミリワット（ｄＢｍ））－基準信号受信
電力（ＲＳＲＰ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）
（ｄＢｍ））は、小さいセルにおけるそれよりも小さい。また、ワイヤレスデバイス１４
は、セルのシステム情報を読み取って、所定の信号、例えばＣＲＳの送信電力を示すパラ
メータの値を判断してもよい。大きいセルでは、ＣＲＳ送信電力は、小さいセルのそれよ
りも大きい。また、ワイヤレスデバイス１４は、過去に得られたセルタイプ情報を記憶し
てもよい。ワイヤレスデバイス１４は、所望のセルと干渉セルとが所定のタイプである場
合に干渉低減をトリガすることを決定してもよい。一例を挙げると、ワイヤレスデバイス
１４は、所望のセルと干渉セルとがホモジニアスである（例えば、全部がマクロセルであ
るかまたは全部がピコセルである）場合に干渉低減をトリガしてもよい。別の例では、ワ
イヤレスデバイス１４は、所望のセルと干渉セルとがそれぞれＨＰＮおよびＬＰＮによっ
てサービス提供される場合に干渉低減をトリガしてもよい。別の例では、ワイヤレスデバ
イス１４は、所望のセルと干渉セルとがそれぞれＬＰＮおよびＨＰＮによってサービス提
供される場合には干渉低減をトリガしなくてもよい。
【０１０１】
　ワイヤレスデバイス１４の位置。また、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をト
リガするための１つ以上の事前設定された基準には、干渉セルおよび／または所望のセル
に関するワイヤレスデバイス１４の位置に基づく１つ以上の基準が含まれうる。そのよう



(33) JP 6010708 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

な基準は、干渉セルから受信されたワイヤレスデバイス１４における干渉信号の強度をノ
ードが判断するのを可能にする。例えば、ワイヤレスデバイス１４が所望のセルの境界領
域にいる場合には、ノードは、ワイヤレスデバイス１４が干渉セルからの干渉によってよ
り強く影響されると推論することがある。１つ以上の基準は、この場合、ノードがワイヤ
レスデバイス１４における干渉低減をトリガするように定義されてもよい。ワイヤレスデ
バイス１４の位置は、例えば、ジオメトリ因子（例えば、所望のセルの受信電力対干渉比
）、所望のセルのＳＩＮＲ等に関して表現されうる。
【０１０２】
　一実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはネットワークノードであり、ネッ
トワークノードは、ワイヤレスデバイス１４の位置を、例えば、ワイヤレスデバイス１４
によって行われる無線測定と、例えばＵＥ受信（Ｒｘ）－Ｔｘ時間差、Ａ－ＧＮＳＳ（Ａ
ｓｓｉｓｔｅｄ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）、ＯＴＤＯＡ等のようなエンハンストセルＩＤ（Ｅ－ＣＩＤ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ　
Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）測定のような測位方法に基づくワイヤレスデバイス１４の
位置または測位と、のうちの１つ以上に基づいて判断してもよい。別の実施形態では、図
３のプロセスを実行するノードはワイヤレスデバイス１４であり、ワイヤレスデバイス１
４は、その位置を、例えば、適切な無線測定（例えば、所望のセルと干渉セルとの間の相
対的ＲＳＲＰ）、適切な測位方法などに基づいて判断することができる。１つ以上の基準
は、例えば、ワイヤレスデバイス１４が所望のセルのセル境界領域（セル範囲拡大（ＣＲ
Ｅ：Ｃｅｌｌ　Ｒａｎｇｅ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ）とも呼ばれる）にいる場合に限って、
ワイヤレスデバイス１４が干渉低減をトリガするように定義されてもよい。この場合、干
渉低減は、ワイヤレスデバイス１４の性能を高めるであろう。
【０１０３】
　所望のセルと干渉セルとの間の周波数誤差。ワイヤレスデバイス１４における干渉低減
をトリガするための事前設定された規則には、所望のセルと干渉セルとの間の周波数誤差
に基づく１つ以上の基準も含まれてもよい。例えば、ノードは、所望のセルと干渉セルと
の間の周波数誤差が、例えば２００ヘルツ（Ｈｚ）という最大差の閾値に対して、閾値未
満であるという条件で、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガすることを決
定してもよい。一実施形態では、図３のプロセスを実行するノードはネットワークノード
であり、周波数誤差は基地局出力クラスに依存することから、ネットワークノードは、例
えばセルタイプまたは、対応する基地局１２の基地局出力クラスに基づいて、相対的な（
すなわち、所望のセルと干渉セルとの間の）周波数誤差を判断してもよい。別の実施形態
では、図３のプロセスを実行するノードはワイヤレスデバイス１４であり、ワイヤレスデ
