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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワークノードにおける方法であって、
　前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告活性化メ
ッセージを通信すること（１１０３；１２０３；７３；６１）と、
　前記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前
記第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信すること（１１０
７；１２０７；７１；６２）と、
　前記干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前記
第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージを通信すること（１１
１５；１２１５；７２；６３）とを有する方法。
【請求項２】
　前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワークノード（
ＢＳ－Ｂ）から前記第２ネットワークノード（ＢＳ－Ａ）へ前記干渉低減報告活性化メッ
セージを送信すること（１１０３；７３）を含み、前記干渉低減支援情報メッセージを通
信することは、前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ）において前記第２ネットワーク
ノード（ＢＳ－Ａ）から前記干渉低減支援情報メッセージを受信すること（１１０７；７
１）を含み、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワ
ークノード（ＢＳ－Ｂ）から前記第２ネットワークノード（ＢＳ－Ａ）へ前記干渉低減報
告不活性化メッセージを送信すること（１１１５；７２）を含み、
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　前記方法は、前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるユ
ーザ機器ノード（ＵＥ３）へ前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ）から前記干渉低減
支援情報メッセージの少なくとも要素を送信すること（１１０９）を更に有する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、前記第２ネットワークノード（ＢＳ－Ａ）からの
下りリンク送信に基づく情報を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参照信号干渉除去情報
と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報と、リソース割
り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情報と、使用され
るリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つを含む、請求項
１乃至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセージと、前記干渉
低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、前記第１ネットワークノードと前記第２ネ
ットワークノードとの間のＸ２インタフェースを介して通信される、請求項１乃至４の何
れか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセージと、前記干渉
低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、負荷情報メッセージの要素として通信され
る、請求項１乃至５の何れか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記干渉低減支援
情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信すること（１１
１０，１２０９，１３０９，１４１０）を更に有する、請求項１乃至６の何れか１項に記
載の方法。
【請求項８】
　無線アクセスネットワーク、ＲＡＮ、において使用するための第１ネットワークノード
（ＢＳ）であって、
　前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告活性化メ
ッセージを通信し、
　前記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前
記第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信し、
　前記干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前記
第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージを通信するように適合
される第１ネットワークノード。
【請求項９】
　前記第１ネットワークノードは、前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ）から前記第
２ネットワークノード（ＢＳ－Ａ）へ前記干渉低減報告活性化メッセージを送信すること
によって前記干渉低減報告活性化メッセージを通信するように適合され、前記第１ネット
ワークノードは、前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ）において前記第２ネットワー
クノード（ＢＳ－Ａ）から前記干渉低減支援情報メッセージを受信することによって前記
干渉低減支援情報メッセージを通信するように適合され、前記第１ネットワークノードは
、前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ）から前記第２ネットワークノード（ＢＳ－Ａ
）へ前記干渉低減報告不活性化メッセージを送信することによって前記干渉低減報告不活
性化メッセージを通信するように適合され、
　前記第１ネットワークノードは、前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ）によってサ
ービス提供されるユーザ機器ノード（ＵＥ３）へ前記第１ネットワークノード（ＢＳ－Ｂ
）から前記干渉低減支援情報メッセージの少なくとも要素を送信するように更に適合され
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る、請求項８に記載の第１ネットワークノード。
【請求項１０】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、前記第２ネットワークノード（ＢＳ－Ａ）からの
下りリンク送信に基づく情報を含む、請求項９に記載の第１ネットワークノード。
【請求項１１】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参照信号干渉除去情報
と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報と、リソース割
り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情報と、使用され
るリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つを含む、請求項
８乃至１０の何れか１項に記載の第１ネットワークノード。
【請求項１２】
　前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセージと、前記干渉
低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、前記第１ネットワークノードと前記第２ネ
ットワークノードとの間のＸ２インタフェースを介して通信される、請求項８乃至１１の
何れか１項に記載の第１ネットワークノード。
【請求項１３】
　前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセージと、前記干渉
低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、負荷情報メッセージの要素として通信され
る、請求項８乃至１２の何れか１項に記載の第１ネットワークノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本書に開示される実施形態は無線通信、特に干渉低減のためのシグナリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（第３世代パートナシッププロジェクト）ＬＴＥ（ロングタームエボリューシ
ョン）は、ＵＭＴＳ（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）Ｅ－ＵＴ
ＲＡ（発展型ユニバーサル地上無線アクセス）を改良する目的を有する、第３世代パート
ナシッププロジェクト内のプロジェクトを表す。３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線インタフェースは
、比較的高いピークデータレート、比較的低い遅延、及び／又はスペクトル効率における
増加を提供してもよい。ＬＴＥが６個の帯域幅、１．４ＭＨｚ、３ＭＨｚ、５ＭＨｚ、１
０ＭＨｚ、１５ＭＨｚ及び２０ＭＨｚをサポートすることによって帯域幅に柔軟性を有す
るので、ＬＴＥエコシステムは、ペア・スペクトル及び非ペア・スペクトルの両方をネッ
トワーク事業者が利用できるように周波数分割複信（ＦＤＤ）と時分割複信（ＴＤＤ）と
の両方をサポートする。
【０００３】
　ＬＴＥ物理層は、より高いデータレートを実現するように設計され、ターボ符号化／復
号と高次数変調（６４ＱＡＭまで）とによって促進される。変調及び符号化は適合的であ
り、チャネル状況に依存する。直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）が下りリンクのた
めに用いられ、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）が上りリンクのため
に用いられる。このような方式は、マルチパス環境が帯域幅全体にわたって周波数選択的
でありうるけれどもチャネル応答がサブキャリアにわたって比較的フラットであるという
利点を与えうる。単なる単一タップ周波数ドメイン等化器が受信機で用いられうるので、
これによって等価に伴う複雑さが低減されうる。ＯＦＤＭＡは、ネットワーク事業者への
低減したコストで比較的高いデータレート、低減したレイテンシ、及び／又は向上したキ
ャパシティ／カバレッジをＬＴＥが実現することを可能にしうる。
【０００４】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムは、１つに等しい周波数再使用を用いてもよく、これは隣
接セルが（時間及び周波数において）同じリソースを用いることを意味する。１つのセル
におけるＵＥの性能は、隣接セルにおけるデータ／参照／制御チャネルの送信に起因して



(4) JP 6347894 B2 2018.6.27

10

20

30

40

50

影響されうる。隣接セルからの干渉を受けるＵＥの性能を向上する１つの方法は、ネット
ワーク支援型干渉除去（ＮＡＩＣ）シグナリングを使用することを含む。これらの理由か
ら、ＮＡＩＣのワークアイテムがＬＴＥについて３ＧＰＰで開発されてきている。
【０００５】
　干渉緩和受信機、干渉除去受信機、干渉抑制受信機、干渉排除受信機、干渉認識受信機
、干渉回避受信機という用語又はこれらの任意の組み合わせは交換可能に用いられ、これ
らはすべて進歩型／発展型受信機のカテゴリに属する。このような進歩型受信機構造によ
る干渉除去又は抑制は、干渉の削除／低減につながってもよく、この場合に干渉は完全に
除去され及び／又は実質的に低減されてもよく、他の場合に、有用な信号への干渉の影響
が低減されてもよい。干渉が緩和されうる信号又はチャネルの例は、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣ
ＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＢＣＨ等を含む。
【０００６】
　図１は、３ＧＰＰで現在検討されている提案されたＮＡＩＣシグナリング方式のメッセ
ージシーケンス図である。（攻撃者基地局とも呼ばれる）攻撃者ノードは、（犠牲者基地
局とも呼ばれる）犠牲者ノード、例えばサービングノード、隣接ノードなどからの信号を
受信するＵＥへの干渉を生じるノードである。例えば、１つの隣接ノードから信号を受信
する（例えば、測定を実行するなど）ＵＥは、別の隣接ノードから又はサービングノード
からでさえも干渉を受けうる。このノードは犠牲者ノードと呼ばれてもよく、このノード
（犠牲者ノード）に接続されるＵＥは犠牲者ＵＥと呼ばれてもよい。攻撃者ノードはまた
、干渉ノード、干渉ソース及び／又は干渉セルと交換可能に呼ばれてもよい。図１に示さ
れるように、攻撃者ノードは、任意の好適な及び／又は利用可能なインタフェースを介し
て、例えばＸ２インタフェース又は他の高速リンクを用いて、犠牲者ノードへ（後述の）
支援情報を送信してもよい。その後、犠牲者ノードは上位層（例えば、ＲＲＣすなわち無
線リソース制御）シグナリングを通じて犠牲者ＵＥへ支援情報を送信する。犠牲者ＵＥが
この情報を受信すると、犠牲者ＵＥは隣接セル（攻撃者セル）チャネル（パイロット、制
御、データ等）を推定でき、受信信号から干渉を除去できる。
【０００７】
　現在、３ＧＰＰにおいて、攻撃者ノードが犠牲者ノードへ送信すべき（支援する情報、
支援データ、ＮＡＩＣ情報等とも呼ばれる）支援情報のタイプ及びサービングノードによ
って何の情報がＵＥへシグナリングされるべきかに関する議論が存在する。支援情報は、
セルＩＤ及び／又はＣＲＳ－ＩＣインフォ、電力オフセット、「ｅノードＢでの使用され
る送信モード（ＴＭ）」及び／又は「リソース割り当て及びプリコーディング粒度」等を
含んでもよい。支援情報はまた、攻撃者ノードにおける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）サブフレーム構成、使用されるリソースブロッ
ク、変調及び符号化方式等を含んでもよい。例えばＣＲＳ－ＩＣ情報は、隣接セルからの
ＣＲＳ干渉の除去を支援可能な情報である。
【０００８】
　既存のＮＡＩＣ方法によれば、（干渉者又は干渉ノードとも呼ばれる）攻撃者ノードか
ら犠牲者ノードへＮＡＩＣ情報のシグナリングが送信されると仮定して、攻撃者ノードが
犠牲者ノードへ支援情報を伝達し、上位層シグナリングを介して犠牲者ＵＥを構成するた
めに犠牲者ノードがこの情報を使用できるようにする必要があってもよい。犠牲者ＵＥは
、攻撃者ノード及び／又は攻撃者ＵＥ（すなわち、攻撃者ノードによってサービス提供さ
れる及び／又は干渉を生成するＵＥ）からの干渉を除去及び／又は緩和するためにこの情
報を用いてもよい。しかし、これは、攻撃者ノードから犠牲者ノードへ場合によってはか
なりの及び／又は頻繁な情報量が送信されることを必要としうる。この情報の送信は、ノ
ード間シグナリングインタフェース（例えば、Ｘ２インタフェース上）の容量を制限する
かもしれず、及び／又は遅延及び／又はジッタの増加のようなインタフェースのバックホ
ールの予期せぬ状況に起因して送信性能低下が生じるかもしれない。情報が受信されると
、犠牲者ノードは上位層シグナリングを（例えば、ＲＲＣを介して）１つ以上の犠牲者Ｕ
Ｅへ送信する必要があるかもしれず、これは追加のリソース（例えば、時間、周波数、電
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力など）を必要としうる。このようなシグナリングが頻繁及び／又は大サイズであるなら
ば、自身のセルのためのトラフィックチャネルに利用可能なエアインタフェースリソース
を制限しうる。
【発明の概要】
【０００９】
　発明概念の一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワー
クノードにおける方法が提供される。前記方法は、前記第１ネットワークノードと第２ネ
ットワークノードとの間で干渉低減報告活性化メッセージを通信することを有してもよい
。前記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前
記第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージが通信されてもよい。前
記干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前記第２
ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージが通信されてもよい。
【００１０】
　前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワークノードか
ら前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告活性化メッセージを送信することを含
んでもよく、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１ネットワーク
ノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減支援情報メッセージを受信
することを含んでもよく、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、前記
第１ネットワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告不活性化メ
ッセージを送信することを含んでもよい。さらに、前記第１ネットワークノードによって
サービス提供されるユーザ機器ノードへ前記第１ネットワークノードから前記干渉低減支
援情報メッセージの少なくとも要素が送信されてもよい。
【００１１】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、前記第２ネットワークノードからの下りリンク送
信に基づく情報を含んでもよく、前記干渉低減報告活性化メッセージを送信することは、
干渉低減を始めることの利益の評価に応じて前記干渉低減報告活性化メッセージを送信す
ることを含んでもよい。
【００１２】
　例えば、前記評価は、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるアクテ
ィブな干渉低減可能ＵＥの個数と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供さ
れるＵＥにより経験される干渉と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供さ
れるＵＥの位置と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥのジオ
メトリと、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受信された
上りリンク送信の測定結果と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供される
ＵＥから受信されたチャネル品質情報と、前記第１ネットワークノードによってサービス
提供されるＵＥから受信された隣接セル測定結果とのうちの少なくとも１つに基づいても
よい。
【００１３】
　実施形態６．前記干渉低減報告不活性化メッセージを送信することは、干渉低減を続け
ることの利益の評価に応じて前記干渉低減報告不活性化メッセージを送信することを含ん
でもよい。例えば、前記評価は、前記第１ネットワークノードによってサービス提供され
るアクティブな干渉低減可能ＵＥの個数と、前記第１ネットワークノードによってサービ
ス提供されるＵＥにより経験される干渉と、前記第１ネットワークノードによってサービ
ス提供されるＵＥの位置と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵ
Ｅのジオメトリと、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受
信された上りリンク送信の測定結果と、前記第１ネットワークノードによってサービス提
供されるＵＥから受信されたチャネル品質情報と、前記第１ネットワークノードによって
サービス提供されるＵＥから受信された隣接セル測定結果とのうちの少なくとも１つに基
づいてもよい。
【００１４】
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　前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワークノードに
おいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報告活性化メッセージを受信するこ
とを含んでもよく、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１ネット
ワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減支援情報メッセージを送信
することを含んでもよく、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、前記
第１ネットワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報告不活
性化メッセージを受信することを含んでもよい。前記干渉低減支援情報メッセージは、前
記第１ネットワークノードからの下りリンク送信に基づく情報を含んでもよい。
【００１５】
　前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワークノードか
ら前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告活性化メッセージを送信することを含
んでもよく、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１ネットワーク
ノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減支援情報メッセージを送信するこ
とを含んでもよく、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、前記第１ネ
ットワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告不活性化メッセー
ジを送信することを含んでもよい。
【００１６】
　前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワークノードに
おいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報告活性化メッセージを受信するこ
とを含んでもよく、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１ネット
ワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減支援情報メッセージ
を受信することを含んでもよく、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは
、前記第１ネットワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報
告不活性化メッセージを受信することを含んでもよい。さらに、前記第１ネットワークノ
ードによってサービス提供されるユーザ機器ノードへ前記第１ネットワークノードから前
記干渉低減支援情報メッセージの少なくとも要素が送信されてもよい。
【００１７】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、ネットワーク支援型干渉除去、ＮＡＩＣ、支援情
報メッセージを含んでもよい。
【００１８】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参照信号干渉除去情報
と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報と、リソース割
り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情報と、使用され
るリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つを含んでもよい
。
【００１９】
　前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセージと、前記干渉
低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、前記第１ネットワークノードと前記第２ネ
ットワークノードとの間のＸ２インタフェースを介して通信されてもよい。
【００２０】
　前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセージと、前記干渉
低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、負荷情報メッセージの要素として通信され
てもよい。
【００２１】
　さらに、前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記干渉
低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨が通信されて
もよい。
【００２２】
　発明概念の一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワー
クノードにおける方法が提供されてもよい。前記方法は、前記第１ネットワークノードと
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第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信することと、前記第
１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記干渉低減支援情報メッ
セージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信することとを有してもよ
い。
【００２３】
　前記干渉低減支援情報メッセージは第１干渉低減支援情報メッセージであってもよく、
前記オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推
奨であってもよい。前記第１干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネッ
トワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で第２干渉低減支援情報メッセージ
が通信されてもよい。前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信した後に、
前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記第２干渉低減支
援情報メッセージについての第２オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨が通信されても
よく、前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨と前記第２オーバー・ジ・エア・
シグナリング推奨とは相異なる。
【００２４】
　前記第１干渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メッセージを通信
することは、前記第１ネットワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記第１干
渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メッセージを送信することを含
んでもよく、前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２オーバー・ジ
・エア・シグナリング推奨を通信することは、第１ノードから前記第２ノードへ前記第１
オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２オーバー・ジ・エア・シグナリング
推奨を送信することを含んでもよい。
【００２５】
　前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、前記第１干渉低減支援情報メッセ
ージを用いた干渉低減の評価に基づいて判定されてもよく、前記第２オーバー・ジ・エア
・シグナリング推奨は、前記第２干渉低減支援情報メッセージを用いた干渉低減の評価に
基づいて判定される。
【００２６】
　干渉低減の前記評価のそれぞれは、前記第２ネットワークノードのＵＥへ向けて前記第
１ネットワークノードによって生成された干渉の評価と、前記第１ネットワークノードか
らの下りリンク送信の変調次数と、前記第１ネットワークノードからの下りリンク送信の
データレートと、前記第２ネットワークノードのＵＥが前記第１ネットワークノードから
の下りリンク送信を復号する尤度と、前記第１ネットワークノードの下りリンク送信電力
とのうちの少なくとも１つに基づいてもよい。
【００２７】
　前記第１干渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メッセージを通信
することは、前記第１ネットワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記
第１干渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メッセージを受信するこ
とを含んでもよく、前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２オーバ
ー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信することは、第１ノードにおいて前記第２ノード
から前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２オーバー・ジ・エア・
シグナリング推奨を受信することを含んでもよい。
【００２８】
　前記干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参照信号干渉除去情報
と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報と、リソース割
り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情報と、使用され
るリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つを含んでもよい
。
【００２９】
　前記干渉低減支援情報メッセージ及び前記オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、
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前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間のＸ２インタフェース
を介して通信されてもよい。さらに、前記干渉低減支援情報メッセージ及び前記オーバー
・ジ・エア・シグナリング推奨は、負荷情報メッセージの要素として通信されてもよい。
【００３０】
　発明概念のさらに他の実施形態によれば、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）におい
て使用するための第１ネットワークノードが提供されてもよい。特に、前記第１ネットワ
ークノードは、前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減
報告活性化メッセージを通信し、前記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、前
記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッ
セージを通信し、前記干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネットワー
クノードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージを通信
するように適合されてもよい。
【００３１】
　発明概念のなおも他の実施形態によれば、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）におい
て使用するための第１ネットワークノードが提供されてもよい。前記第１ネットワークノ
ードは、前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情
報メッセージを通信し、前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの
間で前記干渉低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨
を通信するように適合されてもよい。
【００３２】
　発明概念の更なる実施形態によれば、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第１ネッ
トワークノードは、前記第１ネットワークノードと他のネットワークノードとの間の通信
を提供するように構成されたネットワークインタフェースと、前記第１ネットワークノー
ドと前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるユーザ機器ノード（ＵＥ）
との間の無線通信を提供するように構成された送受信機と、前記ネットワークインタフェ
ース及び前記送受信機に結合されたプロセッサとを含んでもよい。別のネットワークノー
ドとの通信は前記ネットワークインタフェースを通じて提供されてもよく、前記ネットワ
ークノードによってサービス提供されるユーザ機器ノード（ＵＥ）との通信は前記送受信
機を通じて提供されてもよい。特に、前記プロセッサは、前記ネットワークインタフェー
スを通じて前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告
活性化メッセージを通信し、前記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、前記ネ
ットワークインタフェースを通じて前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワーク
ノードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信し、前記干渉低減支援情報メッセージ
を通信した後に、前記ネットワークインタフェースを通じて前記第１ネットワークノード
と前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージを通信するよう
に構成されてもよい。
【００３３】
　発明概念の更なる実施形態によれば、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第１ネッ
トワークノードは、前記第１ネットワークノードと他のネットワークノードとの間の通信
を提供するように構成されたネットワークインタフェースと、前記第１ネットワークノー
ドと前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるユーザ機器ノード（ＵＥ）
との間の無線通信を提供するように構成された送受信機と、前記ネットワークインタフェ
ース及び前記送受信機に結合されたプロセッサとをふくんでもよい。別のネットワークノ
ードとの通信は前記ネットワークインタフェースを通じて提供されてもよく、前記第１ネ
ットワークノードによってサービス提供されるユーザ機器ノード（ＵＥ）との通信は前記
送受信機を通じて提供されてもよい。特に、前記プロセッサは、前記ネットワークインタ
フェースを通じて前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低
減支援情報メッセージを通信し、前記ネットワークインタフェースを通じて前記第１ネッ
トワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記干渉低減支援情報メッセージ
についてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信するように構成されてもよい。
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【００３４】
　発明概念の一部の実施形態に従うオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を用いて、攻
撃者ノードは、犠牲者ノードによってサービス提供される犠牲者ＵＥ（群）へオーバー・
ジ・エアで干渉低減支援情報が犠牲者ノードによってシグナリングされるべきかをシグナ
リングできる。このようなオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、犠牲者ＵＥへシグ
ナリングされるべき複数の隣接ノード（ｅＮＢ基地局）からの干渉低減支援情報を犠牲者
ノード（ｅＮＢ基地局）が適切に選択できるようにしてもよい。攻撃者ノードがそのサー
ビス提供されるＵＥの正確なチャネル構成だけでなく（ＵＥの近接に関する情報を隣接セ
ルへ提供する）そのＵＥによる隣接セル信号の受信の強度を知っていてもよいので、攻撃
者ノード（ｅＮＢ基地局）は、そのサービス提供されるＵＥが隣接セルへ干渉を生じうる
かを判定するために最良の位置にあるノードであってもよい。したがって、犠牲者ノード
による犠牲者ＵＥへのシグナリングのための干渉低減支援情報を採用するかに関する（攻
撃者ノードからの）推奨は、犠牲者ノードが、干渉低減に相当な／十分な利得を提供しな
い情報をフィルタリングアウトし、被る干渉の大部分を説明する情報を残すことを支援し
てもよい。さらに、犠牲者ＵＥへシグナリングされる情報を低減することによって、犠牲
者ＵＥによって干渉除去／低減に占有される処理及び／又は時間リソースが低減されても
よい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
　本開示の更なる理解を提供するために含まれ、本願に組み込まれ、本願の一部を構成す
る添付の図面は、発明概念の非限定的な実施形態を説明する。
【図１】ネットワーク支援干渉除去の動作を説明するメッセージシーケンス図である。
【図２】マクロ基地局及びピコ基地局を含むネットワークにおける無線端末ジオメトリを
説明する概略図である。
【図３】発明概念の一部の実施形態による攻撃者ノードによるオーバー・ジ・エア・シグ
ナリング推奨のための情報要素ＩＥ符号化を説明する表である。
【図４】発明概念の一部の実施形態による攻撃者ノードによるオーバー・ジ・エア・シグ
ナリング推奨のための重み係数情報要素ＩＥ符号化を説明する表である。
【図５】発明概念の一部の実施形態による攻撃者ノードによるオーバー・ジ・エア・シグ
ナリング推奨のための重み係数ＩＥ符号化を説明する表である。
【図６】発明概念の一部の実施形態による攻撃者ノードによって始動されるネットワーク
支援干渉除去開始／停止を説明するメッセージシーケンス図である。
【図７】発明概念の一部の実施形態による犠牲者ノードによって始動されるネットワーク
支援干渉除去開始／停止を説明するメッセージシーケンス図である。
【図８】発明概念の一部の実施形態による発明概念の一部の実施形態による無線アクセス
ネットワークを説明するブロック図である。
【図９】発明概念の一部の実施形態による図８の基地局を説明するブロック図である。
【図１０】発明概念の一部の実施形態による図８の無線端末を説明するブロック図である
。
【図１１】発明概念の一部の実施形態による図７の犠牲者ノード動作を説明するフローチ
ャートである。
【図１２】発明概念の一部の実施形態による図７の攻撃者ノード動作を説明するフローチ
ャートである。
【図１３】発明概念の一部の実施形態による図６の攻撃者ノード動作を説明するフローチ
ャートである。
【図１４】発明概念の一部の実施形態による図６の犠牲者ノード動作を説明するフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　ここで、発明概念の実施形態の例が示される添付の図面を参照して発明概念が以下に十
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分に記載される。しかし、発明概念は、多くの異なる形式で実施されてもよく、本書で説
明される実施形態を限定するものとして解釈されるべきではない。そうではなく、これら
の実施形態は、この開示が綿密で完全であり、当業者へ発明概念の範囲を十分に伝えるよ
うに提供される。これらの実施形態は相互に排他的でないことにも留意されるべきである
。１つの実施形態からのコンポーネントは、別の実施形態に存在し／用いられることが暗
に想定されてもよい。
【００３７】
　図説及び説明の目的のためだけに、無線通信チャネルを通じて（ＵＥとも呼ばれる）無
線端末と通信するＲＡＮで動作する文脈において発明概念のこれら及びその他の実施形態
が本書に記載される。しかし、発明概念がこのような実施形態に限定されず、一般に任意
のタイプの通信ネットワークにおいて実施されてもよいことが理解されよう。本書で用い
られるように、（ＵＥ、ユーザ機器ノード、モバイル端末等とも呼ばれる）レガシー又は
非レガシー無線端末は、通信ネットワークからデータを受信する及び／又は通信ネットワ
ークへデータを送信する任意のデバイスを含むことができ、モバイル電話（“セルラー”
電話）、ラップトップ／ポータブルコンピュータ、ポケットコンピュータ、ハンドヘルド
コンピュータ及び／又はデスクトップコンピュータを含んでもよいがこれらに限定されな
い。
【００３８】
　発明概念の例示の実施形態を提供するためにこの開示において３ＧＰＰ（第３世代パー
トナシッププロジェクト）ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）からの用語が用いら
れるが、これは前述のシステムだけに発明概念の範囲を限定するものとみなされるべきで
はないことに留意されたい。ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＷｉＭＡＸ（登録商標）、ＵＭＢ
及びＧＳＭ（登録商標）を含む他の無線システムが本開示内にカバーされる思想／概念の
利用から利益を得てもよいことに留意されたい。
【００３９】
　また、（基地局、ｅＮＢなどとも呼ばれる）ｅノードＢ及び（無線端末、モバイル端末
などとも呼ばれる）ＵＥのような用語は非限定的であるとみなされるべきであり、２つの
間の何らかの階層関係を暗示しないことに留意されたい。一般に、“ｅノードＢ”は第１
デバイスとみなされてもよく、“ＵＥ”は第２デバイスとみなされてもよく、これら２つ
のデバイスは何らかの無線チャネルを介して互いに通信してもよい。同様に、Ｘ２バック
ホールを介したシグナリングに関して議論する場合に、発明概念はｅＮＢ間の通信に限定
されず、通信ノードは、記載される情報が送信されるバックホールインタフェースを終端
する任意のノードであってもよい。
【００４０】
　図８は、本発明概念の一部の実施形態による無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を説
明するブロック図である。示されるように、複数の基地局ＢＳ－Ａ、ＢＳ－Ｂ及びＢＳ－
Ｃの間の通信はそれぞれのＸ２インタフェースを用いて提供されてもよく、基地局と１つ
以上のコアノードＭＭＥ／Ｓ－ＧＷとの間の通信はそれぞれのＳ１インタフェースを用い
て提供されてもよい。各基地局ＢＳは、基地局によってサポートされるそれぞれのセル又
はセル群におけるそれぞれの無線端末ＵＥと（上りリンク及び下りリンクを含む）無線イ
ンタフェースを介して通信してもよい。例として、無線端末ＵＥ－１及びＵＥ－２と通信
する基地局ＢＳ－Ａが示され、無線端末ＵＥ－３及びＵＥ－４と通信する基地局ＢＳ－Ｂ
が示され、無線端末ＵＥ－５及びＵＥ－６と通信する基地局ＢＳ－Ｃが示される。
【００４１】
