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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置（ＵＥ）上で、第二無線モジュールと共同設置される第一ＯＦＤＭＡ無線
モジュールにより、装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況を判断する工程と、
　ＵＥ設定最大伝送電力が前記ＵＥにより設定される場合に、前記判断されたＩＤＣ干渉
状況に基づいて最大電力低減（ＭＰＲ）値の調整を経て、前記第一ＯＦＤＭＡ信号モジュ
ールのＵＥ設定最大伝送電力を調整することにより、電力パラメータを決定する工程、お
よび、
　トリガ条件を満たして前記ＩＤＣ干渉を軽減するように前記調整された電力パラメータ
をサービング基地局に伝送する工程と、
を含むことを特徴とする装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項２】
　前記装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況の判断は、前記無線装置の制御エンティティから、
共存通知を受信する工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置内共存干渉を軽減
する電力制御方法。
【請求項３】
　前記装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況の判断は、前記第二無線モジュールの起動または失
活を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項４】
　前記ＵＥ設定最大伝送電力の調整は、前記最大電力低減（ＭＰＲ）値を増加させて、前
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記第一ＯＦＤＭＡ無線モジュールの前記ＵＥ設定最大伝送電力を減少させる工程を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項５】
　前記電力パラメータは、前記第一ＯＦＤＭＡ無線モジュールの前記ＵＥ設定最大伝送電
力およびパワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）を含むことを特徴とする請求項１に記載の装
置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項６】
　前記ＵＥ設定最大伝送電力の調整がスレショルド値を超過する場合、前記トリガ条件が
満たされることを特徴とする請求項１に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項７】
　第一ＬＴＥ無線モジュールから前記サービング基地局に、共存インジケーターを伝送す
る工程を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法
。
【請求項８】
　装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況を判断し、前記無線通信装置で、第二無線モジュールと
共同設置される第一ＯＦＤＭＡ信号モジュールを有し、前記第一ＯＦＤＭＡ信号モジュー
ルは、ＵＥ設定最大伝送電力が前記ＵＥにより設定される場合に、判断された前記ＩＤＣ
干渉状況に基づいて最大電力低減（ＭＰＲ）値の調整を経て、前記第一無線モジュールの
ＵＥ設定最大伝送電力を調整することにより、電力パラメータを判断する電力制御モジュ
ール、および、トリガ条件が満たされる場合、調整された前記電力パラメータをサービン
グ基地局に伝送し、ＩＤＣ干渉を軽減する無線トランシーバ、を具備することを特徴とす
る無線通信装置（ＵＥ）。
【請求項９】
　前記第一ＯＦＤＭＡ信号モジュールは、前記無線装置上の制御エンティティから、共存
通知を受信することを特徴とする請求項８に記載の無線通信装置（ＵＥ）。
【請求項１０】
　前記第一ＯＦＤＭＡ信号モジュールは、前記第二無線モジュールの起動または不起動を
検出することを特徴とする請求項８に記載の無線通信装置（ＵＥ）。
【請求項１１】
　前記電力制御モジュールは、前記最大電力低減（ＭＰＲ）値を増加させて、これにより
、前記第一無線モジュールの前記ＵＥ設定最大伝送電力を減少させることを特徴とする請
求項８に記載の無線通信装置（ＵＥ）。
【請求項１２】
　前記電力パラメータは、前記第一無線モジュールの前記ＵＥ設定最大伝送電力およびパ
ワーヘッドルーム報告（ＰＨＲ）を含むことを特徴とする請求項８に記載の無線通信装置
（ＵＥ）。
【請求項１３】
　前記ＵＥ設定最大伝送電力の調整がスレショルド値を超過する場合、前記無線トランシ
ーバは、前記の調整された電力パラメータを伝送することを特徴とする請求項８に記載の
無線通信装置（ＵＥ）。
【請求項１４】
　前記無線トランシーバは、共存インジケーターを前記サービング基地局に伝送すること
を特徴とする請求項８に記載の無線通信装置（ＵＥ）。
【請求項１５】
　無線通信装置で、第二無線モジュールと共同設置される第一ＯＦＤＭＡ無線モジュール
により、装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況を判断する工程と、
　判断された前記ＩＤＣ干渉状況に基づいて、前記第一ＯＦＤＭＡ信号モジュールの新し
い電力クラスに切り換える工程と、
　前記新しい電力クラスをサービング基地局に報告して、ＩＤＣ干渉を軽減する工程と、
を含むことを特徴とする装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
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【請求項１６】
　前記装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況の判断は、前記無線装置上の制御エンティティから
、共存通知を受信する工程を含むことを特徴とする請求項１５に記載の装置内共存干渉を
軽減する電力制御方法装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項１７】
　前記装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況の判断は、前記第二無線モジュールの起動または失
活を含むことを特徴とする請求項１５に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項１８】
　前記電力クラス報告は、無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージにより行われることを
特徴とする請求項１５に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項１９】
　前記電力クラス報告は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）制御素子（ＣＥ）により行われる
ことを特徴とする請求項１５に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法。
【請求項２０】
　前記電力クラス報告は、ユーザー装置（ＵＥ）能力中に含まれる情報要素（ＩＥ）によ
り行われることを特徴とする請求項１５に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方法
。
【請求項２１】
　第一ＬＴＥ無線モジュールから前記サービング基地局に、共存インジケーターを伝送す
る工程を含むことを特徴とする請求項１５に記載の装置内共存干渉を軽減する電力制御方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２０１１年１月６日に出願された「装置内共存の干渉を軽減する電力制御
方法」（“Power Control Method to Mitigate Interference for In-Device Coexistenc
e,”）と題された米国特許仮出願番号第６１／３２０３４５号から、米国特許法35U.S.C.