バイス１４は、例えば、同期手順の間に、セル間の周波数における差を判断してもよい。
【０１０４】
　留意すべきことだが、本明細書で開示された各種の例示的実施形態を記述する際に、記
述は、或る条件、検討材料、または基準を「最小」、「必要」、「必須」等として、また
その他を「補足的」、「任意」、「追加」等と言及している。しかし、上記で特定したい
ずれかの例を含めて、いずれかの適切な検討材料または基準は、特定の実装において必須
または任意であることがあり、本開示の各種の実施形態は、検討材料または基準のいずれ
かの適切な組み合わせを利用することがある。
【０１０５】
　上記で論じたように、一部の実施形態では、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減
をトリガすることは、少なくとも部分的に、ワイヤレスデバイス１４における信号動作タ
イプに基づいて行われることがある。信号動作タイプの２つの例として、干渉推定とチャ
ネル推定がある。以下で詳細に論じるように、一実施形態では、干渉低減が、干渉推定お
よびチャネル推定について条件付きでトリガされる。しかし、この実施形態について記述
する前に、干渉推定およびチャネル推定を行う場合のワイヤレスデバイス１４における無
条件の干渉低減の２つの例について簡単に論じる。第１の例を図４Ａに示しているが、こ
こでは所望のセルからの信号がワイヤレスデバイス１４で受信され、干渉低減（ＩＭ：Ｉ
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ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎ）が、活動状態の干渉セルと非活動状態
の干渉セルとの両方についての特別なＲＥ（例えば、ＣＲＳシンボルを搬送するＲＥ）に
対して無条件に行われ、次いで、干渉推定およびチャネル推定が、干渉低減後の特別なＲ
Ｅに対して行われる。活動状態の干渉セルは、データを送信している干渉セルであり、非
活動状態の干渉セルは、データを送信していない干渉セルである。この手法の１つの問題
は、干渉が過大評価される可能性があることであり、特に１つ以上の干渉セルが非活動状
態である場合にそうなりうる。図４Ｂの例では、所望のセルからの信号がワイヤレスデバ
イス１４で受信され、特別のＲＥに関して干渉推定およびチャネル推定が行われ、次いで
、ＩＭが、干渉推定およびチャネル推定後に行われる。この手法の１つの問題は、より良
いまたはより正確なチャネル推定を達成するためには、チャネル推定より前にできるだけ
多くの干渉が低減されることが望ましいということである。
【０１０６】
　図５は、本開示の一実施形態による干渉推定とチャネル推定とを行う場合に、ワイヤレ
スデバイス１４における干渉低減をトリガするためのプロセスを示す図である。図６に関
して以下に記述するように、本実施形態では、ワイヤレスデバイス１４は、干渉推定とチ
ャネル推定とを別個のステップに分割する。図３のプロセスと同様、図５のプロセスは、
セルラ通信ネットワーク１０に関連するノード（例えば、所望のセルの基地局１２－１ま
たはワイヤレスデバイス１４）によって行われる。
【０１０７】
　図示されるように、ノードが、１つ以上の非活動状態の干渉セルについて干渉推定より
前にワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガし、１つ以上の活動状態の干渉セ
ルについて干渉推定の後でチャネル推定より前にワイヤレスデバイス１４における干渉低
減をトリガするという判断を行う（ステップ２００）。次いでノードは、ステップ２００
で判断されたようにワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガする（ステップ２
０２）。このようにして、いずれかの非活動状態の干渉セルからの干渉が、干渉推定より
前に低減され、それが次には、干渉推定の精度を高める。加えて、チャネル推定より前に
活動状態および非活動状態の干渉セルを両方共低減することによって、チャネル推定は向
上する。
【０１０８】
　図６Ａおよび図６Ｂは、図５のプロセスの２つの例を示す図である。図６Ａの例では、
２つの干渉セルはいずれも、活動状態である。従って、干渉推定より前のいずれかの干渉
除去は、実際の干渉を少なく見積もることによって干渉推定を偏らせるであろう。従って
、図５のプロセスによって、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減は、（１）干渉推
定より前にワイヤレスデバイス１４において干渉低減が行われず、（２）干渉推定の後だ
がチャネル推定より前に、特別のＲＥ（例えば、ＣＲＳ用のＲＥ）に対してワイヤレスデ
バイス１４において、両方の（活動状態の）干渉セルについて干渉低減が行われるように
、トリガされる。そうすることによって、干渉推定の精度が向上する。
【０１０９】
　対照的に、図６Ｂの例では、基地局１２－２（干渉セル１）によってサービス提供され
る干渉セルは活動状態にあり、基地局１２－３（干渉セル２）によってサービス提供され
る干渉セルは非活動状態にある。この場合、干渉セル１だけが活動状態であり、ワイヤレ