　以下の検討の目的のために、基地局ＢＳ－Ａは、攻撃者ＵＥ（無線端末）ＵＥ１及びＵ
Ｅ２にサービス提供する攻撃者ノードであってもよく、基地局ＢＳ－Ｂは、犠牲者ＵＥ（
無線端末）ＵＥ３及びＵＥ４にサービス提供する犠牲者ノードＢＳ－Ｂであってもよい。
一部の実施形態によれば、基地局ＢＳ－Ａは（ハイパワーノードとも呼ばれる）マクロノ
ードであってもよく、基地局ＢＳ－Ｂは基地局ＢＳ－Ａのカバレッジエリア（セル）で動
作する（ローパワーノードとも呼ばれる）ピコノードであってもよい。一部の他の実施形
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態によれば、基地局ＢＳ－Ａ及びＢＳ－Ｂは隣接するマクロノードであってもよい。さら
に、基地局ＢＳ－Ｃは、犠牲者基地局ＢＳ－Ｂに対する第２攻撃者ノードであってもよい
。
【００４２】
　図９は、図８の基地局ＢＳの要素を説明するブロック図である。示されるように、基地
局ＢＳは、複数の無線端末との無線通信を提供するように構成された（送受信機とも呼ば
れる）送受信機回路９０１と、（例えば、Ｘ２インタフェースを介する）ＲＡＮの他の基
地局との通信を提供するように構成された（ネットワークインタフェースとも呼ばれる）
ネットワークインタフェース回路９０５と、送受信機回路及びネットワークインタフェー
ス回路に結合された（プロセッサとも呼ばれる）プロセッサ回路９０３と、プロセッサ回
路に結合されたメモリ回路９０７とを含んでもよい。メモリ回路９０７は、プロセッサ回
路９０３によって実行された場合に、本書に開示された実施形態に従う動作をプロセッサ
回路に実行させるコンピュータ可読プログラムコードを含んでもよい。他の実施形態によ
れば、プロセッサ回路９０３は、メモリ回路が別個に提供されないように、メモリを含む
ように規定されてもよい。
【００４３】
　図１０は、図８の無線端末ＵＥの要素を説明するブロック図である。示されるように、
無線端末ＵＥは、基地局ＢＳとの無線通信を提供するように構成された（送受信機とも呼
ばれる）送受信機回路１００１と、送受信機回路に結合された（プロセッサとも呼ばれる
）プロセッサ回路１００３と、プロセッサ回路に結合されたメモリ回路１００７とを含ん
でもよい。メモリ回路１００７は、プロセッサ回路１００３によって実行された場合に、
本書に記載された実施形態による動作をプロセッサ回路に実行させるコンピュータ可読プ
ログラムコードを含んでもよい。他の実施形態によれば、プロセッサ回路１００３は、メ
モリ回路が別個に提供されないように、メモリを含むように規定されてもよい。
【００４４】
　上述のように、（基地局とも呼ばれる）ネットワークノード間のＮＡＩＣシグナリング
は、ネットワークノード（基地局）間の他の通信に利用可能及び／又はネットワークと（
無線又はモバイル端末とも呼ばれる）それぞれのＵＥとの間の通信に利用可能なリソース
を制限しうる。この課題は、攻撃者ノードと犠牲者ノードとの間で通信されるＮＡＩＣ情
報が干渉管理の問題を軽減するのに有用でない場合に一層関係しうる。例えば、セル内の
ＵＥの動的分配変更を検討すると、攻撃者セル内のＵＥは、データがスケジュールされる
べき犠牲者セルのＵＥに対して制限された干渉を生成しうる。この場合に、スケジュール
されたＵＥが、除去される必要がある大きな干渉を経験しておらず、ＮＡＩＣ情報の使用
が結果としてノード間インタフェースを介した及び／又はエアインタフェースを介したシ
グナリングリソースの不必要な使用になりうるならば、ノード間ＮＡＩＣシグナリングが
不要であってもよい。
【００４５】
　ＮＡＩＣ情報シグナリングのためのノード間手続きを停止すること自体が余計なシグナ
リングを生じうる他の場合が存在しうる。さらに、このようなノード間シグナリングのた
めの開始／停止状況が比較的頻繁ならば、複雑さはかなり増大しうる。よって、受信犠牲
者ノードＢＳ－Ｂのための／におけるＮＡＩＣ情報の破棄及び／又はフィルタリングが望
まれるかもしれず、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥへＮＡＩＣ情
報を転送するために多くのエアインタフェースリソースが使用されないようなやり方での
破棄及び／又はフィルタリングが望まれるかもしれない。さらに、破棄及び／又はフィル
タリングは、攻撃者ノードＢＳ－Ａ及び攻撃者ＵＥからの干渉の緩和に対してＮＡＩＣ情
報がどのように関連するかに依存してもよい。
【００４６】
　本書に開示された一部の実施形態によれば、犠牲者ＵＥ（例えば、ＵＥ３及びＵＥ４）
の干渉状況及びそれゆえＮＡＩＣ情報の有用性に依存して、ＮＡＩＣシグナリングオーバ
ヘッドを低減するための技術が提案される。例えば干渉を緩和するためのＮＡＩＣ支援情
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報を使用して犠牲者ＵＥが大きな利益を経験することが期待されない状況において、ＮＡ
ＩＣ支援情報の送信はシグナリングオーバヘッドを低減するためにブロックされてもよい
。これらの状況において、オーバージエアシグナリングを低減するために犠牲者ＵＥ（例
えば、無線端末ＵＥ３及びＵＥ４）へのＮＡＩＣシグナリング情報の送信がブロックされ
てもよく、及び／又はノード間シグナリングを低減するように攻撃者ノードと犠牲者ノー
ドと（例えば、基地局ＢＳ－ＡとＢＳ－Ｂ）の間のＮＡＩＣシグナリング情報の送信がブ
ロックされてもよい。したがって、支援情報が犠牲者ＵＥに大きな利益をもたらしえない
ことを攻撃者ノードＢＳ－Ａが感知した場合に、攻撃者ノードＢＳ－ＡからのＮＡＩＣシ
グナリングがオフにされてもよい。
【００４７】
　他の実施形態では、攻撃者ノード（例えば、基地局ＢＳ－Ａ）から犠牲者ノード（例え
ば、基地局ＢＳ－Ｂ）へのシグナリング内に追加情報が提供されてもよく、追加情報は、
（攻撃者セルとも呼ばれる）攻撃者ノードからの干渉緩和のためにＮＡＩＣ支援情報が犠
牲者ＵＥへ大きな利益を与えそうにないという場合に、犠牲者ＵＥへのＮＡＩＣ支援情報
の送信を犠牲者ノードＢＳ－Ｂが回避／低減及び／又はＮＡＩＣ支援情報をフィルタアウ
トできるようにする。これは、オーバー・ジ・エアでＵＥへの何らかのＮＡＩＣ情報の送
信を犠牲者ノードＢＳ－Ｂが低減／回避することを可能にしてもよく、それによってエア
インタフェースリソースが節約される。
【００４８】
　本書に開示される一部の実施形態は、犠牲者ＵＥへの干渉を生じる攻撃者ノード（例え
ば、基地局ＢＳ－Ａ）における方法及び犠牲者ＵＥへサービス提供する（犠牲者ノードと
も呼ばれる）サービングノードＢＳ－Ｂにおける方法を含んでもよい。このような方法は
、犠牲者ノードＢＳ－Ｂから信号を受信する犠牲者ＵＥへの干渉を生じうる（干渉ノード
とも呼ばれる）攻撃者ノードによって提供されてもよい。例えば、攻撃者ノードＢＳ－Ａ
による方法は、
　‐１つ以上の基準（例えば、攻撃者ノードＢＳ－Ａと通信するＵＥのジオメトリ）に基
づいて、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによって使用されるＮＡＩＣ支援情報が関連する又は有用
であるか否かを識別すること、又はＮＡＩＣ支援情報の有用度を識別すること、
　‐上記識別に基づいてＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ送信するか否かを決
定すること及び／又は犠牲者ＵＥについてのＮＡＩＣ支援情報の有用度に関する情報を犠
牲者ノードＢＳ－Ｂへ送信すること、
を含んでもよい。
【００４９】
　一部の実施形態によれば、犠牲者ＵＥへサービス提供する（犠牲者ＵＥのサービングノ
ード、犠牲者ノードＢＳ－Ｂ、犠牲者基地局などとも呼ばれる）サービングノードＢＳ－
Ｂにおける方法は、
　‐１つ以上の基準（例えば、犠牲者ＵＥの位置、シグナリングオーバーヘッド、負荷な
ど）に基づいて、犠牲者ノードＢＳ－Ｂ（例えば、サービング又は隣接ノード）から信号
を受信中に犠牲者ＵＥ（例えば、ＵＥ３）への干渉を生じうる攻撃者ノードＢＳ－Ａが、
犠牲者ＵＥに関するＮＡＩＣ支援情報をサービングノードＢＳ－Ｂへ送信すべきか否かを
識別すること、
　‐上記識別に基づいて、攻撃者ノードＢＳ－Ａがサービング／犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ
支援情報を送信すべきか否かの要求を攻撃者ノードＢＳ－Ａへ送信すること、
を含んでもよい。
【００５０】
　一部の追加実施形態によれば、犠牲者ＵＥへサービス提供する（犠牲者ＵＥのサービン
グノードとも呼ばれる）サービングノードにおける方法は、
　‐サービングノードＢＳ－Ｂが犠牲者ＵＥへＮＡＩＣ支援情報を送信すべきか否かのイ
ンジケーションを攻撃者ノードＢＳ－Ａから受信すること、及び／又は犠牲者ＵＥによっ
て用いられるＮＡＩＣ支援情報の有用度に関する情報を受信すること、
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　‐受信したインジケーションに基づいて、ＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ＵＥへ送信するか
否かを決定すること、
を含んでもよい。
【００５１】
　一部の実施形態によれば、不要なネットワーク支援メッセージの送信が低減／回避され
、それによってバックホール（例えば、Ｘ２インタフェース）及び／又はエアインタフェ
ースリソースが節約されてもよい。さらに、犠牲者ノードＢＳ－Ｂでの無線インタフェー
スシグナリングオーバーヘッドにおける低減に起因して干渉が低減されてもよい。言い換
えると、犠牲者基地局ＢＳ－Ｂから犠牲者ＵＥ　ＵＥ３及びＵＥ４へのＮＡＩＣ支援情報
の送信を低減することによって干渉が低減されてもよい。さらに、不要なシグナリングの
回避／低減に起因してネットワークノード及び／又はＵＥでの処理が低減されてもよい。
【００５２】
　本開示の実施形態において以下の用語が用いられ、これらの用語は以下に説明される。
【００５３】
　無線ネットワークノード：一部の実施形態において、無線ネットワークノードという非
限定的な用語が用いられてもよく、無線ネットワークノードという用語は、ＵＥ（群）に
サービス提供し及び／又は別のネットワークノード又はネットワーク要素又はＵＥがシグ
ナリングを受信する元の任意の無線ノードに接続された任意のタイプのネットワークノー
ドを指す。無線ネットワークノードの例は、ノードＢ、基地局（ＢＳ）、ＭＳＲ　ＢＳの
ようなマルチ標準無線（ＭＳＲ）無線ノード、ｅノードＢ、ネットワーク制御装置、無線
ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）、基地局制御装置、リレー、リレーを制御するドナーノ
ード、基地送受信局（ＢＴＳ）、アクセスポイント（ＡＰ）、送信ポイント、送信ノード
、ＲＲＵ（リモート無線ユニット）、ＲＲＨ（リモート無線ヘッド）、分散アンテナシス
テム（ＤＡＳ）のノードなどを含む。無線ネットワークノードはまた、無線ノード又は単
にノード、例えば攻撃者ノードＢＳ－Ａ、犠牲者ノードＢＳ－Ｂ、サービングノード、隣
接セルなどと呼ばれてもよい。
【００５４】
　ネットワークノード：一部の実施形態において、「ネットワークノード」という一層一
般的な用語が用いられ、これは少なくとも無線ネットワークノードと通信する任意のタイ
プの無線ネットワークノード又は任意のネットワークノードに対応できる。ネットワーク
ノードの例は、上述の任意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
、ＭＳＣ、ＭＭＥ等）、Ｏ＆Ｍノード、ＯＳＳノード、ＳＯＮノード、位置決めノード（
例えば、Ｅ－ＳＭＬＣ）、ＭＤＴノード等を含む。
【００５５】
　ユーザ機器又はユーザ機器ノード（ＵＥ）：一部の実施形態において、ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）という非限定的な用語が用いられ、ＵＥはセルラー又はモバイル通信システム内の無
線ネットワークノードと通信する任意のタイプの無線デバイスを指す。ＵＥの例は、ター
ゲットデバイス、デバイス間ＵＥ、マシンタイプＵＥ又はマシン間通信可能なＵＥ、ＰＤ
Ａ（携帯情報端末）、ｉＰａｄ（登録商標）、タブレットコンピュータ、モバイル端末、
スマートフォン、ラップトップ埋め込み機器（ＬＥＥ）、タップトップ搭載機器（ＬＭＥ
）、ＵＳＢドングル等を含む。
【００５６】
　本発明概念の実施形態は、以下のうちの１つ以上を含んでもよい。ＮＡＩＣ支援情報を
オフにするための攻撃者ノードＢＳ－Ａにおける方法、犠牲者ノードＢＳ－Ｂにおけるシ
グナリング最適化／改善を可能にするようにＮＡＩＣ支援情報を提供するための攻撃者ノ
ードＢＳ－Ａにおける方法、及び／又は犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供され
るＵＥ（例えば、ＵＥ３及びＵＥ４）への上位層シグナリングを低減するための犠牲者ノ
ードＢＳ－Ｂにおける方法。
【００５７】
　一部の実施形態によれば、第１ＵＥ（例えば、犠牲者ＵＥ３）は、第１セルの少なくと
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も第１ノード（例えば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂ）によってサービス提供される。第１ＵＥ
（ＵＥ３）は第１ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から信号を受信してもよく、第１ＵＥ（Ｕ
Ｅ３）はまた、第２ノード（例えば、攻撃者ノードＢＳ－Ａ）から干渉を受けてもよい。
第２ノード（ＢＳ－Ａ）はまた、第２セルの少なくとも第２ＵＥ（例えば、ＵＥ１）へサ
ービス提供してもよい。また、第１ＵＥ（例えば、ＵＥ３）、第１ノード（例えば、ＢＳ
－Ｂ）及び第２ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）はそれぞれ、犠牲者ＵＥ、犠牲者ノードＢＳ
－Ｂ及び攻撃者又は干渉ノードとして交換可能に呼ばれてもよい。
【００５８】
　一部の実施形態において、第１ＵＥ（ＵＥ３）は、第１ノードから（例えば、ＢＳ－Ｂ
から）信号を受信中に、２つ以上の干渉ノードから（例えば、第２ノードＢＳ－Ａ及び第
３ノードＢＳ－Ｃから）干渉を受けてもよい。
【００５９】
　一部の実施形態において、第１ＵＥ（ＵＥ３）は、サービングノードＢＳ－Ｂと非サー
ビングノード（例えば、第４ノード）との両方から信号を受信中に、例えばソフトハンド
オーバー中に、１つ以上の干渉ノード（例えば、ＢＳ－Ａ及びＢＳ－Ｃ）から干渉を受け
てもよい。
【００６０】
　ネットワーク支援干渉除去は、犠牲者ＵＥ（例えば、ＵＥ３）が（攻撃者ノードＢＳ－
Ａによってサービス提供されるセル内の別のＵＥにスケジュールされる）攻撃者ノードＢ
Ｓ－Ａからの干渉データパケットを復号できるならば、最も効率的であってもよい。犠牲
者ＵＥ（例えば、ＵＥ３）が干渉データパケットを復号できないならば、犠牲者ＵＥが干
渉データパケットを復号できる場合のゲインと比較して、干渉除去に起因するゲインは通
常低減され、一部の場合に無視さえされしうる。これらの場合に、システムレベルにおい
て及び／又はリンクレベルにおいてシステムゲインがなくなる／低減するかもしれないの
で、ＮＡＩＣ支援情報及び上位層シグナリングが必要なくてもよい。これらの場合に、Ｎ
ＡＩＣ支援情報の送信は、不要なシグナリングオーバーヘッドを低減するために一部の実
施形態に従ってオフにされてもよい。
【００６１】
　さらに、このような情報が大きな／十分な利益を与えそうにない場合にＮＡＩＣ情報の
送信を低減することによってシグナリングオーバーヘッドが低減されてもよい。
【００６２】
　一部の実施形態において、シグナリングメッセージを停止及び／又はフィルタアウトす
るために及び／又はＮＡＩＣ情報の送信を低減／回避するためにメカニズムが提供されて
もよい。
【００６３】
　一部の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、（自ら自律的に又は犠牲書ノード
ＢＳ－Ｂからの推奨／要求に基づいて）支援情報の送信を停止してもよい。一部の実施形
態において、攻撃者ノードＢＳ－Ａは犠牲者ノードＢＳ－ＢへのＮＡＩＣ支援情報を完全
にオフにでき（すなわち、送信を停止でき）、別の実施形態において、攻撃者ノードＢＳ
－Ａは、それが支援情報を送信していないことを別のノード（例えば、犠牲ノードＢＳ－
Ｂ）に示す最小の／低減された情報（例えば、フラグ）を送信できる。
【００６４】
　攻撃者ノードＢＳ－Ａは、犠牲者ノードＢＳ－ＢへＮＡＩＣ支援情報を送信するか送信
を停止するかを判定及び／又は決定するために１つ以上の基準を用いてもよい。このよう
な基準の例が以下に記載される。
【００６５】
　一部の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａに接続され（通信し）且つアクティブ
モード（すなわち、ＲＲＣ接続状態）にあるＵＥのジオメトリ（又は信号強度のような均
等な測定結果）がＧＴｈ（ジオメトリ閾値）よりも大きいならば攻撃者ノードＢＳ－Ａは
ＮＡＩＣ支援情報を送信せず、ＧＴｈは事前に構成された閾値（例えば、ＲＳＲＰが－８
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５ｄＢｍ以上）である。攻撃者ノードＢＳ－Ａが高いジオメトリＵＥ（群）（すなわち、
攻撃者ノードＢＳ－Ａに比較的近いＵＥ）にサービス提供しているならば、（犠牲者ノー
ドＢＳ－Ｂによってサービス提供される）セル境界にある又はこれを超える犠牲者ＵＥ（
例えば、図８のＵＥ３又はＵＥ４）は、攻撃者ノード／セルＢＳ－ＡのＵＥを意図した干
渉データパケットを通常、復号できない。
【００６６】
　攻撃者ノードＢＳ－Ａがマクロノードであり、犠牲者ノードＢＳ－Ｂが攻撃者ノードＢ
Ｓ－Ａのカバレッジエリア内で動作するピコノードである例が図２に説明される。図２に
おいて、（マクロノードとして示される）攻撃者ノードＢＳ－Ａは、位置Ｌ７～Ｌ１２に
あるＵＥ（攻撃者ＵＥ）へサービス提供し、（ローパワーノードすなわちＬＰＮとして示
される）犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、位置Ｌ１～Ｌ６にあるＵＥ（犠牲者ＵＥ）へサービス
提供する。位置Ｌ７及びＬ１０にあるＵＥがアクティブモードであり残りのＵＥがアイド
ルモードであると仮定するならば、そしてＧＴｈが位置Ｌ７及びＬ１０にあるＵＥのみが
高いジオメトリＵＥとみなされるようなものであると仮定するならば、一部の実施形態に
従って、攻撃者ノードＢＳ－Ａが位置Ｌ７及びＬ１０にあるＵＥへサービス提供する場合
に（例えばＬ１～Ｌ６にある）犠牲者ＵＥが位置Ｌ７及びＬ１０にあるＵＥへ送信される
データパケットを復号できないかもしれないので、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、ＮＡＩＣ支
援情報の送信をオフにできる。
【００６７】
　位置Ｌ７及びＬ１０にあるＵＥがジオメトリ閾値ＧＴｈを超える比較的高いジオメトリ
を有し且つ位置Ｌ８、Ｌ９、Ｌ１１及びＬ１２にあるＵＥがジオメトリ閾値よりも低い比
較的低いジオメトリを有すると仮定すると、攻撃者基地局ＢＳ－Ａは、位置Ｌ８、Ｌ９、
Ｌ１１及び／又はＬ１２にある低ジオメトリＵＥがいずれもアクティブでないことに応じ
てＮＡＩＣ支援情報の送信をオフにしてもよい。しかし、低ジオメトリＵＥの１つがアク
ティブであることに応じて、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、ＮＡＩＣ支援情報の送信をオンに
してもよい。
【００６８】
　攻撃者ノードＢＳ－Ａのマクロセル内のＵＥのジオメトリを計算するために様々な技術
が用いられてもよいことに留意されたい。ＵＥジオメトリは例えば、攻撃者基地局ＢＳ－
Ａと通信するＵＥによって報告されるＣＱＩ（チャネル品質情報）に基づいて及び／又は
攻撃者基地局ＢＳ－ＡにおいてＵＥから受信された送信に基づく上りリンク測定結果に基
づいて計算されてもよい。
【００６９】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａにおいて、各ＵＥは参照信号測定結果に基づいて周期的に又は非周
期的にＣＱＩを報告する。一部の実施形態によれば、ｅノードＢはＵＥからのＣＱＩ報告
を時間に関して平均することによってＵＥのジオメトリを識別できる。
【００７０】
　一部の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、上りリンク測定結果（すなわち、
ＵＥからの攻撃者ノードＢＳ－Ａで受信された上りリンク送信の測定結果）、例えばＵＥ
トラフィック／制御チャネルからの受信信号強度に基づいてＵＥのジオメトリを判定して
もよい。
【００７１】
　他の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、ビームフォーミングを実行可能なア
クティブアンテナシステム（ＡＡＳ）基地局であってもよい。位置Ｌ１０にあるＵＥをス
ケジューリングする際に、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサー
ビス提供される位置Ｌ１～Ｌ６にある犠牲者ＵＥへ大きな干渉を生成しないユーザ固有ビ
ームを介して位置Ｌ１０にあるＵＥへデータを送信できてもよい。Ｌ１０が攻撃者ノード
ＢＳ－Ａからサービス提供される際に犠牲者ＵＥへの干渉が少ない又は干渉がないので、
このような機会の間にＮＡＩＣ支援情報はほとんど使用されないか、使用されなくてもよ
い。
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【００７２】
　一般に、犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対してサービングＵＥがいつ及びどのように大きな干
渉を生成しないかを推定するかは攻撃者ノードＢＳ－Ａ次第であってもよい。この決定に
応じて、攻撃者ノードＢＳ－Ａは犠牲者ノードＢＳ－ＢへのＮＡＩＣ支援情報の報告を停
止することを可能にされてもよい。
【００７３】
　一部の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａはまた、ＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ノ
ードＢＳ－Ｂへ送信するか否かを決定するために、自身のＵＥ（例えば、ＵＥ１及びＵＥ
２）へ攻撃者ノードＢＳ－Ａによって送信される１つ以上の信号（例えば、ＰＤＳＣＨな
