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(57)【要約】
第１のサービングネットワークノード（２０４）と、第
２の協力ネットワークノード（２０２または２０６）と
を含む、マルチ搬送波ネットワークシステムにおいて、
協調的マルチポイント伝送および受信を実装するための
方法が開示される。方法は、第１の伝送チャネル（２１
６）を構成するステップを含む。第１の伝送チャネル（
２１６）は、第１のサービングネットワークノード（２
０４）上に確立される。方法は、第２の伝送チャネル（
２１８）を構成することを含む。第２の伝送チャネル（
２１８）は、第２の協力ノード（２０２または２０６）
上に確立される。方法は、第１の伝送チャネルを使用し
て、制御情報を伝送することを含む。制御情報は、第２
の伝送チャネル（２１８）上のリソースを配分し、第２
の伝送チャネル（２１８）は、第１のサービングネット
ワークノード（２０４）上に確立されない。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のサービングネットワークノードと、第２の協力ネットワークノードとを含む無線
ネットワークシステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する方法であ
って、
　該方法は、
　第１の伝送チャネルを構成することであって、該第１の伝送チャネルは、該第１のサー
ビングネットワークノード上に確立される、ことと、
　第２の伝送チャネルを構成することであって、該第２の伝送チャネルは、該第２の協力
ノード上に確立される、ことと、
　該第１の伝送チャネルを使用して、制御情報を伝送することであって、該制御情報は、
該第２の伝送チャネル上のリソースを配分し、該第２の伝送チャネルは、該第１のサービ
ングネットワークノード上に確立されない、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記制御情報は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）伝送を含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１および第２のネットワークノードは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネ
ットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）、中継ノード（ＲＮ）、およびセルの
うちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のサービングネットワークノードは、ドナーノードであって、前記第２の協力
ネットワークノードは、該ドナーノードと関連付けられた中継ノード（ＲＮ）である、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ドナーノードは、ドナー進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－
ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の伝送チャネル上のリソースは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つ
である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる搬送波周波数を有する異なる構成要素搬
送波を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のサービングネットワークノードを使用して、前記協力ネットワークノード上
に確立された構成要素搬送波を前記ＵＡの搬送波セットに追加するように、該ＵＡに信号
伝達することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＡの搬送波セットは、構成要素搬送波を含み、該構成要素搬送波は、前記サービ
ングネットワークノードおよび前記協力ネットワークノードのうちの少なくとも１つ上に
確立され、ＣｏＭＰ協力セット、ＣｏＭＰ測定セット、およびＣｏＭＰ伝送ポイントのう
ちの少なくとも１つに属する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる伝送リソースを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記異なる伝送リソースは、搬送波周波数、セル固有の伝送フォーマット、および時間
－周波数物理リソースのうちの少なくとも１つによって、一意的に定義される、請求項１



(3) JP 2013-502096 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２の伝送チャネルを第１の時間で無効化することと、
　前記第２の伝送チャネルを第２の時間で有効化することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１または第２の時間は、前記第１のネットワークノードおよび前記第２のネット
ワークノードのうちの少なくとも１つのローディング条件、日時、ならびにサービスの質
のうちの少なくとも１つによって、少なくとも部分的に決定される、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記第２の協力ノードは、ＣｏＭＰ協力セット、ＣｏＭＰ測定セット、およびＣｏＭＰ
伝送ポイントのうちの少なくとも１つに属する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のサービングネットワークノードを使用して、レイヤ３信号伝達、レイヤ２信
号伝達、およびレイヤ１信号伝達のうちの少なくとも１つを使用して、前記第２の伝送チ
ャネルをユーザエージェント（ＵＡ）に割り当てることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のサービングネットワークノードを使用して、前記第２の伝送チャネル上での
信号受信を有効化させるように、前記ＵＡに信号伝達することを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１７】
　第１のネットワークノードと、第２のネットワークノードとを含む無線ネットワークシ
ステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する方法であって、
　該方法は、
　第１の伝送チャネルを構成するステップであって、該第１の伝送チャネルは、該第１の
ネットワークノード上に確立され、該第１の伝送チャネルは、アクセスデバイスへのダウ
ンリンク（ＤＬ）伝送のために使用される、ステップと、
　第２の伝送チャネルを構成するステップであって、該第２の伝送チャネルは、該第２の
ネットワークノード上に確立され、該第２の伝送チャネルは、該アクセスデバイスからの
アップリンク（ＵＬ）伝送のために使用される、ステップと、
　該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を伝送するステップであって、該制御情報は
、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分する、ステップと
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記第１のネットワークノードは、サービングネットワークノードであって、前記第２
のネットワークノードは、協力ネットワークノードである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１のネットワークノードは、協力ネットワークノードであって、前記第２のネッ
トワークノードは、サービングネットワークノードである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の伝送チャネルおよび第２の伝送チャネルは、セルを形成する、請求項１７に
記載の方法。
【請求項２１】
　第１の伝送チャネルと第２の伝送チャネルとを含む第１の基地局であって、該第１の伝
送チャネルは、該第１の基地局によって物理的に伝送され、該第２の伝送チャネルは、該
第１の基地局によって物理的に伝送されない、第１の基地局と、
　第３の伝送チャネルを含む第２の基地局であって、該第３の伝送チャネルは、該第２の
基地局によって物理的に伝送され、該第３の伝送チャネルは、該第１の基地局の該第２の
伝送チャネルに対応する第２の基地局と
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　を備える、無線通信システムであって、該第１の基地局は、該第１の伝送チャネルを使
用して制御情報を伝送するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリ
ソースを配分する、無線通信システム。
【請求項２２】
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装するための無線通信システムであって、
　第１の伝送チャネルを含む第１のネットワークノードであって、該第１の伝送チャネル
をは、アクセスデバイスへのダウンリンク（ＤＬ）伝送のために使用される、第１のネッ
トワークノードと、
　第２の伝送チャネルを含む第２のネットワークノードであって、該第２の伝送チャネル
は、該アクセスデバイスからのアップリンク（ＵＬ）伝送のために使用される、第２のネ
ットワークノードと
　を含み、該第１のネットワークノードは、該第１の伝送チャネルを使用して、制御情報
を伝送するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分す
る、システム。
【請求項２３】
　前記第１のネットワークノードは、サービングネットワークノードであって、前記第２
のネットワークノードは、協力ネットワークノードである、請求項２２に記載のシステム
。
【請求項２４】
　前記第１のネットワークノードは、協力ネットワークノードであって、前記第２のネッ
トワークノードは、サービングネットワークノードである、請求項２２に記載のシステム
。
【請求項２５】
　前記第１の伝送チャネルおよび第２の伝送チャネルは、セルを形成する、請求項２２に
記載のシステム。
【請求項２６】
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する無線通信システムと通信するためのユー
ザエージェント（ＵＡ）であって、該無線通信システムは、第１のサービングネットワー
クノードと、第２の協力ネットワークノードとを含み、
　該ＵＡはプロセッサを含み、該プロセッサは、
　第１の伝送チャネルを使用して通信することであって、該第１の伝送チャネルは、該第
１のサービングネットワークノード上に確立される、ことと、
　第２の伝送チャネルを使用して通信することであって、該第２の伝送チャネルは、該第
２の協力ノード上に確立される、ことと、
　該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を受信することであって、該制御情報は、該
第２の伝送チャネル上のリソースを配分し、該第２の伝送チャネルは、該第１のサービン
グネットワークノード上に確立されない、ことと
　を行うように構成される、ＵＡ。
【請求項２７】
　前記制御情報は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）伝送を含む、請求項２
６に記載のＵＡ。
【請求項２８】
　前記第２の伝送チャネル上のリソースは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つ
である、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項２９】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる搬送波周波数を有する異なる構成要素搬
送波を含む、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項３０】
　前記プロセッサはさらに、前記第１のサービングネットワークノードから受信した信号
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伝達情報に従って、前記協力ネットワークノード上に確立された構成要素搬送波を前記Ｕ
Ａの搬送波セットに追加するように構成される、請求項２９に記載のＵＡ。
【請求項３１】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる伝送リソースを含む、請求項２６に記載
のＵＡ。
【請求項３２】
　前記異なる伝送リソースは、搬送波周波数、セル固有の伝送フォーマット、および時間
－周波数物理リソースのうちの少なくとも１つによって一意的に定義される、請求項３１
に記載のＵＡ。
【請求項３３】
　前記プロセッサはさらに、レイヤ３信号伝達メッセージ、レイヤ２信号伝達メッセージ
、およびレイヤ１信号伝達メッセージのうちの少なくとも１つを処理し、前記第２の伝送
チャネルを識別するように構成される、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項３４】
　前記プロセッサはさらに、前記第２の伝送チャネル上の信号受信を有効化するように、
前記ＵＡに命令するデータを受信するように構成される、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項３５】
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する無線通信システムと通信するためのユー
ザエージェント（ＵＡ）であって、該無線通信システム第１のネットワークノードと、第
２のネットワークノードとを含み、
　該ＵＡはプロセッサを含み、該プロセッサは、
　第１のネットワークノード上の第１の伝送チャネルを使用して、アクセスデバイスから
ダウンリンク（ＤＬ）伝送を受信することと、
第２のネットワークノード上の第２の伝送チャネルを使用して、該アクセスデバイスにア
ップリンク（ＵＬ）伝送を伝送するすることと
　を行うように構成され、該プロセッサは、該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を
受信するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分する
、ＵＡ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、通信システムにおけるデータ伝送に関し、より具体的には、モバイ
ル通信システムにおけるマルチ搬送波および協調的マルチポイント動作を促進するための
方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書で使用されるように、用語「ユーザエージェント」および「ＵＡ」は、電気通
信能力を有する、携帯電話、携帯情報端末、手持ち式またはラップトップコンピュータ、
および類似デバイスまたは他のユーザ機器（「ＵＥ」）等の無線デバイスを指すことが可
能である。いくつかの実施形態では、ＵＡは、モバイル無線デバイスを指してもよい。用
語「ＵＡ」はまた、デスクトップコンピュータ、セットトップボックス、またはネットワ
ークノード等の、類似能力を有するが、概して、運搬可能ではないデバイスを指してもよ
い。
【０００３】
　従来の無線電気通信システムでは、基地局または他のネットワークノード内の伝送機器
は、セルとして知られる地理的領域の全体を通して、信号を伝送する。技術の発展に伴っ
て、より高度な機器が導入され、以前には可能ではなかったようなサービスを提供可能に
なっている。この高度な機器は、例えば、従来の無線電気通信システム内の同等機器より
高度に発展した基地局または他のシステムおよびデバイスよりもむしろ、進化型ユニバー
サル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）を含む場合が
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ある。そのような高度または次世代機器は、本明細書では、長期進化型機器（ＬＴＥ）と
称され、そのような機器を使用するパケットベースのネットワークは、進化型パケットシ
ステム（ＥＰＳ）と称され得る。ＬＴＥシステムおよび機器への付加的な改良は、最終的
には、ＬＴＥ進化型（ＬＴＥ－Ａ）システムをもたらす。本明細書で使用されるように、
用語「基地局」は、電気通信システム内の他の構成要素へのアクセスをＵＡに提供するこ
とが可能な、従来の基地局またはＬＴＥあるいはＬＥＴ－Ａ基地局（ｅＮＢを含む）等の
任意の構成要素を指す。
【０００４】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ等のモバイル通信システムでは、基地局は、１つ以上のＵＡへの無線ア
クセスを提供する。基地局は、ダウンリンクトラフィックデータパケット伝送を動的にス
ケジューリングし、基地局と通信する全ＵＡ間でアップリンクトラフィックデータパケッ
ト伝送リソースを配分するためのパケットスケジューラを備える。スケジューラの機能は