スデバイス１４は、干渉セル２から干渉を除去し、次いで、干渉推定を行うことができる
。他方、チャネル推定の場合、できるだけ干渉のない信号に対して推定が行われることが
重要である。従って、この場合、ワイヤレスデバイス１４は、最大数の干渉セルから干渉
（または、干渉推定プロセスに関する差）を除去することがある。上記の例では、ワイヤ
レスデバイス１４が、２つ以上の干渉者を除去することができる場合には、ワイヤレスデ
バイス１４は、干渉セル１から干渉を除去し、所望のセルについてのチャネル推定を行う
ことができる。従って、図５のプロセスによれば、図６Ｂのこの２番目の例では、ワイヤ
レスデバイス１４における干渉低減は、（１）干渉推定より前に干渉セル２についての特
別なＲＥ（例えば、ＣＲＳ用のＲＥ）に対して、ワイヤレスデバイス１４において干渉低
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減が行われ、（２）干渉推定の後だがチャネル推定より前に、干渉セル１（すなわち、残
余干渉）についての特別なＲＥ（例えば、ＣＲＳ用のＲＥ）に対して、ワイヤレスデバイ
ス１４において干渉低減が行われるように、トリガされる。ワイヤレスデバイス１４は、
干渉推定より先に非活動状態の干渉セルの寄与を除去するわけだから、推定された干渉と
実際の干渉との間のより良好な一致が達成される。
【０１１０】
　図５のプロセスによる干渉低減のトリガに応じたワイヤレスデバイス１４の動作を、図
７に示す。具体的には、図７は、ワイヤレスデバイス１４の動作を示す機能ブロック図で
ある。図示するように、ワイヤレスデバイス１４は、この例では、活動状態の攻撃者（す
なわち、活動状態の干渉セル）リストをネットワークノード（例えば、基地局１２－１）
から受け取る。留意すべきことだが、この例では、ネットワークノードは、活動状態の攻
撃者のリストを送信するが、ネットワークノードは、活動状態の干渉セルと非活動状態の
干渉セルとを両方共特定する攻撃セルすなわち干渉セルのリストを送信してもよい。代案
となる一例として、ネットワークノードは、活動状態の干渉セルと非活動状態の干渉セル
との別個のリストを、例えば、干渉推定用の１つのリストとチャネル推定用のもう１つの
リストとを送信してもよい。前者の場合、所望のセルと干渉セルとの間で基準信号（例え
ば、ＣＲＳ）が衝突しない場合に、１つのリストが送信されてもよい。後者の場合、所望
のセルと干渉セルとの間で基準信号（例えば、ＣＲＳ）が衝突する場合に、２つの別個の
リストが送信されてもよい。従って、一実施形態では、ネットワークノードは、セル間で
用いられる基準信号同士の関係と、ワイヤレスデバイス１４における動作のタイプとを考
慮しながら、２つの選択肢から選択する。
【０１１１】
　ワイヤレスデバイス１４は、所望のセルの基地局１２－１から信号を受信する（３０２
）。ワイヤレスデバイス１４は、次いで、活動状態にある攻撃者のリストから判断される
いずれかの非活動状態の攻撃セル、すなわち干渉セルについて特別なＲＥ（例えば、ＣＲ
Ｓ用のＲＥ）に対して干渉低減を実行する（３０４）。次いで、ワイヤレスデバイス１４
は、特別なＲＥに対する干渉推定を行う。次に、ワイヤレスデバイス１４は、活動状態に
ある攻撃者のリストから判断されるいずれかの活動状態の攻撃セル、すなわち干渉セルに
ついて特別なＲＥに対して干渉低減を実行する（３０８）。最後に、ワイヤレスデバイス
１４は、所望のセルについての特別なＲＥに対する干渉推定を行う（３１０）。
【０１１２】
　上記のように、図３および図５のプロセスは、ネットワークノードまたはワイヤレスデ
バイス１４によって行われうる。この点で、図８Ａ乃至図８Ｃは、本開示の３つの例示的
実施形態を示す図である。図８Ａでは、図３のプロセスが基地局１２－１によって行われ
る。詳細には、図示するように、基地局１２－１が、ワイヤレスデバイス１４における干
渉低減をトリガするかどうかを判断するのに用いられる情報を入手する（ステップ４００
）。上記のように、基地局１２－１は、１つ以上の事前設定された基準または条件を用い
た情報に基づいて、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするという判断を
行う（ステップ４０２）。次いで基地局１２－１は、ステップ４０２の判断を行うのに応
じて、明示的または暗示的シグナリングを介してワイヤレスデバイス１４における干渉低
減をトリガする（ステップ４０４）。それに応じて、ワイヤレスデバイス１４は、干渉低
減を実行する（ステップ４０６）。基地局１２－１は、この例では図３のプロセスを実行
するが、同じ要領で基地局１２－１は、図５のプロセスを実行してもよい。
【０１１３】
　図８Ｂは、図３のプロセスがワイヤレスデバイス１４によって行われる実施形態を示す
図である。詳細には、図示するように、ワイヤレスデバイス１４が、ワイヤレスデバイス
１４における干渉低減をトリガするかどうかを判断するために用いる情報を入手する（ス
テップ５００）。ワイヤレスデバイス１４は、上記のように、１つ以上の事前設定された