119条の下、優先権を主張するものであり、その内容は引用によって本願に援用される。
　本発明は、無線ネットワーク通信に関するものであって、特に、装置内共存 (ＩＤＣ：
Interference for In-Device Coexistence,)干渉軽減に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、ユビキタスネットワークアクセスがほぼ実現している。ネットワークインフラの
観点から、異なる層(たとえば、分布層（distribution layer）、セルラー層、ホットス
ポット層、パーソナルネットワーク層、および、固定／有線層)に属する異なるネットワ
ークは、異なるレベルの適用(coverage)および接続性をユーザーに提供する。特定のネッ
トワークの適用範囲は、どこででも入手できるものではなく、また、異なるネットワーク
は異なるサービスのために最適化されるので、ユーザー装置は、同じデバイスプラットフ
ォーム上で、多重無線アクセスネットワークをサポートすることが望まれる。無線通信の
受容が増加し続けるにつれて、無線通信装置、たとえば、携帯電話、ＰＤＡ（personal d
igital assistants）、スマートハンドヘルド装置、ラップトップコンピュータ、タブレ
ット型コンピュータ等は、次第に、多重無線送受信機を備えるようになった。多重無線端
末(ＭＲＴ:multiple radio terminal)は、同時に、ロングタームエボリューション(ＬＴ
Ｅ:Long-term Evolution)またはＬＴＥ-アドバンスト(ＬＴＥ-Ａ:LTE-Advanced)無線、無
線ＬＡＮ(ＷＬＡＮ:Wireless Local Area Network、たとえば、ＷｉＦｉ)アクセス無線、
ブルートゥース(ＢＴ:Bluetooth、登録商標)無線、および、全地球的航法衛星システム(
ＧＮＳＳ:Global Navigation Satellite System)無線を含む。多重無線端末(ＭＲＴ)にお
いて、ＬＴＥ-Ａ無線は、国際ローミングサービスを提供することができる直交周波数分
割多重方式(ＯＦＤＭＡ-ベース:Orthogonal Frequency Division Multiple Access -base
d)の広帯域移動技術で、ＷｉＦｉ無線は、ローカルアクセスにより、巨大なバンド幅伝送
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を提供することができる。ＬＴＥ-ＡとＷｉＦｉ無線の組み合わせは、ＷｉＦｉオフロー
ディング(offloading)の例の一つで、未来通信の一般的なパラダイムである。同じ通信装
置中の多重無線共同設置または共存は、装置内共存(ＩＤＣ)とも称される。
【０００３】
　スペクトル規制のため、異なる技術は、重複するまたは隣接する電波スペクトルで操作
する。たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａ ＴＤＤ(Time Division Duplex)モードは、通常、2.
3-2.4GHzで操作し、ＷｉＦｉは、通常、2.400-2.483.5GHzで操作し、ＢＴ(Broad-band TV
、phone，home & business)は、通常、2.402-2.480GHzで操作する。同じ物理的装置上に
共同設置された多重無線の同時処理により、重複するまたは隣接する電波スペクトルのた
め、それらの間に著しい共存干渉(coexistence interference) (たとえば、装置内共存干
渉)を含む重大な品質低下を生じる。物理的近接および無線電力漏洩のため、第一無線送
受信機のデータ伝送と第二無線送受信機のデータ受信が、時間ドメインで重複する時、第
二無線送受信機の受信は、第一無線送受信機の伝送からの干渉により影響される。同様に
、第二無線送受信機のデータ伝送は、第一無線送受信機のデータ受信による干渉を受ける
。
【０００４】
　各種のＩＤＣ干渉軽減ソリューションが求められている。異なる干渉軽減ソリューショ
ン中、パワーマネージメント(power management)機能は可能なソリューションのひとつで
ある。ＩＤＣ干渉のひとつの基本的な問題は、１個の無線トランシーバの伝送電力が強す
ぎるとき、別の共同設置／共存の無線トランシーバ上の同時受信に影響することである。
よって、伝送無線トランシーバがその伝送電力を減少させることが出来る場合、別のトラ
ンシーバの同時受信が可能になる。一般に、電力制御 (ＰＣ:power control)は、各無線
トランシーバによりサポートされる一般的な機能であり、このようなメカニズムを再利用
することにより、ＩＤＣ干渉を軽減し、コストを抑制し、下位互換性(backward compatib
le)がある。
【０００５】
　さらに多くのリソースまたは制御オーバーヘッド (たとえば、FDM/RRM: Frequency Div
ision Multiplexing/Radio Resonance Management)を必要とするまたはスループットに強
い影響を有する(たとえば、TDM:Time Division Multiplexing)別の重量級ソリューション
を適用する前、電力制御が軽量化対策として用いられる。
【０００６】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａシステムにおいて、移動局（ＵＥ:User Equipment）の大部分の起動
は、ネットワークおよびサービング基地局 (ｅＮｏｄｅＢ)により制御される。たとえば
、ＯＦＤＭＡシステム中、各ＵＥの伝送電力は、あるレベルで維持し、ネットワークによ
り調整される必要がある。しかし、ＵＥ能力と用途が異なるので、最大出力電力および現
在のＵＥ伝送電力は異なる。一般に、ｅＮｏｄｅＢは、各ＵＥからの以下の情報に基づい
て、各ＵＥの伝送電力を調整する: パワーヘッドルーム報告 (ＰＨＲ:Power Headroom Re
port)、ＵＥ設定最大伝送電力 (Pcmax: configured maximum transmitting power)、サウ
ンディング参照信号 (ＳＲＳ:sounding reference signal)およびチャネル品質インジケ
