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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用する第１のデバイスの通信が第２のＲＡＴを
使用する第２のデバイスの通信からの干渉をいつ経験するかを決定することと、
　前記干渉を経験しているときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記干渉を経験し
ていないときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記干渉の時間の長さのデューティ
サイクルとを、前記第１のデバイスから受信することと、
　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルとに
基づいて、変調およびコーディング方式を選択することと、
　前記干渉を低減するように前記第２のデバイスの前記通信を変更することであって、前
記変更することが、少なくとも、特定のレート制御ループに関連付けられた前記選択され
た変調およびコーディング方式に基づいて前記第２のデバイスに対する送信レートを制御
することを含む、変更することとを備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　再送信のターゲット数（Ｍ）を設定することと、
　パケットが少なくとも前記パケットのＭ番目の送信においてまたはその前にユーザ機器
（ＵＥ）によって復号されるように、前記パケットのコードレートを決定することとさら
に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えたときに、前記第２のＲＡＴの帯域幅割
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当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからより遠く離れた前記第２のＲＡＴの第１
のチャネルの一部に制限することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のデバイスに対する前記第１のデバイスの近接度を決定することをさらに備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記変更することは、前記近接度がしきい値内であるときに前記通信を変更することを
含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記変更することが、１つまたは複数のＲＡＴからの総干渉を決定する干渉レベルを変
更することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記干渉レベルを変更することが、第１のループを介して前記干渉レベルを増加させる
こと、または第２のループを介して前記干渉レベルを減少させることを含む、請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記変更することが、前記干渉を検出するための干渉測定を実行した結果に少なくとも
部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログ
ラムコードは、
　　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用する第１のデバイスの通信が第２のＲＡＴ
を使用する第２のデバイスの通信からの干渉をいつ経験するかを決定するためのプログラ
ムコードと、
　　前記干渉を経験しているときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記干渉を経験
していないときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記干渉の時間の長さのデューテ
ィサイクルとを、前記第１のデバイスから受信するためのプログラムコードと、
　　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルと
に基づいて、変調およびコーディング方式を選択するためのプログラムコードと、
　　前記干渉を低減するように前記第２のデバイスの前記通信を変更するためのプログラ
ムコードであって、前記変更することが、少なくとも、特定のレート制御ループに関連付
けられた前記選択された変調およびコーディング方式に基づいて前記第２のデバイスに対
する送信レートを制御することを含む、変更するためのプログラムコードとを含む、非一
時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えたときに、前記第２のＲＡＴの帯域幅割
当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからより遠く離れた前記第２のＲＡＴの第１
のチャネルの一部に制限するためのプログラムコードをさらに含む、請求項９に記載の非
一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記プログラムコードが、前記第２のデバイスに対する前記第１のデバイスの近接度を
決定するためのプログラムコードをさらに含み、変更するための前記プログラムコードは
、前記近接度がしきい値内であるときに前記通信を変更するためのプログラムコードを含
む、請求項９記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサとを備える、ワイヤレス通信のた
めの装置であって、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用する第１のデバイスの通信が第２のＲＡＴ
を使用する第２のデバイスの通信からの干渉をいつ経験するかを決定することと、
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　　前記干渉を経験しているときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記干渉を経験
していないときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記干渉の時間の長さのデューテ
ィサイクルとを、前記第１のデバイスから受信することと、
　　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルと
に基づいて、変調およびコーディング方式を選択することと、
　　前記干渉を低減するように前記第２のデバイスの前記通信を変更することと
　を行うように構成され、前記変更することが、少なくとも、特定のレート制御ループに
関連付けられた前記選択された変調およびコーディング方式に基づいて前記第２のデバイ
スに対する送信レートを制御することを含む、装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えた
ときに、前記第２のＲＡＴの帯域幅割当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからよ
り遠く離れた前記第２のＲＡＴの第１のチャネルの一部に制限するようにさらに構成され
た、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第２のデバイスに対する前記第１のデバイス
の近接度を決定するようにさらに構成され、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記近
接度がしきい値内であるときに前記通信を変更することによって、前記通信を変更するよ
うにさらに構成された、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、１つまたは複数のＲＡＴからの総干渉を決定する
干渉レベルを変更することによって、前記通信を変更するようにさらに構成された、請求
項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、第１のループを介して前記干渉レベルを増加させ
ること、または第２のループを介して前記干渉レベルを減少させることによって、前記干
渉レベルを変更するようにさらに構成された、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記干渉を検出するための干渉測定を実行した結
果に少なくとも部分的に基づいて前記通信を変更するようにさらに構成された、請求項１
２に記載の装置。
【請求項１８】
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用する第１のデバイスの通信が第２のＲＡＴを
使用する第２のデバイスの通信からの干渉をいつ経験するかを決定するための手段と、
　前記干渉を経験するときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記干渉を経験しない
ときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記干渉の時間の長さのデューティサイクル
とを、前記第１のデバイスから受信するための手段と、
　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルとに
基づいて、変調およびコーディング方式を選択するための手段と、
　前記干渉を低減するように前記第２のデバイスの前記通信を変更するための手段であっ
て、前記変更することが、少なくとも、特定のレート制御ループに関連付けられた前記選
択された変調およびコーディング方式に基づいて前記第２のデバイスに対する送信レート
を制御することを備える、変更することとを備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１９】
　前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えたときに、前記第２のＲＡＴの帯域幅割
当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからより遠く離れた前記第２のＲＡＴの第１
のチャネルの一部に制限するための手段をさらに含む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第２のデバイスに対する前記第１のデバイスの近接度を決定するための手段をさら
に備え、前記変更する手段は、前記近接度がしきい値内であるときに前記通信を変更する
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ための手段をさらに含む、請求項１８記載の装置。
【請求項２１】
　前記送信レートを制御することは、前記干渉の前記デューティサイクルがしきい値以下
であるときには、前記第１のチャネル品質のためのレートで送信し、前記干渉の前記デュ
ーティサイクルがしきい値よりも大きいかそれに等しいときには、前記第２のチャネル品
質のためのレートで送信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記送信レートを制御するための前記プログラムコードは、前記干渉の前記デューティ
サイクルがしきい値以下であるときには、前記第１のチャネル品質のためのレートで送信
し、前記干渉の前記デューティサイクルがしきい値よりも大きいかそれに等しいときには
、前記第２のチャネル品質のためのレートで送信するためのプログラムコードを含む、請
求項９に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記干渉の前記デューティサイクルがしきい値以
下であるときには、前記第１のチャネル品質のためのレートで送信し、前記干渉の前記デ
ューティサイクルがしきい値よりも大きいかそれに等しいときには、前記第２のチャネル
品質のためのレートで送信することによって前記送信レートを制御するようにさらに構成