基準または条件を用いた情報に基づいて、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をト
リガするという判断を行う（ステップ５０２）。次いでワイヤレスデバイス１４は、ステ
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ップ５０２の判断を行うのに応じてワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガす
る（ステップ５０４）。それに応じて、ワイヤレスデバイス１４は、干渉低減を実行する
（ステップ５０６）。ワイヤレスデバイス１４は、この例では図３のプロセスを実行する
が、同じ要領でワイヤレスデバイス１４は、図５のプロセスを行ってもよい。
【０１１４】
　このように、図８Ｂは、干渉低減をトリガして実行するというワイヤレスデバイス１４
による自律的な決定を示す図である。ワイヤレスデバイス１４における自律的決定は、１
つ以上の事前設定された規則によって規定されてもよく、それらは標準（例えば、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ標準）の中に指定されることがある。そのような規則の例は以下のようである
。一例を挙げると、ワイヤレスデバイス１４は、所定のチャネル（ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣ
Ｈ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ等）の受信に干渉する信号（例えば、ＣＲＳ－ＩＣ）の干
渉低減を実行すべきであること、または一組の上記の条件が満たされるか少なくとも最小
限の条件が満たされることを条件として在圏／測定セルからの測定（例えば、ＣＳＩ）を
実行する場合に干渉低減を実行すべきであることが、事前設定されてもよい。そのような
規則によって、条件が満たされることを条件として、ワイヤレスデバイス１４は、事前設
定された条件を検証して干渉低減を行うことを求められるであろう。このため、ワイヤレ
スデバイス１４は、最初に条件を検証し、次いで干渉信号の干渉低減を行うか否かを決定
するために処理ユニットを実装することが必要となるであろう。また、条件およびそれら
のレベルまたは閾値も、事前設定されることがある。例えば、以下の諸条件が満たされる
ことを条件として、ワイヤレスデバイス１４が干渉低減（例えば、ＣＲＳ－ＩＳ）を実行
することが事前設定されることがある。
　・少なくとも１つの干渉セルにおける負荷が３０％以下である
　・ワイヤレスデバイス１４における少なくとも１つの干渉セルの信号品質（例えば、Ｒ
ＳＲＱ、ＳＩＮＲ、ＳＮＲ（信号対雑音比）等）が閾値を上回る（例えば、－１２ｄＢ以
上）
　・セル間の（すなわち、所望のセルと干渉セルとのいずれかの対の間の）時間オフセッ
トが２．５マイクロ秒（μｓ）以下である、および／または、セル同士が同期している
　・セル間の（すなわち、所望のセルと干渉セルとのいずれかの対の間の）周波数誤差が
２００Ｈｚ以下等である。
【０１１５】
　別の例では、ワイヤレスデバイス１４は、在圏／測定（すなわち、所望の）セルからの
所定のチャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ等）の受
信に干渉する信号の干渉低減（例えば、ＣＲＳ－ＩＣ）に基づいて定義される所定のワイ
ヤレスデバイス要件に合致すべきであることが、または一組の上記の条件が満たされるか
少なくとも最小限の条件が満たされることを条件として、測定（例えば、ＣＳＩ）を実行
する場合に、事前設定されてもよい。条件およびそれらのレベルあるいは閾値の値も、事
前設定されることがある。このためワイヤレスデバイス１４は、最初に事前設定された条
件を検証し、次いで干渉低減に関連するワイヤレスデバイス要件に合致するか否かを決定
するために処理ユニットを実装することが必要となるであろう。これらの要件に合致する
ために、ワイヤレスデバイス１４は、干渉信号の干渉除去を実行する必要があるであろう
。例えば、以下を条件として、ワイヤレスデバイス１４が所定のワイヤレスデバイス要件
に合致しなければならないことが事前設定されることがある。
　・少なくとも１つの干渉セルにおける負荷が３０％以下である
　・ワイヤレスデバイス１４における少なくとも１つの干渉セルの信号品質（例えば、Ｒ
ＳＲＱ、ＳＩＮＲ、ＳＮＲ等）が閾値を上回る（例えば、－１２ｄＢ以上）
　・セル間の（すなわち、所望のセルと干渉セルとのいずれかの対の間の）時間オフセッ
トが２．５マイクロ秒（μｓ）以下である、および／または、セル同士が同期しており、
かつ、セル間の（すなわち、所望のセルと干渉セルとのいずれかの対の間の）周波数誤差
が２００Ｈｚ以下等である。
【０１１６】
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　ワイヤレスデバイス要件の例としては、ＰＤＳＣＨ性能要件、ＰＤＣＣＨ性能要件、Ｐ
ＨＩＣＨ性能要件、ＰＣＦＩＣＨ性能要件、ＣＳＩ報告要件（例えば、ＣＱＩ、ランク指
