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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決する方法であって、
　第１のアクセス端末にて、サービング基地局またはアクセスポイントから、少なくとも
第２のアクセス端末に対するリソースの非スティッキー割り当てに関連する情報を含む非
スティッキー割り当て信号を受信することと、なお、前記非スティッキー割り当てにより
前記サービング基地局またはアクセスポイントによって前記第２のアクセス端末に割り当
てられたリソースは、スティッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当て
られている少なくとも１つの競合リソースを含む；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースを放棄することと；
　前記所定の期間が過ぎた後に、前記少なくとも１つの競合リソースを取り戻すことと；
　を備える方法。
【請求項２】
　前記非スティッキー割り当て信号はまた、前記非スティッキー割り当ての存続期間に関
連する情報を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように前記少なくとも１つ
の競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコルを使用すること、をさらに
備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信号を
受信することをさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的な
システム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リソースで少なくとも
１つの競合リソースを取り戻すために、ブランキングプロトコルを使用すること、をさら
に備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信号を受信
することをさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的なシス
テム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、請求項
５に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、送信時間枠における周波数である、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、順方向リンク通信に利用される、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、逆方向リンク通信に利用される、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記非スティッキー割り当て信号は、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャス
ト割り当て信号であり、また、前記ブロードキャスト割り当て信号は、媒体アクセスチャ
ネル（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセ
ージ、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するために利
用される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決することを容易にす
る装置であって、
　第１のアクセス端末にて、サービング基地局またはアクセスポイントから、少なくとも
第２のアクセス端末へ割り当てられたリソースの非スティッキー割り当てに関連する情報
を含む非スティッキー割り当て信号を受信する受信機と、なお、前記非スティッキー割り
当てにより前記サービング基地局またはアクセスポイントによって前記第２のアクセス端
末に割り当てられたリソースは、スティッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末に
も割り当てられている少なくとも１つの競合リソースを含む；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースに対する制御を手放
し、且つ前記所定の期間が過ぎた後に前記少なくとも１つの競合リソースに対する制御を
取り戻すプロセッサと；
　を備える装置。
【請求項１２】
　前記非スティッキー割り当て信号はまた、前記非スティッキー割り当ての存続期間に関
連する情報を備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように
前記少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコルを使用
する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記受信機は、前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブ
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ルにする信号を受信し、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的なシス
テム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、請求項
１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リ
ソースで少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためにブランキングプロトコルを使用
する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記受信機は、前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルに
する信号を受信し、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的なシステム
全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、請求項１５
に記載の装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、送信時間枠における周波数である、請求項１１
に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、順方向リンク通信に利用される、請求項１１に
記載の装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、逆方向リンク通信に利用される、請求項１１に
記載の装置。
【請求項２０】
　前記非スティッキー割り当て信号は、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャス
ト割り当て信号であり、また、前記ブロードキャスト割り当て信号は、媒体アクセスチャ
ネル（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセ
ージ、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するために利
用される、請求項１１に記載の装置。
【請求項２１】
　無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決することを容易にす
る装置であって、
　第１のアクセス端末にて、サービング基地局またはアクセスポイントから、少なくとも
第２のアクセス端末に対するリソースの非スティッキー割り当てに関連する情報を含む非
スティッキー割り当て信号を受信する手段と、なお前記非スティッキー割り当てにより前
記サービング基地局またはアクセスポイントによって前記第２のアクセス端末に割り当て
られたリソースは、スティッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当てら
れている少なくとも１つの競合リソースを含む；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースを放棄する手段と；
　前記所定の期間が過ぎた後に、前記少なくとも１つの競合リソースを取り戻す手段と；
　を備える装置。
【請求項２２】
　前記非スティッキー割り当て信号はまた、前記非スティッキー割り当ての存続期間に関
連する情報を備える、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように前記少なくとも１つ