ータ (ＣＱＩ: channel quality indicator)。一方で、各ＵＥは、経路損失補償 (開回路
ＰＣ)および物理ダウンリンク制御チャネル (ＰＤＣＣＨ:physical down link control c
hannel)グラントに基づいて、または、サービングｅＮｏｄｅＢから電力制御 (ＴＰＣ:tr
ansmit power control )コマンド (閉回路ＰＣ)を伝送することにより、それ自身の伝送
電力を調整する。電力制御により、ＩＤＣ干渉を軽減するため、ＵＥは、ＩＤＣ干渉問題
を示す必要があり、よって、サービングｅＮｏｄｅＢは、それに応じて、ＵＥの伝送電力
を調整することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　装置内共存(ＩＤＣ)干渉を軽減する電力制御方法が提供される。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、無線通信装置（ＵＥ）上で、第二無線モジュールと共同設置される第一ＯＦ
ＤＭＡ無線モジュールにより、装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況を判断する工程と、ＵＥ設
定最大伝送電力がＵＥにより設定される場合に、判断されたＩＤＣ干渉状況に基づいて最
大電力低減（ＭＰＲ）値の調整を経て、第一ＯＦＤＭＡ信号モジュールのＵＥ設定最大伝
送電力を調整することにより、電力パラメータを決定する工程、および、トリガ条件を満
たしてＩＤＣ干渉を軽減するように調整された電力パラメータをサービング基地局に伝送
する工程と、を含むことを特徴とする装置内共存干渉を軽減する電力制御方法である。
【０００９】
　本発明は、装置内共存（ＩＤＣ）干渉状況を判断し、無線通信装置で、第二無線モジュ
ールと共同設置される第一ＯＦＤＭＡ信号モジュールを有し、第一ＯＦＤＭＡ信号モジュ
ールは、ＵＥ設定最大伝送電力が前記ＵＥにより設定される場合に、判断されたＩＤＣ干
渉状況に基づいて最大電力低減（ＭＰＲ）値の調整を経て、第一無線モジュールのＵＥ設
定最大伝送電力を調整することにより、電力パラメータを判断する電力制御モジュール、
および、トリガ条件が満たされる場合、調整された電力パラメータをサービング基地局に
伝送し、ＩＤＣ干渉を軽減する無線トランシーバ、を具備することを特徴とする無線通信
装置（ＵＥ）である。
【００１０】
　また、本発明は、無線通信装置で、第二無線モジュールと共同設置される第一ＯＦＤＭ
Ａ無線モジュールにより、装置内共存 (ＩＤＣ)干渉状況を判断する工程と、判断された
ＩＤＣ干渉状況に基づいて、第一ＯＦＤＭＡ信号モジュールの新しい電力クラスに切り換
える工程と、新しい電力クラスをサービング基地局に報告して、ＩＤＣ干渉を軽減する工
程と、を含むことを特徴とする装置内共存干渉を軽減する電力制御方法である。
【００１１】
　無線通信装置（ＵＥ）は、第一ＬＴＥ無線モジュールおよび第二共同設置 ＷｉＦｉ／
ＢＴ／ＧＳＮＮ無線モジュールを備えている。共存またはＩＤＣ干渉検出時、ＵＥは、電
力制御方法を適用して、干渉を軽減する。一般に、電力制御 (ＰＣ)は、各無線トランシ
ーバによりサポートされる一般的な機能であり、このようなメカニズムを再利用すること
により、ＩＤＣ干渉を軽減し、コストを抑制し、下位互換性(backward compatible)があ
る。さらに多くのリソースを必要とするまたはスループットに強い影響を有する別の重量
級ソリューションを適用する前、電力制御が軽量化対策として用いられる。
【００１２】
　第一実施例中、ＬＴＥ無線モジュールは、局部的に、その電力または電力パラメータを
調整し、サービングｅＮＢに通知しない。第二実施例中、ＬＴＥ無線モジュールは、その
電力パラメータを調整し、現有のＰＨＲ報告により、黙示で、ｅＮＢに通知する。たとえ
ば、ＬＴＥ無線モジュールは、ＵＥ設定最大伝送電力 PCMAX を低値に調整する。PCMAXは
、最大電力低減(MPR: maximum power reduction，A-MPR:A- maximum power reduction，P
-MPR : P- maximum power reduction)により調整される。第三実施例中、ＬＴＥ無線モジ
ュールは、その電力または電力クラスを変化させ、ＵＥ能力または新しいＲＲＣ(Radio R
esonance Control)メッセージまたはマック制御エレメント（ＭＡＣ ＣＥ　MAC-control 
Element)により、明示的に、ｅＮＢに通知する。
　他の実施の形態及び利点について、以下に詳細な説明をする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、装置内共存の干渉を容易に軽減することができる電力制御方法を提供
できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
　添付の図面は、本発明の実施の形態を説明しており、同様の番号は同様の構成要素を示
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している。
【図１】一の新規な態様による無線通信システムおける、複数の無線モジュールを有する
ユーザー装置（ＵＥ）を示す説明図である。
【図２Ａ】一の新規な態様による電力制御モジュールを有するＵＥと基地局 (ｅＮｏｄｅ
Ｂ)の簡潔なブロック図である。
【図２Ｂ】一の新規な態様による制御エンティティを有するユーザー装置の簡潔なブロッ
ク図である。
【図３】３ＧＰＰ装置内共存 (ＩＤＣ)の干渉を軽減させた電力制御ソリューションの例
を示す図である。
【図４】ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａシステム中のＵＥ電力パラメータを示す説明図である。
【図５】一の新規な態様による装置内共存 (ＩＤＣ)干渉の軽減の詳細な工程を示す説明
図である。
【図６】電力制御ソリューションを用いたＩＤＣ干渉の軽減の第一方法のフローチャート
である。