、とりわけ、ＵＡ間の利用可能な無線インターフェース能力を分割することと、各ＵＡの
パケットデータ送信のために使用される転送チャネルを決定することと、パケット配分お
よびシステム負荷を監視することと、を含む。スケジューラは、物理ダウンリンク共有チ
ャネル（ＰＤＳＣＨ）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）データ伝送の
ためのリソースを動的に配分し、制御チャネルを通して、ＵＡにスケジューリング情報を
送信する。
【０００５】
　通信を促進するために、複数の異なる通信チャネルが、他のチャネルの中でもとりわけ
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を含む、基地局とＵＡ１０との間に確立
される。標識が含意するように、ＰＤＣＣＨは、ダウンリンクデータ通信の際、ＵＡ１０
を制御可能にする、チャネルである。この目的を達成するために、ＰＤＣＣＨは、ダウン
リンク制御情報（ＤＣＩ）パケットと称されるスケジューリング割当または制御データパ
ケットをＵＡ１０に伝送して、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上のダウン
リンク通信トラフィックパケットを受信する、あるいは物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）上のアップリンク通信トラフィックパケット、もしくは固有の命令（例えば
、電力制御コマンド、ランダムアクセス手順を行う順序、または半永続的スケジューリン
グアクティブ化または非アクティブ化）をＵＡに伝送するために、ＵＡ１０によって使用
されるスケジューリングを示すために使用される。別々のＤＣＩパケットが、各トラフィ
ックパケット／サブフレーム伝送のために、基地局によってＵＡ１０に伝送されてもよい
。
【０００６】
　概して、基地局によってサービスされるＵＡのための高信号対干渉パルス雑音比（ＳＩ
ＮＲ）を有する信号を使用して、高データレート範囲を提供することが望ましい。典型的
には、基地局に物理的に近接するＵＡのみ、非常に高いデータレートで動作可能である。
また、満足のゆくＳＩＮＲで、広い地理的エリアにわたって、高データレート範囲を提供
するために、多数の基地局が、概して、要求される。そのようなシステムを実装するため
のコストは、法外な価格となる可能性があるため、広域高データレートサービスを提供す
るための代替技法に関して、調査が行われている。
【０００７】
　ある場合には、搬送波集約を使用して、より広い伝送帯域幅をサポートし、ＵＡ、基地
局および／または他のネットワーク構成要素間の通信のための潜在的ピークデータレート
を増加させることが可能である。搬送波集約では、多重構成要素搬送波が集約され、図１
に示されるように、サブフレームにおいて、ＵＡに配分されてもよい。図１は、各構成要
素搬送波が２０ＭＨｚの帯域幅を有し、総システム帯域幅が１００ＭＨｚである、通信ネ
ットワークにおける搬送波集約を示す。例証されるように、利用可能な帯域幅１００は、
複数の搬送波１０２に分割される。ＵＡは、ＵＡの能力に応じて、多重構成要素搬送波（
図１に示された実施例では、最大で合計５つの搬送波１０２）上で受信または伝送しても
よい。場合によっては、ネットワーク配備に応じて、搬送波集約は、同じ帯域に位置する
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搬送波１０２および／または異なる帯域に位置する搬送波１０２を伴って発生してもよい
。例えば、１つの搬送波１０２は、２ＧＨｚに位置してもよく、第２の集約された搬送波
１０２は、８００ＭＨｚに位置してもよい。
【０００８】
　加えて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）伝送および受信を使用して、ＬＴＥ－Ａネ
ットワーク等の無線通信ネットワークにおいて、伝送データレートおよび／または信号品
質を向上させてもよい。ＣｏＭＰを使用して、近隣基地局は、協調し、特に、セルエッジ
におけるユーザのために、ユーザスループットまたは信号品質を向上させてもよい。Ｃｏ
ＭＰは、ｅＮＢ、遠隔無線ヘッドおよび／または中継ノード（ＲＮ）、および／または他
の種類のネットワークノードおよび／またはセル等の基地局の組み合わせを使用して、実
装されてもよい。
【０００９】
　ＣｏＭＰを実装する通信ネットワークでは、異なる数の多重搬送波が、ｅＮＢ、ＲＮ、
および／またはセル等の基地局または他のネットワークノードの組み合わせの中に配備さ
れる時、困難が生じ得る。例えば、第１のホットスポット場所内のｅＮＢ、ＲＮ、または
セルは、５つの搬送波が配備され得る一方、ホットスポット場所内にない別のｅＮＢ、Ｒ
Ｎ、またはセルは、２つの搬送波のみ配備され得る。その場合、ＣｏＭＰのためのｅＮＢ
、ＲＮ、および／またはセルの正常な協力および協調を実装するために、各協力ｅＮＢ、
ＲＮ、ネットワークノード、またはセル内に配備され、利用可能な搬送波のセットを個々
に検討する必要があり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、概して、通信システムにおけるデータ伝送に関し、より具体的には、モバイ
ル通信システムにおけるマルチ搬送波および協調的マルチポイント動作を促進するための
方法およびシステムに関する。
【００１１】
　いくつかの実施形態は、伝送および受信は、第１のサービングネットワークノード／セ
ルと、第２の協力ネットワークノード／セルと、を含む、マルチ搬送波ネットワークシス
テムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装するための方法を含む。方法は
、第１の伝送チャネルを構成することであって、第１の伝送チャネルは、第１のサービン
グネットワークノード／セル上に確立されることと、第２の伝送チャネルを構成すること
であって、第２の伝送チャネルは、第２の協力ノード／セル上に確立される、ことと、第
１の伝送チャネルを使用して、制御情報を伝送することであって、制御情報は、第２の伝
送チャネル上のリソースを配分する、ことと、を含む。本文脈で使用される用語「配分す
る」は、第２の伝送チャネル上に割り当てられるリソースを示す、第１の伝送チャネルを
使用して伝送される、制御情報を指す。第２の伝送チャネル上のリソースの実際のスケジ
ューリング決定は、第２の協力ノード／セルによって行われ、第１のサービングノード／
セル二通信されてもよい。一実装では、用語「配分する」は、第２の伝送チャネル上のリ
ソースが、第１のサービングノード／セルによってスケジューリングされ、第１の伝送チ
ャネル上で伝送される制御情報を使用して、第１のサービングノード／セルによって示さ
れることを意味する。この場合、第２の伝送チャネル上のリソースの一部または全部は、
第１のサービングノード／セルによってスケジューリングするために留保される一方、第
２の伝送チャネル上のいくつかの他のリソースは、第２の協力ノード／セルによってスケ
ジューリングされる。「配分する」または「配分」の前述の定義は、本明細書の説明全体
を通して適用可能である。
【００１２】
　他の実施形態は、第１のサービングネットワークノード／セルと、第２の協力ネットワ
ークノード／セルと、を含む、マルチ搬送波ネットワークシステムにおいて、伝送および
受信を実装するための方法を含む。方法は、第１の伝送チャネルを構成することであって
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、第１の伝送チャネルは、第１のサービングネットワークノード／セル上に確立され、第
１の伝送チャネルを使用して、制御情報を伝送することであって、制御情報は、第２の伝
送チャネル上のリソースを配分し、第２の伝送チャネルは、中継局上に確立される、こと
と、を含む。
【００１３】
　他の実施形態は、無線通信システムを含む。無線通信システムは、第１の基地局であっ
て、第１の基地局によって物理的に伝送される、第１の伝送チャネルと、第１の基地局に
よって物理的に伝送される、第２の伝送チャネルと、を含む、第１の基地局を含む。シス
テムは、第２の基地局によって物理的に伝送され、第１の基地局の第２の伝送チャネルに
対応する、第３の伝送チャネルを含む、第２の基地局を含む。第１の基地局は、第１の伝
送チャネルを使用して、制御情報を伝送するように構成される。制御情報は、第２の伝送
チャネル上のリソースを配分する。
【００１４】
　他の実施形態は、第１のサービング進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）と、中継ノード（ＲＮ）またはセルと、第２の協
力近隣ｅＮＢ、ＲＮ、またはセルと、を含む、マルチ搬送波ネットワークシステムにおい
て、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）伝送および受信を実装するための方法を含む。第
１のサービングｅＮＢ、ＲＮ、またはセルおよび第２の協力近隣ｅＮＢ、ＲＮ、またはセ
ルは、ダウンリンク（ＤＬ）およびアップリンク（ＵＬ）のうちの少なくとも１つを使用
して、ユーザエージェント（ＵＡ）と通信し、ＣｏＭＰ協力セットに属するように構成さ
れる。方法は、マルチ搬送波ネットワークシステムが、ＣｏＭＰ伝送および受信を実装す
る時、第１のサービングｅＮＢ、ＲＮ、またはセルを使用して、複数の構成要素搬送波の
うちの少なくとも１つ上の物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）および物理アッ
プリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つをＵＡに割り当て
ることを含む。複数の構成要素搬送波のうちの少なくとも１つは、第２の協力近隣ｅＮＢ
、ＲＮ、またはセルによって配備され、第１のサービングｅＮＢ、ＲＮ、またはセルによ
って配備されない。
【００１５】
　いくつかの実施形態は、第１のサービング進化型ユニバーサル地上無線アクセスネット
ワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）と、第２の協力近隣ｅＮＢと、を含む、無
線ネットワークシステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装するための
方法を含む。第１のサービングｅＮＢおよび第２の協力近隣ｅＮＢは、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）およびアップリンク（ＵＬ）のうちの少なくとも１つを使用して、ユーザエージェン
ト（ＵＡ）と通信し、ＣｏＭＰ協力セットに属するように構成される。方法は、マルチ搬
送波ネットワークシステムが、ＣｏＭＰを実装する時、第１のサービングｅＮＢを使用し
て、複数の構成要素搬送波のうちの少なくとも１つ上の物理ダウンリンク共有チャネル（
ＰＤＳＣＨ）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少な
くとも１つをＵＡに割り当てることを含む。複数の構成要素搬送波のうちの少なくとも１
つは、第２の協力近隣ｅＮＢによって配備され、第１のサービングｅＮＢによって配備さ
れない。
【００１６】
　いくつかの実施形態は、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）の第１のサービングセルと、ｅＮＢの第２の協力セルと、を
含む、無線ネットワークシステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）伝送を実
装するための方法を含む。第１のサービングセルおよび第２の協力近隣セルは、ダウンリ
ンク（ＤＬ）およびアップリンク（ＵＬ）のうちの少なくとも１つを使用して、ユーザエ
ージェント（ＵＡ）と通信し、ＣｏＭＰ協力セットに属するように構成される。方法は、
マルチ搬送波ネットワークシステムが、ＣｏＭＰを実装する時、第１のサービングセルを
使用して、複数の構成要素搬送波のうちの少なくとも１つ上の物理ダウンリンク共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうち
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の少なくとも１つをＵＡに割り当てることを含む。複数の構成要素搬送波のうちの少なく
とも１つは、第２の協力近隣セルによって配備され、第１のサービングセルによって配備
されない。
【００１７】
　いくつかの実施形態は、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を使用して、ユーザエージ
ェント（ＵＡ）と通信するためのアクセスデバイスを含む。アクセスデバイスは、ダウン
リンク（ＤＬ）およびアップリンク（ＵＬ）のうちの少なくとも１つを使用して、ＵＡと
通信し、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）協力セットに属するように構成される、第１
のサービング進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノー
ドＢ（ｅＮＢ）を備える。第１のサービングｅＮＢは、複数の構成要素搬送波のうちの少
なくとも１つ上の物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）および物理アップリンク
共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つをＵＡに割り当てるように
構成される。複数の構成要素搬送波のうちの少なくとも１つは、第２の協力近隣ｅＮＢに
よって配備され、第１のサービングｅＮＢによって配備されない。
【００１８】
　いくつかの実施形態は、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を使用して、ユーザエージ
ェント（ＵＡ）と通信するためのアクセスデバイスを含む。アクセスデバイスは、ＵＡダ
ウンリンク（ＤＬ）およびアップリンク（ＵＬ）のうちの少なくとも１つを使用して、ユ
ーザエージェントと通信し、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）協力セットに属するよう
に構成される、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノ
ードＢ（ｅＮＢ）の第１のサービングセルを備える。第１のサービングｅＮＢは、複数の
構成要素搬送波のうちの少なくとも１つ上の物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つ
をＵＡに割り当てるように構成される。複数の構成要素搬送波のうちの少なくとも１つは
、第２の協力近隣セルによって配備され、第１のサービングセルによって配備されない。
【００１９】
　次いで、前述および関連の目的を達成するために、本開示は、以降で完全に説明される
特徴を備える。以下の説明および付随の図面は、本発明の詳細なある例証的側面を説明す
る。しかしながら、これらの側面は、本開示の原理を採用することができる、種々の方法
のうちのいくつかを示すにすぎない。本開示の他の側面および新規特徴は、図面と併せて
考慮されると、以下の本開示の発明を実施するための形態から明白となるであろう。
【００２０】
　ここで、付随の図面を参照して、本開示の種々の側面を説明し、類似番号は、全体を通
して、類似または対応要素を指す。しかしながら、図面およびそれに関連する詳細な説明
は、請求された主題を開示される特定の形態に限定することを目的としないことを理解さ
れたい。むしろ、請求された主題の精神および範囲内にある、全ての修正、同等物、およ
び代替案を網羅することが意図される。
【００２１】
　本開示をより完全に理解するために、添付の図面および発明を実施するための形態と併
せて理解される、以下の簡単な説明を参照し、同一参照数字は、同一部品を表す。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、各構成要素搬送波が２０ＭＨｚの帯域幅を有し、総システム帯域幅が１
００ＭＨｚである、通信ネットワーク内の搬送波集約を示す。
【図２】図２は、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）伝送および受信構成において動作す
る、２つのｅＮＢを有する、無線通信ネットワークの例証である。
【図３】図３は、ネットワークノードまたはセルのうちの１つのためのいくつかの物理搬
送波および仮想搬送波を含む、ネットワークを例証する。
【図４】図４は、非均一搬送波配備および仮想搬送波を有するＣｏＭＰを実装し、経時的
に変動するトラフィック負荷を管理するためのネットワークの例証である。
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【図５】図５は、２つのネットワークノードまたはセルによってサービングする仮想セル
を占有する、ＵＡの例証であって、サービングノード／セルは、ＵＡからアップリンク（
ＵＬ）伝送を受信し、サービングノード／セルのための仮想搬送波である、協力ノード／
セルの搬送波上でのダウンリンク（ＤＬ）伝送をスケジューリングする。
【図６】図６は、２つのネットワークノードまたはセルによってサービングする仮想セル
を占有するＵＡの例証であって、ＤＬデータは、サービングノード／セルによって送信さ
れ、ＵＬデータは、協力ノード／セルによって受信される。