される、請求項１２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記送信レートを制御することは、前記干渉の前記デューティサイクルがしきい値以下
であるときには、前記第１のチャネル品質のためのレートで送信し、前記干渉の前記デュ
ーティサイクルがしきい値よりも大きいかそれに等しいときには、前記第２のチャネル品
質のためのレートで送信することを含む、請求項１８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、その開示の全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、ＳＡＤ
ＥＫらの名義で２０１２年２月２４日に出願された米国仮特許出願第６１／６０３，１８
１号、およびＫＡＤＯＵＳの名義で２０１２年２月２４日に出願された米国仮特許出願第
６１／６０２，８１６号に対する、米国特許法第１１９条（ｅ）項に基づく利益を主張す
る。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、異なる
通信ネットワーク上で動作しているが、互いに近接しているデバイス間の干渉を緩和する
ことに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージ
ング、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている
。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有すること
によってマルチプルなユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得
る。ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信をサポ
ートすることができるいくつかの基地局を含み得る。ＵＥは、ダウンリンクおよびアップ
リンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リンク）は基地局から
ＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）はＵＥから基地局への
通信リンクを指す。
【０００４】
　[0004]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、および／
またはＵＥからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上で
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は、基地局からの送信は、ネイバー基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数
（ＲＦ）送信機からの送信に起因する干渉に遭遇することがある。アップリンク上では、
ＵＥからの送信は、ネイバー基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの干渉、
または他のワイヤレスＲＦ送信機からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウン
リンクとアップリンクの両方でパフォーマンスを低下させ得る。
【０００５】
　[0005]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、干渉お
よび輻輳ネットワークの可能性は、より多くのＵＥが長距離ワイヤレス通信ネットワーク
にアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開される
ようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を
満たすためだけでなく、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを進化および向上させる
ためにも、ＵＭＴＳ技術を進化させる研究および開発が続けられている。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]本開示の一態様によれば、ワイヤレス通信のための方法は、第１の無線アクセス
技術（ＲＡＴ：radio access technology）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経
験したときを決定することを含む。本方法はまた、干渉を低減するために、少なくとも第
１のＲＡＴまたは第２のＲＡＴの通信を変更することを含み、変更することは、少なくと
も決定されたチャネル容量に基づいて第２のＲＡＴに対する送信レートを制御することを
含む。
【０００７】
　[0007]本開示の別の態様によれば、ワイヤレス通信のための装置は、第１の無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験したときを決定するため
の手段を含む。本装置はまた、干渉を低減するために、少なくとも第１のＲＡＴまたは第
２のＲＡＴの通信を変更するための手段を含み、変更する手段は、少なくとも決定された
チャネル容量に基づいて第１のＲＡＴに対する送信レートを制御するための手段を含む。
【０００８】
　[0008]本開示の一態様によれば、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のた
めのコンピュータプログラム製品は、非一時的プログラムコードを記録したコンピュータ
可読媒体を含む。プログラムコードは、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の通信が第２
のＲＡＴの通信からの干渉を経験したときを決定するためのプログラムコードを含む。プ
ログラムコードはまた、干渉を低減するために、少なくとも第１のＲＡＴまたは第２のＲ
ＡＴの通信を変更するためのプログラムコードを含み、変更するためのプログラムコード
は、少なくとも決定されたチャネル容量に基づいて第１のＲＡＴに対する送信レートを制
御するためのプログラムコードを含む。
【０００９】
　[0009]本開示の一態様によれば、ワイヤレス通信のための装置は、メモリと、メモリに
結合された（１つまたは複数の）プロセッサとを含む。（１つまたは複数の）プロセッサ
は、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験し
たときを決定するように構成される。（１つまたは複数の）プロセッサは、干渉を低減す
るために、少なくとも第１のＲＡＴまたは第２のＲＡＴの通信を変更するようにさらに構
成され、変更するように構成された少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも決定され
たチャネル容量に基づいて第１のＲＡＴに対する送信レートを制御するように構成された
少なくとも１つのプロセッサを含む。
【００１０】
　[0010]以下で、本開示の追加の特徴および利点について説明する。本開示は、本開示の
同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用さ
れ得ることを、当業者は諒解されたい。また、そのような等価な構成は、添付の特許請求
の範囲に記載の本開示の教示から逸脱しないことを、当業者は了解されたい。さらなる目
的および利点とともに、本開示の編成と動作の方法の両方に関して、本開示を特徴づける
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と考えられる新規の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解さ
れよう。ただし、図の各々は、例示および説明のみの目的で与えたものであり、本開示の
限界を定めるものではないことを明確に理解されたい。
【００１１】
　[0011]本開示の特徴、特性、および利点は、全体を通じて同様の参照符号が同様のもの
を指す図面とともに、以下に記載する詳細な説明を読めばより明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】電気通信システムの一例を概念的に示すブロック図。
【図２】電気通信システムにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を概念的に示す図。
【図３】アップリンク通信における例示的なフレーム構造を概念的に示すブロック図。
【図４】本開示の一態様に従って構成された基地局／ｅノードＢおよびＵＥの設計を概念
的に示すブロック図。
【図５】電気通信システムの一例を概念的に示すブロック図。
【図６】本開示の一態様による、クロスデバイス干渉を緩和するための方法を示すブロッ
ク図。
【図７】本開示の一態様による、クロスデバイス干渉を緩和するための構成要素を示すブ
ロック図。
【詳細な説明】
【００１３】
　[0019]添付の図面に関して以下に示す詳細な説明は、様々な構成を説明するものであり
、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。詳細な説明は
、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念は
これらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの
例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素
をブロック図の形式で示す。
【００１４】
　[0020]本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）
、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）および他のネットワークなど
、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「
システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニ
バーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial Radio Access）、米国
電気通信工業会（ＴＩＡ：Telecommunications Industry Association）のＣＤＭＡ２０
００（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ技術は、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣ
ＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＣＤＭＡ２０００（登録商標
）技術は、米国電子工業会（ＥＩＡ：Electronics Industry Alliance）およびＴＩＡか
らのＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格を含む。ＴＤＭＡネットワーク
は、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobi
le Communications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultr
a Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８
０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ
Ａなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ技術およびＥ－ＵＴＲＡ技術はユニバーサルモ
バイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunicati
on System）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）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用す
るＵＭＴＳのより新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、
ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ：3r
d Generation Partnership Project）と呼ばれる団体からの文書に記載されている。ＣＤ
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ＭＡ２０００（登録商標）およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２
」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と呼ばれる団体からの文書に
記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線
アクセス技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線アクセス技術に使用され
得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下では、ＬＴＥまたはＬＴＥ－
Ａ（代替として一緒に「ＬＴＥ／－Ａ」と呼ばれる）に関して説明し、以下の説明の大部
分ではそのようなＬＴＥ／－Ａ用語を使用する。
【００１５】
　[0021]図１は、ＬＴＥ－Ａネットワークであり得、近隣領域および／または隣接キャリ
アにおける異なるＬＴＥ―ＴＤＤ構成をサポートし得る、ワイヤレス通信ネットワーク１
００を示す。ワイヤレスネットワーク１００は、いくつかの発展型ノードＢ（ｅノードＢ
）１１０と他のネットワークエンティティとを含む。ｅノードＢは、ＵＥと通信する局で
あり得、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各ｅノードＢ
１１０は、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。３ＧＰＰでは、「セル」と
いう用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、ｅノードＢのこの特定の地理
的カバレージエリアおよび／またはこのカバレージエリアをサービスするｅノードＢサブ
システムを指すことがある。
【００１６】
　[0022]ｅノードＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイ
プのセルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリ
ア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、サービスに加入しているＵＥによるネ
ットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概して、比較的
小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵ
Ｅによる無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、概して、比較的小さい
地理的エリア（たとえば、家庭）をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて、フ
ェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：closed sub
scriber group）中のＵＥ、家庭内のユーザのためのＵＥなど）による限定アクセスを可
能にし得る。マクロセルのためのｅノードＢはマクロｅノードＢと呼ばれることがある。
ピコセルのためのｅノードＢはピコｅノードＢと呼ばれることがある。さらに、フェムト
セルのためのｅノードＢはフェムトｅノードＢまたはホームｅノードＢと呼ばれることが
ある。図１に示す例では、ｅノードＢ１１０ａ、１１０ｂおよび１１０ｃは、それぞれマ
クロセル１０２ａ、１０２ｂおよび１０２ｃのためのマクロｅノードＢである。ｅノード
Ｂ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのためのピコｅノードＢである。さらに、ｅノードＢ１
１０ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムトセル１０２ｙおよび１０２ｚのためのフェム
トｅノードＢである。ｅノードＢは、１つまたはマルチプルな（たとえば、２つ、３つ、
４つなどの）セルをサポートし得る。
【００１７】
　[0023]ワイヤレスネットワーク１００はまた、中継局を含み得る。中継局は、上流局（
たとえば、ｅノードＢ、ＵＥなど）からデータおよび／または他の情報の伝送を受信し、
そのデータおよび／または他の情報の伝送を下流局（たとえば、ＵＥまたはｅノードＢ）
に送る局である。中継局はまた、他のＵＥのための伝送を中継するＵＥであり得る。図１
に示す例では、中継局１１０ｒは、ｅノードＢ１１０ａとＵＥ１２０ｒとの間の通信を可
能にするために、ｅノードＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｒと通信し得る。中継局は、リレ
ーｅノードＢ、リレーなどと呼ばれることもある。
【００１８】
　[0024]ワイヤレスネットワーク１００は、様々なタイプのｅノードＢ、たとえば、マク
ロｅノードＢ、ピコｅノードＢ、フェムトｅノードＢ、リレーなどを含む異種ネットワー
クであり得る。これらの様々なタイプのｅノードＢは、様々な送信電力レベル、様々なカ
バレージエリア、およびワイヤレスネットワーク１００中の干渉に対する様々な影響を有
し得る。たとえば、マクロｅノードＢは、高い送信電力レベル（たとえば、２０ワット）
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を有し得るが、ピコｅノードＢ、フェムトｅノードＢ、およびリレーは、より低い送信電
力レベル（たとえば、１ワット）を有し得る。
【００１９】
　[0025]ワイヤレスネットワーク１００は同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、
ｅノードＢは類似のフレームタイミングを有し得、異なるｅノードＢからの送信は時間的
にほぼアラインされ得る。本明細書で説明する技法は、同期動作のために使用され得る。
【００２０】
　[0026]一態様では、ワイヤレスネットワーク１００は、周波数分割複信（ＦＤＤ）動作
モードまたは時分割複信（ＴＤＤ）動作モードをサポートし得る。本明細書で説明する技
法は、ＴＤＤ動作のために使用され得る。
【００２１】
　[0027]ネットワークコントローラ１３０は、ｅノードＢ１１０のセットに結合し、これ
らのｅノードＢ１１０の協調および制御を行い得る。ネットワークコントローラ１３０は
、バックホールを介してｅノードＢ１１０と通信し得る。ｅノードＢ１１０はまた、たと
えば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直接的または間
接的に互いに通信し得る。
【００２２】
　[0028]ＵＥ１２０（たとえば、ＵＥ１２０ｘ、ＵＥ１２０ｙなど）はワイヤレスネット
ワーク１００全体にわたって分散され、各ＵＥは固定またはモバイルであり得る。ＵＥは
、端末、ユーザ端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。ＵＥは、
セルラーフォン（たとえば、スマートフォン）、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、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コ
ードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、タブレット、ネットブック、
スマートブックなどであり得る。ＵＥは、マクロｅノードＢ、ピコｅノードＢ、フェムト
ｅノードＢ、リレーなどと通信することが可能であり得る。図１において、両矢印付きの
実線は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上での、ＵＥと、そのＵＥをサービス
するように指定されたｅノードＢであるサービングｅノードＢとの間の所望の伝送を示す
。両矢印付きの破線は、ＵＥとｅノードＢとの間の干渉伝送を示す。
【００２３】
　[0029]ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用し、ア
ップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦ
ＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複
数（Ｋ個）の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一
般に、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送られ
る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数（Ｋ）はシステ
ム帯域幅に依存し得る。たとえば、サブキャリアの間隔は１５ｋＨｚであり得、最小のリ
ソース割振り（「リソースブロック」と呼ばれる）は、１２個のサブキャリア（または１
８０ｋＨｚ）であり得る。したがって、公称ＦＦＴサイズは、１．２５、２．５、５、１
０または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、
２５６、５１２、１０２４または２０４８に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サ
ブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚ（すなわち、６つのリ
ソースブロック）をカバーし得、１．２５、２．５、５、１０、１５または２０ＭＨｚの
対応するシステム帯域幅に対してそれぞれ１つ、２つ、４つ、８つまたは１６個のサブバ
ンドがあり得る。
【００２４】
　[0030]図２に、ＬＴＥにおいて使用されるダウンリンクＦＤＤフレーム構造を示す。ダ
ウンリンクの送信タイムラインは無線フレームのユニットに区分され得る。各無線フレー
ムは、所定の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有し得、０～９のインデック
スをもつ１０個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは２つのスロットを含み
得る。したがって、各無線フレームは、０～１９のインデックスをもつ２０個のスロット
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を含み得る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、（図２に示すように）ノー
マルサイクリックプレフィックスの場合は７つのシンボル期間、または拡張サイクリック
プレフィックスの場合は６つのシンボル期間を含み得る。各サブフレーム中の２Ｌ個のシ
ンボル期間には０～２Ｌ－１のインデックスが割り当てられ得る。利用可能な時間周波数
リソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロット中
でＮ個のサブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし得る。
【００２５】