【図７】電力制御ソリューションを用いたＩＤＣ干渉の軽減の第二方法のフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施態様について添付図を参照して詳細に説明する。
　図１は、一の新規な態様による無線通信システム１００であり、複数の無線モジュール
を有するユーザー装置ＵＥ１０１が示されている。無線通信システム１００は、ユーザー
装置 ＵＥ１０１、サービング基地局(たとえば、evolved node-B)ｅＮＢ１０２、ＷｉＦ
ｉアクセスポイントＷｉＦｉ ＡＰ１０３、ブルートゥース装置ＢＴ１０４およびグロー
バルポジショニングシステム衛星装置 ＧＰＳ１０５を備えている。無線通信システム１
００は、異なる無線アクセス技術により、ＵＥ１０１に、各種ネットワークアクセスサー
ビスを提供する。たとえば、ｅＮＢ１０２は、ＯＦＤＭＡ-ベースのセルラー無線ネット
ワーク (たとえば、３ＧＰＰロングタームエボリューション(ＬＴＥ)またはＬＴＥ-アド
バンスト (ＬＴＥ-Ａ)システム)アクセスを提供する。ＷｉＦｉ ＡＰ１０３は、ワイヤレ
スＬＡＮ(ＷＬＡＮ)アクセスのローカルサービスエリアを提供し、ＢＴ１０４は、短距離
個人ネットワーク通信を提供し、ＧＰＳ１０５は、全地球的航法衛星システム (ＧＮＳＳ
)の一部となるグローバルアクセスを提供する。各種無線アクセス技術をうまく促進する
ため、ＵＥ１０１は、同じ装置のプラットフォーム(すなわち、装置内)に共同設置／共存
する複数の無線モジュールを備える多重無線端末(ＭＲＴ)である。電波スペクトルのため
、異なる無線アクセス技術は、重複するまたは隣接する電波スペクトルで操作する。図１
に示されるように、ＵＥ１０１は、無線信号１０６によりｅＮＢ１０２と通信し、無線信
号１０７によりＷｉＦｉ ＡＰ１０３と通信し、無線信号１０８によりＢＴ１０４と通信
すると共に、ＧＰＳ１０５から無線信号１０９を受信する。無線信号１０６は３ＧＰＰ 
バンド４０に属し、無線信号１０７は、１４個のＷｉＦｉチャネルのひとつに属し、無線
信号１０８は、７９個のブルートゥースチャネルのひとつに属している。上述の無線信号
の周波数は、すべて、2.3GHz から 2.5GHzの範囲である。よって、著しい装置内共存 (Ｉ
ＤＣ)干渉を生じる。この問題は、2.4GHz ISM (The Industrial，Scientific and Medica
l)無線周波数バンド(たとえば、2400-2483.5MHzの範囲)でさらにひどくなり、ＷｉＦｉチ
ャネルおよびブルートゥースチャネルは共に、この周波数バンドを用いている。
【００１６】
　ＩＤＣ干渉の一つの基本的な問題は、１個の無線トランシーバの伝送電力が強すぎると
き、別の共同設置／共存の無線トランシーバ上の同時受信に影響することである。よって
、伝送無線トランシーバがその伝送電力を減少させることが出来る場合、別のトランシー
バの同時受信が可能になる。一の新規な態様において、ＵＥ１０１は、調整された電力パ
ラメータをシグナリングすることにより、ＩＤＣ干渉問題を検出し、電力制御ソリューシ
ョンをｅＮＢ１０２に適用して、共存干渉を軽減する。
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【００１７】
　図２Ａは、一の新規な態様による電力制御モジュールを有するユーザー装置ＵＥ２０１
および基地局ｅＮＢ２１１の簡潔なブロック図である。ＵＥ２０１は、メモリ２０２、中
央制御エンティティを有するプロセッサ２０３、アンテナ２２１に結合されるＬＴＥトラ
ンシーバ２０６および電力制御モジュール２０７を有するＯＦＤＭＡ (ＬＴＥ)無線モジ
ュール２０５、ＧＰＳレシーバ２０８、ＷｉＦｉトランシーバ２０９、ブルートゥースＢ
Ｔトランシーバ２１０およびバス２２０を備えている。一方で、ｅＮＢ２１１は、メモリ
２１２、プロセッサ２１３、電力制御モジュール２１４、アンテナ２１６に結合されるＬ
ＴＥトランシーバ２１５を含む。
【００１８】
　図２の例において、中央制御エンティティ２０４は、プロセッサ２０３中で論理的に実
施される論理エンティティであり、ＵＥ２０１のデバイス応用処理にも用いられる。中央
制御エンティティ２０４は、バス２２０により、ＵＥ２０１中の各種無線トランシーバに
接続され、各種無線トランシーバと通信する。たとえば、ＷｉＦｉトランシーバ２０９は
、ＷｉＦｉ起動（activation）／失活(deactivation)情報、無線信号情報および／または
ＷｉＦｉトラフィックおよびスケジューリング情報を、中央制御エンティティ２０４に伝
送する(たとえば、太い点線２３０で示される)。受信したＷｉＦｉ情報に基づいて、中央
制御エンティティ２０４は、制御情報を決定して、制御情報をＬＴＥ無線モジュール２０
５に伝送する(たとえば、太い点線２４０で示される)。一例において、電力制御モジュー
ル２０７は、制御情報に基づいて、電力パラメータを決定する。その後、ＬＴＥ無線トラ
ンシーバ２０６はｅＮＢ２１１と通信して、ＩＤＣ共存干渉を軽減する(たとえば、太い
点線２４１と２４２で示される)。一例において、ＩＤＣ干渉の検出時、ＵＥ２０１は、
調整されたＵＥ設定最大伝送電力(PCMAX)およびパワーヘッドルーム報告(ＰＨＲ)をｅＮ
Ｂ２１１に伝送し、ｅＮＢ２１１からの伝送電力制御(ＴＰＣ)コマンドを待って、ＩＤＣ
干渉軽減のその伝送電力を減少させる。ＴＰＣコマンドが受信される場合、ＵＥ２０１は
、それに応じて、伝送電力、たとえば、PPUSCH または PPUCCHを調整する。
【００１９】
　図２Ｂは、一の新規な態様による制御エンティティを有するユーザー装置ＵＥ２５１の
簡潔なブロック図である。中央制御エンティティへの依存に代わって、分散型制御モデル
が用いられる。ＵＥ２５１は、メモリ２５２、プロセッサ２５３、ＬＴＥ無線モジュール
２５４、ＧＰＳモジュール２５５、ＷｉＦｉモジュール２５６およびＢＴモジュール２５
７を備えている。各無線モジュールは、無線トランシーバおよびローカル制御エンティテ
ィを備えている。一例において、ＬＴＥ制御エンティティ２５８は、別の無線モジュール
(所定または設定による)とやり取りされる情報に基づいて、電力パラメータを決定する。
たとえば、ＷｉＦｉモジュール２５６中の制御エンティティは、ＷｉＦｉ起動／失活情報