【図７】図７は、本開示の種々の実施形態のうちのいくつかに対して動作可能なＵＡを含
む、無線通信システムの略図である。
【図８】図８は、本開示の種々の実施形態のうちのいくつかに対して動作可能なＵＡのブ
ロック図である。
【図９】図９は、本開示の種々の実施形態のうちのいくつかに対して動作可能なＵＡ上に
実装され得る、ソフトウェア環境の略図である。
【図１０】図１０は、本開示の種々の実施形態のうちのいくつかに対して好適である、例
証的な汎用コンピュータシステムである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本明細書で使用される場合、用語「構成要素」、「システム」等は、ハードウェア、ハ
ードウェアおよびソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェ
アのいずれかである、コンピュータ関連エンティティを指すことが意図される。例えば、
構成要素は、プロセッサ上で作動するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイ
ル、実行のスレッド、プログラム、および／またはコンピュータであってもよいが、それ
らに限定されない。例証として、コンピュータ上で作動するアプリケーションおよびコン
ピュータは両方とも、構成要素となり得る。１つ以上の構成要素は、プロセスおよび／ま
たは実行のスレッド内に常駐してもよく、構成要素は、１つのコンピュータ上に局在して
もよく、および／または２つ以上のコンピュータ間で分散されてもよい。
【００２４】
　用語「例示的」とは、本明細書では、実施例、事例、または例証としての機能を果たす
ことを意味するために使用される。「例示的」として本明細書に説明される任意の側面ま
たは設計は、必ずしも、他の側面または設計よりも好ましい、あるいは有利であると解釈
されるものではない。
【００２５】
　さらに、開示された主題は、標準的プログラミングおよび／またはエンジニアリング技
術を使用して、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、またはそれらの任意の組
み合わせを生産し、コンピュータまたはプロセッサベースのデバイスを制御し、本明細書
に詳述される側面を実装するように、システム、方法、装置、または製造品として実装さ
れてもよい。用語「製造品」（または代替として、「コンピュータプログラム製品」）は
、本明細書で使用されるように、任意のコンピュータ可読デバイス、搬送波、または媒体
からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含することが意図される。例えば、コン
ピュータ可読メディアは、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピー（登
録商標）ディスク、磁気ストリップ．．．）、光ディスク（例えば、コンパクトディスク
（ＣＤ）、デジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）．．．）、スマートカード、およびフラッシ
ュメモリデバイス（例えば、カード、スティック）を含むことが可能であるが、それらに
限定されない。加えて、搬送波は、電子メールを送受信する際、あるいはインターネット
またはローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）等のネットワークにアクセスする際に使用
されるもの等、コンピュータ可読電子データを搬送するために採用できることを理解され
たい。当然ながら、当業者であれば、請求された主題の範囲または精神から逸脱すること
なく、多くの修正が本構成に成されてもよいことを認識するであろう。
【００２６】
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）伝送および受信は、特に、セルエッジユーザのため
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に、ＬＴＥ－Ａネットワーク等の無線通信ネットワークにおいて、伝送データレートおよ
び／または信号品質を向上させるために使用されてもよい。ＣｏＭＰを使用して、近隣基
地局は、ＵＡと協調し、データのための多重伝送ポイントを提供することによって、ユー
ザスループットまたは信号品質を改善してもよい。ネットワーク実装に応じて、多重ネッ
トワークノードまたはセルは、異なるデータを単一ＵＡに伝送し、そのＵＡへの信号帯域
幅またはデータレートを向上させてもよい。代替として、異なるネットワークノードまた
はセルはそれぞれ、同一信号をＵＡを伝送し、その信号の強度を強化し、伝送されたＳＩ
ＮＲを改善するように構成されてもよい。ＣｏＭＰは、ｅＮＢ、中継ノード（ＲＮ）、セ
ルおよび／または他の種類のネットワークノードの組み合わせを使用して、伝送されても
よい。ＣｏＭＰはまた、ｅＮＢ、ＲＮ、セルおよび／または他の種類のネットワークノー
ドの組み合わせに適用可能である。信号対干渉パルス雑音比（ＳＩＮＲ）を改良する、干
渉を低減させる、あるいは多重ｅＮＢ、ＲＮ、またはセルによってサービングするリソー
ス上のデータレートを改善するためのいくつかのＣｏＭＰスキームが、存在する。
【００２７】
　ＣｏＭＰネットワーク構成の一実施形態では、サービングノード／セルは、ＰＤＣＣＨ
割当を伝送するものである。いくつかの実装では、ＣｏＭＰ実装のサービングノード／セ
ルは、Ｒｅｌ－８ネットワークのサービングノード／セルに類似する。
【００２８】
　ＣｏＭＰでは、ネットワークは、結合処理（ＪＰ）を実装し、それによって、ＵＡに伝
送されるデータをＣｏＭＰ協力セットの各ポイントまたはサブセットにおいて利用可能に
するように構成されてもよい（以下に定義されるように）。ＪＰを使用して、ネットワー
クは、結合伝送を実装し、ＰＤＳＣＨを介して、単一ＵＡまたは多重ＵＡと多重ネットワ
ークノードまたはセルとの間のデータの伝送を可能にしてもよい。多重ネットワークノー
ドまたはセルは、ＣｏＭＰ協力セット全体またはサブセットのみを含んでもよい。結合伝
送では、単一ＵＡのためのデータは、同時に、多重伝送ポイントから伝送されてもよく、
コヒーレントまたは非コヒーレントに、ＵＡのための受信した信号品質を改善する、およ
び／または他のＵＡのためのアクティブ干渉を相殺する。結合伝送では、多重伝送ポイン
トはまた、同時に、異なるデータを単一ＵＡに伝送し、それによって、ＵＡへの伝送デー
タレートを向上させてもよい。結合伝送では、多重伝送ポイントはまた、同時に、いくつ
かのＵＡに異なるデータを伝送し、それによって、システムのスループットを向上させて
もよい。代替として、動的ノード／セル選択において、ＰＤＳＣＨ伝送が、１度に、Ｃｏ
ＭＰ協力セット内にの１つのみのポイントから生じる。
【００２９】
　ＪＰの代替として、ＣｏＭＰネットワークは、協調的スケジューリングまたは協調的ビ
ーム形成（ＣＳ／ＣＢ）を実装してもよい。ＣＳ／ＣＢを使用して、ＵＡのためのデータ
は、最初に、サービングノード／セルで利用可能となり、ＣｏＭＰ協力セットに対応する
ノード／セル間の協調を促進するように行われるユーザスケジューリングおよびビーム形
成決定によって、サービングノード／セルからＵＡに伝送される。
【００３０】
　ＣｏＭＰネットワークでは、ＣｏＭＰアセットのいくつかのセットが、定義されてもよ
い。ＣｏＭＰ「協力セット」は、地理的に分離され、直接または間接的に、特定のＵＡに
ダイレクトされたＰＤＳＣＨ伝送を使用し得る、一式のポイントまたはネットワークノー
ドまたはセルを含んでもよい。特定のＣｏＭＰ協力セットに配分されるアセットの識別は
、ＵＡによって既知である、またはＵＡに対して透過性であってもよく、あるいはそうで
なくてもよい。ＣｏＭＰ協力セット内では、ＣｏＭＰ「伝送ポイント」は、ＰＤＳＣＨを
使用して、ＵＡに能動的に伝送する、ポイントまたはポイントのセットを含む。結合伝送
の場合、ＣｏＭＰ伝送ポイントは、ＣｏＭＰ協力セット内のポイントであってもよい。動
的ノード／セル選択の場合、単一ポイントは、各サブフレームにおける伝送ポイントであ
ってもよい。伝送ポイントは、ＣｏＭＰ協力セット内で動的に変化してもよい。ＣＳ／Ｃ
Ｂの場合、ＣｏＭＰ伝送ポイントは、「サービングノード／セル」に対応してもよい。
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【００３１】
　ＣｏＭＰ「測定セット」は、ＣｏＭＰ協力セットに属し、ＵＡとＣｏＭＰ協力セットの
構成員との間のリンクを特徴化するために使用される、一式のノード／セルである。チャ
ネル状態または統計情報は、ＣｏＭＰ測定セットの構成員とＵＡとの間のリンクを特徴化
するために使用可能である。次いで、状態または統計情報は、システムによって報告およ
び使用され、例えば、ＣｏＭＰ協力セットの構成員を再調節することによって、高品質リ
ンクがＣｏＭＰ協力セットの構成員とＵＡとの間に確立されることを保証してもよい。あ
る場合には、ＣｏＭＰ測定セットは、ＣｏＭＰ協力セットと同一である。ＣｏＭＰ測定セ
ットを使用して、ＵＡは、実際のフィードバック情報が伝送される、ノード／セルを下方
選択してもよい。無線リソース管理（ＲＲＭ）測定セットは、Ｒｅｌ－８に定義されるＲ
ＲＭ測定をサポートするように定義されてもよい。
【００３２】
　図２は、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）伝送および受信構成において動作する２つ
のｅＮＢを有する、無線通信ネットワークの例証である。類似例証は、ｅＮＢ、ＲＮ、お
よび／またはセルの組み合わせに適用可能である。図２に例証されるように、ネットワー
ク範囲エリア１０４では、ｅＮＢ１０６および１０８は、通信信号をＵＡ１１０に伝送す
るように構成される。ネットワーク範囲エリア１０４では、任意の連携スキームが、ｅＮ
Ｂ１０６および１０８のために使用されてもよい。例えば、いくつかのＣｏＭＰスキーム
では、ｅＮＢ１０６およびｅＮＢ１０８は、同一信号をＵＡ１１０に同時に伝送するよう
にともに協力してもよい。そのようなシステムでは、基地局によって伝送された信号は、
無線上で組み合わせられ（すなわち、重畳し）、より強い信号を提供し、したがって、伝
送の成功の機会を向上させる。他のＣｏＭＰスキームでは、ｅＮＢ１０６およびｅＮＢ１
０８は、例えば、ＵＡ１１０に通信される異なるデータを含む、異なる信号をＵＡ１１０
に伝送する。異なるｅＮＢを通して、データの異なる部分を伝送することによって、ＵＡ
１１０へのスループットが、向上されてもよい。ＣｏＭＰの使用は、ＵＡ１１０における
チャネル条件、利用可能なリソース、サービスの質（ＱｏＳ）要件等を含む、多くの要因
に依存する。したがって、いくつかのネットワーク実装では、所与のノード／セルまたは
ノード／セルの組み合わせにおいて、利用可能なＵＡのサブセットのみ、ＣｏＭＰ伝送に
よってサービングされてもよい。例えば、図２では、ＵＡ１１２は、ｅＮＢ１０８によっ
てのみサービングする。
【００３３】
　ＣｏＭＰを実装するネットワークでは、多重搬送波が、搬送波集約構成において、ｅＮ
Ｂ、ＲＮ、またはセル等の基地局または他のネットワークノードに配備される時に、困難
が生じ得る。ネットワーク構成に応じて、各セル、ｅＮＢ、またはＲＮ内に配備される搬
送波の数は、変動し得る。例えば、ホットスポット場所内のｅＮＢ、またはＲＮ、または
セルは、５つの搬送波が配備され得る一方、ホットスポット場所内にない別のｅＮＢ、Ｒ
Ｎ、またはセルは、２つの搬送波が配備され得る。その場合、ＣｏＭＰ構成におけるｅＮ
Ｂおよび／またはＲＮの正常な協力および協調を実装するために、各協力ｅＮＢ、ＲＮ、
セル、またはネットワークノード内に配備され、利用可能な搬送波のセットを検討する必
要があり得る。
【００３４】
　非均一搬送波集約を採用するシステムにおいて、ＣｏＭＰ伝送を提供するために、シス
テムは、１つ以上の仮想搬送波を実装するように構成されてもよい。ダウンリンク（ＤＬ
）通信の場合、仮想搬送波は、ｅＮＢまたはＲＮ等のセルあるいはネットワークノードの
ために生成されてもよい。仮想搬送波は、従来の搬送波と異なり、ノード／セル自体によ
って伝送されるデータを搬送せず、代わりに、近隣ｅＮＢまたはＲＮ等の近隣協力セルあ
るいはノードによって伝送される。同様に、アップリンク（ＵＬ）通信の場合、ネットワ
ークノードまたはセルの仮想搬送波は、ノード／セル自体によって受信されるデータを含
まないであろう。代わりに、ＵＬ通信は、近隣協力ノード／セルによって受信されてもよ
い。システム実装に応じて、仮想搬送波を実装するネットワークノードまたはセルは、以
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下の属性のちの１つ以上を有してもよい。
【００３５】
　第１に、ネットワークノードまたはセルは、ＤＬおよび／またはＵＬ仮想搬送波の存在
をアドバタイジングしてもよい。ノード／セルは、ＢＣＣＨ信号伝達または用信号伝達等
の任意の好適なブロードキャスト信号を使用して、仮想搬送波の存在をアドバタイジング
してもよい。アドバタイジングは、随意に、仮想搬送波のための搬送波帯域幅、搬送波周
波数、物理セルＩＤ、チャネル構成等の付加的情報を含んでもよい。第２に、サービング
ノード／セルは、ＤＬおよび／またはＵＬ仮想搬送波をＵＡに割り当ててもよい。割当は
、搬送波割当であってもよく、無線リソース制御（ＲＲＣ）信号伝達等のレイヤ３信号伝
達、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）制御要素等のレイヤ２信号伝達、およびＰＤＣＣＨ
等のレイヤ１信号伝達のうちの少なくとも１つを使用して行われてもよい。第３に、サー
ビングノード／セルは、ＤＬおよび／またはＵＬ仮想搬送波上のリソース（例えば、ＰＤ
ＳＣＨリソース）をＵＡに割り当ててもよい。第４に、間欠受信（ＤＲＸ）動作の場合、
ノード／セルは、ＵＡに、固有の時間に、暗黙的または明示的に、ＤＬ仮想搬送波上の信
号受信を有効化するように命令してもよい。第５に、ノード（ＲＮ等）またはセルが、そ
の独自の制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）を伝送しない時、ＲＮが関連付けられたド
ナーノード／セル（すなわち、マクロセル、ｅＮＢ、または他のネットワークノード）が
、仮想搬送波上のリソースの割当のために、制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）をＵＡ
に伝送してもよく、ｅＮＢの仮想搬送波は、ＲＮによって伝送された物理搬送波である。
【００３６】
　実施例として、図３は、いくつかの物理搬送波と、ネットワークノードまたはセルのう
ちの１つのための仮想搬送波と、を含む、ネットワーク２００を例証する。具体的に図３
を参照すると、搬送波ｆ１、ｆ２、およびｆ３は、ネットワークノード／セル２０２およ
び２０６の物理搬送波である。搬送波ｆ１、ｆ２、およびｆ３の動作は、従来の無線通信
ネットワークにおけるように実装されてもよく、ノード／セル２０２、２０４、および２
０６は、ｅＮＢ、ＲＮ、セル、または他の種類のネットワークノード等の適切なネットワ
ーク構成要素の任意の組み合わせを含んでもよい。この場合、搬送波ｆ１およびｆ２は、
ノード／セル２０４の物理搬送波であって、搬送波ｆ３は、ノード／セル２０４の仮想搬
送波として確立される。ノード／セル２０２は、ＵＡ２０８のためのサービングノード／
セルとして動作し、ノード／セル２０４は、ＵＡ２１０のためのサービングノード／セル
として動作する。ノード／セル２０２および２０４は、３つの搬送波をアドバタイジング
し、それぞれ、ＵＡ２０８およびＵＡ２１０のための全３つの搬送波（または、その搬送
波受信）をアクティブにしてもよい。図３は、ＣｏＭＰおよび仮想搬送波動作に伴う、ノ
ード／セルのみ示すことに留意されたい。
【００３７】
　図３のネットワークでは、非均一搬送波配備は、１つ以上のネットワークノード／セル
内またはそれと重複する、あるホットスポットエリア内のトラフィック負荷要件を解決す
るために使用可能である。図３では、ノード／セル２０２およびノード２０６は、ホット
スポットエリアの内側に位置する一方、ノード／セル２０４は、ホットスポットエリアに
隣接して位置する。
【００３８】
　図３に示されるように、ノード／セル２０２は、搬送波ｆ１上のリソースを配分するた
めの制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）命令２１２をＵＡ２０８に伝送してもよい。そ
の場合、ノード／セル２０２および２０４は両方とも、ＣｏＭＰスキームを使用して、搬
送波ｆ１上のＵＡ２０８への伝送２１４を協調してもよい。伝送は、ＵＡ２０８のための
搬送波ｆ１のＳＩＮＲを改善するように、同じであってもよく、またはＵＡ２０８のデー
タレートを向上させるように、異なるデータを含んでもよい。
【００３９】
　また、図３に示されるように、ノード／セル２０４もまた、搬送波ｆ３上のリソースを
配分するための制御チャネル命令２１６をＵＡ２１０に伝送する。しかしながら、この場



(14) JP 2013-502096 A 2013.1.17

10

20

30

40

50

合、サービングノード／セルである、ノード／セル２０４は、搬送波ｆ３を使用して、Ｕ
Ａ２１０と通信不可能である。代わりに、両方とも搬送波ｆ３を使用可能な、ノード／セ
ル２０２および２０６は、搬送波ｆ３を使用して、信号２１８をＵＡ２１０に伝送する。
【００４０】