標（ＲＩ：Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プリコーディングマトリックス指標（ＰＭ
Ｉ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告要件等）等がある。
また、データおよび制御チャネルＵＥ性能要件は、相互に置き換え可能なように、ＵＥ復
調性能、スループット要件、ブロック誤り率（ＢＬＥＲ：Ｂｌｏｃｋ　Ｅｒｒｏｒ　Ｒａ
ｔｉｏ）性能、受信性能とも呼ばれる。ＰＤＳＣＨ性能要件の例を以下の表３に示す。

表３：最小限の性能の送信ダイバーシチ（ＦＲＣ）；
ＰＤＳＣＨ性能要件
【０１１７】
　図８Ｃは、ネットワークノード（この例では基地局１２－１である）とワイヤレスデバ
イス１４とが一緒に動作して、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減を条件付きでト
リガするようなハイブリッド実施形態の一例を示す図である。図示するように、基地局１
２－１は、干渉低減をトリガするかまたは可能にするために指標をワイヤレスデバイス１
４へ送信する（ステップ６００）。指標は、いずれかの所望の要領で（例えば、明示的ま
たは暗示的シグナリング）送信またはシグナリングされてよい。また、一例を挙げると、
基地局１２－１は、図３または図５のプロセスを実行して指標を送信するかどうかを判断
する。指標を受信する前および／または後に、ワイヤレスデバイス１４は、ワイヤレスデ
バイス１４における干渉低減をトリガするかどうかを判断するのに用いられる情報を入手
する（ステップ６０２）。ワイヤレスデバイス１４は、上記のように、指標と、１つ以上
の事前設定された基準または条件を用いた情報とに基づいて、ワイヤレスデバイス１４に
おける干渉低減をトリガするという判断を行う（ステップ６０４）。次いでワイヤレスデ
バイス１４は、ステップ６０４の判断を行うのに応じてワイヤレスデバイス１４における
干渉低減をトリガする（ステップ６０６）。それに応じて、ワイヤレスデバイス１４は、
干渉低減を実行する（ステップ６０８）。ワイヤレスデバイス１４は、指標に応じて図３
のプロセスを実行するが、同じ要領でワイヤレスデバイス１４は、指標に応じて図５のプ
ロセスを行ってもよい。
【０１１８】
　留意すべきことだが、図８Ｃのプロセスは、対応するセルラネットワーク標準（例えば
、３ＧＰＰ　ＬＴＥ標準）の中で事前設定された規則を定義することによって実行されて
もよい。例えば、ワイヤレスデバイス１４は、以下の諸条件が満たされることを条件とし
て、干渉低減（例えば、ＣＲＳ－ＩＣ）に基づくＵＥ性能要件に合致しなければならない
ということが事前設定されうる。
　・ワイヤレスデバイス１４は、干渉を起動するための少なくとも明示的な指標をネット
ワークノードから受信する
　・ワイヤレスデバイス１４は、少なくとも１つの干渉セルについての情報をネットワー
クノードから受信する
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　・ワイヤレスデバイス１４は、所定の事前設定された条件に合致している
【０１１９】
　図９は、図８Ａの実施形態と類似する実施形態を示すものであるが、ワイヤレスデバイ
ス１４における干渉低減をトリガするかどうかを決定するのに用いられる情報の少なくと
も一部を入手することが、本開示の一実施形態による、ワイヤレスデバイス１４および干
渉セルの１つである基地局１２－２から入手されることを明示的に示している。図示する
ように、基地局１２－１は、ＩＭ関連情報をワイヤレスデバイス１４および基地局１２－
２から受信する（ステップ７００および７０２）。同様に、基地局１２－１は、ＩＭ関連
情報を他の干渉セルの基地局１２－３から受信してもよい。ＩＭ関連情報は、上記の情報
のいずれかである（例えば、ワイヤレスデバイス１４の干渉低減能力を示す情報、干渉セ
ル内の信号負荷または干渉レベルを示す情報、所望のセルと干渉セルとの間の信号関係を
示す情報等）。次いで基地局１２－１は、情報を処理し、ワイヤレスデバイス１４におけ
る干渉低減をトリガするための事前設定された基準または条件を評価し、事前設定された
基準または条件の評価に基づいて、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガす
るためにワイヤレスデバイス１４にＩＭシグナリングを送信するかどうかを判断する（ス
テップ７０４）。この例では、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減は、トリガされ
ることになり、従って、基地局１２－１は、対応するＩＭシグナリングをワイヤレスデバ
イス１４に送信し、それによって、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減がトリガさ
れる（ステップ７０６）。
【０１２０】
　図１０は、本開示の一実施形態による基地局１２－１と基地局１２－２とワイヤレスデ
バイス１４との機能要素を示すブロック図である。機能要素またはモジュールの各々は、