　[0031]ＬＴＥでは、ｅノードＢは、ｅノードＢ中の各セルについてプライマリ同期信号
（ＰＳＣまたはＰＳＳ：primary synchronization signal）とセカンダリ同期信号（ＳＳ
ＣまたはＳＳＳ：secondary synchronization signal）とを送り得る。ＦＤＤ動作モード
の場合、プライマリ同期信号およびセカンダリ同期信号は、図２に示すように、それぞれ
、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレーム０および５
の各々においてシンボル期間６および５中で送られ得る。同期信号は、セル検出および捕
捉のためにＵＥによって使用され得る。ＦＤＤ動作モードの場合、ｅノードＢは、サブフ
レーム０のスロット１においてシンボル期間０～３中で物理ブロードキャストチャネル（
ＰＢＣＨ：Physical Broadcast Channel）を送り得る。ＰＢＣＨは、ある特定のシステム
情報を搬送し得る。
【００２６】
　[0032]ｅノードＢは、図２に示すように、各サブフレームの第１のシンボル期間中に物
理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format In
dicator Channel）を送り得る。ＰＣＦＩＣＨは、制御チャネルのために使用されるいく
つか（Ｍ個）のシンボル期間を搬送し得、ここで、Ｍは、１、２または３に等しくなり得
、サブフレームごとに変化し得る。Ｍはまた、たとえばリソースブロックが１０個未満で
ある、小さいシステム帯域幅では４に等しくなり得る。図２に示す例では、Ｍ＝３である
。ｅノードＢは、各サブフレームの最初のＭ個のシンボル期間中に物理ＨＡＲＱインジケ
ータチャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HARQ Indicator Channel）と物理ダウンリンク制
御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）とを送り得る。また、
図２に示す例では、ＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨは最初の３つのシンボル期間中に含まれ
ている。ＰＨＩＣＨは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid automatic repea
t request）をサポートするための情報を搬送し得る。ＰＤＣＣＨは、ＵＥのためのアッ
プリンクおよびダウンリンクリソース割振りに関する情報と、アップリンクチャネルのた
めの電力制御情報とを搬送し得る。ｅノードＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間
中に物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shared Channel）
を送り得る。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンク上でのデータ送信についてスケジュールされた
ＵＥのためのデータを搬送し得る。
【００２７】
　[0033]ｅノードＢは、ｅノードＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８Ｍ
ＨｚにおいてＰＳＣ、ＳＳＣおよびＰＢＣＨを送り得る。ｅノードＢは、これらのチャネ
ルが送られる各シンボル期間中のシステム帯域幅全体にわたってＰＣＦＩＣＨおよびＰＨ
ＩＣＨを送り得る。ｅノードＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグル
ープにＰＤＣＣＨを送り得る。ｅノードＢは、システム帯域幅の特定の部分においてＵＥ
のグループにＰＤＳＣＨを送り得る。ｅノードＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方
式でＰＳＣ、ＳＳＣ、ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り得、特定のＵＥに
ユニキャスト方法でＰＤＣＣＨを送り得、また特定のＵＥにユニキャスト方式でＰＤＳＣ
Ｈを送り得る。
【００２８】
　[0034]各シンボル期間においていくつかのリソース要素が利用可能であり得る。各リソ
ース要素は、１つのシンボル期間において１つのサブキャリアをカバーし得、実数値また
は複素数値であり得る１つの変調シンボルを送るために使用され得る。制御チャネルのた
めに使用されるシンボルの場合、各シンボル期間における基準信号のために使用されない
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リソース要素は、リソース要素グループ（ＲＥＧ：resource element group）へと配置さ
れ得る。各ＲＥＧは、１つのシンボル期間において４つのリソース要素を含み得る。ＰＣ
ＦＩＣＨは、シンボル期間０において、周波数にわたってほぼ等しく離間され得る、４つ
のＲＥＧを占有し得る。ＰＨＩＣＨは、１つまたは複数の構成可能なシンボル期間におい
て、周波数にわたって拡散され得る、３つのＲＥＧを占有し得る。たとえば、ＰＨＩＣＨ
のための３つのＲＥＧは、すべてシンボル期間０に属し得るか、またはシンボル期間０、
１および２に拡散され得る。ＰＤＣＣＨは、最初のＭ個のシンボル期間において、利用可
能なＲＥＧから選択され得る、９個、１８個、３６個、または７２個のＲＥＧを占有し得
る。ＲＥＧの特定の組合せのみがＰＤＣＣＨについて許され得る。
【００２９】
　[0035]ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨのために使用される特定のＲＥＧを知り
得る。ＵＥは、ＰＤＣＣＨのためのＲＥＧの様々な組合せをサーチし得る。サーチすべき
組合せの数は、一般に、ＰＤＣＣＨ中のすべてのＵＥについて許される組合せの数よりも
少ない。ｅノードＢは、ＵＥがサーチする組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを
送り得る。
【００３０】
　[0036]ＵＥは、マルチプルなｅノードＢのカバレージ内にあり得る。そのＵＥをサービ
スするために、これらのｅノードＢのうちの１つが選択され得る。サービングｅノードＢ
は、受信電力、経路損失、信号対雑音比（ＳＮＲ）など、様々な基準に基づいて選択され
得る。
【００３１】
　[0037]図３は、アップリンクロングタームエボリューション（ＬＴＥ）通信における例
示的なＦＤＤおよびＴＤＤ（特殊ではないサブフレームのみ）サブフレーム構造を概念的
に示すブロック図である。アップリンクのための利用可能なリソースブロック（ＲＢ）は
、データセクションと制御セクションとに区分され得る。制御セクションは、システム帯
域幅の２つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイズを有し得る。制御セクション
中のリソースブロックは、制御情報を送信するためにＵＥに割り当てられ得る。データセ
クションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソースブロックを含み得る。図３
の設計は、データセクション中の連続するサブキャリアのすべてを単一のＵＥに割り当て
ることを可能にし得る、連続するサブキャリアを含むデータセクションを生じる。
【００３２】
　[0038]ＵＥには、ｅノードＢに制御情報を送信するために制御セクション中のリソース
ブロックが割り当てられ得る。ＵＥには、また、ｅノードＢにデータを送信するためにデ
ータセクション中のリソースブロックも割り当てられ得る。ＵＥは、制御セクション中の
割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ：Phys
ical Uplink Control Channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、データセクション
中の割り当てられたリソースブロック上の物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ：
Physical Uplink Shared Channel）中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送信
し得る。アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、図３に示すよ
うに周波数上でホッピングし得る。一態様によれば、緩和シングルキャリア動作では、並
列チャネルはＵＬリソース上で送信され得る。たとえば、制御およびデータチャネル、並
列制御チャネル、ならびに並列データチャネルがＵＥによって送信され得る。
【００３３】
　[0039]ＰＳＣ（プライマリ同期キャリア：primary synchronization carrier）、ＳＳ
Ｃ（セカンダリ同期キャリア：secondary synchronization carrier）、ＣＲＳ（共通基
準信号：common reference signal）、ＰＢＣＨ、ＰＵＣＣＨ、ＰＵＳＣＨ、およびＬＴ
Ｅ／－Ａにおいて使用される他のそのような信号およびチャネルは、公開されている「Ev
olved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulat
ion（進化型地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャネルおよび変調）」と題する
３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
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【００３４】
　[0040]図４に、図１の基地局／ｅノードＢのうちの１つおよびＵＥのうちの１つであり
得る、基地局／ｅノードＢ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。たとえば
、基地局１１０は、図１のマクロｅノードＢ１１０ｃであり得、ＵＥ１２０はＵＥ１２０
ｙであり得る。基地局１１０はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。基地局１
１０はアンテナ４３４ａ～４３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０はアンテナ４５２ａ～４５２
ｒを装備し得る。
【００３５】
　[0041]基地局１１０において、送信プロセッサ４２０は、データソース４１２からデー
タを受信し、コントローラ／プロセッサ４４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、
ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。データ
は、ＰＤＳＣＨなどのためのものであり得る。プロセッサ４２０は、データと制御情報と
を処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシンボルと
制御シンボルとを取得し得る。プロセッサ４２０はまた、たとえば、ＰＳＳ、ＳＳＳ、お
よびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（
ＭＩＭＯ）プロセッサ４３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、およ
び／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行し得、
出力シンボルストリームを変調器（ＭＯＤ）４３２ａ～４３２ｔに与え得る。各変調器４
３２は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのための）それぞれの出力シンボルストリームを処理