ど）の送信電力を考慮に入れてもよい。例えば、１つ以上のチャネルの送信電力が何らか
の期間にわたって（例えば、フレームにわたって）閾値未満であることに応じて、攻撃者
ノードＢＳ－Ａは犠牲者ノードＢＳ－ＢへのＮＡＩＣ支援情報の送信を停止してもよい。
これは、比較的低い送信電力レベルにおいて、犠牲者ＵＥ（例えば、ＵＥ３及びＵＥ４）
が攻撃者ノードＢＳ－Ａ（すなわち、第２ノード）から低減された及び／又は無視できる
干渉を受けるからである。
【００７４】
　一部の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａはまた、犠牲者ノードＢＳ－ＢへＮＡ
ＩＣ支援情報を送信するか否かを決定するために、自身のＵＥ（例えば、ＵＥ１及びＵＥ
２のような第２ＵＥ）の位置を考慮に入れてもよい。ＵＥ位置は、既存の位置決め方法に
基づいて（例えば、グローバルナビゲーション衛星システムＳＧＮＳＳ、発展型セルＩＤ
、フィンガプリンティングなどに基づいて）攻撃者ノードＢＳ－Ａによって判定又は取得
されてもよい。
【００７５】
　例えば、攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサービス提供される第２ＵＥが攻撃者ノードＢ
Ｓ－Ｂの近くに位置するならば、攻撃者ノードＢＳ－Ａは犠牲者ノードＢＳ－ＢへのＮＡ
ＩＣ支援情報の送信を停止してもよい。第２ＵＥが攻撃者ノードＢＳ－Ａの比較的近くに
あるので、第２ＵＥ（ＵＥ１又はＵＥ２）は比較的低い送信電力でサービス提供されうる
。結果として、第１ＵＥ（すなわち、犠牲者ＵＥ、ＵＥ３又はＵＥ４）は、攻撃者ノード
ＢＳ－Ａ（すなわち、第２ノード）から少ない又は無視できる干渉を受けうる。
【００７６】
　一部の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、攻撃者ノードＢＳ－Ａに対する及
び／又は犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対する第１ＵＥ（例えば、犠牲者ＵＥ３又はＵＥ４）の
ジオメトリ及び／又は位置に関する情報を取得してもよい。例えば、犠牲者ノードＢＳ－
Ｂは、犠牲者ノードＢＳ－Ｂの信号に関して犠牲者ＵＥ３及び／又はＵＥ４によって実行
された経路損失及び／又はＲＳＲＰ測定結果を判定又は取得してもよい。犠牲者ノードＢ
Ｓ－Ｂはまた、この情報（例えば、犠牲者ＵＥのＲＳＲＰ及び／又は位置でさえも）を攻
撃者ノードＢＳ－Ａへ転送してもよい。その後、攻撃者ノードＢＳ－Ａはまた、犠牲者ノ
ードＢＳ－ＢへＮＡＩＣ支援情報を送信するか否かを決定するために犠牲者ＵＥ（群）に
関するこの情報を考慮に入れてもよい。
【００７７】
　例えば、犠牲者ＵＥ（群）の取得されたジオメトリ及び／又は位置に基づいて、犠牲者
ＵＥが犠牲者ノードＢＳ－Ｂの近くに及び／又は攻撃者ノードＢＳ－Ａから遠くに位置す
ることを判定したことに応じて、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、犠牲者ノードＢＳ－ＢへのＮ
ＡＩＣ支援情報の送信を停止してもよい。犠牲者ＵＥが犠牲者ノードＢＳ－Ｂの比較的近
く及び／又は攻撃者ノードＢＳ－Ａから比較的遠くにあるので、犠牲者ＵＥは、攻撃者ノ
ードＢＳ－Ａから少ない又は無視できる干渉を受けるだろう。
【００７８】
　一部の実施形態によれば、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサ
ービス提供されるＵＥ（例えば、ＵＥ１及びＵＥ２）の無線状況を評価し、攻撃者ノード
ＢＳ－Ａによって犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ向けて生成されうる干渉の量及び／又は攻撃者
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ノードＢＳ－Ａからの干渉が存在するサービス提供されたＵＥ（例えば、ＵＥ３及びＵＥ
４）へ犠牲者ノードＢＳ－Ｂによって送信されたＰＤＵ（プロトコルデータユニット）を
犠牲者ＵＥ（例えば、ＵＥ３及びＵＥ４）が復号できる尤度を推定する。例えば、攻撃者
ノードＢＳ－Ａ干渉のレベルが所与の閾値よりも下であることに応じて、攻撃者ノードＢ
Ｓ－Ａからの干渉が無視できる／大きくないと推定されたことに応じて、及び／又は攻撃
者ノード送信の変調次数又はデータレートが閾値よりも上であることに応じて、攻撃者ノ
ードＢＳ－Ａは、犠牲者ノードＢＳ－Ｂへのシグナリングメッセージにおいて、ＮＡＩＣ
支援情報を考慮に入れないことを示してもよい。したがって、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、
犠牲者ノードＢＳ－Ｂから犠牲者ＵＥへのこのようなＮＡＩＣ支援情報のオーバー・ジ・
エア・シグナリングを回避することを明示のインジケーションを介して犠牲者ノードＢＳ
－Ｂへ推奨してもよい。
【００７９】
　このようなインジケーションが攻撃者ノードＢＳ－Ａから犠牲者ノードＢＳ－Ｂへどの
ようにシグナリングされうるかの例が図３に説明される。図３に示されるように、攻撃者
ノードＢＳ－Ａは、犠牲者ノードＢＳ－Ｂから犠牲者ＵＥ　ＵＥ３及びＵＥ４へのＮＡＩ
Ｃ支援情報の送信を推奨するか、又は犠牲者ノードＢＳ－Ｂから犠牲者ＵＥ　ＵＥ３及び
ＵＥ４へのＮＡＩＣ支援情報の送信を推奨しないオーバー・ジ・エア・シグナリング・イ
ンジケーションを犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ送信できる。
【００８０】
　図３の上記情報は、例えば、専用メッセージの一部として又はＬＴＥにおける負荷情報
（LOAD INFORMATION）メッセージの一部として、Ｘ２インタフェースを介して提供されて
もよい。一般に、図３の情報は、ＮＡＩＣ支援情報を伝達する同じメッセージで提供され
てもよい。図３の推奨は、推奨又は非推奨の値を有する比較的低い（バイナリの）レベル
の粒度を提供してもよい。したがって、推奨を通信するために単一ビット／フラグが用い
られてもよい。
【００８１】
　他の実施形態において、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、攻撃者ノードＢＳ－Ａによって送信
されたＮＡＩＣ支援情報で犠牲者ノードＢＳ－Ｂにより構成されるならば犠牲者ＵＥが得
られうる利益のインジケーションを提供してもよい。このようなインジケーションは必ず
しも利益に限定されなくてもよいが、これは一般に、オーバー・ジ・エアで犠牲者ＵＥへ
ＮＡＩＣ支援情報をシグナリングすることが犠牲者ノードＢＳ－Ｂにとってどれくらい重
要でありうるかに関連する重み係数を提供してもよい。
【００８２】
　図４は、このようなインジケーションが攻撃者ノードＢＳ－Ａから犠牲者ノードＢＳ－
Ｂへどのようにシグナリングされうるかの例を提供する。図４の例に示されるように、（
ＮＡＩＣ情報利益メトリックとも呼ばれる）重みは、比較的高いレベルの粒度を前提とし
て、０から１００までの値を割り当てられてもよい。
【００８３】
　さらに別の実施形態によれば、犠牲者ＵＥへの利益のインジケーションは、図５に説明
されるようにシグナリングされてもよい。図５に示されるように、利益のインジケーショ
ンは、低利益、中利益又は高利益の３つの値のうちの１つを割り当てられてもよい。よっ
て、図５の実施形態は、図３及び図４の実施形態によって与えられた比較的低いレベルの
粒度と比較的高いレベルの粒度との間の中間レベルの粒度を与える。
【００８４】
　図３、図４及び／又は図５の推奨の任意の１つ以上は、例えば、専用メッセージの一部
として又は負荷情報メッセージの一部として、Ｘ２インタフェースを介して攻撃者ノード
ＢＳ－Ａから犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ提供されてもよい。一般に、図３、図４及び／又は
図５の推奨は、ＮＡＩＣ支援情報を伝達する同じメッセージで提供されてもよい。
【００８５】
　一部の実施形態によれば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂが、シグナリングされたＮＡＩＣ情報
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を破棄／無視することの推奨／インジケーションを攻撃者ノードＢＳ－Ａから受信すると
、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは以下の動作を実行してもよい。
　‐犠牲者ノードＢＳ－Ｂが任意の他の攻撃者ノードＢＳ－ＣからＮＡＩＣ支援情報を受
信したか、及び送信した攻撃者ノードＢＳ－Ｃによってオーバー・ジ・エアでシグナリン
グすることを推奨された任意のこのような情報が存在するかを評価する。
　‐負荷のようなオーバー・ジ・エア・シグナリング状況を評価する。
　‐経験したオーバー・ジ・エア・シグナリング状況に基づいて及び／又は受信した情報
の何れかが犠牲者ＵＥへシグナリングされることが推奨されるかされないかに基づいて、
受信したＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ＵＥへシグナリングするかを決定する。
　‐オーバー・ジ・エアでＮＡＩＣ支援情報をシグナリングすることを決定したことを応
じて及びオーバー・ジ・エアでＮＡＩＣ支援情報をシグナリングすることを２つ以上の攻
撃者ノードＢＳ－Ａ及びＢＳ－Ｃが推奨したことに応じて、最強の干渉ノード／セルの推
定に基づいて、すなわちどの攻撃者ノードＢＳ－Ａ又はＢＳ－Ｃに対して、何の情報がシ
グナリングされるべきかを決定する。
　‐どの攻撃者ノードもオーバー・ジ・エアでＮＡＩＣ支援情報をシグナリングすること
を推奨しなかったことに応じて、オーバー・ジ・エア・シグナリング負荷及びこのような
情報のシグナリングにおける可能性のある利益を評価することによって、受信した情報の
何れかをシグナリングするかを決定する。
【００８６】
　一部の実施形態によれば、シグナリングされたＮＡＩＣ支援情報についての重み係数を
表すインジケーションを犠牲者ノードＢＳ－Ｂが攻撃者ノードＢＳ－Ａから受信すると、
犠牲者ノードＢＳ－Ｂは以下の動作を実行してもよい。
　‐ＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ＵＥへシグナリングするか、又は示された重み係数に基づ
いてオーバー・ジ・エアでのシグナリングを回避するかを評価する。
　‐複数の攻撃者ノードＢＳ－Ａ及びＢＳ－ＣからＮＡＩＣ支援情報が受信された場合に
、各攻撃者ノードＢＳ－Ａ及びＢＳ－Ｃによって示されるそれぞれの重み係数に基づいて
、どの情報を犠牲者ＵＥへシグナリングするかを評価する。
【００８７】
　一部の実施形態によれば、犠牲者ＵＥへサービス提供するノードは、ＮＡＩＣ支援情報
を送信しないことを攻撃者ノードＢＳ－Ａに推奨できる。これは多くの場合に生じうる。
【００８８】
　犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、以下の要因／基準のうちの１つ以上に基づいて、犠牲者ノー
ドＢＳ－ＢへＮＡＩＣ支援情報を送信することを攻撃者ノードＢＳ－Ａに推奨すべきか否
かを判定できる。
　‐支援情報を使用する犠牲者ＵＥの個数、
　‐犠牲者ＵＥのジオメトリ及び／又は位置、
　‐犠牲者ＵＥからの推奨、及び／又は
　‐シグナリングオーバーヘッド（群）の低減。
【００８９】
　一部の実施形態によれば、接続された及び／又はアクティブモードにある（ゼロも含む
）無視できる数犠牲者ＵＥがＮＡＩＣ支援情報を使用できることを犠牲者ノードＢＳ－Ｂ
が識別したことに応じて。
【００９０】
　一部の実施形態によれば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対するＮＡＩＣ対応である犠牲者Ｕ
Ｅのジオメトリ（例えば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対する経路損失、ＲＳＲＰ等）が所定
の閾値よりも大きいことに応じて、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ＮＡＩＣ支援情報を送信し
ないことを攻撃者ノードＢＳ－Ａへ推奨できる。犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対する犠牲者Ｕ
Ｅの高いジオメトリのおかげで及び／又は犠牲者ＵＥが犠牲者ノードＢＳ－Ｂの近くに位
置するおかげで、犠牲者ＵＥは、攻撃者ノードＢＳ－Ａからの影響によって大きな影響を
受けそうにない。このような犠牲者ＵＥは犠牲者ノードＢＳ－Ｂのセル中心の近くにあり
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、ＮＡＩＣ支援情報は、ＮＡＩＣ支援情報のシグナリングの追加のオーバヘッドを正当化
するように攻撃者ノードＢＳ－Ａからの干渉を犠牲者ＵＥが緩和するほど十分に有用でな
いかもしれない。
【００９１】
　一部の実施形態によれば、各ＮＡＩＣ対応犠牲者ＵＥは、それがＮＡＩＣ支援情報を必
要とするか否かを犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ明示的に推奨してもよい。ＵＥからの情報は、
すべてに共通であってもよく、犠牲者ノードＢＳ－Ｂが信号を受信している又は受信する
ことを意図している元の各サービングノード及び／又は隣接ノードについて別個であって
もよい。その後、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、犠牲者ノードＢＳ－ＢへのＮＡＩＣ支援情報
を攻撃者ノード（群）ＢＳ－Ａ／ＢＳ－Ｃが送信することを停止又は許可するために、犠
牲者ＵＥからのこの推奨を考慮に入れる。例えば、犠牲者ＵＥは、攻撃者ノードＢＳ－Ａ
に関する下りリンク測定結果に基づいて、攻撃者ノードＢＳ－Ａからの受信信号（例えば
、ＲＳＲＰ、ＲＳＰＱ等）を判定できる。受信信号強度が閾値よりも下であるならば、犠
牲者ＵＥは、犠牲者ＵＥが何の支援情報も必要としないことを犠牲者ノードＢＳ－Ｂ（例
えば、サービングノード）へ推奨してもよい。犠牲者ノードＢＳ－Ｂからサービス提供さ
れるＮＡＩＣ対応ＵＥから受信した推奨に基づいて、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ＮＡＩＣ
支援情報を犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ送信することの推奨又はＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ノ
ードＢＳ－Ｂへ送信しないことの推奨のどちらを攻撃者ノードＢＳ－Ａへ送信するかを判
定できる。
【００９２】
　犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、例えばＵＥの個数に関するセル負荷及び／又はＵＥごとの下
りリンクデータレートがそれぞれの閾値（群）よりも高い場合に、すべての犠牲者ＵＥへ
ＮＡＩＣ支援情報を送信するのに十分な無線リソースを有していないかもしれない。
【００９３】
　この場合に、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ある犠牲者ＵＥ（例えば、犠牲者ノードＢＳ－
Ｂに近いもの）について、攻撃者ノードＢＳ－ＡがＮＡＩＣ支援情報の送信を停止するこ
とを攻撃者ノード（群）ＢＳ－Ａに推奨してもよい。犠牲者ノードＢＳ－Ｂはまた、この
ようなインジケーションを、選択された攻撃者ノード、例えば少ない干渉を生じる又は少
ない数の犠牲者ＵＥへ干渉を生じる攻撃者ノードへ送信してもよい。
【００９４】
　犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ノード間インタフェースを介した（例えば、犠牲者ｅＮＢと
攻撃者ｅＮＢとの間のＸ２を介した）攻撃者ノードＢＳ－ＡからのＮＡＩＣ支援情報を受
信及び／又は処理するための限られたリソースを有してもよい。例えば、犠牲者ノードＢ
Ｓ－Ｂは、１つの攻撃者ノードＢＳ－ＡからＮ個の犠牲者ＵＥ（例えば、Ｎ＝３０）だけ
についてＮＡＩＣ支援情報を受信及び／又は処理する能力を有してもよい。これは、制限
されたハードウェアリソース（例えば、メモリ、プロセッサユニット等）及び／又はイン
タフェース上の制限されたトランスポートネットワークチャネルに起因しうる。
【００９５】
　この場合に、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ある犠牲者ＵＥ（例えば、犠牲者ノードＢＳ－
Ｂに近いもの）について、攻撃者ノードＢＳ－Ａが犠牲者ノードＢＳ－ＢへのＮＡＩＣ支
援情報の送信を停止することを攻撃者ノード（群）ＢＳ－Ａ／ＢＳ－Ｃに推奨してもよい
。犠牲者ノードＢＳ－Ｂはまた、犠牲者ノードＢＳ－ＢがＮＡＩＣ支援情報を受信できる
犠牲者ＵＥの最大数を推奨してもよい。この場合に、攻撃者ノードＢＳ－Ａは自ら、どの
犠牲者ＵＥについて犠牲者ノードＢＳ－ＢへＮＡＩＣ支援情報を送信すべきかを決定して
もよい。
【００９６】
　一部の実施形態に従って上述したように、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、オーバー・ジ・エ
ア・シグナリングを介して（例えば、無線リソース制御ＲＲＣプロトコルを用いて）（攻
撃者ノードＢＳ－Ａから受信した）ＮＡＩＣ支援情報を送信する必要があってもよい。し
かし、支援情報が存在しないという情報を犠牲者ノードＢＳ－Ｂが攻撃者ノードＢＳ－Ａ
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から受信するならば又は犠牲者ノードＢＳ－Ｂが何もＮＡＩＣ支援情報を受信しなかった
ならば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは犠牲者ＵＥへ何も支援情報を送信しない。一部の実施形
態において、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、隣接セルからの干渉がない／少ないのでＮＡＩＣ
を使用しないようにＵＥへ示すことができる。例えば、ＮＡＩＣ対応犠牲者ＵＥは、犠牲
者ノードＢＳ－Ｂから以前に受信した攻撃者ノードＢＳ－ＡからのＮＡＩＣ情報で構成さ
れてもよく、ＮＡＩＣを使用しないことのインジケーションを受信したことに応じて、Ｎ
ＡＩＣ対応犠牲者ＵＥは、他のように指示されるまで、ＮＡＩＣ（干渉除去／低減）動作
を省略してもよい。
【００９７】
　他の実施形態において、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ＵＥへ送
信するか否かを決定するために、攻撃者ノードＢＳ－Ａから受信したＮＡＩＣ支援情報に
関する推奨（例えば、図３～図５の情報要素ＩＥ）を考慮に入れてもよい。例えば、シグ
ナリングオーバーヘッドを低減するために、‘ＮＡＩＣ情報利益メトリック’の値が非推
奨、低、又は５０％未満を示すならば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは犠牲者ＵＥへのＮＡＩＣ
支援情報の送信を回避してもよい。
【００９８】
　さらに他の実施形態において、犠牲者ノードＢＳ－Ｂが周期的に及び／又はトリガーベ
ースで犠牲者ＵＥ（群）のジオメトリをチェックし、且つ犠牲者ＵＥのジオメトリ（例え
ば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対するＲＳＲＰ、経路損失など）が所定の閾値よりも大きい
ならば、犠牲者ノードＢＳ－Ａは、ＮＡＩＣ支援を使用しないこと及び／又は以前に送信
されたＮＡＩＣパラメータを無視することを犠牲者ＵＥに示すことができる。
【００９９】
　さらに他の実施形態において、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対す
る犠牲者ＵＥの犠牲者ＵＥの第１ジオメトリ（例えば、ＰＬ１、ＲＳＲＰ１等）だけでな
く少なくとも１つの攻撃者ノードＢＳ－Ａに対する犠牲者ＵＥの第２ジオメトリ（例えば
、ＰＬ２、ＲＳＲＰ２等）をこれらのそれぞれの閾値と比較してもよい。この場合に、第
１ジオメトリが閾値よりも上であり且つ第２ジオメトリが閾値よりも下であることに応じ
て、この場合に限り、犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ＮＡＩＣ支援情報を犠牲者ＵＥへ送信し
なくてもよく及び／又は犠牲者ＵＥがＮＡＩＣＳを用いない及び／又は干渉緩和／除去の
ために以前に送信されたＮＡＩＣＳ関連のパラメータを無視することを明示的に示しても
よい。
【０１００】
　犠牲者ＵＥは、犠牲者ノードＢＳ－Ｂから（例えば、サービングノード又は隣接ノード
から）信号を受信する場合に２つ以上の攻撃者ノードＢＳ－Ａ及びＢＳ－Ｃから干渉を受
けるかもしれない。したがって、犠牲者ノードＢＳ－Ｂはさらに、犠牲者ＵＥへＮＡＩＣ
支援情報を送信するか否かを決定するために、又はＮＡＩＣＳを使用するか否かを犠牲者
ＵＥへ示すために、（例えば図３～図５の情報要素ＩＥを介して受信された）２つ以上の
攻撃者ノードから受信したＮＡＩＣ支援情報に関する推奨を考慮に入れてもよい。
【０１０１】
　一部の実施形態において、攻撃者ノードＢＳ－Ａ又は犠牲者ノードＢＳ－Ｂは、ノード
間の（例えば、攻撃者ノードＢＳ－Ａから犠牲者ノードＢＳ－Ｂへの）インタフェースを
介して報告するＮＡＩＣ情報を停止することのインジケーションを生成できる。このよう
なインジケーションは例えば、２つのノード（例えば、２つのｅＮＢ）を接続するノード
間インタフェース（例えば、Ｘ２インタフェース）を介して提供されてもよい。このよう
な情報を提供するための１つの可能なやり方は、専用メッセージの一部として又は負荷情
報メッセージの一部としてＸ２インタフェースを介することであってもよい。一般に、上
記の情報はＮＡＩＣ情報を伝達する同じメッセージで提供されてもよい。
【０１０２】
　図６は、このような情報が攻撃者ノードと犠牲者ノードとの間（例えば、２つのｅＮＢ
の間）でどのように交換されうるかの例を説明する。
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【０１０３】
　図６において、ＮＡＩＣ報告開始／停止は攻撃者ノードＢＳ－Ａによって始動される。
図６の動作６０において、例えば“ＮＡＩＣ情報”に等しい新たな値に設定された、Ｘ２
：負荷情報メッセージに含まれるインジケーション呼び出し情報要素ＩＥを用いて犠牲者
ノード（ｅＮＢ）ＢＳ－Ｂによって、ＮＡＩＣ手続きを開始する第１インジケーションが