ハードウェア、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせとして実装されてもよい。この
例では、基地局１２－１は、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするかど
うかを決定するのに用いられる情報を収集するように動作するデータ融合モジュール１６
と、ワイヤレスデバイス１４における干渉低減をトリガするかどうかを判断するのに用い
られる１つ以上の事前設定された基準または条件を評価するように動作するＩＭ制御器１
８とを備えている。データ融合モジュール１６は、例えば、基地局１２－１および１２－
２および／またはワイヤレスデバイス１４との間のバックホールインタフェース（例えば
、Ｘ２インタフェース）を介して基地局１２－２から情報を収集してもよい。ワイヤレス
デバイス１４は、基地局１２－１のＩＭ制御器１８によってトリガされる干渉低減を実行
するように動作するＩＭモジュール２０を備えている。図１０は一例に過ぎないことに留
意されたい。例えば、データ融合モジュール１６とＩＭ制御器１８とは、何らかの他のネ
ットワークノードに、またはワイヤレスデバイス１４に、二者択一的に実装されてもよい
。
【０１２１】
　本開示は、そのことに限定されてはいないが、本明細書で開示された実施形態の一定の
実装は、負荷を認識した干渉推定を実行すること、実際の干渉と推定された干渉との間の
ミスマッチを減少させ、復調およびＣＳＩ（例えば、ＣＱＩ）推定性能を向上させること
、ＵＥの消費電力が不要に増加しないように保証すること、平均の性能が向上する一方で
ＵＥの処理が所定の限度内に収まるように保証すること、そして、ＵＥがＣＲＥ領域で動
作中の場合にホモジニアスネットワーク内でも同様に性能の向上を達成するように保証す
ることのような長所を含めて、多くの利点を提供しうる。
【０１２２】
　図１１は、本開示の一実施形態による基地局１２のうちの１つの一例を示す図である。
また、この記述は、他のタイプの無線ネットワークノードにも適用される。さらに、無線
ユニット３０およびアンテナ３４は別として、この議論は、無線ネットワークノード以外
のネットワークノードにも適用される。図示するように、基地局１２は、プロセッサ２４
とメモリ２６とネットワークインタフェース２８とを含むベースバンドユニットと、１つ
以上のアンテナ３４に接続されたトランシーバ３２を含む無線ユニット３０とを備えてい
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る。特定の実施形態では、基地局１２（または同様にネットワークノード）によって提供
されていると上記で記述された機能性の一部または全部が、メモリ２６のようなコンピュ
ータ可読媒体上に格納された命令またはソフトウェアを実行するプロセッサ２４によって
提供されてもよい。例えば、図１０のデータ融合モジュールおよびＩＭ制御器１８のいず
れか一方または両方が、メモリ２６のようなコンピュータ可読媒体上に格納された対応す
る命令またはソフトウェアを実行するプロセッサ２４によって実装されてもよい。基地局
１２の代替的実施形態には、上記で識別したいずれかの機能性および／または上記の実施
形態をサポートするのに必要ないずれかの機能性を含めて、追加の機能性を提供する責任
のある追加の構成要素が含まれうる。
【０１２３】
　図１２は、本開示の一実施形態によるワイヤレスデバイス１４の一例を示す図である。
図示するように、ワイヤレスデバイス１４は、プロセッサ３６と、メモリ３８と、１つ以
上のアンテナに接続されたトランシーバ４０とを備えている。具体的な実施形態では、ワ
イヤレスデバイス１４によって提供されていると上記で記述された機能性の一部または全
部が、メモリ３８のようなコンピュータ可読媒体上に格納された命令またはソフトウェア
を実行するプロセッサ３６によって提供されてもよい。例えば、図１０のＩＭモジュール
２０が、メモリ３８のようなコンピュータ可読媒体上に格納された対応する命令またはソ
フトウェアを実行するプロセッサ３６によって提供されてもよい。ワイヤレスデバイス１
４の代替的実施形態には、上記のいずれかの機能性および／または上記の実施形態をサポ
ートするのに必要ないずれかの機能性を含めて、ワイヤレスデバイス１４の機能性の一定
の態様を提供する責任のありうる、図１２に示すものを越える追加の構成要素が含まれう
る。
【０１２４】
　本開示を通じて、以下の頭字語が用いられる。
３ＧＰＰ　第３世代パートナーシップ・プロジェクト(3rd Generation Partnership Proj
ect)
μｓ　マイクロ秒(Microsecond)
ＡＢＳ　ほぼ空白のサブフレーム(Almost Blank Subframe)
Ａ－ＧＮＳＳ　(Assisted Global Navigation Satellite System)
Ａ－ＧＰＳ　(Assisted Global Positioning System)
ＡｏＡ　到来角度(Angle of Arrival)
ＡＰ　アクセスポイント(Access Point)
ＢＬＥＲ　ブロック誤り率(Block Error Ratio)