して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器４３２はさらに、出力サンプルス
トリームを処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコン
バート）して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器４３２ａ～４３２ｔからのダウン
リンク信号は、それぞれアンテナ４３４ａ～４３４ｔを介して送信され得る。
【００３６】
　[0042]ＵＥ１２０において、アンテナ４５２ａ～４５２ｒは、基地局１１０からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ～４５４ｒに
与え得る。各復調器４５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増
幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを取得し得る。各復調器
４５４はさらに、（たとえば、ＯＦＤＭなどのための）入力サンプルを処理して、受信シ
ンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器４５６は、すべての復調器４５４ａ～４５４ｒから
受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、
検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッサ４５８は、検出されたシンボルを処理
（たとえば、復調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０についての復号され
たデータをデータシンク４６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ
４８０に与え得る。
【００３７】
　[0043]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ４６４は、データソ
ース４６２からの（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データおよびコントローラ／プロセ
ッサ４８０からの（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を受信し、処理し得る。プ
ロセッサ４６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ４
６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリ
コードされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）変調器４５４ａ～４５４ｒ
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、ＵＥ１２０か
らのアップリンク信号は、アンテナ４３４によって受信され、復調器４３２によって処理
され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器４３６によって検出され、さらに受信プロセッサ
４３８によって処理されて、ＵＥ１２０によって送られた復号されたデータおよび制御情
報が取得され得る。プロセッサ４３８は、復号されたデータをデータシンク４３９に与え
、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４４０に与え得る。基地局１１０は、
たとえば、Ｘ２インターフェースなど、バックホールインターフェース４４１を介して他
の基地局にメッセージを送ることができる。
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【００３８】
　[0044]コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、それぞれ基地局１１０および
ＵＥ１２０における動作を指示し得る。基地局１１０におけるプロセッサ４４０および／
または他のプロセッサならびにモジュールは、本明細書で説明する技法のための様々なプ
ロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。ＵＥ１２０におけるプロセッサ４８
０および／または他のプロセッサならびにモジュールはまた、図８に示す機能ブロック、
および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行するかまたはその実
行を指示し得る。メモリ４４２および４８２は、それぞれ基地局１１０およびＵＥ１２０
のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ４４４は、ダウンリ
ンク上および／またはアップリンク上でのデータ送信についてＵＥをスケジューリングし
得る。
【００３９】
　[0045]近接した通信スペクトルにおいて単一の無線アクセス技術（ＲＡＴ）または異な
るＲＡＴの通信が同時に動作しているときには、ＲＡＴ間の潜在的な干渉が発生し得る。
たとえば、１つのＲＡＴが、別のデバイスが送信しているのと同時に通信を受信しようと
試み、両方のＲＡＴが通信スペクトルの同じまたは近接した部分を使用している場合、受
信ＲＡＴは干渉を経験し得る。言い換えれば、２つのＲＡＴが十分なガードバンドなしに
隣接チャネルまたは同一チャネル上で動作しているときには、デバイス間の潜在的干渉が
発生し得る。潜在的干渉は、深刻（severe）で、相互的（mutual）であり得る。
【００４０】
　[0046]そのような干渉に関する起こりうるシナリオが図５に示されている。ｅノードＢ
基地局５０２など、マクロセルが、ユーザ機器５０４にサービスしている。近くのロケー
ションでは、ユーザ機器５０６および５０８が、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信、または基
地局５０２とは異なるネットワーク上の同様の通信に関与している。いくつかの通信構成
では、マクロＵＥ５０４とＰ２Ｐ　ＵＥ５０６は互いに干渉５１０を引き起こし得る。別
の例として、潜在的に干渉するＵＥが異なるマクロセル上で動作していることがある。ま
た別の例として、第１のＲＡＴ上で通信しているＵＥがマクロセル上で動作していること
があり、第２のＲＡＴ上で通信しているＵＥが小さいセル展開上で動作していることがあ
る。さらにまた別の例として、ＵＥが、ＷｉＦｉなど第１のＲＡＴ上で通信していること
があり、別のＵＥが、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）マクロセルなど、第２の
ＲＡＴ上で通信していることがある。最後に、第１および第２のＲＡＴはまた、同じ事業
者または異なる事業者に属し得る。ＲＡＴは、ワイヤレス通信システムにおいて動作する
ユーザ機器（ＵＥ）、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、アクセスポイント、または他のデバイスで
あり得ることに留意されたい。また、本開示は上記で説明した様々なＲＡＴの例に限定さ
れないことに留意されたい。
【００４１】
　[0047]一態様では、デバイス間の潜在的干渉は、少なくとも２つの異なるタイプの干渉
としてカテゴリー分類され得る。第１のタイプの干渉は同期干渉であり得、第２のタイプ
の干渉は非同期干渉であり得る。
【００４２】
　[0048]同期干渉は、２つのＲＡＴが同期されているとき、たとえば、２つのＬＴＥ―Ｔ
ＤＤネットワークが互いに隣接して展開され、それらがスーパーフレームレベルで同期さ
れるときに、発生し得る。
【００４３】
　[0049]非同期干渉は、２つのＲＡＴが同期されていないときに発生し得る。たとえば、
第１のＲＡＴはＷｉＦｉを使用して通信していることがあり、第２のＲＡＴはＬＴＥを用
いて通信していることがあり、したがって、第１のＲＡＴと第２のＲＡＴとは同期されて
いないことがある。代替として、たとえば、第１のＲＡＴと第２のＲＡＴは、両方とも、
互いに同期されていないＬＴＥ実装を使用していることがある。さらに、非同期干渉は、
異なる空気推定（air-inference）の結果として発生し得、ランダムな時間で発生して、
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バースト的干渉を生じ得る。特に、いくつかの通信システムでは、干渉源がバースト的な
性質であり得るので、干渉は、所望の信号全体の限られた時間にわたって存在し得る。
【００４４】
　[0050]上記で説明した潜在的な干渉シナリオに対する解決策を提案する。本明細書で説
明する解決策は、単独でまたは一緒に組み込まれることができ、その内容全体が参照によ
り本明細書に明確に組み込まれる、ＢＨＡＴＴＡＤらの名義で２０１１年１１月１４日に
出願された同一出願人が所有する仮特許出願第６１／５５９，４６６号において説明され
た解決策と全体的にまたは部分的に組み合わせられ得る。
【００４５】
　[0051]以下の記載では説明の目的で、別段に記載されていない限り、２つのＲＡＴはＴ
ＤＤネットワークであり、干渉は２つのＵＥの間にあると仮定される。詳細には、アグレ
ッサ（ＵＥ間干渉を生じるＵＥ）はアグレッサｅＮｏｄｅＢに接続されると言われる。ビ
クティム（ＵＥ間干渉を経験するＵＥ）はビクティムｅＮｏｄｅＢに接続されると言われ
る。ビクティムｅＮｏｄｅＢとアグレッサｅＮｏｄｅＢとは、ＴＤＤ構成ならびにｅＮｏ
ｄｅＢそれぞれのＵＥの各々が経験する潜在的なＵＥ間干渉に関する情報を共有するため
に、バックホールまたは同様の通信チャネルを介して通信し得る。アグレッサおよびビク
ティムは、ＵＥに限定されず、ワイヤレス通信システムにおいて動作する、ｅノードＢま
たはアクセスポイントなど、他のデバイスであり得ることに留意されたい。
【００４６】
電力制御　
　[0052]一態様によれば、上記で説明した干渉シナリオに対する潜在的解決策は、電力制
御方法を利用することである。ベースラインシナリオでは、受信機が干渉を経験したとき
、受信機は、受信機における干渉を克服するために、送信機に送信電力を増加することを
要求し得る。しかしながら、干渉はバースト的であり得るので、増加した送信電力は、干
渉が存在する特定の時間に望まれる場合があり、したがって、送信電力における一定の増
加は、増加した送信電力の結果として追加の干渉を引き起こし得、また、より多くの電力
も消費し、それによりデバイスのバッテリレベルを低減させ得る。
【００４７】
　[0053]したがって、この態様では、電力制御方法が、干渉が存在し得るときを示す統計
値およびデータに従って利用され得る。言い換えれば、２つのネットワーク間の潜在的通
信／同期により、ビクティムは、アグレッサから、干渉が生じるときを知り得る。したが
って、電力制御方法は、２つの電力制御ループ、すなわち、干渉が存在し得る時間のため
の第１のループと、干渉が存在し得ない時間のための第２の電力制御ループとを利用し得
る。より詳細には、１つの電力制御ループは、ビクティムのアップリンク送信中に採用さ
れ、アップリンク中に測定されたノイズフロアおよび干渉についての統計値を使用し得、
別の電力制御ループは、ビクティムのダウンリンク送信中に使用され、ダウンリンク中に
測定されたノイズフロアおよび干渉についての統計値を使用し得る。
【００４８】
　[0054]たとえば、この態様によれば、ビクティムは、アグレッサが送信しているときな
ど、干渉があり得るときに、送信電力レベルを増加させるために第１の電力制御ループを
利用し得る。ビクティムは、アグレッサが受信しているときなど、干渉の低減があり得る
ときに、送信機の送信電力を低下させる第２の電力制御ループを利用し得る。この例では
、ビクティムは、アグレッサが送信しているときに潜在的干渉が生じ得、アグレッサが受
信しているときに潜在的干渉の低減があり得ることを示す情報を受信し得る。さらに、ビ
クティムおよびアグレッサは同期システム中にあり得るので、ビクティムは、アグレッサ