、無線信号情報、および／または ＷｉＦｉトラフィックおよびスケジューリング情報を
、制御エンティティ２５８に伝送する(たとえば、太い点線２８０で示される)。受信され
たＷｉＦｉ情報に基づいて、制御エンティティ２５８は、ＩＤＣ干渉状況を検出して、調
整された電力パラメータを決定する。その後、ＬＴＥ無線トランシーバ２５９は、ｅＮＢ
２６１と通信して、ＩＤＣ 共存干渉を軽減する(たとえば、太い点線２８１と２８２で示
される)。
【００２０】
　ＩＤＣ干渉を回避および／または軽減する異なるソリューションが求められる。一般に
、電力制御 (ＰＣ)は、各無線トランシーバによりサポートされる一般的な機能であり、
このようなメカニズムを再利用することにより、ＩＤＣ干渉を軽減し、コストを抑制し、
下位互換性(backward compatible)を有している。さらに多くのリソースまたは制御オー
バーヘッド (たとえば、周波数分割多重化FDM/無線資源管理RRM)を必要とするまたはスル
ープットに強い影響を有する(たとえば、TDM)別の重量級ソリューションを適用する前、
電力制御が軽量化対策として用いられる。ある状況下で、電力制御は、それ自身で、ＩＤ
Ｃ干渉を解決するのではなく、その他の補助的なソリューションからの助けを必要とする
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【００２１】
　図３は、３ＧＰＰ装置内共存(ＩＤＣ)干渉軽減の電力制御ソリューションの例を示す説
明図である。図３において、ＬＴＥ ＴＸ信号３０１はＬＴＥ無線トランシーバにより伝
送され、ＷｉＦｉ／ＢＴ ＲＸ信号３０２はＷｉＦｉ／ＢＴ 無線トランシーバにより受信
される。ＬＴＥトランシーバおよびＷｉＦｉ／ＢＴ ＬＴＥ無線トランシーバは、ＵＥの
同じ装置のプラットフォーム上に共同設置される。ＴＸ信号３０１が、周波数ドメインで
、ＲＸ信号３０２に極めて接近するとき、ＬＴＥトランシーバのＴＸフィルターおよびＲ
Ｆ設計の不十分な場合に生じる帯域外(OOB)発射およびスプリアス発射(spurious emissio
n)は、ＷｉＦｉ／ＢＴ ＬＴＥ無線トランシーバに受け入れられない。たとえば、フィル
タリング後(たとえば、50dB圧縮)でも、ＴＸ信号３０１のＬＴＥトランシーバによるＴＸ
信号電力レベルは、ＷｉＦｉ／ＢＴ ＬＴＥ無線トランシーバのＲＸ信号３０２のＲＸ信
号電力レベルよりまだ高く(たとえば、フィルタリング前 60dB)、著しいＩＤＣ干渉を生
じる。
【００２２】
　電力制御ソリューション下で、ＬＴＥ ＴＸ信号３０１が、ＷｉＦｉ／ＢＴ ＲＸ信号３
０２に近い周波数チャネルである時、ＬＴＥトランシーバの伝送電力が減少する。第一実
施例中、ＵＥ中心(UE-centric)の電力制御ソリューションが採用される。ＵＥは、局部的
に、その電力または電力パラメータを調整し、サービングｅＮＢに通知しない。すなわち
、サービングｅＮＢは、このようなソリューションの存在を全く知らない。たとえば、Ｕ
ＥがＩＤＣ干渉に遭う時、ＵＥは、局部的に、経路損失またはその補償パラメータを変化
させて、その伝送電力を減少させる。一般に、このようなソリューションは、絶望的な状
況に緊急措置として実施される。よって、その他の基本的なサポートを必要としない。こ
のようなソリューションは、ｅＮＢを複雑なものにせず、且つ、下位互換性があるが、一
般のＬＴＥ原理とは一致しない。このほか、ｅＮＢは、ＵＥ伝送電力を増加させて、ＩＤ
Ｃ干渉軽減の効果を相殺する。
【００２３】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａシステムにおいて、レガシーＬＴＥ電力制御メカニズムは、ＩＤＣ
干渉問題によって壊されるてはいけない。よって、局部的に、直接、ＬＴＥ ＴＸ電力を
減少させる代わりに、さらに満足できるソリューションは、電力制御パラメータを調整す
ることである。第二実施例中、ＵＥは、暗黙的電力制御シグナリングを適用する。ＵＥは
、現有の報告によれば、局部的に電力パラメータを調整して、ｅＮＢに通知する。電力パ
ラメータ受信時、ｅＮＢは、それに応じて、ＵＥ伝送電力を調整する。このようなソリュ
ーションはＬＴＥ原理と一致し、現有の電力報告メカニズムの再利用により、下位互換性
を有する。しかし、このソリューションでは、基準修正が必要である。
【００２４】
　第三実施例中、ＵＥは、明示的な電力制御シグナリングを適用する。ＵＥは、明示的に
、ｅＮＢに通知して、ＵＥ伝送電力を減少させ、場合によってはその原因を通知する。ｅ
ＮＢは、ＵＥからの要求に基づいて、ＵＥ伝送電力を減少させる。第一例において、ＩＤ
Ｃ干渉に遭う時、ＵＥは、新しいメカニズムにより、ｅＮＢに、干渉の存在および要求さ
れる電力低減を通知する。第二例において、ＩＤＣ干渉に遭う時、ＵＥは異なる電力クラ
スに切り換える。新しい電力クラスは、ＵＥ能力、新しいＲＲＣメッセージまたは新しい
ＭＡＣ ＣＥにより示される。ＩＤＣ干渉は非常に動的であるので、ＵＥ電力クラスがＵ
Ｅ能力の一部として見なされる場合、ネットワークは、オンザフライ(on-the-fly)ＵＥ能
力をサポートしなければならない。このようなソリューション下で、ｅＮＢおよびネット
ワークは、ＩＤＣ干渉状況を理解することができる。しかし、新しいシグナリングメカニ
ズムを必要とし、ネットワークをより複雑なものにする。
【００２５】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａシステムにおいて、物理アップリンク共有チャネル(ＰＵＳＣＨ:phy
sical uplink shared channel)上のＵＥ伝送電力 PPUSCH(i)は等式(1)で定義される:
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　PPUSCH（i）= min｛PCMAX，10log10（MPUSCH（i））＋PO_PUSCH（j）
　　　　＋α（j）＊PL＋ΔTF（i）＋f（i）｝　　　　　(1)
式中、
　MPUSCH（i），ΔTF（i），f（i）は、ｅＮＢから、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ:physical down link control channel）グラントにより与えられるパラメータ(