送信されてもよい。
【０１０４】
　ＮＡＩＣ情報が利用可能であり犠牲者ノード（ｅＮＢ）ＢＳ－Ｂへ報告されるべきであ
ることが決定されると、攻撃者（ｅＮＢ）ノードＢＳ－Ａは、ＮＡＩＣ情報報告が図６の
動作６１で開始されたことのインジケーションを含む負荷情報メッセージを送信してもよ
い。このメッセージはすでにＮＡＩＣ情報を含んでもよいことに留意されたい。図６の動
作６２、…、６２ｎにおいて、（ＮＡＩＣ支援情報を含む）ＮＡＩＣ情報報告は、攻撃者
ノードＢＳ－Ａによって送信され、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによって受信されてもよい。
【０１０５】
　ＮＡＩＣ報告がもはや必要でないことを攻撃者ノードＢＳ－Ａが認識したならば、それ
は、図６の動作６３において新たな又は既存のＩＥが“ＮＡＩＣ情報報告停止”を示す値
に設定されてもよい新たなインジケーションを（例えば、Ｘ２：負荷情報メッセージの一
部として）送信してもよい。このインジケーションは最新のＮＡＩＣ情報報告と一緒に伝
達されてもよいし、（例えば図６の動作６１において）更なる活性化通知まで更なるＮＡ
ＩＣ情報報告が送信されなくてもよいことに留意されたい。一番上のＢＳ－Ａ決定ブロッ
クへのループバックによって示されるように、ＮＡＩＣ情報報告を開始する動作、ＮＡＩ
Ｃ情報報告を送信する動作及びＮＡＩＣ情報報告を停止する動作が繰り返されてもよい。
【０１０６】
　一部の実施形態では、このような報告開始及び停止決定は、例えば以下を含む攻撃者ノ
ードＢＳ－Ａによって評価される複数のイベント／要因によって始動されてもよい。
　‐犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ向かう干渉が解消された又は所与の閾値よりも下に低減した
又は一般に十分に相当である／十分に無視できるという評価、
　‐（攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサービス提供されるＵＥについて）サービス提供さ
れるＵＥジオメトリが犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対して干渉を生成する又は生成しないよう
なものであるという評価、
　‐（攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサービス提供されるＵＥについて）サービス提供さ
れるＵＥジオメトリが、サービス提供されるＵＥへ送信されるデータフォーマットが犠牲
者ＵＥによって復号可能でないだろうというようなものであるという評価、及び／又は
　‐ＵＥモビリティが犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ向かう将来の干渉を生成する又は生成しな
いだろうという評価。
【０１０７】
　図７において、ＮＡＩＣ報告活性化開始／停止動作がどのように提供されるかの別の例
が提示される。図７において、開始メッセージ及び停止メッセージは、犠牲者ノードＢＳ
－Ｂによって送信される。図７の例において、ＮＡＩＣ報告が開始又は停止されるべきか
の評価を犠牲者ノードＢＳ－Ｂが実行し、このような評価に基づいて犠牲者ノードＢＳ－
Ｂが攻撃者ノードＢＳ－Ａへシグナリングするという相違を除いて、メッセージ記述は図
６のものと同様である。
【０１０８】
　一部の実施形態によれば、このような報告開始及び停止決定は、例えば以下を含む犠牲
者ｅＮＢによって評価される複数のイベントによって犠牲者ＢＳ－Ｂにおいて始動されて
もよい。
　‐十分な個数のＮＡＩＣ対応ＵＥが存在し且つアクティブであるという評価、
　‐犠牲者ＵＥによって経験された干渉に関し、攻撃者ノードＢＳ－ＡからＮＡＩＣ情報
を受信しこのような情報を犠牲者ＵＥへシグナリングすることによってこのような干渉が
緩和されうるかという評価、
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　‐サービス提供された／犠牲者ＵＥジオメトリ（群）に関し、ＮＡＩＣ情報報告活性化
を要求する／正当化するのにジオメトリ（群）が十分かに関する評価、
　‐どの隣接セル／ノードが最大干渉する攻撃者ノードである可能性が高いかに関するイ
ンジケーションを前提として、サービス提供されたＵＥ／犠牲者ＵＥによって報告された
隣接セル測定結果の評価。
【０１０９】
　他の実施形態において、攻撃者ノードＢＳ－Ａは、攻撃者ノードＢＳ－ＡによってＮＡ
ＩＣ情報が報告されるべきセルのリストを提供できる。このようなリストは、Ｘ２：負荷
情報メッセージのような専用又は既存のメッセージに含まれてもよく、リストは“ＮＡＩ
Ｃ情報”に設定されたインジケーション呼び出しＩＥとともに又はＮＡＩＣ情報活性化開
始／停止インジケーションとともに提供されてもよい。後者の場合に、リストは、ＮＡＩ
Ｃ情報報告が開始又は停止されるべきセルを表してもよい。
【０１１０】
　一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワークノードに
おける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワークノードと第２ネットワークノ
ードとの間で干渉低減報告活性化メッセージを通信すること（例えば、図６、動作６１又
は図７、動作７３）を含んでもよい。干渉低減報告活性化メッセージを通信した後、方法
は、第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセ
ージを通信すること（例えば、図６、動作６２又は図７、動作７１）を含んでもよい。干
渉低減支援情報メッセージを通信した後、方法は、第１ネットワークノードと第２ネット
ワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージを通信すること（例えば、図６、
動作６３又は図７、動作７２）を含んでもよい。これらの実施形態において、第１ネット
ワークノードが犠牲者ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）であり第２ノードが攻撃者ノード（例
えば、ＢＳ－Ａ）であってもよいし、第１ネットワークノードが攻撃者ノード（例えば、
ＢＳ－Ａ）であり第２ネットワークノードが犠牲者ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）であって
もよい。さらに、干渉低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリ
ング推奨が第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で通信されてもよい
。
【０１１１】
　干渉低減支援情報メッセージは、ネットワーク支援型干渉除去（ＮＡＩＣ）支援情報メ
ッセージであってもよい。干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参
照信号干渉低減情報と、電力オフセット情報と、ｅノードＢにおいて使用される送信モー
ドの情報と、リソース割り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレー
ム構成情報と、使用されるリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なく
とも１つを含んでもよい。干渉低減報告活性化メッセージと、干渉低減支援情報メッセー
ジと、干渉低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、第１ネットワークノードと第２
ネットワークノードとの間のＸ２インタフェースを介して通信されてもよい。干渉低減報
告活性化メッセージと、干渉低減支援情報メッセージと、干渉低減報告不活性化メッセー
ジとのそれぞれは、負荷情報メッセージの要素として通信されてもよい。
【０１１２】
　図７の例について説明される一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートす
る第１ネットワークノードにおける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワーク
ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）へ干渉低
減報告活性化メッセージを送信すること（例えば、図７、動作７３）を含んでもよい。干
渉低減報告活性化メッセージを送信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、
ＢＳ－Ｂ）から第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）へ干渉低減支援情報メッセ
ージを送信すること（例えば、図７、動作７３）を含んでもよい。干渉低減支援情報メッ
セージを送信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から第２ネ
ットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）へ干渉低減報告不活性化メッセージを送信するこ
と（例えば、図７、動作７２）を含んでもよい。方法はまた、第１ネットワークノード（
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例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるユーザ機器ノード（例えば、ＵＥ３）へ
第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から干渉低減支援情報メッセージの少なく
とも要素を送信することを含んでもよい。干渉低減支援情報メッセージは、第２ネットワ
ークノード（ＢＳ－Ａ）からの下りリンク送信に基づく情報を含んでもよい。これらの実
施形態によれば、例えば図７に説明される実施形態に従って、第１ネットワークノードが
犠牲者ノードであり第２ノードが攻撃者ノードであってもよい。
【０１１３】
　干渉低減報告活性化メッセージを送信することは、干渉低減を開始することの利益の評
価に応じて干渉低減報告活性化メッセージを送信することを含んでもよい。評価は、第１
ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるアクティブな干渉
低減対応ＵＥの個数と、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス
提供されるＵＥにより経験される干渉と、第１ネットワークノードによりサービス提供さ
れるＵＥの位置と、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥのジオメト
リと、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受信した上りリンク
送信の測定結果と、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受信し
たチャネル品質情報と、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受
信した隣接セル測定結果とのうちの少なくとも１つに基づいてもよい。
【０１１４】
　干渉低減報告不活性化メッセージを送信することは、干渉低減を続けることの利益の評
価に応じて干渉低減報告不活性化メッセージを送信することを含んでもよい。評価は、第
１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるアクティブな干
渉低減対応ＵＥの個数と、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービ
ス提供されるＵＥにより経験される干渉と、第１ネットワークノードによりサービス提供
されるＵＥの位置と、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥのジオメ
トリと、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受信した上りリン
ク送信の測定結果と、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受信
したチャネル品質情報と、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから
受信した隣接セル測定結果とのうちの少なくとも１つに基づいてもよい。
【０１１５】
　図７の例について説明される一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートす
る第１ネットワークノードにおける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワーク
ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）において第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から
干渉低減報告活性化メッセージを受信すること（例えば、図７、動作７３）を含んでもよ
い。干渉低減報告活性化メッセージを受信した後、方法は、第１ネットワークノード（例
えば、ＢＳ－Ａ）から第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）へ干渉低減支援情報
メッセージを送信すること（例えば、図７、動作７１）を含んでもよい。干渉低減支援情
報メッセージを送信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）にお
いて第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から干渉低減報告不活性化メッセージ
を受信すること（例えば、図７、動作７２）を含んでもよい。これらの実施形態によれば
、例えば図７に説明される実施形態に従って、第１ネットワークノードが攻撃者ノード（
例えば、ＢＳ－Ａ）であり第２ノードが犠牲者ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）であってもよ
い。
【０１１６】
　干渉低減支援情報メッセージは、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）からの
下りリンク送信に基づく情報を含んでもよい。
【０１１７】
　図６の例について説明される一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートす
る第１ネットワークノードにおける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワーク
ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）へ干渉低
減報告活性化メッセージを送信すること（例えば、図６、動作６１）を含んでもよい。干
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渉低減報告活性化メッセージを送信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、
ＢＳ－Ａ）から第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）へ干渉低減支援情報メッセ
ージを送信すること（例えば、図６、動作６２）を含んでもよい。干渉低減支援情報メッ
セージを送信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から第２ネ
ットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）へ干渉低減報告不活性化メッセージを送信するこ
と（例えば、図６、動作６３）を含んでもよい。方法はまた、第１ネットワークノード（
例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるユーザ機器ノード（例えば、ＵＥ３）へ
第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から干渉低減支援情報メッセージの少なく
とも要素を送信することを含んでもよい。これらの実施形態によれば、例えば図６に説明
される実施形態に従って、第１ネットワークノードが攻撃者ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）
であり第２ノードが犠牲者ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）であってもよい。低減支援情報メ
ッセージは、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）からの下りリンク送信に基づ
く情報を含んでもよい。
【０１１８】
　干渉低減報告活性化メッセージを送信することは、干渉低減を開始することの利益の評
価に応じて干渉低減報告活性化メッセージを送信することを含んでもよい。評価は、第２
ネットワークノードに対して第１ネットワークノードによって生成される干渉のレベルと
、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥの位置と、第１ネットワーク
ノードによってサービス提供されるＵＥのジオメトリと、第１ネットワークノードの下り
リンク送信電力と、第１ネットワークノードの下りリンク送信のデータ形式と、第１ネッ
トワークノードによってサービス提供されるＵＥの予想されるモビリティとのうちの少な
くとも１つに基づいてもよい。
【０１１９】
　干渉低減報告不活性化メッセージを送信することは、干渉低減を続けることの利益の評
価に応じて干渉低減報告不活性化メッセージを送信することを含んでもよい。評価は、第
２ネットワークノードに対して第１ネットワークノードによって生成される干渉のレベル
と、第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥの位置と、第１ネットワー
クノードによってサービス提供されるＵＥのジオメトリと、第１ネットワークノードの下
りリンク送信電力と、第１ネットワークノードの下りリンク送信のデータ形式と、第１ネ
ットワークノードによってサービス提供されるＵＥの予想されるモビリティとのうちの少
なくとも１つに基づいてもよい。
【０１２０】
　図６の例について説明される一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートす
る第１ネットワークノードにおける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワーク
ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）において第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から
干渉低減報告活性化メッセージを受信すること（例えば、図６、動作６１）を含んでもよ
い。干渉低減報告活性化メッセージを受信した後、方法は、第１ネットワークノード（例
えば、ＢＳ－Ｂ）において第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から干渉低減支
援情報メッセージを受信すること（例えば、図６、動作６２）を含んでもよい。干渉低減
支援情報メッセージを通信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ
）において第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から干渉低減報告不活性化メッ
セージを受信すること（例えば、図６、動作６３）を含んでもよい。方法はまた、第１ネ
ットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるユーザ機器ノード（
例えば、ＵＥ３）へ第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）から干渉低減支援情報
メッセージの少なくとも要素を送信することを含んでもよい。これらの実施形態によれば
、例えば図６に説明される実施形態に従って、第１ネットワークノードが犠牲者ノード（
例えば、ＢＳ－Ｂ）であり第２ノードが攻撃者ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）であってもよ
い。さらに、干渉低減支援情報メッセージは、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－
Ａ）からの下りリンク送信に基づく情報を含んでもよい。
【０１２１】
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　一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワークノードに
おける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワークノードと第２ネットワークノ
ードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信することを含んでもよい。方法はまた、
第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージ
についてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信することを含んでもよい。これ
らの実施形態によれば、第１ネットワークノードが犠牲者ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）で
あり第２ネットワークノードが攻撃者ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）であってもよいし、又
は第１ネットワークノードが攻撃者ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）であり第２ネットワーク
ノードが犠牲者ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）であってもよい。
【０１２２】