が送信している時間とアグレッサが受信している時間とに関する情報を有し得、したがっ
てビクティムは、それに応じて電力レベルを調整し得る。
【００４９】
レート制御　
　[0055]別の態様によれば、上記で説明した干渉シナリオに対する潜在的解決策は、レー
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ト制御システムを利用することである。この態様では、送信機は、受信機に送信され得る
パケットフォーマットのレートおよび変調を制御する。送信機は、パケットフォーマット
のレートおよび変調を制御するときに、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ：channel qu
ality indicator）、受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ：received signal strength 
indicator）、信号対干渉プラス雑音比（ＳＩＮＲ：signal to interference plus noise
 ratio）、または受信側の他のメトリックを考慮に入れ得る。
【００５０】
　[0056]典型的なレート制御システムでは、送信機にチャネル品質情報を与えるために、
ＣＱＩが、ワイヤレスデバイスなどの受信機から基地局などの送信機に送られ得る。送信
機は、次いで、受信機のＣＱＩに基づいて、受信機へのデータ送信のためのレートを選定
し得る。受信機がバースト的干渉に直面しているときなど、急激に変化するＣＱＩに直面
したときには、送信機は、良好なＳＩＮＲおよび不良なＳＩＮＲを示すＣＱＩを受信し得
、受信したＳＩＮＲの平均に基づいてデータ送信のためのレートを計算し得る。これは、
しかしながら、平均チャネルに基づいてデータ送信レートを設定することは、バースト的
干渉がアクティブであるときには不十分な性能を生じることになり（干渉により平均チャ
ネルを下回る結果となる）、バースト的干渉がアクティブであるときには未使用のチャネ
ル容量をまねき得る（干渉がないことが平均チャネル上回る結果となる）ので、最善とは
言いがたい性能をまねき得る。
【００５１】
　[0057]したがって、この態様では、レート制御システムは、バースト的干渉レベルと、
アップリンクおよびダウンリンク送信中の異なる干渉レベルとを考慮に入れる、２つのレ
ート制御ループを利用し得る。言い換えれば、バースト的干渉が存在し得るときには第１
のレート制御ループが利用され得、バースト的干渉が存在しないときには第２のレート制
御ループが利用され得る。
【００５２】
　[0058]この態様では、ビクティムおよびアグレッサが同期システムにおいて動作してい
るときには、送信機は、アグレッサからの送信中など、バースト的干渉が存在し得る時間
と、アグレッサが受信している時間中など、バースト的干渉が存在しない時間とに気づき
得る。したがって、送信機は、バースト的干渉が存在し得るときに応じて、特定のレート
制御ループに関連付けられた適切な変調およびコーディング方式を選択し得る。
【００５３】
　[0059]さらに、別の態様では、同期システムまたは非同期システムのいずれかにおいて
、送信機は、良好なＣＱＩ、不良なＣＱＩ、または良好なＣＱＩと不良なＣＱＩとの間の
干渉デューティサイクルのうちの少なくとも１つに基づいて、特定のレート制御ループに
関連付けられた適切な変調およびコーディング方式を選択し得る。詳細には、送信機は、
バースト的送信のサイクルまたは確率を決定するために受信機から受信した情報を利用し
、次いで、バースト的送信の決定されたサイクルまたは確率に基づいて、特定のレート制
御ループに関連付けられた適切な変調およびコーディング方式を選択する。
【００５４】
　[0060]たとえば、送信機は、受信機または他のエンティティから、良好なＣＱＩと、不
良なＣＱＩと、デューティサイクルとを受信し得る。送信機は、次いで、受信した情報を
使用して、第１のパケット送信のための変調およびコーディング方式を選択し得る。別の
例によれば、送信機は、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスを使用して、タ
ーゲットパケット誤り率を達成するために第１の送信およびいくつかの再送信のための変
調およびコーディング方式を決定し得る。ターゲットパケット誤り率は、ＨＡＲＱのため
のターゲット終端（target termination）を指すことがある。
【００５５】
　[0061]この態様では、一例によれば、送信機は、干渉のデューティサイクルがしきい値
以下であるときには、良好なＣＱＩのためのレートで送信し得る。さらに、この例によれ
ば、送信機は、干渉のデューティサイクルがしきい値よりも大きいかまたはそれに等しい
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ときには、不良なＣＱＩのためのレートで送信し得る。
【００５６】
　[0062]別の態様によれば、送信機は、パケットを正常に配信するために後の終端（late
 termination）をターゲットにするために、良好なＣＱＩのためであり得るレートよりも
大きい送信レートを選択し得る。
【００５７】
帯域幅制限　
　[0063]また別の態様によれば、上記で説明した干渉シナリオに対する潜在的解決策は、
ビクティムが伝送を受信しているときにアグレッサの送信電力がしきい値を超えるときに
、アグレッサの帯域幅割当てを制限することである。
【００５８】
　[0064]たとえば、ビクティムが伝送を受信しているときには、アグレッサが、Ｐhighな
ど、しきい値を超える送信電力で送信している場合、アグレッサは、それの帯域幅を、ビ
クティムの受信チャネルから離れたアグレッサ通信チャネルの一部に制限し得る。したが
って、帯域幅を、ビクティムチャネルからシフトされたアグレッサチャネルの一部に制限
することによって、アグレッサは、アグレッサのチャネルの利用から干渉を低減するため
の擬似ガードバンドを作成し得る。
【００５９】
　[0065]別の例として、この態様では、アグレッサがＰhighに等しいかまたはそれよりも
大きい送信電力を用いて送信するときには、上述の送信は、ビクティムが受信していない
時間に制限され得る。言い換えれば、送信は、ビクティムが送信している時間に制限され
得る。
【００６０】
スマートリンクスケジューリング　
　[0066]さらに別の態様によれば、上記で説明した干渉シナリオに対する潜在的解決策は
、スマートリンクスケジューリングを利用することである。典型的なワイヤレスネットワ
ークでは、システムにおいて同じチャネル上で動作しているノードからの干渉など、シス
テム内干渉があり得る。ワイヤレスシステムは、同じネットワーク中の他のノードからの
観測される総干渉を決定する干渉オーバーサーマル（ＩｏＴ：interference over therma
l）レベルを制御することによって、システム内干渉を制御することを試み得る。ＩｏＴ
レベルは、ターゲット信号対干渉プラス雑音比（ＳＩＮＲ）を達成するために他のデバイ
スによって使用される送信電力レベルを決定し得ることが理解される。したがって、Ｉｏ
Ｔレベルを変更することが、送信電力レベルを間接的に制御する。
【００６１】
　[0067]たとえば、ワイヤレスシステムは、ＩｏＴレベルが１０ｄＢであり得ること、し
たがって、ワイヤレスシステム内のノードは、サーマルの１０ｄＢ増加を生じ得る電力レ
ベルで送信していると決定し得る。したがって、ＩｏＴが増加するときには、干渉を克服
するためにより高い送信電力が望まれ得る。
【００６２】
　[0068]一態様では、潜在的干渉を克服するために、アグレッサに関連付けられたワイヤ
レスネットワークは、ビクティムデバイスが伝送を受信しているときには、より低いＩｏ
Ｔで動作し得る。詳細には、アグレッサは、ＩｏＴが低下した結果としてより低い送信電
力で動作し得、したがって、ビクティムは、受信しているときに存在し得る潜在的干渉を
克服し得る。代替として、送信機が送信しているとき、ビクティムは送信機からの送信を
潜在的に受信していることがあるので、ワイヤレスシステムは、ビクティムに関連付けら
れた、ｅノードＢなどの送信機が送信しているときには、ＩｏＴを低下させ得る。さらに
、アグレッサの増加した送信電力は、ビクティムが送信しているときに潜在的干渉を引き
起こさないので、ワイヤレスシステムは、ビクティムが送信しているとき、ＩｏＴを増加
させ得る。
【００６３】
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　[0069]したがって、この態様によれば、スマートリンクスケジューリングは、２つのル
ープの下で動作し得る。第１のループは、ビクティムが伝送を受信しているとき、または
ビクティムに関連付けられた送信機が送信しているときには、アグレッサに関連付けられ
たワイヤレスシステムのＩｏＴを低下させ得る。さらに、第２のループは、ビクティムが
送信しているときにアグレッサに関連付けられたワイヤレスシステムのＩｏＴを増加させ
得る。
【００６４】
干渉検出　
　[0070]上記で説明した態様は、潜在的ビクティムを保護するためにアグレッサの送信電
力または帯域幅を制限するために適用され得る。しかしながら、近くのビクティムがない
可能性があり得、したがって、アグレッサの送信電力または帯域幅を制限するための態様
は、アグレッサのネットワークのための性能の不要な損失を生じ得る。したがって、アグ
レッサが、ビクティムの存在を検出し、ビクティムがアグレッサまでのしきい値距離内に
あるときには、説明した態様を使用してアグレッサの送信電力または帯域幅を制限する技
法を提供することは有用であり得る。
【００６５】
　[0071]この態様では、１つの解決策に従って、アグレッサは、ビクティムが送信してい
るとき、ビクティムの受信されたＲＳＳＩを測定し得る。アグレッサは、次いで、ビクテ
ィムの送信からのアグレッサにおいて測定された受信されたＲＳＳＩに基づいて、ビクテ
ィムが近くにあるかどうかを決定し得る。強いＲＳＳＩは、ビクティムが近くにあること
を示し得、弱いＲＳＳＩは、ビクティムが近くにないことを示し得る。
【００６６】
　[0072]さらに、この態様では、別の解決策に従って、アグレッサは、ビクティムが送信
しているときに、ビクティムの放出プロファイル（emission profile）を測定し得る。ア
グレッサは、次いで、観測された非線形放出プロファイルに基づいてビクティムの送信電
力レベルを推定し得、次いで、ビクティムが近くにあるかどうかを決定し得る。詳細には
、ビクティムが高い電力で送信しているときには、非線形性は高くなり得、ビクティムの
送信電力が低減されるにつれて、非線形性は減少し得る。非線形性測定値は、アグレッサ
がビクティムに対する経路損失を推定するのを助け得る。
【００６７】
　[0073]最後に、この態様では、さらに別の解決策に従って、アグレッサは、ビクティム
ｅノードＢのＲＳＳＩを測定し、ＲＳＳＩを使用してビクティムのリンク品質を決定し得
る。詳細には、ＲＳＳＩに基づいて、アグレッサは、それがｅノードＢに近く、したがっ
て、近くにあるデバイスは良好なリンク品質を有することになると決定し得る。したがっ
て、近くにあるデバイスは良好なリンク品質を有し得るので、アグレッサは、電力レベル
を低減することまたは帯域幅制限を実施することにあまりアグレッシブでないことがある
。さらに、アグレッサが、ｅノードＢが遠いと決定したとき、近くにあるデバイスが不十
分なリンク品質を有する可能性があり得、したがって、アグレッサＵＥは、より高い電力
制限または帯域幅制限を利用しなければならないことがある。
【００６８】
　[0074]図６に、本開示の一態様による、ＲＡＴへの干渉を回避する方法を示す。図６に
示すように、少なくともＵＥ、ｅノードＢ、またはアクセスポイントであり得る、第１の
ＲＡＴまたは第２のＲＡＴなど、ワイヤレスシステム中のデバイスは、ブロック６０２に
示すように、第１のＲＡＴの通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験したときを決定