　ノード／セル２０４が、物理的に伝送または受信せず、他のネットワークノードまたは
セルによって提供されなければならない、リソース（例えば、搬送波ｆ３）を割り当てる
ことを選択し得る、いくつかの理由が存在する。この場合、ノード／セル２０４からＵＡ
２１０への信号が、他のノード／セルに対するものより強いため、ノード／セル２０４が
、ＵＡ２１０のためのサービングノード／セルの責任を割り当てられていると仮定する。
サービングノード／セルとして、ノード／セル２０４が、別のネットワークノードまたは
セルによって提供される、リソースまたは搬送波を割り当て得る、いくつかの理由が存在
する。ＵＡ２１０は、セルエッジまたはそれに近接して位置してもよい。したがって、ノ
ード／セル２０２および２０６からの搬送波ｆ３上でのＣｏＭＰ伝送は、強力な複合信号
をＵＡ２１０に提供してもよい。代替として、搬送波ｆ３が、ノード／セル２０４および
２０６によってではなく、ノード／セル２０２によってのみ伝送される場合、搬送波ｆ３
上でＵＡ２１０によって経験される干渉は、非常に低くくなり得る。したがって、搬送波
ｆ３は、ＵＡ２１０において、非常に高い受信ＳＩＮＲを提供してもよい。その場合、サ
ービングノード／セルである、ノード／セル２０４は、サービスが、別の協力ノード／セ
ルによって提供されなければならず、ＣｏＭＰを実装することによってのみ提供可能であ
る場合でも、搬送波ｆ３を介して提供されるべサービスにとって、好ましいことが見出さ
れ得る。また、ノード／セル２０４は、搬送波ｆ３上のリソースを配分し、ノード／セル
２０４において、搬送波ｆ１およびｆ２上のいかなる混雑も解放するように選択してもよ
い。同様に、ノード／セル２０４は、搬送波ｆ１および／またはｆ２上でＵＡ２１０に既
に伝送していてもよく、搬送波ｆ１またはｆ２を使用して、搬送波ｆ３上の付加的ＰＤＳ
ＣＨリソースをＵＡ２１０に配分するように、ＵＡ２１０にＰＤＣＣＨ命令を伝送可能で
ある。最後に、ノード／セル２０２および２０６は、ＰＤＣＣＨ伝送能力を有しない、２
つのＲＮであってもよい。その場合、ノード／セル２０４は、ノード／セル２０４の物理
搬送波および／または仮想搬送波上のＲＮのＰＤＳＣＨを割り当てるように、ＵＡ２１０
にＰＤＣＣＨ命令を伝送してもよい。
【００４１】
　したがって、仮想搬送波の概念は、信号が、ノード／セル自体によって、その搬送波上
で伝送されない場合でも、ＣｏＭＰにおけるネットワークノードまたはセルによって、構
成要素搬送波をアドバタイジング、アクティブ化、および配分可能にする。
【００４２】
　一実装では、制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）は、サービングノード／セルの物理
搬送波上で、サービングノード／セルによって、ＵＡに伝送される。図３に示される構成
では、例えば、搬送波ｆ３上のリソースを配分する、ノード／セル２０４によって、ＵＡ
２１０に伝送された制御チャネルは、搬送波ｆ１またはｆ２を使用して、伝送されてもよ
い。しかしながら、別の実装では、制御チャネルは、サービングノード／セルと関連付け
られた仮想搬送波上でＵＡに伝送される。図３に示される実施例では、制御チャネルメッ
セージ２１６は、搬送波ｆ３上のリソースをＵＡ２１０に配分し、ノード／セル２０２お
よび／またはノード／セル２０６から発生してもよい。構成要素搬送波のための制御チャ
ネルが、トラフィックと同一搬送波を使用して伝送されなければらならない場合、制御チ
ャネルメッセージは、サービングノード／セル以外のノード／セルから発生することが要
求されてもよい。その場合、図３では、搬送波ｆ３上のリソースの配分は、ノード／セル
２０４によってではなく、ノード／セル２０２および／またはノード／セル２０６によっ
て行われてもよい。代替として、ある場合には、固有のノード／セルのみ、サービングノ
ード／セルの仮想搬送波上のＣｏＭＰ動作をサポートする、いくつかのノード／セルから
制御チャネルを伝送可能にしてもよい。
【００４３】
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　トラフィックチャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ）および／または制御チャネル（例えば、
ＰＤＣＣＨ）が、１つ以上の非サービングノード／セルによって伝送される場合でも、ト
ラフィックチャネルおよび／または制御チャネルは、サービングノード／セルのセルＩＤ
に対応するフォーマットを使用して、例えば、サービングｅＮＢ、ＲＮ、あるいはセル固
有のインターリービングまたはスクランブリング等を使用して、伝送されてもよい。ＵＡ
の観点から、ＵＡは、ＵＡのサービングｅＮＢ／ＲＮ、またはセルのためにフォーマット
された伝送を受信するように、その受信機を構成することのみ必要としてもよい。代替と
して、トラフィックチャネルおよび／または制御チャネルは、そのサービングｅＮＢ／Ｒ
Ｎまたはセルに以前に提供されたＣｏＭＰ固有のセルＩＤに対応するフォーマットを使用
して、伝送されてもよい。
【００４４】
　本システムは、誤受信したトラフィックパケットを補償するために、トラフィックデー
タパケットを再伝送するためのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）スキームを実装す
るように構成されてもよい。ＨＡＲＱスキームは、ＬＴＥシステムでは、アップリンクお
よびダウンリンク伝送の両方において使用されてもよい。例えば、ダウンリンク伝送を検
討する。ＵＡによって受信された各ダウンリンクパケットに対して、ＵＡによって行われ
た巡回冗長検査（ＣＲＣ）が、正常デコーティングを示した後、確認応答（ＡＣＫ）が、
ＵＡからネットワークノードに、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で伝送
されてもよい。ＣＲＣ検査の結果が、パケットが正確に受信されていないことを示す場合
、ＵＡ　ＨＡＲＱエンティティは、ＰＵＣＣＨ上で否定応答（ＮＡＣＫ）を伝送し、誤受
信したパケットの再伝送を要求する。ＨＡＲＱ　ＮＡＣＫが、ネットワークノードに伝送
されると、ＵＡは、再伝送されたトラフィックデータパケットの受信を待機する。ＨＡＲ
Ｑ　ＮＡＣＫが、ネットワークノードで受信されると、ネットワークノードは、トラフィ
ックデータパケットをＵＡに再伝送する。伝送、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、および再伝送の本プ
ロセスは、パケットが正確に受信されるまで、または最大数の再伝送に到達するまで、継
続する。
【００４５】
　本システムでは、ＵＡは、サービングノード／セルの仮想搬送波上でのＤＬ　ＰＤＳＣ
Ｈ伝送に応答して、ＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送してもよい。その場合、Ｕ
Ａは、ＰＤＳＣＨを元々配分する制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）が伝送された、Ｄ
Ｌ搬送波と対合されたＵＬ搬送波を使用して、ＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送
してもよい。例えば、図３を参照すると、搬送波ｆ３上でＵＡ２１０にＰＤＳＣＨを元々
配分した制御チャネル伝送２１６が、搬送波ｆ１を使用して伝送された場合、ＵＡ２１０
は、搬送波ｆ１と対合されるＵＬ搬送波上でＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送し
てもよい。ある場合には、ＤＬ搬送波ｆ１と対合されたＵＬ搬送波上でＵＡ２１０によっ
て伝送されたＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、そのサービングノード／セル（すな
わち、ノード／セル２０４）によってのみ受信される。別の実施形態では、ＤＬ搬送波ｆ
１と対合されたＵＬ搬送波上でＵＡ２１０によって伝送されたＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／
ＮＡＣＫは、ＤＬ搬送波ｆ１と対合されたＵＬ搬送波を有する、他の近隣ノード／セルに
加え、サービングノード／セル（すなわち、ノード／セル２０４）によって受信される。
【００４６】
　他の実装では、搬送波ｆ３上のＰＤＳＣＨリソースを配分した制御チャネル伝送２１６
が、ノード／セル２０２および／またはノード／セル２０６からＵＡ２１０に、搬送波ｆ
３を使用して伝送される場合、ＵＡ２１０は、搬送波ｆ３と対合されたＵＬ搬送波上でＵ
Ｌ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送してもよい。一実装では、搬送波ｆ３と対合され
たＵＬ搬送波上でＵＡ２１０によって伝送されたＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、
制御チャネルを伝送するノード／セル（例えば、図３におけるノード／セル２０２または
ノード／セル２０６）によってのみ受信される。別の実装では、ＤＬ搬送波ｆ３と都合さ
れたＵＬ搬送波上でＵＡ２１０によって伝送されたＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫは
、制御チャネルを伝送するノード／セル（すなわち、ノード／セル２０２またはノード／
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セル２０６）ならびにＤＬ搬送波ｆ３と都合されたＵＬ搬送波を有する、他の近隣ノード
／セルによって受信される。搬送波ｆ３が、対合されたＵＬ搬送波を有しない場合、アッ
プリンク制御チャネルおよびＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックのための可能性
のあるＵＬ搬送波ならびにリソースは、構成される必要があり得る。
【００４７】
　システムはまた、サービングノード／セルの仮想搬送波を使用して送信される、ＵＡか
らのＵＬ　ＰＵＳＣＨ伝送に応答して形成される、ＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝
送を実装するように構成されてもよい。一実装では、仮想搬送波上のＰＵＳＣＨリソース
を配分する、ＤＬ制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）は、サービングノード／セルによ
って伝送される。その場合、サービングノード／セルは、制御チャネル（例えば、ＰＤＣ
ＣＨ）が伝送された同一搬送波上で（例えば、ＤＬ物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（
ＰＨＩＣＨ）上で）ＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送してもよい。別の実装では
、サービングノード／セルならびに他の近隣ノード／セルは、同時に、ＰＵＳＣＨリソー
スを配分した制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）と同一搬送波上で（例えば、ＤＬ　Ｐ
ＨＩＣＨ上で）ＤＬ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫをＵＡに伝送する。さらに別の実装では、仮想搬
送波上のＰＵＳＣＨリソースを配分するＤＬ制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）が、物
理搬送波として構成される、対応するＵＬ搬送波を有する、非サービング近隣ノード／セ
ルによって伝送される場合、ＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＤＬ制御チャネルと
同一搬送波上で（例えば、ＤＬ　ＰＨＩＣＨ上で）近隣ノード／セルによって伝送されて
もよい。代替として、ＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、同時に、ＤＬ制御チャネル
と同一搬送波上で（例えば、ＤＬ　ＰＨＩＣＨ上で）、近隣ノード／セルならびにサービ
ングノード／セルおよび他の近隣ノード／セルによって、伝送されてもよい。
【００４８】
　本仮想搬送波は、ブロードキャストまたはマルチキャスト情報を含有する、搬送波のた
めに使用されてもよい。例えば、一実装では、特定の搬送波周波数は、ブロードキャスト
またはマルチキャストトラフィックを搬送するために使用されてもよい。所望の範囲を達
成するために、ネットワークノードまたはセルのサブセットのみ、ブロードキャスト搬送
波上で信号を伝送することが要求されてもよい。その場合、ネットワークノードまたはセ
ルのサブセットのそれぞれは、物理搬送波として、搬送波を構成する一方、残りのネット
ワークノードまたはセルは、仮想搬送波として、搬送波を構成してもよい。物理的構成さ
れた搬送波を有しない、ネットワークノード／セルは、仮想搬送波上のブロードキャスト
またはマルチキャストリソースをノード／セルがサービングする特定のＵＡに割り当てて
もよい。
【００４９】
　搬送波集約をサポートするために、サービングネットワークノード／セルは、ＵＡが信
号受信を有効化すべき、一式のＤＬ構成要素搬送波をＵＡに割り当ててもよい。ＤＬ構成
要素搬送波のセットは、「アクティブ搬送波セット」と称されてもよい。ＵＡはまた、そ
れぞれ、割り当てられた論理搬送波インデックスにマッピングする、一式のＤＬまたはＵ
Ｌ構成要素搬送波が割り当てられてもよい。ＤＬまたはＵＬ搬送波の本セットは、「ＤＬ
またはＵＬ候補搬送波セット」と称されてもよい。一実装では、アクティブ搬送波セット
は、候補搬送波セットのサブセットである。サービングネットワークノード／セルはまた
、例えば、ブロードキャストまたはユニキャストＲＲＣ信号伝達を通して、候補搬送波の
それぞれの構成（例えば、帯域幅、搬送波周波数、物理セルＩＤ、チャネル構成等）を規
定するように、ＵＡに信号伝達してもよい。ＵＡに割り当てられるされる候補搬送波セッ
トは、サービングノード／セルの物理搬送波および／または仮想搬送波を含んでもよい。
同様に、信号受信を有効化するために、ＵＡに割り当てられるアクティブ搬送波セットは
、サービングノード／セルの物理搬送波および／または仮想搬送波を含んでもよい。ＵＡ
のアクティブ搬送波セット内の搬送波のうちの１つ以上は、指定された搬送波として割り
当てられてもよい。指定された搬送波は、ＵＡが制御チャネル（例えば、ＰＤＣＣＨ）を
監視する、搬送波であることが可能である。指定された搬送波はまた、ＤＲＸパラメータ
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の完全セットが、ＵＡのために構成される、搬送波であることが可能である。加えて、指
定された搬送波は、ＵＡが、同期を行い、システム情報ブロードキャスト、ページング等
を受信する、搬送波であることが可能である。指定された搬送波はまた、例えば、ＲＲＣ
接続、セキュリティキー関連付け等、ＵＡのプロトコル関連付けが、定義される、搬送波
であることが可能である。一実装では、指定された搬送波は、アンカ搬送波であってもよ
い。その場合、指定された搬送波またはアンカ搬送波は、サービングノード／セルの物理
搬送波である。代替として、指定された搬送波またはアンカ搬送波は、サービングノード
／セルの仮想搬送波であることが可能である。
【００５０】
　ＵＡのアクティブ搬送波セット内の搬送波のそれぞれに対して、異なるＣｏＭＰセット
（例えば、ＣｏＭＰ協力セット、ＣｏＭＰ伝送ポイント／セット、およびＣｏＭＰ測定セ
ット）が、定義される。特定の搬送波、例えば、搬送波ｆ１の場合、対応するＣｏＭＰ協
力セットは、搬送波ｆ１を使用して伝送する、ノード／セルを含む。対応するＣｏＭＰ伝
送ポイントは、搬送波ｆ１上で伝送する、ノード／セルを含む。同様に、対応するＣｏＭ
Ｐ測定セットは、搬送波ｆ１上で伝送する、ノード／セルを含む。
【００５１】
　所与のサブフレームでは、サービングノード／セルは、制御信号伝達を使用して（例え
ば、ＰＤＣＣＨを使用して）、ノード／セルによってサービングする、ＵＡにＤＳＣＨリ
ソースを割り当ててもよい。割り当てられたリソースは、搬送波が、物理またはサービン
グノード／セルの仮想搬送波であるかどうかにかかわらず、アクティブ搬送波セット内の
任意の搬送波上にあってもよい。仮想搬送波上のリソースのスケジューリングは、サービ
ングノード／セルと、同様に、同一搬送波上でその独自のＵＡのためのスケジューリング
ＰＤＳＣＨ伝送である、他の近隣ノード／セルとの間で協調可能である。
【００５２】
　ノード／セルの仮想または物理搬送波上のＣｏＭＰまたは非ＣｏＭＰ伝送は、時分割多
重（ＴＤＭ）および／または周波数分割多重（ＦＤＭ）方式で多重化されてもよい。ＴＤ
Ｍの場合、異なるサブフレームは、ＣｏＭＰおよび非ＣｏＭＰ伝送のために使用可能であ
る。ＦＤＭの場合、サブフレーム内の異なるリソースブロック（ＲＢ）は、ＣｏＭＰおよ
び非ＣｏＭＰ伝送のために使用可能である。
【００５３】
　物理搬送波または仮想搬送波上のＰＤＳＣＨ伝送は、サービングｅＮＢ、サービングＲ
Ｎ、またはサービングセルのセルＩＤによって、あるいはその搬送波上で伝送する、ｅＮ
Ｂ、またはＲＮ、またはセルのうちの１つのセルＩＤによって、もしくはＣｏＭＰ固有の
セルＩＤによって、スクランブリング可能である。同様に、サブフレーム、またはＣｏＭ
Ｐリソース領域（例えば、一式のＲＢ）、あるいはサブフレーム内でＵＡに割り当てられ