　干渉低減支援情報メッセージは第１干渉低減支援情報メッセージであってもよく、オー
バー・ジ・エア・シグナリング推奨は第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨であっ
てもよい。第１干渉低減支援情報メッセージを通信した後、方法は、第１ネットワークノ
ードと第２ネットワークノードとの間で第２干渉低減支援情報メッセージを通信すること
を含んでもよい。第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信した後、方法は、第
１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で第２干渉低減支援情報メッセー
ジについての第２オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信することを含んでもよく
、第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨と第２オーバー・ジ・エア・シグナリング
推奨とは相異なる。
【０１２３】
　オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、例えば図３で説明されたような正又は負の
推奨を示すバイナリ情報要素を含んでもよい。オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は
、例えば図４の０から１００の推奨値によって説明されたような少なくとも８個の相異な
る推奨値のうちの１つを示す重み係数を含んでもよい。オーバー・ジ・エア・シグナリン
グ推奨は、例えば図５の低、中及び高の推奨値によって説明されたような３つの相異なる
推奨値のうちの少なくとも１つを示す情報要素を含んでもよい。
【０１２４】
　干渉低減支援情報メッセージは、ネットワーク支援型干渉除去（ＮＡＩＣ）支援情報メ
ッセージであってもよい。干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参
照信号干渉除去情報と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの
情報と、リソース割り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構
成情報と、使用されるリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも
１つを含んでもよい。
【０１２５】
　干渉低減支援情報メッセージ及びオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、第１ネッ
トワークノードと第２ネットワークノードとの間のＸ２インタフェースを介して通信され
てもよい。干渉低減支援情報メッセージ及びオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、
負荷情報メッセージの要素として通信されてもよい。
【０１２６】
　一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワークノードに
おける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）
から第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）へ第１干渉低減支援情報メッセージを
送信することを含んでもよい。方法はまた、第１ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から第２ノ
ード（例えば、ＢＳ－Ｂ）へ干渉低減支援情報メッセージについての第１オーバー・ジ・
エア・シグナリング推奨を送信することを含んでもよい。第１干渉低減支援情報メッセー
ジを通信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から第２ネット
ワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）へ第２干渉低減支援情報メッセージを送信することを
含んでもよい。第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信した後、方法は、第１
ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から第２ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）へ第２干渉低減支援情
報メッセージについての第２オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を送信することを含
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んでもよく、第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨と第２オーバー・ジ・エア・シ
グナリング推奨とは相異なる。これらの実施形態によれば、第１ネットワークノードが攻
撃者ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）であり、第２ネットワークノードが犠牲者ノード（例え
ば、ＢＳ－Ｂ）であってもよい。
【０１２７】
　第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は第１干渉低減支援情報メッセージを用い
た干渉低減の評価に基づいて判定されてもよく、第２オーバー・ジ・エア・シグナリング
推奨は第２干渉低減支援情報メッセージを用いた干渉低減の評価に基づいて判定されても
よい。
【０１２８】
　干渉低減の評価のそれぞれは、第２ネットワークノードのＵＥへ向けて第１ネットワー
クノードによって生成された干渉の評価と、第１ネットワークノードからの下りリンク送
信の変調次数と、第１ネットワークノードからの下りリンク送信のデータレートと、第２
ネットワークノードのＵＥが第１ネットワークノードからの下りリンク送信を復号する尤
度と、第１ネットワークノードの下りリンク送信電力とのうちの少なくとも１つに基づい
てもよい。
【０１２９】
　一部の実施形態によれば、ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワークノードに
おける方法が提供されてもよい。方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）
において第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から第１干渉低減支援情報メッセ
ージを受信することを含んでもよい。方法はまた、第１ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）にお
いて第２ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から干渉低減支援情報メッセージについての第１オ
ーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を受信することを含んでもよい。第１干渉低減支援
情報メッセージを受信した後、方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）に
おいて第２ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ａ）から第２干渉低減支援情報メッセー
ジを受信することを含んでもよい。第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を受信し
た後、方法は、第１ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）において第２ノード（例えば、ＢＳ－Ａ
）から第２干渉低減支援情報メッセージについての第２オーバー・ジ・エア・シグナリン
グ推奨を受信することを含んでもよく、第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨と第
２オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨とは相異なる。これらの実施形態によれば、第
１ネットワークノードが犠牲者ノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）であり、第２ネットワークノ
ードが攻撃者ノード（例えば、ＢＳ－Ａ）であってもよい。
【０１３０】
　第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を受信したことに応じて、方法は、第１ネ
ットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるユーザ機器ノード（
例えば、ＵＥ３）へ無線インタフェースを介して第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ
－Ｂ）から第１干渉低減支援情報メッセージの少なくとも１つの情報要素を送信すること
を含んでもよい。第２オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を受信したことに応じて、
方法は、第１ネットワークノード（例えば、ＢＳ－Ｂ）によってサービス提供されるユー
ザ機器ノード（例えば、ＵＥ３）へ無線インタフェースを介して第１ネットワークノード
（例えば、ＢＳ－Ｂ）から第２干渉低減支援情報メッセージの任意の要素を妨げることを
含んでもよい。
【０１３１】
　図１１は、発明概念の一部の実施形態によるノード間干渉低減をサポートする図７の犠
牲者ノードＢＳ－Ｂの動作を説明するフローチャートである。ブロック１１０１で情報報
告を開始したことに応じて、犠牲者ノードＢＳ－Ｂのプロセッサ９０３は、ブロック１１
０３で（例えば、Ｘ２インタフェースを介する負荷情報メッセージの要素として）攻撃者
ノードＢＳ－Ａへネットワークインタフェース９０５を通じて干渉低減報告活性化メッセ
ージを送信してもよい。干渉低減報告活性化メッセージは、例えば、干渉低減を開始する
利益の評価に応じて送信されてもよい。評価は、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス
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提供されるアクティブな干渉低減可能ＵＥの個数と、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサー
ビス提供されるＵＥにより経験される干渉と、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提
供されるＵＥの位置と、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥのジオメ
トリと、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥから受信された上りリン
ク送信の測定結果と、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥから受信さ
れたチャネル品質情報と、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥから受
信された隣接セル測定結果とのうちの少なくとも１つに基づいてもよい。
【０１３２】
　干渉低減報告活性化メッセージを送信した後、プロセッサ９０３は、ブロック１１０５
及び１１０７で（例えば、Ｘ２インタフェースを介して負荷情報メッセージの要素として
）攻撃者ネットワークノードＢＳ－Ａからネットワークインタフェース９０５を通じて干
渉低減支援情報メッセージを受信してもよい。干渉低減支援情報メッセージは、攻撃者ネ
ットワークノードＢＳ－Ａからの下りリンク送信に基づく情報を含んでもよい。例えば、
干渉低減支援情報メッセージは、ネットワーク支援型干渉除去（ＮＡＩＣ）支援情報メッ
セージを含んでもよい。さらに、干渉低減支援情報は、セル識別情報と、セル固有参照信
号干渉除去情報と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報
と、リソース割り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情
報と、使用されるリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つ
を含んでもよい。
【０１３３】
　ブロック１１０９において、プロセッサ９０３は、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサー
ビス提供されるユーザ機器ノードＵＥへ送受信機９０１を通じて干渉低減支援情報メッセ
ージの少なくとも要素を送信してもよい。
【０１３４】
　ブロック１１１０において干渉低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア
・シグナリング推奨が攻撃者ノードＢＳ－Ａからネットワークインタフェース９０５を通
じて受信されたならば、プロセッサ９０３は、ブロック１１１１においてシグナリング推
奨に基づいてＵＥへ送受信機９０１を通じて命令を送信してもよい。例えば、ブロック１
１０７の干渉低減支援情報がもはや有効でないことを示すためにシグナリング推奨が用い
られてもよく、ブロック１１１１の命令は次の干渉低減メッセージが提供されるまでＵＥ
が干渉低減／除去を中断することであってもよい。
【０１３５】
　ブロック１１１２で、プロセッサ９０３は、ブロック１１１２で情報報告が不活性化さ
れるまで、ブロック１１０５、１１０７、１１０９、１１１０及び／又は１１１１の動作
を通じてループしてもよい。情報報告がブロック１１１２で不活性化されるべきと判定し
たことに応じて、プロセッサ９０３は、ブロック１１１５で（例えば、Ｘ２インタフェー
スを介する負荷情報メッセージの要素として）攻撃者ネットワークノードＢＳ－Ａへ送受
信機９０１を通じて干渉低減報告不活性化メッセージを送信してもよい。干渉低減報告不
活性化メッセージは、例えば、干渉低減を続ける利益の評価に応じて送信されてもよい。
評価は、第１ネットワークノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるアクティブな干渉
低減可能ＵＥの個数と、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥにより経
験される干渉と、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥの位置と、犠牲
者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥのジオメトリと、犠牲者ノードＢＳ－
Ｂによってサービス提供されるＵＥから受信された上りリンク送信の測定結果と、犠牲者
ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥから受信されたチャネル品質情報と、犠
牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるＵＥから受信された隣接セル測定結果と
のうちの少なくとも１つに基づいてもよい。
【０１３６】
　図１２は、発明概念の一部の実施形態によるノード間干渉低減をサポートする図７の攻
撃者ノードＢＳ－Ａの動作を説明するフローチャートである。ブロック１２０１及び１２
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０３で、プロセッサ９０３は、（例えば、Ｘ２インタフェースを介して負荷情報メッセー
ジの要素として）犠牲者ノードＢＳ－Ｂからネットワークインタフェース９０５を通じて
干渉低減報告活性化メッセージを受信してもよい。干渉低減報告活性化メッセージは、図
１１の動作１１０１及び１１０３に関して上述したように、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによっ
て送信されてもよい。
【０１３７】
　干渉低減報告活性化メッセージを受信した後、プロセッサ９０３は、ブロック１２０５
及び１２０７において（例えば、Ｘ２インタフェースを介した負荷情報メッセージの要素
として）犠牲者ノードＢＳ－Ｂへネットワークインタフェース９０５を通じて干渉低減支
援情報メッセージを送信してもよい。干渉低減支援情報メッセージは、ブロック１１０５
及び１１０７に関して上述したように犠牲者ノードＢＳ－Ｂで受信されてもよい。さらに
、干渉低減支援情報メッセージは、攻撃者ノードＢＳ－Ａからの下りリンク送信に基づく
情報を含んでもよい。
【０１３８】
　ブロック１２０８及び１２０９で、プロセッサ９０３は、犠牲者ノードＢＳ－Ｂへネッ
トワークインタフェース９０５を通じてシグナリング推奨を送信してもよく、シグナリン
グ推奨はブロック１１１０及び１１１１に関して上述したように犠牲者ノードＢＳ－Ｂに
よって受信されてもよい。上述のように、シグナリング推奨は、ブロック１２０７の干渉
低減支援情報がもはや有効でないことを示すために用いられてもよい。
【０１３９】
　ブロック１２１１で、プロセッサ９０３は、ブロック１２１１で不活性化メッセージが
犠牲者ノードＢＳ－Ｂから受信されるまで、ブロック１２０５、１２０７、１２０８、１
２０９及び１２１１の動作を通じてループしてもよい。ブロック１２１１及び１２１５で
（例えばＸ２インタフェースを介して負荷情報メッセージの要素として）このような不活
性化メッセージを受信したことに応じて、プロセッサ９０３は、次の活性化メッセージが
ブロック１２０１で受信されるまで、干渉低減支援情報メッセージを中断してもよい。
【０１４０】
　図１３は、発明概念の一部の実施形態による図６の攻撃者ノードＢＳ－Ａの動作を説明
するフローチャートである。ブロック１３０１で情報報告を開始したことに応じて、攻撃
者ノードＢＳ－Ａのプロセッサ９０３は、ブロック１３０３で（例えば、Ｘ２インタフェ
ースを介する負荷情報メッセージの要素として）犠牲者ノード（ＢＳ－Ｂ）へネットワー
クインタフェース９０５を通じて干渉低減報告活性化メッセージを送信してもよい。プロ
セッサ９０３は、干渉低減を開始する利益の評価に応じて干渉低減報告活性化メッセージ
を送信してもよい。評価は、例えば、犠牲者ノードＢＳ－Ｂに対して攻撃者ノードＢＳ－
Ａによって生成される干渉のレベルと、攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサービス提供され
るＵＥの位置と、攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサービス提供されるＵＥのジオメトリと
、攻撃者ノードＢＳ－Ａの下りリンク送信電力と、攻撃者ノードＢＳ－Ａの下りリンク送
信のデータ形式と、攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサービス提供されるＵＥの予想される
モビリティとのうちの少なくとも１つに基づいてもよい。
【０１４１】
　干渉低減報告活性化メッセージを送信した後、プロセッサ９０３は、ブロック１３０５
及び１３０７で（例えば、Ｘ２インタフェースを介して負荷情報メッセージの要素として
）犠牲者ノードＢＳ－Ｂへネットワークインタフェース９０５を通じて干渉低減支援情報
メッセージを送信してもよい。干渉低減支援情報メッセージは、攻撃者ノードＢＳ－Ａか
らの下りリンク送信に基づく情報を含んでもよい。例えば、干渉低減支援情報メッセージ
は、ネットワーク支援型干渉除去（ＮＡＩＣ）支援情報メッセージを含んでもよい。さら
に、干渉低減支援情報は、セル識別情報と、セル固有参照信号干渉除去情報と、電力オフ
セット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報と、リソース割り当て及びプ
リコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情報と、使用されるリソースブ
ロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つを含んでもよい。
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【０１４２】
　ブロック１３０８及び１３０９で、プロセッサ９０３は、犠牲者ノードＢＳ－Ｂへネッ
トワークインタフェース９０５を通じてシグナリング推奨を送信してもよい。シグナリン
グ推奨は、ブロック１３０７の干渉低減支援情報がもはや必要ないことを示すために用い
られてもよい。
【０１４３】
　ブロック１３１１で、プロセッサ９０３は、ブロック１３１１で情報報告が不活性化さ
れるまで、ブロック１３０５、１３０７、１３０８、１３０９及び１３１１の動作を通じ
てループしてもよい。情報報告がブロック１３１１で不活性化されるべきと判定したこと
に応じて、プロセッサ９０３は、（例えば、Ｘ２インタフェースを介する負荷情報メッセ
ージの要素として）犠牲者ノードＢＳ－Ｂへネットワークインタフェース９０５を通じて
干渉低減報告不活性化メッセージを送信してもよい。干渉低減報告不活性化メッセージは
、例えば、干渉低減を続ける利益の評価に応じて送信されてもよい。評価は、例えば、犠
牲者ノードＢＳ－Ｂに対して攻撃者ノードＢＳ－Ａによって生成される干渉のレベルと、
攻撃者ノードＢＳ－Ａによってサービス提供されるＵＥの位置と、攻撃者ノードＢＳ－Ａ
によってサービス提供されるＵＥのジオメトリと、攻撃者ノードＢＳ－Ａの下りリンク送
信電力と、攻撃者ノードＢＳ－Ａの下りリンク送信のデータ形式と、攻撃者ノードＢＳ－
Ａによってサービス提供されるＵＥの予想されるモビリティとのうちの少なくとも１つに
基づいてもよい。
【０１４４】
　図１４は、発明概念の一部の実施形態による図６の犠牲者ノードの動作ＢＳ－Ｂを説明
するフローチャートである。ブロック１４０１及び１４０３において、犠牲者ノードＢＳ
－Ｂのプロセッサ９０３は、（例えばＸ２インタフェースを介する負荷情報メッセージの
要素として）攻撃者ノードＢＳ－Ａからネットワークインタフェースを通じて干渉低減報
告活性化メッセージを受信してもよい。このような活性化メッセージは、ブロック１３０
１及び１３０５に関して上述したように攻撃者ノードＢＳ－Ａから送信されてもよい。
【０１４５】
　干渉低減報告活性化メッセージを受信した後、プロセッサ９０３は、ブロック１４０５