し得、ブロック６０４に示すように、干渉を低減するために少なくとも第１のＲＡＴまた
は第２のＲＡＴの通信を変更し得る。通信を変更することは、少なくとも決定されたチャ
ネル容量に基づいて第２のＲＡＴに対する送信レートを制御することを含み得る。
【００６９】
　[0075]図７は、処理システム７１４を採用する装置７００のためのハードウェア実装形
態の一例を示す図である。装置７００は、干渉検出モジュール７０２と、通信変更モジュ
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ール７０４とを含み得る。処理システム７１４は、バス７２４によって概略的に表される
バスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス７２４は、処理システム７１４の特定の
適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み
得る。バス７２４は、プロセッサ７３０によって表される１つまたは複数のプロセッサお
よび／またはハードウェアモジュールと、干渉検出モジュール７０２と、通信変更モジュ
ール７０４と、コンピュータ可読媒体７３２とを含む様々な回路を互いにリンクする。バ
ス７２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、
様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており
、したがって、これ以上説明しない。
【００７０】
　[0076]本装置は、トランシーバ７２２に結合された処理システム７１４を含む。トラン
シーバ７２２は、１つまたは複数のアンテナ７２０に結合される。トランシーバ７２２は
、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム７１４
は、コンピュータ可読媒体７３２に結合されたプロセッサ７３０を含む。プロセッサ７３
０は、コンピュータ可読媒体７３２に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理
を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ７３０によって実行されたとき、処理システム
７１４に、特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行させる。コンピュータ可
読媒体７３２はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ７３０によって操作され
るデータを記憶するために使用され得る。処理システム７１４は、第１の無線アクセス技
術（ＲＡＴ）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験したときを決定するための干
渉検出モジュール７０２をさらに含む。処理システム７１４は、干渉を低減するために、
少なくとも第１のＲＡＴまたは第２のＲＡＴの通信を変更する通信変更モジュール７０４
をさらに含み、変更することは、少なくとも決定されたチャネル容量に基づいて第２のＲ
ＡＴに対する送信レートを制御することを備える。それらのモジュールは、プロセッサ７
３０中で動作するか、コンピュータ可読媒体７３２中に常駐する／記憶されたソフトウェ
アモジュールであるか、プロセッサ７３０に結合された１つまたは複数のハードウェアモ
ジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム７１４は、
ｅノードＢ１１０の構成要素であり得、メモリ４４２、および／またはＴＸ　ＭＩＭＯプ
ロセッサ４３０と、送信プロセッサ４２０と、受信プロセッサ４３８と、コントローラ／
プロセッサ４４０とのうちの少なくとも１つを含み得る。処理システム７１４は、ＵＥ１
２０の構成要素であり得、メモリ６６０、および／またはＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４６
６と、送信プロセッサ４６４と、受信プロセッサ４５８と、コントローラ／プロセッサ４
８０とのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００７１】
　[0077]一構成では、ワイヤレス通信のための装置７００は、決定するための手段と変更
するための手段とを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳される機能を実行する
ように構成された、装置１００の上述のモジュールおよび／または装置７００の処理シス
テム７１４のうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム７
１４は、干渉検出モジュール７０２と、通信変更モジュール７０４と、ＴＸ　ＭＩＭＯプ
ロセッサ４３０と、送信プロセッサ４２０と、受信プロセッサ４３８と、コントローラ／
プロセッサ４４０とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段に
よって具陳された機能を実行するように構成された干渉検出モジュール７０２、通信変更
モジュール７０４、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４３０、送信プロセッサ４２０、受信プロ
セッサ４３８、およびコントローラ／プロセッサ４４０であり得る。
【００７２】
　[0078]さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、または両方の組合せとして実装できることを、当業者は諒解されよう。ハードウ
ェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロッ
ク、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明し
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た。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは
、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明
した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装の
決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【００７３】
　[0079]本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプロ
グラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構
成要素、あるいは本明細書に記載の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合
せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが
、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコント
ローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの
組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ
、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のその
ような構成として実装され得る。
【００７４】
　[0080]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実
施されるか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡ
Ｍメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または
当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体
は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができる
ように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る
。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に常駐
し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として
常駐し得る。
【００７５】
　[0081]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウ
ェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した
場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶
されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体
は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を
含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用ま
たは専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定
ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の
磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコー
ド手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎
用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることがで
きる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフト
ウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（
ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウ
ェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光
ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波な
どのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）お
よびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登
録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、
フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（
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disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）
は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内
に含めるべきである。
【００７６】
　[0082]本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することが
できるように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明