ＢＳ　基地局(Base Station)
ＢＴＳ　基地局(Base Transceiver Station)
ＣＡ　キャリアアグリゲーション(Carrier Aggregation)
ＣＣ　コンポーネントキャリア(Component Carrier)
ＣＤＭＡ　符号分割多元接続(Code Division Multiple Access)
ＣｏＭＰ　協調マルチポイント(Coordinated Multi-Point)
ＣＰ　サイクリックプレフィクス(Cyclic Prefix)
ＣＰＩＣＨ　共通パイロットチャネル(Common Pilot Channel)
ＣＱＩ　チャネル品質インジケーション／インデックス(Channel Quality Indication/In
dex)
ＣＲＥ　セル範囲拡大(Cell Range Expansion)
ＣＲＳ　セル固有基準信号(Cell-Specific Reference Signal)
ＣＳＩ　チャネル状態情報(Channel State Information)
ＣＳＩ－ＲＳ　チャネル状態情報－基準シンボル(Channel State Information-Reference
 Symbol)
ＤＡＳ　分散アンテナシステム(Distributed Antenna System)
ｄＢ　デシベル(Decibel)
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ｄＢｍ　デシベル－ミリワット(Decibel-Milliwatt)
ＤＢ－ＤＣ－ＨＳＤＰＡ　(Dual-Band-Dual-Carrier-High Speed Downlink Packet Acces
s)
ＤＭＲＳ　復調基準信号(Demodulation Reference Signal)
Ｅ－ＣＩＤ　エンハンスト・セルＩＤ(Enhanced Cell Identity)
ｅＩＣＩＣ　エンハンスト・セル間干渉調整(Enhanced Inter-Cell Interference Coordi
nation)
ｅＮＢ　エンハンストノードＢ(Enhanced Node B)
Ｅ－ＳＭＬＣ　進化型在圏移動位置センタ(Evolved Serving Mobile Location Centre)
ＦＤＤ　周波数分割複信(Frequency Division Duplexing)
ＦｅＩＣＩＣ　追加エンハンスト・セル間干渉調整(Further Enhanced Inter-Cell Inter
ference Coordination)
ＦＦＴ　高速フーリエ変換(Fast Fourier Transform)
ＨＰＮ　高出力ノード(High Power Node)
ＨＳＰＡ　高速パケットアクセス(High Speed Packet Access)
Ｈｚ　ヘルツ(Hertz)
ＩＣ　干渉除去(Interference Cancellation)
ＩＣＩＣ　セル間干渉調整(Inter-Cell Interference Coordination)
ＩＤ　(Identity)
ＩＥ　情報要素(Information Element)
ＩＦＦＴ　逆高速フーリエ変換(Inverse Fast Fourier Transform)
ＩＭ　干渉低減(Interference Mitigation)
ＩＭＲ　干渉測定リソース(Interference Measurement Resource)
ＬＥＥ　ラップトップ内蔵機器(Laptop Embedded Equipment)
ＬＭＥ　ラップトップ取付機器(Laptop Mounted Equipment)
ＬＭＵ　位置管理ユニット(Location Management Unit)
ＬＰＮ　低出力ノード(Low Power Node)
ＬＰＰ　ＬＴＥ測位プロトコル(Long Term Evolution Positioning Protocol)
ＬＰＰａ　ＬＴＥ測位プロトコルＡ(Long Term Evolution Positioning Protocol A)
ＬＴＥ　(Long Term Evolution)
ＬＴＥ　Ｒｅｌ－８　ＬＴＥリリース８(Long Term Evolution Rel-8)
ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０　ＬＴＥリリース１０(Long Term Evolution Rel-10)
ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１　ＬＴＥリリース１１(Long Term Evolution Rel-11)
ＭＢＳＦＮ　マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク(Multicast-Bro
adcast Single-Frequency Network)
ＭＣＳ　変調符号化方式(Modulation and Coding Scheme)
ＭＤＴ　(Minimization of Drive Test)
ＭＭＥ　モビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity)
ｍｓ　ミリ秒(Millisecond)