たＰＤＳＣＨリソースにおける復調基準信号（ＤＭＲＳ）場所および／またはシーケンス
もまた、セルＩＤに対応してもよい。ＵＡは、対応するセルＩＤがＵＡに提供される限り
、ＰＤＳＣＨ伝送に関与するｅＮＢ、またはＲＮ、あるいはセルに通知される必要はない
。チャネル状態情報ＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳ）の場合、ＵＡが、ＣｏＭＰ伝送に関与する異な
るノード／セルからＵＡへのＤＬチャネルを測定可能となるように、搬送波上で異なるノ
ード／セルによって伝送されたＣＳＩ－ＲＳは、異なる場所および／またはシーケンスを
使用してもよい。ある場合には、ＣＳＩ－ＲＳは、その仮想搬送波上ではなく、その物理
搬送波上のノード／セルによってのみ伝送されてもよい。
【００５４】
　サービングノード／セルはまた、搬送波がサービングノード／セルの物理搬送波または
仮想搬送波であるかどうかにかかわらず、ＵＡのアクティブ搬送波セットおよび候補搬送
波セット内の搬送波のためのＤＲＸパラメータを構成してもよい。
【００５５】
　ネットワークの観点から、いくつかの近隣ノード／セルは、ＣｏＭＰ協力セットおよび
ＣｏＭＰ伝送ポイント／セットを形成する。ＣｏＭＰ伝送ポイント／セットは、対応する
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ＣｏＭＰ協力セットのサブセットであってもよい。同一ＣｏＭＰ協力セットは、１つ以上
のＵＡに適用可能である。同様に、同一ＣｏＭＰ伝送ポイント／セットは、１つ以上のＵ
Ａに適用可能である。同一ノード／セルは、１つ以上のＣｏＭＰ協力セットおよび１つ以
上のＣｏＭＰ伝送ポイント／セットに属してもよい。異なるＣｏＭＰ協力セットは、同一
構成員を有しなくてもよい。同様に、異なるＣｏＭＰ伝送ポイント／セットは、同一構成
員を有しなくてもよい。
【００５６】
　各ＣｏＭＰ協力セットに対して、ＣｏＭＰ協力セットと関連付けられたＵＡへのＣｏＭ
Ｐ伝送のために使用され得る、全ＣｏＭＰ協力セットの構成員の全物理搬送波の集合であ
る、関連付けられた搬送波リストＣＣｏＭＰが存在してもよい。搬送波リストは、ＣｏＭ
Ｐ伝送のために使用可能な搬送波を表す。リスト内の物理搬送波のいくつかは、協力セッ
トの構成員のいくつかと関連付けられた仮想搬送波であってもよい。一実装では、ＣｏＭ
Ｐ協力セットは、１つ以上の関連付けられたＵＡに対応する各リストを伴う、多数の異な
る搬送波リストを有してもよい。ＵＡは、ＵＡのＣｏＭＰ協力セットの搬送波リスト内の
各搬送波の構成（例えば、帯域幅、搬送波周波数、物理セルＩＤ、チャネル構成等）を通
知されてもよい（例えば、サービングノード／セルからのＲＲＣ信号伝達を通して）。
【００５７】
　ＵＡのために定義されるＣｏＭＰ測定セットは、ＵＡが属する、ＣｏＭＰ協力セットの
サブセットであってもよい。ＵＡは、ＣｏＭＰ測定セットの構成員および各構成員の対応
する物理搬送波を通知されてもよい（例えば、サービングノード／セルからのＲＲＣ信号
伝達を通して）。構成員および物理搬送波情報を受信後、ＵＡは、ＤＬチャネル条件を測
定または報告してもよい。測定が行われ得る、物理搬送波のセットは、ＣｏＭＰ協力セッ
トと関連付けられた搬送波リストのサブセットであることが可能である。
【００５８】
　ＵＡは、ＵＡのアクティブ搬送波セット内の搬送波に対応する各ＣｏＭＰ測定セットを
伴う、多重ＣｏＭＰ測定セットが割り当てられてもよい。アクティブ搬送波セット内の搬
送波のそれぞれに対して、ＵＡは、対応するＣｏＭＰ測定セット内のノード／セルからＤ
Ｌチャネルを測定してもよい。チャネル測定は、対応する搬送波上のＣｏＭＰ測定セット
内のノード／セルによって伝送される、ＣＳＩ－ＲＳに関して行われてもよい。
【００５９】
　最も好適なＣｏＭＰセットをＵＡに割り当てるために、ＵＡは、継続的に、近隣ノード
／セルからの信号強度を監視し、サービングノード／セルに測定報告を提供する必要があ
ってもよい。サービングノード／セルは、ＵＡのアクティブ搬送波セットおよび／または
候補搬送波セット内の搬送波の一部あるいは全部上のあるノード／セルからの信号強度を
監視するように、ＵＡに命令可能である。特定の搬送波のためのＵＡの監視セット内の構
成員ノード／セルは、その搬送波上のＵＡのＣｏＭＰ測定セット内の構成員ノード／セル
でなくてもよい。
【００６０】
　監視セットは、アクティブ搬送波セット内の搬送波のために定義されてもよい。アクテ
ィブ搬送波セット内ではなく、候補搬送波セット内の搬送波の場合、監視セットはまた、
ＵＡが、その搬送波上の監視セット内のノード／セルからの信号強度を監視するように、
定義されてもよい。監視セットが定義される搬送波が、ＵＡのアクティブ搬送波セット内
にない場合、ＵＡは、信号強度測定間隔の間、その搬送波上での信号受信を有効化しても
よい。間隔は、サービングノード／セルによって構成可能である。ＵＡは、監視セット内
のノード／セルの測定された信号強度をサービングノード／セルに報告する。報告された
測定に基づいて、サービングノード／セルは、１つまたは多重搬送波上のＵＡのための適
切なＣｏＭＰセットを決定可能である。サービングノード／セルはまた、ＵＡの候補搬送
波セットおよびアクティブ搬送波セットを更新してもよい。一実装では、前述の監視セッ
トもまた、ハンドオーバ動作のために使用される、ＲＲＭ測定セットである。
【００６１】
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　本システムはさらに、ネットワークノードまたはセルによる、仮想リソース割当のため
に一般化されてもよい。ノード／セルの仮想リソースは、そのノード／セルの搬送波周波
数、リソースブロック（ＲＢ）インデックス、およびセルＩＤ（または、スクランブリン
グ、インターリービング等のセルＩＤ固有の伝送フォーマット）によって定義されるが、
それらに限定されない、別のノード／セルのリソース（ＤＬまたはＵＬ）である。ＵＡの
サービングノード／セルは、ＤＬおよび／またはＵＬ仮想リソースの割当をＵＡに信号伝
達してもよい。仮想リソースインデックスまたは指標は、搬送波インデックス、ＲＢイン
デックス、およびノード／セルＩＤの特定の組み合わせを一意的に識別するように定義可
能である。
【００６２】
　仮想リソースは、サービングノード／セルの仮想搬送波または物理搬送波上に定義可能
である。一実装では、仮想リソースが、サービングノード／セルの物理搬送波上に定義さ
れる場合、サービングノード／セルはまた、仮想リソースに割り当てられるされる別のＵ
Ａ割り当てられた仮想リソースと同一物理時間－周波数リソース（例えば、ＲＢ）上のＵ
Ａに伝送可能である。ある場合には、別のノード／セルの仮想リソースを割り当てるサー
ビングノード／セルは、サービングノード／セルが、同一物理リソース（例えば、ＲＢ）
上のその独自のＵＡにサービスするのを妨害しないであろう。
【００６３】
　ネットワーク負荷に応じて、異なる日時において、仮想搬送波の使用を再構成すること
が望ましいであろう。図３を参照して前述のように、仮想搬送波は、ホットスポットエリ
ア内のトラフィック負荷を補助するために使用されてもよい。しかしながら、ある場合に
は、ホットスポットは、ある日時の間のみ、無線リソースに対して、高需要を呈し得る。
例えば、平日、多くの労働者が存在する、ビジネスエリアは、平日は、高トラフィック需
要を有し得るが、夜間、夜中、および週末は、軽トラフィック負荷を有し得る。
【００６４】
　図４は、経時的に変動する、トラフィック負荷を管理するために、ＣｏＭＰを実装する
ためのネットワーク２５０の例証である。ノード／セル２５２は、前述のように、ビジネ
スホットスポットエリアをサービングする。近隣ノード／セル（２５４、２５６、および
２５８）は、平日、リソースに対する需要がより低いが、夜間および週末により高い需要
が予想される、より住宅的エリア（例えば、アパート建造物）をサービングする。図４に
よって例証される、例示的ネットワークは、ｅＮＢに適用され得るが、システムはまた、
ｅＮＢ、ＲＮ、セル、および／または他の種類のネットワークノードの組み合わせにも適
用されてもよい。
【００６５】
　図４に示されるように、各例示的ノード／セルは、２つの物理搬送波上でのみ伝送する
が、物理搬送波の異なる組み合わせが、ネットワーク内で伝送される。したがって、図４
のネットワークは、２つの搬送波周波数上で伝送するようにのみ装備される、ネットワー
クノードまたはセルを使用して実装されてもよく、したがって、より多くの搬送波をサポ
ートする他のネットワークノードまたはセルより、安価、コンパクト、かつ低電力消費で
ある。加えて、異なるノード／セルにおける異なる搬送波周波数の使用は、特に、セルの
エッジのＵＡに対して、ノード／セル間干渉を低減させ得る。
【００６６】
　変動搬送波周波数割当によって、平日、ノード／セル２５４、２５６、および２５８は
、ノード／セル２５２によって、搬送波ｆ３を仮想搬送波として使用可能にすることによ
って、中心ホットスポットノード／セル２５２内の総スループットを改善するのを補助し
てもよい。その場合、ノード／セル２５２は、近隣ノード／セルの特定のセットを選択し
、近隣ノードまたはセルと相対的に、ＵＡの場所に応じて、固有のＵＡへの伝送を行う。
【００６７】
　同様に、非ホットスポット時間（例えば、夜間および週末）の間、ノード／セル２５２
から伝送される搬送波ｆ２は、近隣ノードまたはセル（ノード／セル２５４、２５６、お
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よび２５８）によって、仮想搬送波として使用されてもよい。
【００６８】
　仮想搬送波再構成は、近隣ノード／セルによって提供される仮想搬送波のアドバタイジ
ングを中断する、および／または動作を段階的に停止する、あるノード／セルによって、
自動的に、ネットワーク２５０内で生じてもよい。同様に、いくつかのノード／セルはま
た、適切な時間において、仮想搬送波のアドバタイジングを開始する場合がある。仮想搬
送波はまた、ネットワークが既存または予期されるローディング条件に反応するのに伴っ
て、動的に構成される、または無効化されてもよい。仮想搬送波再構成および共有に関与
するノード／セルの群は、仮想搬送波および／または物理搬送波が、動作を開始または中
断すべき時を決定するように、その間で協調してもよい。
【００６９】
　他の実装では、２つ以上の搬送波を伝送する、任意のノード／セルは、需要負荷が十分
に低い場合、ある日時において、ノード／セルの搬送波の一部を物理的に遮断して得る。
例えば、マルチ搬送波基地局は、低レベルのトラフィックに対処するために、夜間、１つ
の搬送波のみ維持する必要がある一方、残りの物理搬送波は、総電力消費を低減させるた
めに遮断される場合がある。
【００７０】
　仮想セルは、異なるノード／セルによって生成され、仮想搬送波は、ＵＬおよびＤＬ伝
送のために使用されてもよい。例えば、ＵＡは、ＵＬ上で、ＵＡのサービングノード／セ
ルに伝送してもよく、サービングノード／セルは、サービングノード／セルのための仮想
搬送波である、協力ノード／セルの搬送波上で、ＤＬ伝送のためにＵＡをスケジューリン
グしてもよい。
【００７１】
　一例示的実装では、協力ノード／セルは、ＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨの両方をＵＡに
送信し、搬送波全体が、ＣｏＭＰ　ＵＡのための専用搬送波である。ＰＤＣＣＨ制御チャ
ネル要素（ＣＣＥ）のためのインターリービングならびにＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨの
スクランブリングは、ＣｏＭＰ仮想セルＩＤを使用してもよい。別の実装では、ＰＤＣＣ
Ｈ　ＣＣＥのためのインターリービングならびにＰＤＣＣＨおよびＰＤＳＣＨのスクラン
ブリングは、協力ノード／セルのセルＩＤを使用可能である。その場合、協力ノード／セ
ルによって伝送されたＤＬ搬送波は、協力セット内のノード／セルによってサービングさ
れたＣｏＭＰ　ＵＡならびに協力ノード／セルによってサービングされた非ＣｏＭＰ　Ｕ
Ａの両方のために使用可能である。本例は、ＵＡのサービングノード／セルＤＬ搬送波が
、過負荷となる場合、またはＵＡの好ましいＤＬノード／セル（例えば、ＵＡで受信した
最強ＤＬ信号を伴う、ノード／セル）が、好ましいＵＬノード／セル（例えば、ＵＡから
受信した最強ＵＬ信号を伴う、ノード／セル）である、ＵＡのサービングノード／セルと
異なる場合、有用となり得る。後者のシナリオは、ＵＬ上で、ＲＮが、ＵＡからの最強信
号受信を有する一方、ＤＬで、ＵＡが、ｅＮＢから最強信号を受信する、ＵＡとｅＮＢま
たはＲＮとの間のＵＬおよびＤＬ信号強度が不均衡である場合、中継配備において生じる
可能性がある。これは、ＲＮが、典型的には、ｅＮＢより低いＤＬ伝送電力を有するため
である。この場合、ＲＮとＵＡとの間の経路損失が、ＲＮとｅＮＢとの間の経路損失と比
較して小さいため、ＲＮは、ＵＡのサービングノード／セルであってもよい。本実施例は
、図５に例証される。
【００７２】
　図５は、ネットワークノード／セル２６４および２６６によってサービングされる仮想
セル２６２内に位置する、ＵＡ２６０の例証であって、サービングノード／セルは、ＵＡ
からＵＬ伝送を受信し、サービングノード／セルのための仮想搬送波である、協力ノード
／セルの搬送波上のＤＬ伝送をスケジューリングする。図５では、ＵＡ２６０のためのサ
ービングノード／セルは、ノード／セル２６４である一方、協力ノード／セルは、ノード
／セル２６６である。ＵＡ２６０は、協力ノード／セル２６６からＤＬ制御伝送２６８を
受信する。ＵＡ２６０はまた、データ伝送を受信するるために、協力ノード／セル２６６
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とＤＬ搬送波を確立する。しかしながら、ＵＬ搬送波は、ＵＡ２６０によって、サービン
グノード／セル２６４上で確立される。示されるように、ＵＡ２６０は、伝送２７２によ
って例証されるように、データをノード／セル２６４に伝送する。別の実施形態では、Ｕ
Ａはまた、そのサービングノード／セルと確立される、ＵＬ伝送に加え、協力ノード／セ
ルの物理搬送波上の協力ノード／セルへのＵＬ伝送を確立してもよい。協力ノード／セル
へのＵＬ伝送は、協力ノード／セルからのＤＬ伝送に応答して、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ等のＵＬ制御チャネル伝送（例えば、ＰＵＣＣＨ）を含んでもよい。協力ノード／セ
ルへのＵＬ伝送はまた、協力ノード／セルとＵＡとの間のＤＬチャネル条件（例えば、チ
ャネル品質インジケータ、チャネル状態情報、プリコーディングマトリクスインジケータ
等）を含む、フィードバック情報から成ってもよい。この場合、サービングノード／セル
へのＵＬ伝送は、ＵＬトラフィックデータ（例えば、ＰＵＳＣＨ）のみから成ってもよい
。さらに別の実施形態では、ＵＡは、サービングノード／セルへのＵＬデータ伝送に応答
して、サービングノード／セルのＤＬ搬送波上で伝送されたＤＬ制御チャネル（例えば、
ＰＨＩＣＨ）上のサービングノード／セルからＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＫ伝送を受
信してもよい。
【００７３】
　同様に、ＵＡのサービングノード／セルが、過負荷ＵＬ搬送波を有し、近隣協力ノード
／セルが、付加的搬送波を有する場合、サービングノード／セルは、協力ノード／セルの
付加的搬送波上のＵＡのＵＬデータをスケジューリングしてもよい。協力ノード／セルの
付加的搬送波は、サービングノード／セルの仮想搬送波であってもよい。サービングノー
ド／セルが、協力ノード／セルの搬送波上のＵＡのＵＬデータをスケジューリングし得る
、他のシナリオが存在する可能性がある。あるシナリオでは、ＵＡは、近隣協力ノード／
セルの範囲内に位置してもよい。加えて、協力ノード／セルに構成されるＵＬ搬送波上の
干渉または熱干渉（ＩｏＴ）は、近隣ノード／セルが同一搬送波を構成しない場合、非常
に小さくなり得る。したがって、協力ノード／セルにおけるＵＡのＵＬ信号受信は、サー
ビングノード／セルより協力ノード／セルから物理的に離れて位置し得る場合でも、依然
として、容認可能となり得る、または非常に良好となる可能性がある。別のシナリオでは
、ＵＡの好ましいＤＬノード／セルおよびサービングノード／セル（例えば、ＵＡで受信
した最強ＤＬ信号を伴う、ノード／セル）は、ＵＡの好ましいＵＬノード／セル（例えば
、ＵＡから受信した最強ＵＬ信号をと伴う、ノード／セル）と異なる。本シナリオは、Ｕ
Ｌで、ＲＮが、ＵＡからの最強信号受信を有する一方、ＤＬで、ＵＡが、ｅＮＢからの最
強信号を受信する、ＵＡとｅＮＢ／ＲＮとの間のＵＬおよびＤＬ信号強度が不均衡である
場合の中継配備において生じる可能性がある。これは、ＲＮが、典型的には、ｅＮＢより
低いＤＬ伝送電力を有するためにであり得る。この場合、ｅＮＢは、ＲＮが、ＵＡのため
のサービングセルを構成する、その独自の一意のセルＩＤおよび他の必要機能を有し得な
いため、ＵＡのサービングノード／セルであってもよい。その場合、ＵＡのＤＬ制御命令
は、依然として、サービングノード／セルの搬送波上で送信されてもよい。図６は、ネッ
トワークノード／セル２８４および２８６によってサービングされる、仮想セル２８２内
に位置する、ＵＡ２８０の例証であって、ＤＬデータは、サービングノード／セルによっ
て送信され、ＵＬデータは、協力ノード／セルによって受信される。図６では、ＵＡ２８