細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態
に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定される
ものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与え
られるべきである。
　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の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験した
ときを決定することと、
　前記干渉を低減するために、少なくとも前記第１のＲＡＴまたは前記第２のＲＡＴの前
記通信を変更することであって、前記変更することが、少なくとも決定されたチャネル容
量に基づいて前記第２のＲＡＴに対する送信レートを制御することを含む、変更すること
とを備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ２］
　第１の干渉を経験しているときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉
を経験していないときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉の時間の長
さのデューティサイクルとを、前記第１のＲＡＴから受信することと、
　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルとに
基づいて、前記チャネル容量を決定することとをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　再送信のターゲット数（Ｍ）を設定することと、
　パケットが少なくとも前記パケットのＭ番目の送信においてまたはその前にユーザ機器
（ＵＥ）によって復号されるように、前記パケットのコードレートを決定することとさら
に備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記変更することは、前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えたときに、前記第
２のＲＡＴの帯域幅割当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからより遠く離れた前
記第２のＲＡＴの第１のチャネルの一部に制限することを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記第２のＲＡＴに対する前記第１のＲＡＴの近接度を決定することをさらに備える、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記変更することは、前記近接度がしきい値内であるときに前記通信を変更することを
含む、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記変更することが、１つまたは複数のＲＡＴからの総干渉を決定する干渉オーバーサ
ーマルレベルを変更することを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記干渉オーバーサーマルレベルを変更することが、第１のループを介して前記干渉オ
ーバーサーマルレベルを増加させること、または第２のループを介して前記干渉オーバー
サーマルレベルを減少させることを含む、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記変更することが、前記干渉を検出するための干渉測定を実行した結果に少なくとも
部分的に基づく、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
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　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、前記コンピュータプロ
グラム製品は、
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体を備え、前記プログラムコ
ードは、
　　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験し
たときを決定するためのプログラムコードと、
　　前記干渉を低減するために、少なくとも前記第１のＲＡＴまたは前記第２のＲＡＴの
前記通信を変更するためのプログラムコードであって、変更するための前記プログラムコ
ードが、少なくとも決定されたチャネル容量に基づいて前記第１のＲＡＴに対する送信レ
ートを制御するためのプログラムコードを含む、変更するためのプログラムコードとを含
む、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ１１］
　プログラムコードが、
　第１の干渉を経験しているときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉
を経験していないときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉の時間の長
さのデューティサイクルとを、前記第１のＲＡＴから受信するためのプログラムコードと
、
　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルとに
基づいて、前記チャネル容量を決定するためのプログラムコードとをさらに含む、Ｃ１０
に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１２］
　変更するためのプログラムコードは、前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えた
ときに、前記第２のＲＡＴの帯域幅割当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからよ
り遠く離れた前記第２のＲＡＴの第１のチャネルの一部に制限するためのプログラムコー
ドを含む、Ｃ１０に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１３］
　前記プログラムコードが、前記第２のＲＡＴに対する前記第１のＲＡＴの近接度を決定
するためのプログラムコードをさらに含み、変更するための前記プログラムコードは、前
記近接度がしきい値内であるときに前記通信を変更するためのプログラムコードを含む、
Ｃ１０記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１４］
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサとを備える、ワイヤレス通信のた
めの装置であって、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験し
たときを決定することと、
　　前記干渉を低減するために、少なくとも前記第１のＲＡＴまたは前記第２のＲＡＴの
前記通信を変更することと
　を行うように構成され、変更するように構成された前記少なくとも１つのプロセッサが
、少なくとも決定されたチャネル容量に基づいて前記第１のＲＡＴに対する送信レートを
制御するように構成された前記少なくとも１つのプロセッサを含む、装置。
［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　第１の干渉を経験しているときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉
を経験していないときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉の時間の長
さのデューティサイクルとを、前記第１のＲＡＴから受信することと、
　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルとに
基づいて、前記チャネル容量を決定することとを行うようにさらに構成された、Ｃ１４に
記載の装置。
［Ｃ１６］
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　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えた
ときに、前記第２のＲＡＴの帯域幅割当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからよ
り遠く離れた前記第２のＲＡＴの第１のチャネルの一部に制限することによって、前記通
信を変更するようにさらに構成された、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第２のＲＡＴに対する前記第１のＲＡＴの近
接度を決定するようにさらに構成され、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記近接度
がしきい値内であるときに前記通信を変更することによって、前記通信を変更するように
さらに構成された、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、１つまたは複数のＲＡＴからの総干渉を決定する
干渉オーバーサーマルレベルを変更することによって、前記通信を変更するようにさらに
構成された、Ｃ１４に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、第１のループを介して前記干渉オーバーサーマル
レベルを増加させること、または第２のループを介して前記干渉オーバーサーマルレベル
を減少させることによって、前記干渉オーバーサーマルレベルを変更するようにさらに構
成された、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記干渉を検出するための干渉測定を実行した結
果に少なくとも部分的に基づいて前記通信を変更するようにさらに構成された、Ｃ１４に
記載の装置。
［Ｃ２１］
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の通信が第２のＲＡＴの通信からの干渉を経験した
ときを決定するための手段と、
　前記干渉を低減するために、少なくとも前記第１のＲＡＴまたは前記第２のＲＡＴの前
記通信を変更するための手段であって、前記変更する手段が、少なくとも決定されたチャ
ネル容量に基づいて前記第１のＲＡＴに対する送信レートを制御するための手段を備える
、変更するための手段とを備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ２２］
　第１の干渉を経験するときの第１のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉を経
験しないときの第２のチャネル品質に関する情報と、前記第１の干渉の時間の長さのデュ
ーティサイクルとを、前記第１のＲＡＴから受信するための手段と、
　前記第１および第２のチャネル品質に関する前記情報と、前記デューティサイクルとに
基づいて、前記チャネル容量を決定するための手段とをさらに備える、Ｃ２１に記載の装
置。
［Ｃ２３］
　前記変更する手段は、前記第２のＲＡＴの送信電力がしきい値を超えたときに、前記第
２のＲＡＴの帯域幅割当てを、前記第１のＲＡＴの第２のチャネルからより遠く離れた前
記第２のＲＡＴの第１のチャネルの一部に制限することを含む、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記第２のＲＡＴに対する前記第１のＲＡＴの近接度を決定するための手段をさらに備
え、前記変更する手段は、前記近接度がしきい値内であるときに前記通信を変更するため
の手段をさらに含む、Ｃ２１記載の装置。
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