グループＡ)
　PO_PUSCH（j），α（j），ΔTF（i）は、ｅＮＢから、無線リソース制御（ＲＲＣ:radi
o resource control）によりシグナリングされるパラメータ(グループＢ)
　PCMAX (ＵＥ設定最大伝送電力)，PL (経路損失)は、ＵＥにより決定されるパラメータ(
グループＣ)
【００２６】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａシステムにおいて、ＵＥ伝送電力は、一般に、そのサービングｅＮ
Ｂにより制御される。ｅＮＢは、ＵＥの電力容量および用力を知らないので、ＵＥは、パ
ワーヘッドルーム報告 (ＰＨＲ)メカニズムを用いて、 周期的に、サービングｅＮＢに、
そのパワーヘッドルーム (ＰＨ)値を提供し、ＰＨ値は、ＵＥ設定最大伝送電力(たとえば
、PCMAX)とＵＥ計算(ＵＥ-calculated)の現在の伝送電力 (たとえば、PPUSCH)間のパワー
オフセットとして定義される。報告されたＰＨＲ および PCMAXに基づいて、ｅＮＢはＵ
Ｅ伝送電力を制御する。たとえば、ｅＮＢは、リソースブロックの数量、グループＡの変
調および符号スキーム、または、グループＢの別の電力制御パラメータを調整することに
より、ＵＥ伝送電力を変化させる。
【００２７】
　一の新規な態様において、ＬＴＥ無線トランシーバから、別の共同設置／共存の無線ト
ランシーバへのＩＤＣ干渉を軽減するため、ＵＥは、グループＣ中のＵＥ設定最大伝送電
力 PCMAX を低値に調整することができる。一般に、低PCMAX 値も小ＰＨ値に対応する。
このような黙示的なシグナリングの下で、低 PCMAX および小ＰＨ値は、ｅＮＢに、ＵＥ
伝送電力を減少させ、これにより、共存干渉を減少させる。これは、直接的なソリューシ
ョンで、基準に加えられてもよいし、または、単に、迅速な実施の処置として用いてもよ
い。
【００２８】
　図４は、ＬＴＥ／ＬＴＥ-Ａシステム中のＵＥの電力パラメータを説明する説明図であ
る。ＵＥ設定最大伝送電力PCMAXは等式(2)で定義され、ＵＥのパワーヘッドルーム(ＰＨ)
値は等式(3)で定義される:
　PCMAX_L <= PCMAX <= PCMAX_H         　　             (2)
　PH = PCMAX－UE 伝送電力　　　　　　　　　　　　　　             (3)
式中、
　PCMAX_L = MIN｛PEMAX－ΔTC，PPOWERCLASS－MAX(MPR＋A－MPR，P－MPR)－ΔTC｝　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4)
　PCMAC_H = MIN｛PEMAX, PPOWERCLASS｝　　　　　　　　　　　　(5)
　PEMAX は高層により設定される。
　PPOWERCLASS は最大出力電力
　最大電力低減（ＭＰＲ: Maximum Power Reduction）:ある変調順序とリソースブロック
数量の最大電力の最大許可減少値
　付加最大電力低減（A-MPR: Additional Maximum Power Reduction）:リソースブロック
の数量とバンドの最大電力の最大許可減少値
　P-MPR（power management term for Maximum Power Reduction）は、最大電力低減のパ
ワーマネージメント機能用語である。P-MPRはＵＥ制御のパラメータで、ＳＡＲ近接性の
要求に符合するか、または、ＵＥ中のその他の操作の３ＧＰＰ ＲＡＴの干渉を回避し、
たとえば、現在の使用範例は、ＬＴＥとＣＭＡ２０００の結合である。
　CCがバンドの辺縁にあるとき、ΔTC = 1.5dB; その他の状況下では、ΔTC =0Db
【００２９】
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　等式(2)から分かるように、ＵＥ設定最大伝送電力 PCMAX_L の下界は、最大出力電力 P

POWERCLASS および最大電力低減MPR，A-MPRと P-MPRにより制御される。よって、MPR，A-
MPRおよび／またはP-MPRを増加させることにより、PCMAXの値が減少する。たとえば、PPO
WERCLASS=23dBm，MPR=2dB，A-MPR=1dBであると仮定する。P-MPRがない場合、最大伝送電
力 PCMAX は20dBm(たとえば、図４の PCMAX 401 により示される)である。しかし、ＵＥ
が干渉を受けるため、P-MPR=6dBが導入された場合、ＩＤＣ状況があるとき、最大伝送電
力 PCMAX は 17dBmに減少する (たとえば、図４のPCMAX 402 により示される)。PCMAX は
ＵＥ設定ハードリミット(hard limit)で、ｅＮＢがPCMAXより高い電力を要求する時、Ｕ
Ｅは、ＴＸ電力（PPUSCH、PPUCCH または両者の組み合わせ）をPCMAXに調整する。ＭＰＲ
は、変調順序とリソースブロックの数量により影響され、A-MPRは、リソースブロックの
数量とバンドにより影響される。ＵＥ実施に基づいて、P-MPRは、バンド、リソースブロ
ックの数量、変調順序および共存モデムの受信機の感度等により影響される。等式(4)に
したがって、総最大電力低減は、(MPR+A-MPR) と P-MPRの間の大きい値である。P-MPRがM
PR+A-MPRより小さい時、P-MPRは隠され、ネットワークから見ることができない。ある状
況、たとえば、ＩＤＣが発生して、P-MPRが総MPRを制御する場合、ネットワークはP-MPR
の存在を意識する。
【００３０】
　あるいは、ＵＥが、低 PPOWERCLASSに切り換わる場合、PCMAX の値も減少する。低 PCM
AX または小ＰＨ値の受信時、ｅＮＢはＵＥ伝送電力を減少させる。注意すべきことは、
ｅＮＢは、また、別のアップリンク制御情報 (たとえば、チャネル品質インジケータ (Ｃ
ＱＩ: channel quality indicator)またはサウンディング参照信号(ＳＲＳ: sounding re