０のためのサービングノード／セルは、ノード／セル２８４である一方、協力ノード／セ
ルは、ノード／セル２８６である。ＵＡ２８０は、サービングノード／セル２８４からＤ
Ｌ制御伝送２９０およびＤＬデータ２９２を受信する。ＵＡ２８０はまた、データ伝送２
８８を送信するために、協力ノード／セル２８６とＵＬ搬送波を確立する。
【００７４】
　図６に示されるように、協力ノード／セル２８６のＵＬ搬送波は、ＣｏＭＰ　ＵＡおよ
び非ＣｏＭＰ　ＵＡの両方に対応可能である。ノード／セル２８４によってサービングさ
れるＣｏＭＰ　ＵＡは、サービングノード／セル２８４によって、ＵＬ搬送波上のＵＬデ
ータ伝送がスケジューリングされる。ノード／セル２８６はまた、要素２９６によって示
されるように、ＵＬ搬送波の同一および／または残りのＵＬリソース上のその独自のＵＡ
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（例えば、ＵＡ２９４）をスケジューリング可能である。ＣｏＭＰ　ＵＡは、ＰＵＳＣＨ
をスクランブリングするために、協力ノード／セルのセルＩＤを使用する。一実施形態で
は、ＵＡ２８０は、図６に示されるように、そのサービングノード／セル２８４に属する
、搬送波上でＰＵＣＣＨを送信してもよい（例えば、伝送２９０）。ＰＵＣＣＨ伝送は、
サービングノード／セルからのＤＬデータ伝送に応答する、ＵＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／Ｎ
ＡＫから成ってもよい。さらに別の実装では、ＵＡは、協力ノード／セルへのＵＬデータ
伝送に応答して、協力ノード／セルのＤＬ搬送波上で伝送される、ＤＬ制御チャネル（例
えば、ＰＨＩＣＨ）上の協力ノード／セルからＤＬ　ＨＡＲＱ－ＡＣＫ／ＮＡＫ伝送を受
信してもよい。
【００７５】
　図７は、ＵＡ１０のある実施形態を含む、無線通信シスムを例証する。ＵＡ１０は、本
開示の側面を実装するために動作可能であるが、本開示は、これらの実装に限定されるべ
きではない。携帯電話として図示されているが、ＵＡ１０は、無線ハンドセット、ポケッ
トベル、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯用コンピュータ、タブレットコンピュータ、ラッ
プトップコンピュータを含む、種々の形態を成してもよい。多くの好適なデバイスは、こ
れらの機能のうちのいくつかはまた全てを組み合わせる。本開示のいくつかの実施形態で
は、ＵＡ１０は、携帯用、ラップトップ、またはタブレットコンピュータのような汎用コ
ンピュータデバイスではなく、むしろ、携帯電話、無線ハンドセット、ポケットベル、Ｐ
ＤＡ、または車両内に搭載される電気通信デバイス等の特殊用途通信デバイスである。ま
た、ＵＡ１０は、デスクトップコンピュータ、セットトップボックス、またはネットワー
クノード等、類似能力を有するが運搬可能ではないデバイスであってもよく、デバイスを
含んでもよく、あるいはデバイス内に含められてもよい。ＵＡ１０は、ゲーム、在庫管理
、ジョブ制御、および／またはタスク管理機能等、特殊活動をサポートしてもよい。
【００７６】
　ＵＡ１０は、ディスプレイ７０２を含む。ＵＡ１０はまた、ユーザによる入力のために
、概して７０４と称される、タッチセンサ式表面、キーボード、または他の入力キーも含
む。キーボードは、ＱＷＥＲＴＹ、Ｄｖｏｒａｋ、ＡＺＥＲＴＹ、および逐次タイプ等の
完全または縮小英数字キーボード、または電話キーパッドと関連するアルファベット文字
を伴う従来の数字キーパッドであってもよい。入力キーは、さらなる入力機能を提供する
ように内向きに押下され得る、トラックホイール、終了またはエスケープキー、トラック
ボール、および他のナビゲーションまたは機能キーを含んでもよい。ＵＡ１０は、ユーザ
が選択するためのオプション、ユーザが作動させるための制御、および／またはユーザが
指図するためのカーソルあるいは他のインジケータを提示してもよい。
【００７７】
　ＵＡ１０はさらに、ダイヤルするための番号またはＵＡ１０の動作を構成するための種
々のパラメータ値を含む、ユーザからのデータ入力を受容してもよい。ＵＡ１０はさらに
、ユーザコマンドに応答して、１つ以上のソフトウェアまたはファームウェアアプリケー
ションを実行してもよい。これらのアプリケーションは、ユーザ対話に応答して、種々の
カスタマイズされた機能を果たすようにＵＡ１０を構成してもよい。加えて、ＵＡ１０は
、例えば、無線基地局、無線アクセスポイント、またはピアＵＡ１０から、無線でプログ
ラムおよび／または構成されてもよい。
【００７８】
　ＵＡ１０によって実行可能な種々のアプリケーションの中には、ディスプレイ７０２が
ウェブページを表示することを可能にするウェブブラウザがある。ウェブページは、無線
ネットワークアクセスノード、携帯電話の基地局、ピアＵＡ１０、または任意の他の無線
通信ネットワークあるいはシステム７００との無線通信を介して、取得されてもよい。ネ
ットワーク７００は、インターネット等の有線ネットワーク７０８に連結される。無線リ
ンクおよび有線ネットワークを介して、ＵＡ１０は、サーバ７１０等の種々のサーバ上の
情報へのアクセスを有する。サーバ７１０は、ディスプレイ７０２上に示され得る、コン
テンツを提供してもよい。代替として、ＵＡ１０は、中継式またはホップ型の接続におい
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て、中間体として作用する、ピアＵＡ１０を通して、ネットワーク７００にアクセスして
もよい。
【００７９】
　図８は、ＵＡ１０のブロック図を示す。ＵＡ１１０の種々の周知の構成要素が描写され
るが、ある実施形態では、列挙された構成要素および／または列挙されていない付加的構
成要素のサブセットが、ＵＡ１０内に含まれてもよい。ＵＡ１０は、デジタル信号プロセ
ッサ（ＤＳＰ）８０２と、メモリ８０４と、を含む。示されるように、ＵＡ１０はさらに
、アンテナおよびフロントエンドユニット８０６と、無線周波数（ＲＦ）送受信機８０８
と、アナログベースバンド処理ユニット８１０と、マイクロホン８１２と、イヤホンスピ
ーカ８１４と、ヘッドセットポート８１６と、入力／出力インターフェース８１８と、可
撤性メモリカード８２０と、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート８２２と、短距
離無線通信サブシステム８２４と、アラート８２６と、キーパッド８２８と、タッチセン
サ式表面を含んでもよい液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）８３０と、ＬＣＤコントローラ８３
２と、電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラ８３４と、カメラコントローラ８３６と、グローバ
ルポジショニングシステム（ＧＰＳ）センサ８３８と、を含んでもよい。ある実施形態で
は、ＵＡ１０は、タッチセンサ式画面を提供しない、別の種類のディスプレイを含んでも
よい。ある実施形態では、ＤＳＰ８０２は、入力／出力インターフェース８１８を通過せ
ずに、メモリ８０４と直接通信してもよい。
【００８０】
　ＤＳＰ８０２または何らかの他の形態のコントローラあるいは中央処理ユニットは、メ
モリ８０４に記憶された、またはＤＳＰ８０２自体内に含有されるメモリに記憶された、
組み込みソフトウェアまたはファームウェアに従って、ＵＡ１０の種々の構成要素を制御
するように動作する。組み込みソフトウェアまたはファームウェアに加えて、ＤＳＰ８０
２は、メモリ８０４に記憶された、または可撤性メモリカード８２０のような携帯用デー
タ記憶媒体等の情報搬送波媒体を介して、あるいは有線または無線ネットワーク通信を介
して利用可能となる、他のアプリケーションを実行してもよい。アプリケーションソフト
ウェアは、所望の機能性を提供するようにＤＳＰ８０２を構成する、コンパイルされた機
械可読命令のセットを備えてもよく、またはアプリケーションソフトウェアは、ＤＳＰ８
０２を間接的に構成するようにインタープリタまたはコンパイラによって処理される、高
次ソフトウェア命令であってもよい。
【００８１】
　アンテナおよびフロントエンドユニット８０６は、無線信号と電気信号との間で変換す
るように提供されてもよく、ＵＡ１０が、セルラーネットワークまたは何らかの他の利用
可能な無線通信ネットワークから、あるいはピアＵＡ１０から、情報を送受信することを
可能にする。ある実施形態では、アンテナおよびフロントエンドユニット８０６は、複数
のアンテナを含み、ビーム形成および／または多重入出力（ＭＩＭＯ）動作をサポートし
てもよい。当業者に周知であるように、ＭＩＭＯ動作は、困難なチャネル条件を克服する
、および／またはチャネルスループットを増加させるために使用することができる、空間
的多様性を提供してもよい。アンテナおよびフロントエンドユニット８０６は、アンテナ
同調および／またはインピーダンス整合構成要素、ＲＦ電力増幅器、および／または低雑
音増幅器を含んでもよい。
【００８２】
　ＲＦ送受信機８０８は、周波数偏移を提供し、受信したＲＦ信号をベースバンドに変換
し、ベースバンド伝送信号をＲＦに変換する。いくつかの説明では、無線送受信機または
ＲＦ送受信機は、変調／復調、符号化／復号化、インターリービング／デインタリービン
グ、拡散／逆拡散、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）／高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、周
期的接頭辞添付／除去、および他の信号処理機能等、他の信号処理機能性を含むと理解さ
れてもよい。明確にする目的で、ここでの説明は、ＲＦおよび／または無線段階から、こ
の信号処理の説明を分離し、その信号処理を、アナログベースバンド処理ユニット８１０
および／またはＤＳＰ８０２あるいは他の中央処理ユニットに概念的に配分する。いくつ
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かの実施形態では、ＲＦ送受信機８０８、アンテナおよびフロントエンド８０６の複数部
分、およびアナログベースバンド処理ユニット８１０が、１つ以上の処理ユニットおよび
／または特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）に組み入れられてもよい。
【００８３】
　アナログベースバンド処理ユニット８１０は、入力および出力の種々のアナログ処理、
例えば、マイクロホン８１２およびヘッドセット８１６からの入力と、イヤホン８１４お
よびヘッドセット８１６への出力のアナログ処理を提供してもよい。この目的のために、
アナログベースバンド処理ユニット８１０は、ＵＡ１０を携帯電話として使用可能にする
、内蔵マイクロホン８１２およびイヤホンスピーカ８１４に接続するためのポートを有し
てもよい。さらに、アナログベースバンド処理ユニット８１０は、ヘッドセットまたは他
のハンズフリーマイクロホンおよびスピーカ構成に接続するためのポートを含んでもよい
。アナログベースバンド処理ユニット８１０は、１つの信号方向にデジタル・アナログ変
換を、反対の信号方向にアナログ・デジタル変換を提供してもよい。いくつかの実施形態
では、アナログベースバンド処理ユニット８１０の機能性の少なくとも一部が、デジタル
処理構成要素によって、例えば、ＤＳＰ８０２によって、または他の中央処理ユニットに
よって提供されてもよい。
【００８４】
　ＤＳＰ８０２は、変調／復調、符号化／復号化、インターリービング／デインタリービ
ング、拡散／逆拡散、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）／高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、
周期的接頭辞添付／除去、および無線通信と関連する他の信号処理機能を行ってもよい。
ある実施形態では、例えば、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）技術用途において、送信
器機能のために、ＤＳＰ８０２は、変調、符号化、インターリービング、および拡散を行
ってもよく、受信機機能のために、ＤＳＰ８０２は、逆拡散、デインターリービング、復
号化、および復調を行ってもよい。別の実施形態では、例えば、直交周波数分割多重アク
セス（ＯＦＤＭＡ）技術用途において、送信器機能のために、ＤＳＰ８０２は、変調、符
号化、インターリービング、逆高速フーリエ変換、および周期的接頭辞添付を行ってもよ
く、受信機機能のために、ＤＳＰ８０２は、周期的接頭辞除去、高速フーリエ変換、デイ
ンターリービング、復号化、および復調を行ってもよい。他の無線技術用途では、さらに
他の信号処理機能、および信号処理機能の組み合わせが、ＤＳＰ８０２によって行われて
もよい。
【００８５】
　ＤＳＰ８０２は、アナログベースバンド処理ユニット８１０を介して、無線ネットワー
クと通信してもよい。いくつかの実施形態では、通信は、インターネット接続を提供し、
ユーザがインターネット上のコンテンツへのアクセスを獲得すること、および電子メール
またはテキストメッセージを送受信することを可能にしてもよい。入力／出力インターフ
ェース８１８は、ＤＳＰ８０２ならびに種々のメモリおよびインターフェースを相互接続
する。メモリ８０４および可撤性メモリカード８２０は、ＤＳＰ８０２の動作を構成する
ためのソフトウェアおよびデータを提供してもよい。とりわけ、インターフェースは、Ｕ
ＳＢインターフェース８２２および短距離無線通信サブシステム８２４であってもよい。
ＵＳＢインターフェース８２２は、ＵＡ１０を充電するために使用されてもよく、また、
ＵＡ１０をパーソナルコンピュータまたは他のコンピュータシステムと情報を交換するた
めの周辺デバイスとして機能させてもよい。短距離無線通信サブシステム８２４は、赤外
線ポート、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）インターフェース、ＩＥＥＥ　８０２．１１
準拠無線インターフェース、またはＵＡ１０が他の近くのモバイルデバイスおよび／また
は無線基地局と無線通信することを可能にし得る、任意の他の短距離無線通信サブシステ
ムを含んでもよい。
【００８６】
　入力／出力インターフェース８１８はさらに、トリガされると、例えば、ベルを鳴らす
、メロディを再生する、または振動することによって、ＵＡ１０にユーザへ通知を提供さ
せる、アラート８２６にＤＳＰ８０２を接続してもよい。アラート８２６は、無音で振動
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することによって、または特定の発呼者に対して特定の事前に割り当てられたメロディを
再生することによって、着信電話、新しいテキストメッセージ、および予約のリマインダ
等の種々の事象のうちのいずれかをユーザに警告するための機構としての機能を果たして
もよい。
【００８７】
　キーパッド８２８は、インターフェース８１８を介してＤＳＰ８０２に連結し、ユーザ
が、選択を行う、情報を入力する、および別様にＵＡ１０に入力を提供するための１つの
機能を提供する。キーパッド８２８は、ＱＷＥＲＴＹ、Ｄｖｏｒａｋ、ＡＺＥＲＴＹ、お
よび逐次タイプ等の完全または縮小英数字キーボード、または電話キーパッドと関連する
アルファベット文字を伴う従来の数字キーパッドであってもよい。入力キーは、さらなる
入力機能を提供するように内向きに押下され得る、トラックホイール、終了またはエスケ
ープキー、トラックボール、および他のナビゲーションまたは機能キーを含んでもよい。
別の入力機構は、タッチスクリーン能力を含み、また、ユーザにテキストおよび／または
グラフィックを表示してもよい、ＬＣＤ８３０であってもよい。ＬＣＤコントローラ８３
２は、ＤＳＰ８０２をＬＣＤ８３０に連結する。
【００８８】
　ＣＣＤカメラ８３４は、装備された場合、ＵＡ１０がデジタル写真を撮ることを可能に
する。ＤＳＰ８０２は、カメラコントローラ８３６を介して、ＣＣＤカメラ８３４と通信
する。別の実施形態では、電荷結合素子カメラ以外の技術に従って動作するカメラが採用
されてもよい。ＧＰＳセンサ８３８は、グローバルポジショニングシステム信号を復号化
するようにＤＳＰ８０２に連結され、それによって、ＵＡ１０がその位置を決定すること
を可能にする。また、種々の他の周辺機器が、付加的な機能、例えば、ラジオおよびテレ
ビ受信を提供するように含まれてもよい。
【００８９】
　図９は、ＤＳＰ８０２によって実装され得る、ソフトウェア環境９０２を例証する。Ｄ
ＳＰ８０２は、ソフトウェアの残りが動作する、プラットフォームを提供する、オペレー
ティングシステムドライバ９０４を実行する。オペレーティングシステムドライバ９０４
は、ＵＡハードウェアのためのドライバに、アプリケーションソフトウェアにアクセス可
能な標準インターフェースを提供する。オペレーティングシステムドライバ９０４は、Ｕ
Ａ１０上で稼働するアプリケーション間の制御を転送する、アプリケーション管理サービ
ス（ＡＭＳ）９０６を含む。また、図９に示されるのは、ウェブブラウザアプリケーショ
ン９０８、メディアプレーヤアプリケーション９１０、およびＪａｖａ（登録商標）アプ
レット９１２である。ウェブブラウザアプリケーション９０８は、ＵＡ１０をウェブブラ
ウザとして動作するように構成し、ユーザに、フォームに情報を入力し、リンクを選択さ
せ、ウェブページを読み出し、閲覧可能にする。メディアプレーヤアプリケーション９１
０は、オーディオまたは視聴覚媒体を読み出し、再生するようにＵＡ１０を構成する。Ｊ