及び１４０７において攻撃者ノードＢＳ－Ａからネットワークインタフェース９０５を通
じて干渉低減支援情報メッセージを受信してもよい。干渉低減支援情報メッセージは、ブ
ロック１３０５及び１３０７に関して上述したように、攻撃者ノードＢＳ－Ａから送信さ
れてもよい。干渉低減支援情報メッセージを受信したことに応じて、プロセッサ９０３は
、犠牲者ノードＢＳ－Ｂによってサービス提供されるユーザ機器ノードＵＥへ送受信機９
０１を通じて干渉低減支援情報メッセージの少なくとも要素を送信してもよい。
【０１４６】
　ブロック１４１０で干渉低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグ
ナリング推奨が攻撃者ノードＢＳ－Ａからネットワークインタフェース９０５を通じて受
信されたならば、プロセッサ９０３は、ブロック１４１１においてシグナリング推奨に基
づいてＵＥへ送受信機９０１を通じて命令を送信してもよい。例えば、シグナリング推奨
は、ブロック１４０７の干渉低減支援情報がもはや有効でないことを示すために用いられ
てもよく、ブロック１４１１の命令は、次の干渉低減メッセージが提供されるまでＵＥが
干渉低減／除去を中断するためのものでもよい。シグナリング推奨は、ブロック１３０８
及び１３０９に関して上述したように、攻撃者ノードＢＳ－Ａから送信されてもよい。
【０１４７】
　ブロック１４１２で、プロセッサ９０３は、ブロック１４１２及び１４１５で攻撃者ノ
ードＢＳ－Ａからネットワークインタフェース９０５を通じて不活性化メッセージが受信
されるまで、ブロック１４０５、１４０７、１４０９、１４１０、１４１１及び１４１２
の動作を通じてループしてもよい。ブロック１４１１及び１４１５で（例えば、Ｘ２イン
タフェースを介した負荷情報メッセージの要素として）このような不活性化メッセージを
受信したことに応じて、プロセッサ９０３は、ブロック１４０１で次の活性化メッセージ
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が受信されるまで、干渉低減を中断してもよい。不活性化メッセージは、ブロック１３１
１及び１３１５に関して上述したように、攻撃者ノードＢＳ－Ａから送信されてもよい。
【０１４８】
　ブロック１３１１－１５１５及び／又は１４１２－１４１５の不活性化メッセージは、
干渉低減支援情報を無効にするために攻撃者ノードＢＳ－Ａから犠牲者ノードＢＳ－Ｂへ
送信されるメッセージであってもよい。よって、不活性化メッセージは、攻撃者ノードＢ
Ｓ－Ａから以前に送信／受信された干渉低減支援情報が無効であることを示してもよい。
【０１４９】
　例示の実施形態：
　実施形態１．ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワークノードにおける方法で
あって、前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告活
性化メッセージを通信することと、前記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、
前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メ
ッセージを通信することと、前記干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１
ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセ
ージを通信することとを有する方法。
【０１５０】
　実施形態２．前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワ
ークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告活性化メッセージを送信
することを含み、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１ネットワ
ークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減支援情報メッセージを
受信することを含み、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、前記第１
ネットワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告不活性化メッセ
ージを送信することを含み、前記方法は、前記第１ネットワークノードによってサービス
提供されるユーザ機器ノードへ前記第１ネットワークノードから前記干渉低減支援情報メ
ッセージの少なくとも要素を送信することを更に有する、実施形態１に記載の方法。
【０１５１】
　実施形態３．前記干渉低減支援情報メッセージは、前記第２ネットワークノードからの
下りリンク送信に基づく情報を含む、実施形態２に記載の方法。
【０１５２】
　実施形態４．前記干渉低減報告活性化メッセージを送信することは、干渉低減を始める
ことの利益の評価に応じて前記干渉低減報告活性化メッセージを送信することを含む、実
施形態２又は３に記載の方法。
【０１５３】
　実施形態５．前記評価は、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるア
クティブな干渉低減可能ＵＥの個数と、前記第１ネットワークノードによってサービス提
供されるＵＥにより経験される干渉と、前記第１ネットワークノードによってサービス提
供されるＵＥの位置と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥの
ジオメトリと、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受信さ
れた上りリンク送信の測定結果と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供さ
れるＵＥから受信されたチャネル品質情報と、前記第１ネットワークノードによってサー
ビス提供されるＵＥから受信された隣接セル測定結果とのうちの少なくとも１つに基づく
、実施形態４に記載の方法。
【０１５４】
　実施形態６．前記干渉低減報告不活性化メッセージを送信することは、干渉低減を続け
ることの利益の評価に応じて前記干渉低減報告不活性化メッセージを送信することを含む
、実施形態２乃至５の何れか１項に記載の方法。
【０１５５】
　実施形態７．前記評価は、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるア
クティブな干渉低減可能ＵＥの個数と、前記第１ネットワークノードによってサービス提
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供されるＵＥにより経験される干渉と、前記第１ネットワークノードによってサービス提
供されるＵＥの位置と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥの
ジオメトリと、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるＵＥから受信さ
れた上りリンク送信の測定結果と、前記第１ネットワークノードによってサービス提供さ
れるＵＥから受信されたチャネル品質情報と、前記第１ネットワークノードによってサー
ビス提供されるＵＥから受信された隣接セル測定結果とのうちの少なくとも１つに基づく
、実施形態６に記載の方法。
【０１５６】
　実施形態８．前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネットワ
ークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報告活性化メッセージ
を受信することを含み、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１ネ
ットワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減支援情報メッセージを
送信することを含み、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、前記第１
ネットワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報告不活性化
メッセージを受信することを含む、実施形態１に記載の方法。
【０１５７】
　実施形態９．前記干渉低減支援情報メッセージは、前記第１ネットワークノードからの
下りリンク送信に基づく情報を含む、実施形態８に記載の方法。
【０１５８】
　実施形態１０．前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネット
ワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告活性化メッセージを送
信することを含み、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１ネット
ワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減支援情報メッセージを送信
することを含み、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、前記第１ネッ
トワークノードから前記第２ネットワークノードへ前記干渉低減報告不活性化メッセージ
を送信することを含む、実施形態１に記載の方法。
【０１５９】
　実施形態１１．前記低減支援情報メッセージは、前記第１ネットワークノードからの下
りリンク送信に基づく情報を含む、実施形態１０に記載の方法。
【０１６０】
　実施形態１２．前記干渉低減報告活性化メッセージを送信することは、干渉低減を始め
ることの利益の評価に応じて前記干渉低減報告活性化メッセージを送信することを含む、
実施形態１０又は１１に記載の方法。
【０１６１】
　実施形態１３．前記評価は、前記第２ネットワークノードに対して前記第１ネットワー
クノードによって生成される干渉のレベルと、前記第１ネットワークノードによってサー
ビス提供されるＵＥの位置と、前記第１ネットワークによってサービス提供されるＵＥの
ジオメトリと、前記第１ネットワークノードの下りリンク送信電力と、前記第１ネットワ
ークノードの下りリンク送信のデータ形式と、前記第１ネットワークノードによってサー
ビス提供されるＵＥの予想されるモビリティとのうちの少なくとも１つに基づく、実施形
態１２に記載の方法。
【０１６２】
　実施形態１４．前記干渉低減報告不活性化メッセージを送信することは、干渉低減を続
けることの利益の評価に応じて前記干渉低減報告不活性化メッセージを送信することを含
む、実施形態１０乃至１３の何れか１項に記載の方法。
【０１６３】
　実施形態１５．前記評価は、前記第２ネットワークノードに対して前記第１ネットワー
クノードによって生成される干渉のレベルと、前記第１ネットワークノードによってサー
ビス提供されるＵＥの位置と、前記第１ネットワークによってサービス提供されるＵＥの
ジオメトリと、前記第１ネットワークノードの下りリンク送信電力と、前記第１ネットワ
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ークノードの下りリンク送信のデータ形式と、前記第１ネットワークノードによってサー
ビス提供されるＵＥの予想されるモビリティとのうちの少なくとも１つに基づく、実施形
態１４に記載の方法。
【０１６４】
　実施形態１６．前記干渉低減報告活性化メッセージを通信することは、前記第１ネット
ワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報告活性化メッセー
ジを受信することを含み、前記干渉低減支援情報メッセージを通信することは、前記第１
ネットワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減支援情報メッ
セージを受信することを含み、前記干渉低減報告不活性化メッセージを通信することは、
前記第１ネットワークノードにおいて前記第２ネットワークノードから前記干渉低減報告
不活性化メッセージを受信することを含み、前記方法は、前記第１ネットワークノードに
よってサービス提供されるユーザ機器ノードへ前記第１ネットワークノードから前記干渉
低減支援情報メッセージの少なくとも要素を送信することを更に有する、実施形態１に記
載の方法。
【０１６５】
　実施形態１７．前記低減支援情報メッセージは、前記第１ネットワークノードからの下
りリンク送信に基づく情報を含む、実施形態１６に記載の方法。
【０１６６】
　実施形態１８．前記干渉低減支援情報メッセージは、ネットワーク支援型干渉除去、Ｎ
ＡＩＣ、支援情報メッセージを含む、実施形態１乃至１７の何れか１項に記載の方法。
【０１６７】
　実施形態１９．前記干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参照信
号干渉除去情報と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報
と、リソース割り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情
報と、使用されるリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つ
を含む、実施形態１乃至１８の何れか１項に記載の方法。
【０１６８】
　実施形態２０．前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセー
ジと、前記干渉低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、前記第１ネットワークノー
ドと前記第２ネットワークノードとの間のＸ２インタフェースを介して通信される、実施
形態１乃至１９の何れか１項に記載の方法。
【０１６９】
　実施形態２１．前記干渉低減報告活性化メッセージと、前記干渉低減支援情報メッセー
ジと、前記干渉低減報告不活性化メッセージとのそれぞれは、負荷情報メッセージの要素
として通信される、実施形態１乃至２０の何れか１項に記載の方法。
【０１７０】
　実施形態２２．前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前
記干渉低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信
することを更に有する、実施形態１乃至２１の何れか１項に記載の方法。
【０１７１】
　実施形態２３．ノード間干渉低減をサポートする第１ネットワークノードにおける方法
であって、
　前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッ
セージを通信することと、前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードと
の間で前記干渉低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推
奨を通信することとを有する方法。
【０１７２】
　実施形態２４．前記干渉低減支援情報メッセージは第１干渉低減支援情報メッセージで
あり、前記オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は第１オーバー・ジ・エア・シグナリ
ング推奨であり、
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　前記方法は、前記第１干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネットワ
ークノードと前記第２ネットワークノードとの間で第２干渉低減支援情報メッセージを通
信することと、前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信した後に、前記第
１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記第２干渉低減支援情報
メッセージについての第２オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信することであっ
て、前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨と前記第２オーバー・ジ・エア・シ
グナリング推奨とは相異なる、こととを更に有する、実施形態２３に記載の方法。
【０１７３】
　実施形態２５．前記第１干渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メ
ッセージを通信することは、前記第１ネットワークノードから前記第２ネットワークノー
ドへ前記第１干渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メッセージを送
信することを含み、前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２オーバ
ー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信することは、第１ノードから前記第２ノードへ前
記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２オーバー・ジ・エア・シグナ
リング推奨を送信することを含む、実施形態２４に記載の方法。
【０１７４】
　実施形態２６．前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、前記第１干渉低減
支援情報メッセージを用いた干渉低減の評価に基づいて判定され、前記第２オーバー・ジ
・エア・シグナリング推奨は、前記第２干渉低減支援情報メッセージを用いた干渉低減の
評価に基づいて判定される、実施形態２５に記載の方法。
【０１７５】
　実施形態２７．干渉低減の前記評価のそれぞれは、前記第２ネットワークノードのＵＥ
へ向けて前記第１ネットワークノードによって生成された干渉の評価と、前記第１ネット
ワークノードからの下りリンク送信の変調次数と、前記第１ネットワークノードからの下
りリンク送信のデータレートと、前記第２ネットワークノードのＵＥが前記第１ネットワ
ークノードからの下りリンク送信を復号する尤度と、前記第１ネットワークノードの下り
リンク送信電力とのうちの少なくとも１つに基づく、実施形態２６に記載の方法。
【０１７６】
　実施形態２８．前記第１干渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メ
ッセージを通信することは、前記第１ネットワークノードにおいて前記第２ネットワーク
ノードから前記第１干渉低減支援情報メッセージ及び前記第２干渉低減支援情報メッセー
ジを受信することを含み、前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２
オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信することは、第１ノードにおいて前記第２
ノードから前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨及び前記第２オーバー・ジ・
エア・シグナリング推奨を受信することを含む、実施形態２４に記載の方法。
【０１７７】
　実施形態２９．前記第１オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を受信したことに応じ
て、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるユーザ機器ノードへ前記第
１ネットワークノードから無線インタフェースを介して前記第１干渉低減支援情報の少な
くとも要素を送信することと、前記第２オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を受信し
たことに応じて、前記第１ネットワークノードによってサービス提供されるユーザ機器ノ
ードへ前記第１ネットワークノードから前記無線インタフェースを介して前記第２干渉低
減支援情報メッセージの任意の要素の送信を妨げることとを更に有する、実施形態２８に
記載の方法。
【０１７８】
　実施形態３０．前記オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、肯定的な推奨又は否定
的な推奨を示すバイナリ情報要素を含む、実施形態２３乃至２９の何れか１項に記載の方
法。
【０１７９】
　実施形態３１．前記オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、少なくとも８つの相異
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なる推奨値のうちの１つを示す重み係数を含む、実施形態２３乃至３０の何れか１項に記
載の方法。
【０１８０】
　実施形態３２．前記オーバー・ジ・エア・シグナリング推奨は、３つの相異なる推奨値
のうちの少なくとも１つを示す情報要素を含む、実施形態２３乃至３１の何れか１項に記
載の方法。
【０１８１】
　実施形態３３．前記干渉低減支援情報メッセージは、ネットワーク支援型干渉除去、Ｎ
ＡＩＣ、支援情報メッセージを含む、実施形態２３乃至３２の何れか１項に記載の方法。
【０１８２】
　実施形態３４．前記干渉低減支援情報メッセージは、セル識別情報と、セル固有参照信
号干渉除去情報と、電力オフセット情報と、ｅノードＢでの使用される送信モードの情報
と、リソース割り当て及びプリコーディング粒度情報と、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成情
報と、使用されるリソースブロックと、変調／符号化方式情報とのうちの少なくとも１つ
を含む、実施形態２３乃至３３の何れか１項に記載の方法。
【０１８３】
　実施形態３５．前記干渉低減支援情報メッセージ及び前記オーバー・ジ・エア・シグナ
リング推奨は、前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間のＸ２
インタフェースを介して通信される、実施形態２３乃至３４の何れか１項に記載の方法。
【０１８４】
　実施形態３６．前記干渉低減支援情報メッセージ及び前記オーバー・ジ・エア・シグナ
リング推奨は、負荷情報メッセージの要素として通信される、実施形態２３乃至３５の何
れか１項に記載の方法。
【０１８５】