ference signal)に基づいて、ＵＥ伝送電力を設定することである。たとえば、ＵＥは、
ＣＱＩをさらに保守的な値に報告するか、または、調整された電力により、ＳＲＳを伝送
し、これにより、ｅＮＢは、電力制御パラメータ(グループＡまたはＢ)を調整して、ＵＥ
のＴＸ電力を減少させる。しかし、このようなスキームは、ｅＮＢを騙して、チャネル状
況が異なり、ｅＮＢをトリガーし、ＴＸ電力を減少させると思うことにより、電力制御メ
カニズムをコントロールする。よって、ネットワークは、一般に、この種のソリューショ
ンを提唱しておらず、標準的なソリューションが使用出来ない場合、迅速な実施の処置と
してのみ用いられる。
【００３１】
　図５は、無線通信システム５００中、ＩＤＣ干渉を軽減する電力制御ソリューションの
方法の詳細な工程を示す説明図である。無線通信システム５００は、ＵＥ５０１およびｅ
ＮＢ５０２を含む。ＵＥ５０１は、同じ装置プラットフォームに共同設置された複数の無
線モジュールを含む。無線モジュールの一つはＬＴＥ無線で、別の無線モジュールは、Ｗ
ｉＦｉ／ＢＴ／ＧＮＳＳ無線を備えている。ＵＥ５０１は、ＩＤＣ干渉の軽減メカニズム
を促進する中央制御エンティティも備えている。ステップ５１０で、ＵＥ５０１はＩＤＣ
干渉状況を判断する。ＩＤＣ干渉状況は、共同設置のＷｉＦｉ／ＢＴ／ＧＮＳＳ無線の起
動により、または、共同設置のＷｉＦｉ／ＢＴ／ＧＮＳＳ無線の信号／トラフィック情報
を受信することにより検出する。一例において、中央制御エンティティは、ＬＴＥ無線に
、ＷｉＦｉ無線の起動を伝える。別の例において、中央制御エンティティは、ＬＴＥ無線
に、ＷｉＦｉ無線の信号品質およびトラフィックスケジューリング情報を伝える。ＬＴＥ
 電力制御のため、ＬＴＥ無線モジュールは、ＷｉＦｉ／ＢＴ／ＧＮＳＳの受信した信号
品質に基づいて、将来、どのくらい干渉を受けるかを推定する。ＬＴＥ無線モジュールは
、さらに、現在の最大ＬＴＥ伝送電力レベルに基づき、ＷｉＦｉ／ＢＴ／ＧＮＳＳ無線に
より与えられる最大ＬＴＥ伝送電力レベルを推定し、最低受信信号品質を達成する。
【００３２】
　ステップ５２０で、ＩＤＣ干渉状況の検出時、ＵＥ５０１は、電力制御ソリューション
を適用して、検出されたＩＤＣ干渉を軽減する。ＵＥ中心のソリューション中、ＵＥ５０
１は、局部的に、その電力または電力パラメータだけを調整し、ｅＮＢ５０２に通知せず
、つまり、ｅＮＢ５０２は、このようなソリューションの存在を全く知らない。たとえば
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、ＵＥ５０１は、ＰＬ補償により、ＴＸ電力を減少させる。第一例において、ＵＥ５０１
は、自立的に、グループＢ中のＰＬ補償パラメータα（j）を減少させる。第二例におい
て、ＵＥ５０１は、ＰＬ推定のバイアスを仮定する。あるいは、ｅＮＢ５０２は、二個の
ＰＬ補償パラメータ (または、一ＰＬパラメータおよびバイアス)を分配し、一つは正常
伝送、もうひとつは、ＩＤＣ状況の伝送である。ＵＥ５０１は、自動的に、２個のパラメ
ータ間を切り換える。任意で、ＵＥ５０１は、ｅＮＢに、ＩＤＣ干渉状況の存在(切り換
えを暗示する)を通知する。
【００３３】
　電力制御ソリューションの一例中、ＵＥ５０１は、黙示的なシグナリングにより電力制
御を適用する。ステップ５３１で、ＵＥ５０１は、電力パラメータをｅＮＢ５０２に報告
する。電力パラメータは、ＵＥ設定最大伝送電力PCMAX およびパワーヘッドルーム報告Ｐ
ＨＲを含む。たとえば、ＵＥ５０１は、PCMAX を低値に調整する。このほか、ＵＥ５０１
は、共存インジケーターも伝送して、共存干渉状況をｅＮＢ５０２に通知する。ステップ
５３２で、ｅＮＢ５０２は、受信した電力パラメータに基づいて、ＴＰＣコマンドをＵＥ
５０１に戻す。たとえば、低 PCMAX 値は、ｅＮＢ５０２に、ＴＰＣコマンドにより、Ｕ
ＥのＴＸ電力を減少させる。別の例において、ｅＮＢ５０２は、ＰＤＣＣＨグラントによ
り、ＵＥのＴＸ電力を減少させる。ステップ５３３で、ＵＥ５０１は、ＴＣＰコマンドま
たはＰＤＣＣＨグラントまたはＲＲＣシグナリングに基づいて、伝送電力を減少させ、Ｉ
ＤＣ干渉を軽減する。
【００３４】
　上述の電力制御方法は、現有のパワーヘッドルーム報告 (ＰＨＲ)メカニズムと暗黙的
なシグナリングを採用する。ＰＨの報告期間、遅延及びマッピングが、ＬＴＥ基準で定義
される。ＲＲＣは、２個のタイマーperiodicPHR-TimerおよびprohibitPHR-Timerを設定す
る。更に、dl-経路損失変化をシグナリングすることにより、ＰＨ報告を制御する。dl-経
路損失変化は、パワーマネージメント機能のため、測定されたダウンリンク経路損失およ
び必要なパワーバックオフ中で、変化を設定する。prohibitPHR-Timerが期限切れまたは
既に期限切れのとき、ＰＨＲが始動(triggered)される。一例において、PCMAX またはＰ
Ｈ値の調整が、スレショルド値 (たとえば、パワーマネージメント機能を超えた場合(P-M
PRにより許可される)のため、必要なパワーバックオフが、dl-経路損失変化dB以上に変化
した)、ＰＨＲが始動される。
【００３５】
　電力制御ソリューションの別の例において、ＵＥ５０１は、明示的なシグナリングによ
り電力制御を適用する。ステップ５４１で、ＩＤＣ干渉に遭う時、ＵＥ５０１は、明示的
に、ｅＮＢ５０２に、ＩＤＣ干渉の存在を通知する。第一例において、ＵＥ５０１はＴＸ
電力減少を適用し、新しいシグナリングメカニズムにより、ｅＮＢ５０２に、当てはまる
電力低減を通知する。第二例において、別の共存無線が起動する時または共存無線がトラ
フィックの受信を開始する時、ＵＥ５０１は、電力クラスを低値に変化させる。同様に、
ＵＥ５０１は、共存無線が失活する時または共存無線がトラフィックの受信を停止する時
、電力クラスを高い値に変化させる。ステップ５４２で、ｅＮＢ５０２は、受信した電力
クラスに基づいて、ＴＰＣコマンドまたはアップリンクグラントをＵＥ５０１に戻す。ス
テップ５４３で、ＵＥ５０１は、ＴＣＰコマンドまたはアップリンクグラントに基づいて
、伝送電力を変化させて、ＩＤＣ干渉を軽減する。
【００３６】