ａｖａ（登録商標）アプレット９１２は、ゲーム、ユーティリティ、および他の機能性を
提供するようにＵＡ１０を構成する。構成要素９１４は、本明細書で説明される機能性を
提供する場合がある。
【００９０】
　前述のＵＡ１０、基地局１２０、および他の構成要素は、前述の作用に関連する命令を
実行可能な処理構成要素を含む場合がある。図１０は、本明細書に開示される１つ以上の
実施形態を実装するために好適な処理構成要素１０１０を含む、システム１０００の実施
例を例証する。プロセッサ１０１０（中央処理ユニット（ＣＰＵまたはＤＳＰ）とも称さ
れ得る）に加え、システム１０００は、を含むネットワーク接続デバイス１０２０、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０３０、読取専用メモリ（ＲＯＭ）１０４０、二次記憶
装置１０５０、および入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１０６０を含む場合がある。ある場
合には、これらの構成要素のうちのいくつかは、存在しなくてもよく、あるいは相互また
は図示されない他の構成要素との種々の組み合わせにおいて、組み合わせられてもよい。
これらの構成要素は、単一物理エンティティまたは２つ以上の物理エンティティ内に位置
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する場合がある。プロセッサ１０１０によって行われるように本明細書に説明される任意
の作用は、プロセッサ１０１０単独によって、図面に図示される、または図示されない、
１つ以上の構成要素と併用して、プロセッサ１０１０によって、行われる場合がある。
【００９１】
　プロセッサ１０１０は、それがネットワーク接続デバイス１０２０、ＲＡＭ１０３０、
ＲＯＭ１０４０、または二次記憶装置１０５０（ハードディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク、または光ディスク等、種々のディスクベースのシステムを含む場合がある）
からアクセスする場合がある、命令、コード、コンピュータプログラム、またはスクリプ
トを実行する。１つのプロセッサ１０１０のみが示されているが、多数のプロセッサが存
在してもよい。したがって、命令は、プロセッサによって実行されるものとして論議され
てもよいが、命令は、同時に、順次、あるいは別様に１つまたは複数のプロセッサによっ
て実行されてもよい。プロセッサ１０１０は、１つ以上のＣＰＵチップとして実装されて
もよい。
【００９２】
　ネットワーク接続デバイス１０２０は、モデム、モデムバンク、イーサネット（登録商
標）デバイス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インターフェースデバイス、シリア
ルインターフェース、トークンリングデバイス、光ファイバ分散データインターフェース
（ＦＤＤＩ）デバイス、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）デバイス、符号分
割多重アクセス（ＣＤＭＡ）デバイス、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケー
ションズ（ＧＳＭ（登録商標））無線送受信機デバイス等の無線送受信機デバイス、マイ
クロ波アクセス用の世界的相互運用性（ＷｉＭＡＸ）デバイス、および／またはネットワ
ークに接続するための他の周知のデバイスの形態を成してもよい。これらのネットワーク
接続性デバイス１０２０によって、プロセッサ１０１０が情報を受信する場合があるか、
またはプロセッサ１０１０が情報を出力する場合がある、インターネット、あるいは１つ
以上の電気無線通信ネットワークまたは他のネットワークと、プロセッサ１０１０が通信
することを可能にしてもよい。
【００９３】
　ネットワーク接続デバイス１０２０はまた、無線周波数信号またはマイクロ波周波数信
号等の電磁波の形態で、データを無線で伝送および／または受信することが可能な１つ以
上の送受信機構成要素１０２５も含む場合がある。代替として、データは、導電体の表面
内または上、同軸ケーブル内、導波管内、光ファイバ等の光媒体内、あるいは他の媒体内
を伝播してもよい。送受信機構成要素１０２５は、別々の受信および送信ユニット、また
は単一の送受信機を含んでもよい。送受信機１０２５によって伝送または受信される情報
は、プロセッサ１０１０によって処理されたデータ、またはプロセッサ１０１０によって
実行される命令を含んでもよい。そのような情報は、例えば、コンピュータデータベース
バンド信号または搬送波波内に具現化される信号の形態において、ネットワークから受信
され、そこに出力されてもよい。データは、データを処理または生成するため、あるいは
データを伝送または受信するために望ましくてもよい、異なるシーケンスに従って順序ら
れてもよい。ベースバンド信号、搬送波に統合される信号、あるいは現在使用されている
、または今後開発される他の種類の信号は、伝送媒体と称されてもよく、当業者に周知の
いくつかの方法に従って生成されてもよい。
【００９４】
　ＲＡＭ１０３０は、揮発性データと、可能性として、プロセッサ１０１０によって実行
される命令と、を記憶するために使用される場合ある。ＲＯＭ１０４０は、典型的には、
二次記憶装置１０５０のメモリ容量より小さいメモリ容量を有する、不揮発性メモリデバ
イスである。ＲＯＭ１０４０は、命令と、可能性として、命令の実行の際に読み取られる
データと、を記憶するために使用される場合ある。ＲＡＭ１０３０およびＲＯＭ１０４０
の両方へのアクセスは、典型的には、二次記憶装置１０５０より速い。二次記憶装置１０
５０は、典型的には、１つ以上のディスクドライブまたはテープドライブから成り、ＲＡ
Ｍ１０３０が全ての作業用データを保持するのに十分大きくない場合、データの不揮発性
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記憶装置１０５０は、プログラムが実行用に選択される時、ＲＡＭ１０３０へロードされ
るプログラムを記憶するために使用されてもよい。
【００９５】
　Ｉ／Ｏデバイス１０６０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、タッチスクリーンディスプ
レイ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイヤル、マウス、トラックボール、音声認
識装置、カード読取装置、紙テープ読取装置、プリンタ、ビデオモニタ、または他の周知
の入力デバイスを含んでもよい。また、送受信機１０２５は、ネットワーク接続デバイス
１０２０の構成要素の代わりに、またはそれに加えて、Ｉ／Ｏデバイス１０６０の構成要
素としてみなされる場合がある。Ｉ／Ｏデバイス１０６０の一部または全部は、ディスプ
レイ７０２および入力７０４等のＵＡ１０の前述の図面に描写される、種々の構成要素に
実質的に類似してもよい。
【００９６】
　いくつかの実施形態が、本開示で提供されているが、開示されたシステムおよび方法が
、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、多くの他の特定の形態で具現化されて
もよいことを理解されたい。本実施例は、制限的ではなく例証的とみなされ、本明細書で
提供される詳細に限定されることを意図しない。例えば、種々の要素または構成要素を、
別のシステムに組み入れるか、または一体化してもよく、あるいは、ある特徴を省略する
か、または実装しなくてもよい。
【００９７】
　また、個別または別々のものとして種々の実施形態において説明および例証される技法
、システム、サブシステム、および方法を、本開示の範囲から逸脱することなく、他のシ
ステム、モジュール、技法、または方法に組み入れるか、または一体化してもよい。連結
もしくは直接連結または相互に通信するように図示または説明される他のアイテムは、電
気的、機械的、またはその他の方法かどうかにかかわらず、何らかのインターフェース、
デバイス、または中間構成要素を通して、間接的に連結または通信してもよい。変更、置
換、および改変の他の例は、当業者により解明可能であり、本明細書で開示される精神お
よび範囲から逸脱することなく行うことができる。
【００９８】
　本発明の範囲を公知させるため、以下の特許請求の範囲を主張する。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月2日(2012.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のサービングネットワークノードと、第２の協力ネットワークノードとを含む無線
ネットワークシステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装するプロセッ
サによって行われる方法であって、
　該方法は、
　第１の伝送チャネルを構成することであって、該第１の伝送チャネルは、該第１のサー
ビングネットワークノード上に確立される、ことと、
　第２の伝送チャネルを構成することであって、該第２の伝送チャネルは、該第２の協力
ノード上に確立される、ことと、
　該第１の伝送チャネルを使用して、制御情報を伝送することであって、該制御情報は、
該第２の伝送チャネル上のリソースを配分し、該第２の伝送チャネルは、該第１のサービ
ングネットワークノード上に確立されない、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記制御情報は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）伝送を含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１および第２のネットワークノードは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネ
ットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）、中継ノード（ＲＮ）、およびセルの
うちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のサービングネットワークノードは、ドナーノードであって、前記第２の協力
ネットワークノードは、該ドナーノードと関連付けられた中継ノード（ＲＮ）である、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ドナーノードは、ドナー進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－
ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）である、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の伝送チャネル上のリソースは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つ
である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる搬送波周波数を有する異なる構成要素搬
送波を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のサービングネットワークノードを使用して、前記協力ネットワークノード上
に確立された構成要素搬送波を前記ＵＡの搬送波セットに追加するように、該ＵＡに信号
伝達することを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＡの搬送波セットは、構成要素搬送波を含み、該構成要素搬送波は、前記サービ
ングネットワークノードおよび前記協力ネットワークノードのうちの少なくとも１つ上に
確立され、ＣｏＭＰ協力セット、ＣｏＭＰ測定セット、およびＣｏＭＰ伝送ポイントのう
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ちの少なくとも１つに属する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる伝送リソースを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記異なる伝送リソースは、搬送波周波数、セル固有の伝送フォーマット、および時間
－周波数物理リソースのうちの少なくとも１つによって、一意的に定義される、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２の伝送チャネルを第１の時間で無効化することと、
　前記第２の伝送チャネルを第２の時間で有効化することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１または第２の時間は、前記第１のネットワークノードおよび前記第２のネット
ワークノードのうちの少なくとも１つのローディング条件、日時、ならびにサービスの質
のうちの少なくとも１つによって、少なくとも部分的に決定される、請求項１２に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記第２の協力ノードは、ＣｏＭＰ協力セット、ＣｏＭＰ測定セット、およびＣｏＭＰ
伝送ポイントのうちの少なくとも１つに属する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１のサービングネットワークノードを使用して、レイヤ３信号伝達、レイヤ２信
号伝達、およびレイヤ１信号伝達のうちの少なくとも１つを使用して、前記第２の伝送チ
ャネルをユーザエージェント（ＵＡ）に割り当てることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１のサービングネットワークノードを使用して、前記第２の伝送チャネル上での
信号受信を有効化させるように、前記ＵＡに信号伝達することを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１７】
　第１のネットワークノードと、第２のネットワークノードとを含む無線ネットワークシ
ステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装するプロセッサによって行わ
れる方法であって、
　該方法は、
　第１の伝送チャネルを構成するステップであって、該第１の伝送チャネルは、該第１の
ネットワークノード上に確立され、該第１の伝送チャネルは、アクセスデバイスへのダウ
ンリンク（ＤＬ）伝送のために使用される、ステップと、
　第２の伝送チャネルを構成するステップであって、該第２の伝送チャネルは、該第２の
ネットワークノード上に確立され、該第２の伝送チャネルは、該アクセスデバイスからの
アップリンク（ＵＬ）伝送のために使用される、ステップと、
　該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を伝送するステップであって、該制御情報は
、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分する、ステップと
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記第１のネットワークノードは、サービングネットワークノードであって、前記第２
のネットワークノードは、協力ネットワークノードである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１のネットワークノードは、協力ネットワークノードであって、前記第２のネッ
トワークノードは、サービングネットワークノードである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１の伝送チャネルおよび第２の伝送チャネルは、セルを形成する、請求項１７に
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記載の方法。
【請求項２１】
　第１の伝送チャネルと第２の伝送チャネルとを含む第１の基地局であって、該第１の伝
送チャネルは、該第１の基地局によって物理的に伝送され、該第２の伝送チャネルは、該
第１の基地局によって物理的に伝送されない、第１の基地局と、
　第３の伝送チャネルを含む第２の基地局であって、該第３の伝送チャネルは、該第２の
基地局によって物理的に伝送され、該第３の伝送チャネルは、該第１の基地局の該第２の
伝送チャネルに対応する第２の基地局と
　を備える、無線通信システムであって、該第１の基地局は、該第１の伝送チャネルを使
用して制御情報を伝送するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリ
ソースを配分する、無線通信システム。
【請求項２２】
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装するための無線通信システムであって、
　第１の伝送チャネルを含む第１のネットワークノードであって、該第１の伝送チャネル
をは、アクセスデバイスへのダウンリンク（ＤＬ）伝送のために使用される、第１のネッ
トワークノードと、
　第２の伝送チャネルを含む第２のネットワークノードであって、該第２の伝送チャネル
は、該アクセスデバイスからのアップリンク（ＵＬ）伝送のために使用される、第２のネ
ットワークノードと
　を含み、該第１のネットワークノードは、該第１の伝送チャネルを使用して、制御情報