　実施形態３７．ＮＡＩＣ支援情報シグナリングを活性化及び不活性化するためにネット
ワークノードにおいて実行される方法。
【０１８６】
　実施形態３８．前記活性化及び不活性化は、前記攻撃者ノードにおける前記アクティブ
なＵＥのジオメトリの評価に基づく、実施形態３７に記載の方法。
【０１８７】
　実施形態３９．前記活性化及び不活性化は、前記攻撃者ノードにおける前記アクティブ
なＵＥによって前記犠牲者ノードへ向けて生成された干渉の一般的評価に基づく、実施形
態３７に記載の方法。
【０１８８】
　実施形態４０．前記活性化及び不活性化は、ＮＡＩＣについてのＵＥサポート、ＵＥジ
オメトリ、ＵＥ無線及びトラフィック状況のような犠牲者ノードにおけるサービス提供さ
れるＵＥに関する評価に基づく、実施形態３７に記載の方法。
【０１８９】
　実施形態４１．前記攻撃者ノードと前記犠牲者ノードとの両方が活性化／不活性化コマ
ンドを始動できる、実施形態３７に記載の方法。
【０１９０】
　実施形態４２．シグナリングされる前記ＮＡＩＣ支援情報の重み又は利益インジケーシ
ョンを提供するためにネットワークノードにおいて実行される方法。
【０１９１】
　実施形態４３．前記利益の重みインジケーションは、前記攻撃者ノードによって提供さ
れる、実施形態４２に記載の方法。
【０１９２】
　実施形態４４．前記犠牲者ノードは、オーバー・ジ・エアで前記ＮＡＩＣ支援情報をシ
グナリングするか前記利益の重みインジケーションに依存しないかを決定する、実施形態
４２に記載の方法。
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【０１９３】
　実施形態４５．ＮＡＩＣに対応するＵＥにＮＡＩＣを使用しないように推奨するために
ネットワークノードにおいて実行される方法。
【０１９４】
　実施形態４６．ＮＡＩＣ支援情報報告の開始を要求する起動インジケーションをシグナ
リングすることで構成される、２つのネットワークノード間で実行される方法。
【０１９５】
　実施形態４７．開始／停止メッセージを報告する利用可能なノード間干渉ＮＡＩＣ支援
情報を介してシグナリングすることで構成される、２つのネットワークノード間で実行さ
れる方法。
【０１９６】
　実施形態４８．利用可能なノード間干渉ＮＡＩＣ支援情報重み又は利益インジケーショ
ンメッセージを介してシグナリングすることで構成される、２つのネットワークノード間
で実行される方法。
【０１９７】
　実施形態４９．前記ノード間インタフェースはＸ２インタフェースであり、前記ネット
ワークノードはｅＮＢである、実施形態４６乃至４８の何れか１項に記載の方法。
【０１９８】
　実施形態５０．ＮＡＩＣ支援情報インジケーションをトランスポートするために用いら
れるＸ２メッセージは、Ｘ２：負荷情報メッセージである、実施形態４６乃至４９の何れ
か１項に記載の方法。
【０１９９】
　実施形態５１．ＮＡＩＣシグナリングの前記活性化及び不活性化は、犠牲者セルによっ
てサービス提供される少なくとも１つのＮＡＩＣＳ対応ＵＥへシグナリングされる、実施
形態３７に記載の方法。
【０２００】
　実施形態５２．無線アクセスネットワークのネットワークノードであって、前記ネット
ワークノードと他のネットワークノードとの間の通信を提供するように構成されたネット
ワークインタフェースと、前記ネットワークノードと前記ネットワークノードによってサ
ービス提供されるユーザ機器ノードとの間の無線通信を提供するように構成された送受信
機と、前記ネットワークノード及び前記送受信機に結合されたプロセッサとを備え、前記
プロセッサは実施形態１乃至５１の何れか１項に記載の方法を実行するように構成され、
別のネットワークノードとの通信は前記ネットワークインタフェースを通じて提供され、
前記ネットワークノードによってサービス提供されるユーザ機器ノードとの通信は前記送
受信機を通じて提供される、ネットワークノード。
【０２０１】
　実施形態５３．無線アクセスネットワークのネットワークノードであって、実施形態１
乃至５１の何れか１項に記載を実行するように適合されるネットワークノード。
【０２０２】
　実施形態５４．無線アクセスネットワークにおいて使用するための第１ネットワークノ
ードであって、前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減
報告活性化メッセージを通信し、前記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、前
記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッ
セージを通信し、前記干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネットワー
クノードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージを通信
するように適合される第１ネットワークノード。
【０２０３】
　実施形態５５．前記第１ネットワークノードは実施形態２乃至２２の何れか１項に記載
を実行するように適合される、実施形態５４に記載の第１ネットワークノード。
【０２０４】
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　実施形態５６．無線アクセスネットワークにおいて使用するための第１ネットワークノ
ードであって、前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノードとの間で干渉低減
支援情報メッセージを通信し、前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノー
ドとの間で前記干渉低減支援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリン
グ推奨を通信するように適合される第１ネットワークノード。
【０２０５】
　実施形態５７．前記第１ネットワークノードは実施形態２４乃至３６の何れか１項に記
載を実行するように適合される、実施形態５６に記載の第１ネットワークノード。
【０２０６】
　実施形態５８．無線アクセスネットワークの第１ネットワークノードであって、前記第
１ネットワークノードと他のネットワークノードとの間の通信を提供するように構成され
たネットワークインタフェースと、前記第１ネットワークノードと前記第１ネットワーク
ノードによってサービス提供されるユーザ機器ノード、ＵＥ、との間の無線通信を提供す
るように構成された送受信機と、前記ネットワークインタフェース及び前記送受信機に結
合されたプロセッサとを備え、別のネットワークノードとの通信は前記ネットワークイン
タフェースを通じて提供され、前記ネットワークノードによってサービス提供されるユー
ザ機器ノード、ＵＥ、との通信は前記送受信機を通じて提供され、前記プロセッサは、前
記ネットワークインタフェースを通じて前記第１ネットワークノードと第２ネットワーク
ノードとの間で干渉低減報告活性化メッセージを通信し、前記干渉低減報告活性化メッセ
ージを通信した後に、前記ネットワークインタフェースを通じて前記第１ネットワークノ
ードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信し、前記
干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記ネットワークインタフェースを通じて
前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性
化メッセージを通信するように構成される、第１ネットワークノード。
【０２０７】
　実施形態５９．前記プロセッサは実施形態２乃至２２の何れか１項に記載を実行するよ
うに適合される、実施形態５８に記載の第１ネットワークノード。
【０２０８】
　実施形態６０．無線アクセスネットワークの第１ネットワークノードであって、前記第
１ネットワークノードと他のネットワークノードとの間の通信を提供するように構成され
たネットワークインタフェースと、前記第１ネットワークノードと前記第１ネットワーク
ノードによってサービス提供されるユーザ機器ノード、ＵＥ、との間の無線通信を提供す
るように構成された送受信機と、前記ネットワークインタフェース及び前記送受信機に結
合されたプロセッサとを備え、別のネットワークノードとの通信は前記ネットワークイン
タフェースを通じて提供され、前記第１ネットワークノードによってサービス提供される
ユーザ機器ノードとの通信は前記送受信機を通じて提供され、前記プロセッサは、前記ネ
ットワークインタフェースを通じて前記第１ネットワークノードと第２ネットワークノー
ドとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信し、前記ネットワークインタフェースを通
じて前記第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記干渉低減支
援情報メッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信するように構
成される第１ネットワークノード。
【０２０９】
　実施形態６１．前記プロセッサは実施形態２４乃至３６の何れか１項に記載を実行する
ように適合される、実施形態６０に記載の第１ネットワークノード。
【０２１０】
　実施形態６２．第１ネットワークノードであって、前記第１ネットワークノードと第２
ネットワークノードとの間で干渉低減報告活性化メッセージを通信するための手段と、前
記干渉低減報告活性化メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前記第
２ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信するための手段と、前
記干渉低減支援情報メッセージを通信した後に、前記第１ネットワークノードと前記第２
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ネットワークノードとの間で干渉低減報告不活性化メッセージを通信するための手段とを
有する第１ネットワークノード。
【０２１１】
　実施形態６３．第１ネットワークノードであって、前記第１ネットワークノードと第２
ネットワークノードとの間で干渉低減支援情報メッセージを通信するための手段と、前記
第１ネットワークノードと前記第２ネットワークノードとの間で前記干渉低減支援情報メ
ッセージについてのオーバー・ジ・エア・シグナリング推奨を通信するための手段とを有
する第１ネットワークノード。
【０２１２】
　上記実施形態６２及び６３に係る第１ネットワークノードの手段は一部の実施形態にお
いて、プロセッサ（例えば、図９のプロセッサ回路９０３）による実行のためにメモリに
（例えば、図９のメモリ回路９０７に）格納されたコンピュータプログラムとして実施さ
れてもよい。
【０２１３】
　略語：
　ＭＳＣ　　　　　　移動通信交換局
　ＭＭＥ　　　　　　モビリティ管理エンティティ
　ＭＤＴ　　　　　　ドライブテストの最小化
　Ｅ－ＳＭＬＣ　　　発展型モバイルサービング位置センタ
　ＨＳＤＰＡ　　　　高速下りリンクパケットアクセス
　ＨＳ－ＳＣＣＨ　　高速共有制御チャネル
　ＨＳ－ＰＤＳＣＨ　高速物理データ共有チャネル
　ＨＡＲＱ　　　　　ハイブリッド自動反復要求
　ＣＲＣ　　　　　　巡回冗長検査
　ＣＲＳ－ＩＣ　　　共通参照信号干渉除去
　ＮＡＫ　　　　　　否定応答
　ＡＣＫ　　　　　　確認応答
　ＣＣ　　　　　　　チェイス合成
　ＩＲ　　　　　　　インクリメンタル冗長
　ＵＥ　　　　　　　ユーザ機器
　ＣＱＩ　　　　　　チャネル品質情報
　ＭＭＳＥ　　　　　最小平均二乗誤差
　ＴＴＩ　　　　　　送信時間間隔
　ＰＣＩ　　　　　　プリコーディング制御インデックス
　Ｏ＆Ｍ　　　　　　オペレーション＆メンテナンス
　ＯＳＳ　　　　　　オペレーション支援システム
　ＳＯＮ　　　　　　自己組織ネットワーク
　ＤＣ－ＨＳＤＰＡ　デュアルセルＨＳＤＰＡ
　ＤＣ－ＨＳＵＰＡ　デュアルセルＨＳＵＰＡ
　ＭＣ－ＨＳＰＡ　　マルチキャリアＨＳＰＡ
　ＲＲＣ　　　　　　無線リソース制御
　ＭＡＣ　　　　　　媒体アクセス制御
　ＢＳ　　　　　　　基地局
　ＣＩＤ　　　　　　セル識別子
　ＤＡＳ　　　　　　分散アンテナシステム  
　ＤＬ　　　　　　　下りリンク
　ＩＤ　　　　　　　識別子
　Ｌ１　　　　　　　レイヤ１
　Ｌ２　　　　　　　レイヤ２
　ＬＴＥ　　　　　　ロングタームエボリューション
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　ＭＡＣ　　　　　　媒体アクセス制御
　ＯＦＤＭ　　　　　直交周波数分割多重
　ＰＢＣＨ　　　　　物理ブロードキャストチャネル
　ＰＣＦＩＣＨ　　　物理制御フォーマットインジケータ
　ＰＤＣＣＨ　　　　物理下りリンク制御チャネル
　ＰＤＳＣＨ　　　　物理下りリンク共有チャネル
　ＰＨＩＣＨ　　　　物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル
　ＲＢ　　　　　　　リソースブロック
　ＲＲＨ　　　　　　リモート無線ヘッド
　ＲＲＭ　　　　　　無線リソース管理
　ＲＲＵ　　　　　　リモート無線ユニット
　ＲＳＲＱ　　　　　参照信号受信品質
　ＲＳＲＰ　　　　　参照信号受信電力
　ＳＦＮ　　　　　　単一周波数ネットワーク
　ＳＲＳ　　　　　　サウンディング参照信号
　ＳＳＳ　　　　　　セカンダリ同期信号
　ＵＥ　　　　　　　ユーザ機器
　ＵＬ　　　　　　　上りリンク
　ＲＳＴＤ　　　　　参照信号時間差
　ＳＯＮ　　　　　　自己組織ネットワーク
　ＲＳＳＩ　　　　　受信信号強度インジケータ
　Ｏ＆Ｍ　　　　　　オペレーション＆メンテナンス
　ＯＳＳ　　　　　　オペレーション支援システム
　ＯＴＤＯＡ　　　　観察到着時間差
【０２１４】
　更なる定義：
　要素が別の要素に“接続され”、“結合され”、“応じて”又はこれらの変形と称され
る場合に、これは他の要素に直接に接続され、結合され、又は応じてもよく、又は１つ以
上の介在要素が存在してもよい。対照的に、要素が他の要素に“直接に接続され”、“直
接に結合され”、“直接に応じて”又はこれらの変形と称される場合に、介在要素は存在
しない。同様に符号は全体を通じて同様のノード／要素を参照する。さらに、本書で用い
られる“結合され”、“接続され”、“応じて”又はこれらの変形は、無線で結合され、
接続され、又は応じることを含んでもよい。本書で用いられる際に、単数形“ａ”、“ａ
ｎ”及び“ｔｈｅ”は、文脈で明確にそうでないと示されない限り、複数形も同様に含む
ことが意図される。周知の機能又は構造は簡潔さ及び明確さのために詳細には記載されな
いかもしれない。“／”と略記される“及び／又は”という用語は、関連して列挙された
項目の１つ以上の任意かつすべての組み合わせを含む。
【０２１５】
　本書で用いられる際に、“備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）”、“備えている（ｃｏｍｐｒ
ｉｓｉｎｇ）”、“備える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）”、“含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）”、“
含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）”、“含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）”、“有する（ｈａ
ｖｅ）”、“有する（ｈａｓ）”、“有している（ｈａｖｉｎｇ）”、又はこれらの変形
はオープンエンドであり、１つ以上の示される特徴、整数、ノード、工程、機能のコンポ
ーネントを含み、１つ以上の他の特徴、整数、ノード、工程、コンポーネント、機能、又
はこれらのグループの存在又は追加を排斥しない。更に、本書で用いられる際に、“例え
ば（ｅ．ｇ．）”という一般的な略語は、ラテン語の“ｅｘｅｍｐｌｉ　ｇｒａｔｉａ”
に由来し、前述の項目の一般的な例又は例群を導入又は特定するために用いられてもよく
、これらの項目の限定を意図しない。“すなわち（ｉ．ｅ．）”という一般的な略語は、
ラテン語の“ｉｄ　ｅｓｔ”に由来し、より一般的な記載から特定の項目を特定するため
に用いられてもよい。
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【０２１６】
　様々な要素／動作を記載するために本書で第１、第２、第３などの用語が用いられるが
、これらの要素／動作がこれらの用語によって限定されるべきでないことが理解されよう
。これらの用語は１つの要素／動作を別の要素／動作から区別するためだけに用いられる
。よって、一部の実施形態における第１要素／動作は、本発明概念の教示から逸脱せずに
、他の実施形態における第２要素／動作に付与されてもよい。本書で説明及び図説される
本発明概念の側面の実施形態の例は、これらの補完的な対等物を含む。同一の参照符号又
は同一の参照指定子は明細書を通じて同一又は同様の要素を示す。
【０２１７】
　コンピュータで実施される方法、装置（システム及び／又はデバイス）及び／又はコン
ピュータプログラム製品のブロック図及び／又はフローチャートの図説を参照して本書に
例示の実施形態が記載される。ブロック図及び／又はフローチャートの図説のブロック及
びブロック図及び／又はフローチャートの図説のブロックの組み合わせは、１つ以上のコ
ンピュータ回路によって実行されるコンピュータプログラム命令によって実装されうるこ
とが理解される。これらのコンピュータプログラム命令は、ブロック図及びフローチャー
トのブロック又はブロック群で指定される機能／動作を実装し、それによってブロック図
及び／又はフローチャートブロック（群）で指定される機能／動作を実装するための手段
（機能）及び／又は構造を生成するようにコンピュータのプロセッサ及び／又はプログラ
マブルデータ処理装置を介して実行する命令がトランジスタ、メモリ位置に格納された値
及び他のハードウェアコンポーネントを変形及び制御するように機械を提供するために汎
用コンピュータ回路、専用コンピュータ回路及び／又は他のプログラマブルデータ処理回
路へ提供されてもよい。
【０２１８】
　これらのコンピュータプログラム命令はまた、特定の方式で機能するようにコンピュー
タ又は他のプログラマブルデータ処理装置を指揮できる有体コンピュータ可読媒体に格納
されてもよく、その結果としてコンピュータ可読媒体に格納された命令はブロック図及び
／又はフローチャートブロック又はブロック群に指定された機能／動作を実装する命令を
含む製造品を提供する。
【０２１９】
　有体で非一時的なコンピュータ可読媒体は、電気的、磁気的、光学的、電磁気的又は半
導体のデータ記憶システム、装置又はデバイスを含んでもよい。コンピュータ可読媒体の
より具体的な例は、以下のものを含むだろう。ポータブルコンピュータディスケット、ラ
ンダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）回路、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）回路、消去可能プ
ログラマブルリードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ又はフラッシュメモリ）回路、ポータブル
コンパクトディスクリードオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）及びポータブルデジタルビデオ
ディスクリードオンリメモリ（ＤＶＤ／ＢｌｕｅＲａｙ（登録商標））。
【０２２０】
　コンピュータプログラム命令はまた、コンピュータ又は他のプログラマブル装置で実行
される命令がブロック図及び／又はフローチャートブロック又はブロック群で指定される
機能／動作を実装するための工程を提供するように、コンピュータで実施されるプロセス
を提供するためのコンピュータ及び／又は他のプログラマブル装置で一連の動作工程が実
行されるようにコンピュータ及び／又は他のプログラマブルデータ処理装置にロードされ
てもよい。したがって、本発明概念の実施形態は、ハードウェアで実施されてもよいし、
集合的に“回路”、“モジュール”又はその変形と呼ばれうるデジタル信号プロセッサの
ようなプロセッサで実行される（ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードな
どを含む）ソフトウェアで実施されてもよい。
【０２２１】
　一部の代替の実施において、ブロックに記される機能／動作は、フローチャートに記さ
れる順序以外で生じてもよいことにも留意されるべきである。例えば、伴う機能／動作に
依存して、連続して示される２つのブロックは実際に実質的に同時に実行されてもよく、
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ブロックは時には逆順に実行されてもよい。さらに、フローチャート及び／又はブロック
図の所与のブロックの機能は複数のブロックに分離されてもよく、及び／又はフローチャ
ート及び／又はブロック図の２つ以上のブロックの機能は少なくとも部分的に統合されて
もよい。最後に、説明されるブロックの間に他のブロックが追加／挿入されてもよい。さ
らに、図の一部は通信の主方向を示すための通信パス上の矢印を含むが、通信は図示され
る矢印とは反対方向に生じてもよいことが理解されよう。
【０２２２】
　上記の説明及び図面に関連して多くの異なる実施形態が本書に開示されてきた。これら
の実施形態のすべての組み合わせ及びサブコンビネーションを文字通り記載し説明するこ
とは過度に反復的であり難解であることが理解されよう。したがって、図面を含む本明細
書は、実施形態の様々な例示の組み合わせ及びサブコンビネーション及びこれらを生成又
は使用する方法及びプロセスの完全な記述を構成すると解釈され、このような任意の組み
合わせ又はサブコンビネーションへのクレームをサポートする。
【０２２３】
　本図面及び記載の参照によって、発明概念の実施形態に従う他のネットワーク要素、通
信デバイス及び／又は方法が当業者に明らかであり又は明らかになるだろう。このような
追加のネットワーク要素、デバイス及び／又は方法のすべてがこの記載に含まれ、本発明
概念の範囲に含まれることが意図される。さらに、本書に開示される実施形態のすべてが
別々に、又は任意の方法及び／又は組み合わせで組み合わされうることが意図される。

【図１】

【図２】

【図３】
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