　電力クラスシグナリングに幾つかの可能性がある。一例において、ＵＥ能力中の新しい
情報要素(ＩＥ)が用いられて、ＵＥ能力により、電力クラスを示す。ＮＡＳは、ＴＡ/Ｒ
Ａ/ＬＡ更新および特別条項(special clause)を発して、ＵＥ電力クラスを変化させる。
しかし、現在は、ＵＥ能力のオンザフライの変化をサポートしない。たとえば、ＵＥが、
すでにそのＥ-ＵＴＲＡ無線アクセス能力を変化させている場合、ＮＡＳは、新しいＲＲ
Ｃ接続により始動される。よって、ＵＥは、RRC_IDLE状態になって、RRC_CONNECTED状態
に戻る必要がある。さらに、ＵＥがＴＡＵに付着する場合、GREEN 能力だけが変化する。
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Ｅ-ＵＴＲＡＮ能力の変化は、ＵＥの分離(ＭＭＥからＵＥ能力を除去する)後、再度付着
する必要がある。ＵＥ能力により、電力クラスシグナリングを促進するため、新しいネッ
トワーク工程 (たとえば、S1 工程)が導入されて、さらに頻繁なＵＥ能力再書き込みを可
能して、電力クラス変化に用いる。さらに、新しいネットワーク工程が導入されて、ＵＥ
能力再書き込みを可能にして、付着ＵＥに用いる。一方で、ＵＥが付着する時、禁止タイ
マーが用いられて、ＵＥの電力クラス変化の周波数を制限する。電力クラス シグナリン
グのその他の可能性は、新しい無線リソース制御(ＲＲＣ)メッセージおよび新しい媒体ア
クセス制御 (ＭＡＣ)制御素子 (ＣＥ)を備える。ＵＥ能力シグナリングを再利用して、Ｕ
Ｅ能力静態を保持するのに代わって、新しいＲＲＣシグナリングまたはＭＡＣ ＣＥによ
りｅＮＢに通知する。これにより、共同設置無線モデムの潜在的動的活性は、ネットワー
クにとってトランスペアレントである。
【００３７】
　図６は、電力制御ソリューションを用いたＩＤＣ干渉軽減の第一方法のフローチャート
である。ステップ６０１において、ＵＥのＬＴＥ無線モジュールはＩＤＣ干渉状況を判断
する。ＬＴＥ無線モジュールは、同じ装置プラットフォームで、第二無線モジュールと共
同設置される。ステップ６０２で、ＩＤＣ干渉状況の検出時、ＵＥは、最大ＬＴＥ無線モ
ジュールのＵＥ伝送電力を調整することにより、電力パラメータを決定する。ステップ６
０３において、ＬＴＥ無線モジュールは、調整された電力パラメータをサービングｅＮＢ
に伝送する。ステップ６０４において、ｅＮＢは、受信した電力パラメータに基づいて、
ＴＰＣコマンドまたはアップリンクグラントをＵＥに伝送し、ＵＥは、ＴＣＰコマンドま
たはアップリンクグラントに基づいて、伝送電力を変化させて、ＩＤＣ干渉を軽減する。
【００３８】
　図７は、電力制御ソリューションを用いたＩＤＣ干渉軽減の第二方法のフローチャート
である。ステップ７０１中、ＵＥのＬＴＥ無線モジュールは、共存状況を判断する。ＬＴ
Ｅ無線モジュールは、同じ装置プラットフォームで、第二無線モジュールと共同設置され
る。ステップ７０２で、共同設置無線モジュールの起動／失活の検出時、ＵＥは、ＬＴＥ
無線モジュールの電力クラスを切り換える。ステップ７０３で、ＬＴＥ無線モジュールは
、新しい電力クラスをサービングｅＮＢに報告する。ステップ７０４で、ｅＮＢは、受信
した電力クラスに基づいて、ＴＰＣコマンドまたはアップリンクグラントをＵＥに伝送し
、ＵＥは、ＴＣＰコマンドまたはアップリンクグラントに基づいて、伝送電力を変化させ
て、ＩＤＣ干渉を軽減する。
【００３９】
　本発明では好ましい実施例を前述の通り開示したが、これらは決して実施例に限定する
ものではなく、たとえば、ＬＴＥ-アドバンスト移動通信システムを例として、本発明を
説明しているが、本発明は、同様に、別の移動通信システム、たとえば、ティーディーエ
スシーディーエムエー (TD-SCDMA)システムに応用することもできる。したがって、当該
技術を熟知する者なら誰でも、本発明の精神と領域を脱しない範囲内で各種の変動や潤色
を加えることができ、従って本発明の保護範囲は、特許請求の範囲で指定した内容を基準
とする。
【符号の説明】
【００４０】
２０２　メモリ
２０３　プロセッサ
２０４　中央制御エンティティ
２０６　ＬＴＥ無線トランシーバ
２０７　電力制御モジュール
２０８　ＧＰＳレシーバ
２０９　ＷｉＦｉトランシーバ
２１０　ブルートゥーストランシーバ
２１２　メモリ
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２１３　プロセッサ
２１４　電力制御モジュール
２１５　ＬＴＥトランシーバ
２４１　調整された電力パラメータ
２４２　電力コントロールコマンド
２５１　ＵＥ
２５２　メモリ
２５３　プロセッサ
２５４　ＬＴＥ無線モジュール
２５５　ＧＰＳモジュール
２５６　ＷｉＦｉモジュール
２５７　ＢＴモジュール
５１０　ＩＤＣ干渉状況を判断するステップ。
５２０　電力制御ソリューションを適用するステップ
５３１　干渉の指示　最大伝送電力およびＰＨＲを報告するステップ。
５３２　電力制御命令を伝送するステップ
５３３　ＴＸ電力を調整するステップ
５４１　ＩＤＣを指示　電力クラスを減少または変化させるステップ
５４２　電力制御コマンドを伝送するステップ
５４３　ＴＸ電力調整ステップ
６０１　ＵＥの第一ＬＴＥ無線モジュールがＩＤＣ干渉状況を判断するステップ
６０２　ＩＤＣ干渉状況の検出時、ＵＥは、最大ＬＴＥ無線モジュールのＵＥ伝送電力を
調整することにより、電力パラメータを決定するステップ
６０３　ＬＴＥ無線モジュールは、調整された電力パラメータをサービングｅＮＢに伝送
するステップ
６０４　ＵＥは、ＴＣＰコマンドまたはアップリンクグラントに基づいて、伝送電力を変
化させるステップ
７０１　ＵＥの第一ＬＴＥ無線モジュールは、共存状況を判断するステップ
７０２　共同設置無線モジュールの起動／失活の検出時、ＵＥは、ＬＴＥ無線モジュール
の電力クラスを切り換えるステップ
７０３　第一ＬＴＥ無線モジュールは、新しい電力クラスをサービングｅＮＢに報告する
ステップ
７０４　ＵＥは、ＴＣＰコマンドまたはアップリンクグラントに基づいて、伝送電力を変
化させるステップ
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