を伝送するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分す
る、システム。
【請求項２３】
　前記第１のネットワークノードは、サービングネットワークノードであって、前記第２
のネットワークノードは、協力ネットワークノードである、請求項２２に記載のシステム
。
【請求項２４】
　前記第１のネットワークノードは、協力ネットワークノードであって、前記第２のネッ
トワークノードは、サービングネットワークノードである、請求項２２に記載のシステム
。
【請求項２５】
　前記第１の伝送チャネルおよび第２の伝送チャネルは、セルを形成する、請求項２２に
記載のシステム。
【請求項２６】
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する無線通信システムと通信するためのユー
ザエージェント（ＵＡ）であって、該無線通信システムは、第１のサービングネットワー
クノードと、第２の協力ネットワークノードとを含み、
　該ＵＡはプロセッサを含み、該プロセッサは、
　第１の伝送チャネルを使用して通信することであって、該第１の伝送チャネルは、該第
１のサービングネットワークノード上に確立される、ことと、
　第２の伝送チャネルを使用して通信することであって、該第２の伝送チャネルは、該第
２の協力ノード上に確立される、ことと、
　該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を受信することであって、該制御情報は、該
第２の伝送チャネル上のリソースを配分し、該第２の伝送チャネルは、該第１のサービン
グネットワークノード上に確立されない、ことと
　を行うように構成される、ＵＡ。
【請求項２７】
　前記制御情報は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）伝送を含む、請求項２
６に記載のＵＡ。
【請求項２８】
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　前記第２の伝送チャネル上のリソースは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つ
である、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項２９】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる搬送波周波数を有する異なる構成要素搬
送波を含む、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項３０】
　前記プロセッサはさらに、前記第１のサービングネットワークノードから受信した信号
伝達情報に従って、前記協力ネットワークノード上に確立された構成要素搬送波を前記Ｕ
Ａの搬送波セットに追加するように構成される、請求項２９に記載のＵＡ。
【請求項３１】
　前記第１および第２の伝送チャネルは、異なる伝送リソースを含む、請求項２６に記載
のＵＡ。
【請求項３２】
　前記異なる伝送リソースは、搬送波周波数、セル固有の伝送フォーマット、および時間
－周波数物理リソースのうちの少なくとも１つによって一意的に定義される、請求項３１
に記載のＵＡ。
【請求項３３】
　前記プロセッサはさらに、レイヤ３信号伝達メッセージ、レイヤ２信号伝達メッセージ
、およびレイヤ１信号伝達メッセージのうちの少なくとも１つを処理し、前記第２の伝送
チャネルを識別するように構成される、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項３４】
　前記プロセッサはさらに、前記第２の伝送チャネル上の信号受信を有効化するように、
前記ＵＡに命令するデータを受信するように構成される、請求項２６に記載のＵＡ。
【請求項３５】
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する無線通信システムと通信するためのユー
ザエージェント（ＵＡ）であって、該無線通信システム第１のネットワークノードと、第
２のネットワークノードとを含み、
　該ＵＡはプロセッサを含み、該プロセッサは、
　第１のネットワークノード上の第１の伝送チャネルを使用して、アクセスデバイスから
ダウンリンク（ＤＬ）伝送を受信することと、
第２のネットワークノード上の第２の伝送チャネルを使用して、該アクセスデバイスにア
ップリンク（ＵＬ）伝送を伝送するすることと
　を行うように構成され、該プロセッサは、該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を
受信するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分する
、ＵＡ。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本開示をより完全に理解するために、添付の図面および発明を実施するための形態と併
せて理解される、以下の簡単な説明を参照し、同一参照数字は、同一部品を表す。
例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　第１のサービングネットワークノードと、第２の協力ネットワークノードとを含む無線
ネットワークシステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する方法であ
って、
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　該方法は、
　第１の伝送チャネルを構成することであって、該第１の伝送チャネルは、該第１のサー
ビングネットワークノード上に確立される、ことと、
　第２の伝送チャネルを構成することであって、該第２の伝送チャネルは、該第２の協力
ノード上に確立される、ことと、
　該第１の伝送チャネルを使用して、制御情報を伝送することであって、該制御情報は、
該第２の伝送チャネル上のリソースを配分し、該第２の伝送チャネルは、該第１のサービ
ングネットワークノード上に確立されない、ことと
　を含む、方法。
（項目２）
　上記制御情報は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）伝送を含む、項目１に
記載の方法。
（項目３）
　上記第１および第２のネットワークノードは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネ
ットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）、中継ノード（ＲＮ）、およびセルの
うちの少なくとも１つを含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　上記第１のサービングネットワークノードは、ドナーノードであって、上記第２の協力
ネットワークノードは、該ドナーノードと関連付けられた中継ノード（ＲＮ）である、項
目１に記載の方法。
（項目５）
　上記ドナーノードは、ドナー進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－
ＵＴＲＡＮ）ノードＢ（ｅＮＢ）である、項目４に記載の方法。
（項目６）
　上記第２の伝送チャネル上のリソースは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つ
である、項目１に記載の方法。
（項目７）
　上記第１および第２の伝送チャネルは、異なる搬送波周波数を有する異なる構成要素搬
送波を含む、項目１に記載の方法。
（項目８）
　上記第１のサービングネットワークノードを使用して、上記協力ネットワークノード上
に確立された構成要素搬送波を上記ＵＡの搬送波セットに追加するように、該ＵＡに信号
伝達することを含む、項目７に記載の方法。
（項目９）
　上記ＵＡの搬送波セットは、構成要素搬送波を含み、該構成要素搬送波は、上記サービ
ングネットワークノードおよび上記協力ネットワークノードのうちの少なくとも１つ上に
確立され、ＣｏＭＰ協力セット、ＣｏＭＰ測定セット、およびＣｏＭＰ伝送ポイントのう
ちの少なくとも１つに属する、項目８に記載の方法。
（項目１０）
　上記第１および第２の伝送チャネルは、異なる伝送リソースを含む、項目１に記載の方
法。
（項目１１）
　上記異なる伝送リソースは、搬送波周波数、セル固有の伝送フォーマット、および時間
－周波数物理リソースのうちの少なくとも１つによって、一意的に定義される、項目１０
に記載の方法。
（項目１２）
　上記第２の伝送チャネルを第１の時間で無効化することと、
　上記第２の伝送チャネルを第２の時間で有効化することと
　を含む、項目１に記載の方法。
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（項目１３）
　上記第１または第２の時間は、上記第１のネットワークノードおよび上記第２のネット
ワークノードのうちの少なくとも１つのローディング条件、日時、ならびにサービスの質
のうちの少なくとも１つによって、少なくとも部分的に決定される、項目１２に記載の方
法。
（項目１４）
　上記第２の協力ノードは、ＣｏＭＰ協力セット、ＣｏＭＰ測定セット、およびＣｏＭＰ
伝送ポイントのうちの少なくとも１つに属する、項目１に記載の方法。
（項目１５）
　上記第１のサービングネットワークノードを使用して、レイヤ３信号伝達、レイヤ２信
号伝達、およびレイヤ１信号伝達のうちの少なくとも１つを使用して、上記第２の伝送チ
ャネルをユーザエージェント（ＵＡ）に割り当てることを含む、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　上記第１のサービングネットワークノードを使用して、上記第２の伝送チャネル上での
信号受信を有効化させるように、上記ＵＡに信号伝達することを含む、項目１に記載の方
法。
（項目１７）
　第１のネットワークノードと、第２のネットワークノードとを含む無線ネットワークシ
ステムにおいて、協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する方法であって、
　該方法は、
　第１の伝送チャネルを構成するステップであって、該第１の伝送チャネルは、該第１の
ネットワークノード上に確立され、該第１の伝送チャネルは、アクセスデバイスへのダウ
ンリンク（ＤＬ）伝送のために使用される、ステップと、
　第２の伝送チャネルを構成するステップであって、該第２の伝送チャネルは、該第２の
ネットワークノード上に確立され、該第２の伝送チャネルは、該アクセスデバイスからの
アップリンク（ＵＬ）伝送のために使用される、ステップと、
　該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を伝送するステップであって、該制御情報は
、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分する、ステップと
　を含む、方法。
（項目１８）
　上記第１のネットワークノードは、サービングネットワークノードであって、上記第２
のネットワークノードは、協力ネットワークノードである、項目１７に記載の方法。
（項目１９）
　上記第１のネットワークノードは、協力ネットワークノードであって、上記第２のネッ
トワークノードは、サービングネットワークノードである、項目１７に記載の方法。
（項目２０）
　上記第１の伝送チャネルおよび第２の伝送チャネルは、セルを形成する、項目１７に記
載の方法。
（項目２１）
　第１の伝送チャネルと第２の伝送チャネルとを含む第１の基地局であって、該第１の伝
送チャネルは、該第１の基地局によって物理的に伝送され、該第２の伝送チャネルは、該
第１の基地局によって物理的に伝送されない、第１の基地局と、
　第３の伝送チャネルを含む第２の基地局であって、該第３の伝送チャネルは、該第２の
基地局によって物理的に伝送され、該第３の伝送チャネルは、該第１の基地局の該第２の
伝送チャネルに対応する第２の基地局と
　を備える、無線通信システムであって、該第１の基地局は、該第１の伝送チャネルを使
用して制御情報を伝送するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリ
ソースを配分する、無線通信システム。
（項目２２）
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装するための無線通信システムであって、
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　第１の伝送チャネルを含む第１のネットワークノードであって、該第１の伝送チャネル
をは、アクセスデバイスへのダウンリンク（ＤＬ）伝送のために使用される、第１のネッ
トワークノードと、
　第２の伝送チャネルを含む第２のネットワークノードであって、該第２の伝送チャネル
は、該アクセスデバイスからのアップリンク（ＵＬ）伝送のために使用される、第２のネ
ットワークノードと
　を含み、該第１のネットワークノードは、該第１の伝送チャネルを使用して、制御情報
を伝送するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分す
る、システム。
（項目２３）
　上記第１のネットワークノードは、サービングネットワークノードであって、上記第２
のネットワークノードは、協力ネットワークノードである、項目２２に記載のシステム。
（項目２４）
　上記第１のネットワークノードは、協力ネットワークノードであって、上記第２のネッ
トワークノードは、サービングネットワークノードである、項目２２に記載のシステム。
（項目２５）
　上記第１の伝送チャネルおよび第２の伝送チャネルは、セルを形成する、項目２２に記
載のシステム。
（項目２６）
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する無線通信システムと通信するためのユー
ザエージェント（ＵＡ）であって、該無線通信システムは、第１のサービングネットワー
クノードと、第２の協力ネットワークノードとを含み、
　該ＵＡはプロセッサを含み、該プロセッサは、
　第１の伝送チャネルを使用して通信することであって、該第１の伝送チャネルは、該第
１のサービングネットワークノード上に確立される、ことと、
　第２の伝送チャネルを使用して通信することであって、該第２の伝送チャネルは、該第
２の協力ノード上に確立される、ことと、
　該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を受信することであって、該制御情報は、該
第２の伝送チャネル上のリソースを配分し、該第２の伝送チャネルは、該第１のサービン
グネットワークノード上に確立されない、ことと
　を行うように構成される、ＵＡ。
（項目２７）
　上記制御情報は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）伝送を含む、項目２６
に記載のＵＡ。
（項目２８）
　上記第２の伝送チャネル上のリソースは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）リソースのうちの少なくとも１つ
である、項目２６に記載のＵＡ。
（項目２９）
　上記第１および第２の伝送チャネルは、異なる搬送波周波数を有する異なる構成要素搬
送波を含む、項目２６に記載のＵＡ。
（項目３０）
　上記プロセッサはさらに、上記第１のサービングネットワークノードから受信した信号
伝達情報に従って、上記協力ネットワークノード上に確立された構成要素搬送波を上記Ｕ
Ａの搬送波セットに追加するように構成される、項目２９に記載のＵＡ。
（項目３１）
　上記第１および第２の伝送チャネルは、異なる伝送リソースを含む、項目２６に記載の
ＵＡ。
（項目３２）
　上記異なる伝送リソースは、搬送波周波数、セル固有の伝送フォーマット、および時間
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－周波数物理リソースのうちの少なくとも１つによって一意的に定義される、項目３１に
記載のＵＡ。
（項目３３）
　上記プロセッサはさらに、レイヤ３信号伝達メッセージ、レイヤ２信号伝達メッセージ
、およびレイヤ１信号伝達メッセージのうちの少なくとも１つを処理し、上記第２の伝送
チャネルを識別するように構成される、項目２６に記載のＵＡ。
（項目３４）
　上記プロセッサはさらに、上記第２の伝送チャネル上の信号受信を有効化するように、
上記ＵＡに命令するデータを受信するように構成される、項目２６に記載のＵＡ。
（項目３５）
　協調的マルチポイント（ＣｏＭＰ）を実装する無線通信システムと通信するためのユー
ザエージェント（ＵＡ）であって、該無線通信システム第１のネットワークノードと、第
２のネットワークノードとを含み、
　該ＵＡはプロセッサを含み、該プロセッサは、
　第１のネットワークノード上の第１の伝送チャネルを使用して、アクセスデバイスから
ダウンリンク（ＤＬ）伝送を受信することと、
第２のネットワークノード上の第２の伝送チャネルを使用して、該アクセスデバイスにア
ップリンク（ＵＬ）伝送を伝送するすることと
　を行うように構成され、該プロセッサは、該第１の伝送チャネルを使用して制御情報を
受信するように構成され、該制御情報は、該第２の伝送チャネル上のリソースを配分する
、ＵＡ。
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