ＭＳＣ　移動通信交換局(Mobile Switching Centre)
ＭＳＲ　多標準無線(Multi-Standard Radio)
ＮＣ　隣接セル(Neighbor Cell)
Ｏ＆Ｍ　運用管理(Operations and Management)
ＯＦＤＭ　直交周波数分割多重(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
ＯＳＳ　運用サポートシステム(Operational Support System)
ＯＴＤＯＡ　到来時間差観測値(Observed Time Difference of Arrival)
ＰＢＣＨ　物理報知チャネル(Physical Broadcast Channel)
ＰＣＣ　プライマリコンポーネントキャリア(Primary Component Carrier)
ＰＣｅｌｌ　プライマリセル(Primary Cell)
ＰＣＦＩＣＨ　物理制御フォーマット通知(Physical Control Format Indicator)
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ＰＣＩ　物理セルＩＤ(Physical Cell Identity)
ＰＤＡ　携帯情報端末(Personal Digital Assistant)
ＰＤＣＣＨ　物理下り制御チャネル(Physical Downlink Control Channel)
ＰＤＳＣＨ　物理下り共用チャネル(Physical Downlink Shared Channel)
ＰＨＩＣＨ　物理ハイブリッド自動反復要求通知チャネル(Physical Hybrid Automatic R
epeat Request Indicator Channel)
ＰＬ　経路損失(Path Loss)
ＰＭＩ　プリコーディングマトリックスインジケータ(Precoding Matrix Indicator)
ＰＲＢ　物理リソースブロック(Physical Resource Block)
ＰＲＳ　測位基準信号(Positioning Reference Signal)
ＰＳＣ　プライマリ在圏セル(Primary Serving Cell)
ＰＳＳ　プライマリ同期信号(Primary Synchronization Signal)
ＲＡＴ　無線アクセス技術(Radio Access Technology)
ＲＢ　リソースブロック(Resource Block)
ＲＥ　リソース要素(Resource Element)
ＲＦＩＤ　無線周波数識別(Radio Frequency Identification)
ＲＩ　ランクインジケータ(Rank Indicator)
ＲＩＰ　受信干渉電力(Received Interference Power)
ＲＲＣ　無線リソース制御(Radio Resource Control)
ＲＲＨ　リモート無線ヘッド(Remote Radio Head)
ＲＲＭ　無線リソース管理(Radio Resource Management)
ＲＲＵ　リモート無線ユニット(Remote Radio Unit)
ＲＳＲＱ　基準信号受信品質(Reference Signal Received Quality)
ＲＳＲＰ　基準信号受信電力(Reference Signal Received Power)
ＲＳＴＤ　基準信号時間差(Reference Signal Time Difference)
Ｒｘ　受信(Receive)
ＳＣＣ　セカンダリコンポーネントキャリア(Secondary Component Carrier)
ＳＣｅｌｌ　セカンダリセル(Secondary Cell)
ＳＣＨ　同期チャネル(Synchronization Channel)
ＳＩＮＲ　信号対干渉および雑音比(Signal-to-Interference plus Noise Ratio)
ＳＮＲ　信号対雑音比(Signal-to-Noise Ratio)
ＳＯＮ　自己組織ネットワーク(Self Organizing Network)
ＳＳＣ　セカンダリ在圏セル(Secondary Serving Cell)
ＳＳＳ　セカンダリ同期信号(Secondary Synchronization Signal)
ＴＤＤ　時分割複信(Time Division Duplexing)
ＴＳ　技術仕様(Technical Specification)
ＵＳＢ　(Universal Serial Bus)
Ｔｘ　送信(Transmit)
ＵＥ　ユーザ装置(User Equipment)
ＵＴＤＯＡ　上りリンク到来時間差(Uplink Time Difference of Arrival)
ＷＣＤＭＡ（登録商標）　広帯域ＣＤＭＡ(Wideband Code Division Multiple Access)
【０１２５】
　当業者であれば、本開示の好適実施形態に対する改善や修正が分かるであろう。そのよ
うなすべての改善および修正は、本明細書および以下の請求項で開示される概念の範囲内
であると考えられる。
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