の競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコルを使用する手段、をさらに
備える請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　受信する前記手段は、前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディス
エーブルにする信号を受信し、また、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータ
と静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいて
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いる、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リソースで少なくとも
１つの競合リソースを取り戻すためにブランキングプロトコルを使用する手段、をさらに
備える請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　受信する前記手段は、前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエー
ブルにする信号を受信し、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的なシ
ステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、請求
項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、送信時間枠における周波数である、請求項２１
に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、順方向リンク通信に利用される、請求項２１に
記載の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、逆方向リンク通信に利用される、請求項２１に
記載の装置。
【請求項３０】
　前記非スティッキー割り当て信号は、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャス
ト割り当て信号であり、また、前記ブロードキャスト割り当て信号は、媒体アクセスチャ
ネル（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセ
ージ、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するため利用
される、請求項２１に記載の装置。
【請求項３１】
　第１のアクセス端末にて、サービング基地局またはアクセスポイントから、少なくとも
第２のアクセス端末に対するリソースの非スティッキー割り当てに関連する情報を含む非
スティッキー割り当て信号を受信し、なお、前記非スティッキー割り当てにより前記サー
ビング基地局またはアクセスポイントによって前記第２のアクセス端末に割り当てられた
リソースは、スティッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当てられてい
る少なくとも１つの競合リソースを含む；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースの制御を手放し；
　前記所定の期間が終わった後に、前記少なくとも１つの競合リソースの制御を取り戻す
；
　ための、コンピュータ実行可能命令を格納して有するコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３２】
　前記非スティッキー割り当て信号はまた、前記非スティッキー割り当ての存続期間に関
連する情報を備える、請求項３１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３３】
　あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように前記少なくとも１つ
の競合リソースを取り戻すためラップアラウンドプロトコルを使用する命令、をさらに備
える請求項３１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３４】
　前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信号を
受信する命令をさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的な
システム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、請
求項３３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３５】
　前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リソースで少なくとも
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１つの競合リソースを取り戻すためにブランキングプロトコルを使用する命令、をさらに
備える請求項３１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３６】
　前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信号を受信
する命令をさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的なシス
テム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、請求項
３５に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、サブキャリヤ周波数である、請求項３１に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、順方向リンク通信に利用される、請求項３１に
記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、逆方向リンク通信に利用される、請求項３１に
記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４０】
　前記非スティッキー割り当て信号は、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャス
ト割り当て信号であり、また、前記ブロードキャスト割り当て信号は、媒体アクセスチャ
ネル（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセ
ージ、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するため利用
される、請求項３１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４１】
　無線通信環境の中でリソース割り当て競合を解決するためにコンピュータ実行可能命令
を実行するプロセッサであって、前記命令は、
　第１のアクセス端末にて、サービング基地局またはアクセスポイントから、少なくとも
第２のアクセス端末に対するリソースの非スティッキー割り当てに関連する情報を含む非
スティッキー割り当て信号を受信することと、なお、前記非スティッキー割り当てにより
前記サービング基地局またはアクセスポイントによって前記第２のアクセス端末に割り当
てられたリソースは、スティッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当て
られている少なくとも１つの競合リソースを含む；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースの制御を手放すこと
と；
　前記所定の期間が終わった後に、前記少なくとも１つの競合リソースの制御を取り戻す
ことと；
　を備える、
　プロセッサ。
【請求項４２】
　前記非スティッキー割り当て信号はまた、前記非スティッキー割り当ての存続期間に関
連する情報を備える、請求項４１に記載のプロセッサ。
【請求項４３】
　前記命令は、あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように前記少
なくとも１つの競合リソースを取り戻すためラップアラウンドプロトコルを使用すること
をさらに備える、請求項４１に記載のプロセッサ。
【請求項４４】
　前記命令は、前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブル
にする信号を受信することをさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメ
ータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づ
いている、請求項４３に記載のプロセッサ。
【請求項４５】
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　前記命令は、前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リソース
で少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためブランキングプロトコルを使用すること
、をさらに備える、請求項４１に記載のプロセッサ。
【請求項４６】
　前記命令は、前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにす
る信号を受信することをさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータ
と静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいて
いる、請求項４５に記載のプロセッサ。
【請求項４７】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、サブキャリヤ周波数である、請求項４１に記載
のプロセッサ。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、順方向リンク通信に利用される、請求項４１に
記載のプロセッサ。
【請求項４９】
　前記少なくとも１つの競合リソースは、逆方向リンク通信に利用される、請求項４１に
記載のプロセッサ。
【請求項５０】
前記非スティッキー割り当て信号は、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャスト
割り当て信号であり、また、前記ブロードキャスト割り当て信号は、媒体アクセスチャネ
ル（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセー
ジ、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するために利用
される、請求項４１に記載のプロセッサ。
【請求項５１】
　前記受信された非スティッキー割り当て信号は、前記第１のアクセス端末に、前記非ス
ティッキー割り当ては前記第２のアクセス端末が前記少なくとも１つの競合リソースを前
記所定の期間よりも長く維持することを制限することを示す、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連技術】
【０００１】
　（米国特許法１１９条のもとでの優先権の主張）
　本願は、ここでの譲受人に譲渡され、ここに参照により明示的に組み込まれる、２００
５年６月１６日に出願された「通信システムリソース方法（A METHOD OF RESOURCE A COM
MUNICATION SYSTEM）」と題された米国仮出願第６０／６９１，４３３号の利益を主張す
る。
【技術分野】
【０００２】
　（分野）
　以下の説明は、一般に、無線通信に関連し、より具体的には、無線通信環境における干
渉を軽減することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　無線通信システムは、様々なタイプの通信を提供するために広く展開されており、例え
ば、そのような無線通信システムにより、音声及び／又はデータが提供されることができ
る。典型的な無線通信システム、あるいはネットワークは、１つ以上の共有リソースへの
アクセスを複数のユーザに提供できる。例えば、システムは、周波数分割多重（ＦＤＭ）
、時分割多重（ＴＤＭ）、符号分割多重（ＣＤＭ）のような、様々な多重アクセス技法(m
ultiple access techniques)を使用することができる。
【０００４】
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　一般的な無線通信システムは、サービスエリア(coverage area)を提供する１つ以上の
基地局を使用する。典型的な基地局は、ブロードキャスト、マルチキャスト、及び／又は
ユニキャストのサービスのために複数のデータストリームを送信でき、そこでは、データ
ストリームは、ユーザデバイスにとって独立した受信対象(independent reception inter
est)であることができるデータの流れであってよい。そのような基地局のサービスエリア
内のユーザデバイスは、複合ストリーム(composite stream)によって搬送される１つの、
２つ以上の、又は全てのデータストリームを受信するために使用されることができる。同
様に、ユーザデバイスは、データを、基地局へ、又は別のユーザデバイスへ送信できる。
【０００５】
　基地局は、ユーザデバイスから基地局へ転送される逆方向リンク通信をスケジュール(s
chedule)することができる。例えば、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を使用するとき、
基地局は、逆方向リンク通信に関係するスケジューリング決定（例えば、時間、周波数、
電力等のようなリソースを１つ以上のユーザデバイスへ配分する(allocate)）を遂行でき
、このようにして、基地局は直交性を維持することを容易にすることができる。しかしな
がら、ユーザデバイス（単複）から基地局（単複）へスケジューリング情報を提供する従
来の技法は、非効率的で、時間がかかり困難な場合がある。
【０００６】
　したがって、当技術分野においては、システムのスループットを改善し、ユーザ経験を
向上させるために、無線通信環境においてリソースを配分することを容易にするシステム
及び方法に対する必要性が存在する。
【発明の概要】
【０００７】
　［概要］
　以下は、１つ以上の実施形態の基本的な知識を提供するために、そのような実施形態の
簡単な概要(summary)を提供する。この概要は、すべての意図された実施形態の広範囲な
全体像(extensive overview)ではなく、また、すべての実施形態の必要不可欠あるいは重
要なエレメントを特定することも、いずれかのあるいはすべての実施形態の範囲を描くこ
とも、意図されてはいない。その唯一の目的は、後で提供されるより詳細な説明の前置き
として、１つ以上の実施形態のいくつかのコンセプト(concept)を簡略化された形で提供
することである。
【０００８】
　様々な態様によれば、競合するリソース割り当て(conflicting resource assignments)
は、アクセス端末（単複）に、アクセス端末（単複）に対する１つ以上のリソースのステ
ィッキー割り当て(sticky assignment)と競合する非スティッキーリソース割り当て(non-
sticky resource assignment)を通知することによって、解決されることができる。「非
スティッキー」割り当て("non-sticky" assignment)は、存続期間(duration)が限定され
ているタイプの割り当てであり、ここでは、存続期間は、割り当てとともに伝達される。
「スティッキー」割り当て("sticky" assignment)は、時間に制限されない存続期間を有
するタイプの割り当てである。スティッキーおよび非スティッキーの割り当ては、順方向
リンクおよび逆方向リンクの一方又は両方での利用のためにアクセス端末にリソースを割
り当てるために利用されることができる。
【０００９】
　一態様によれば、無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決す
る方法は、第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末に対するリソースの
非スティッキー割り当ての表示(indication)を受信すること(receiving)と、なお、非ス
ティッキー割り当ては、スティッキー割り当てにより第１のアクセス端末にも割り当てら
れている少なくとも１つの競合リソースを備えている；第１のアクセス端末にて、所定の
期間の間(for a predetermined time period)、競合リソースを放棄すること(surrenderi
ng)と；所定の期間が過ぎた後に、少なくとも１つの競合リソースを取り戻すこと(resumi
ng)と；を備えていてもよい。非スティッキー割り当て表示を備えている信号はまた、非
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スティッキー割り当ての存続期間に関連する情報を備えることができる。該方法は、あた
かも非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように、少なくとも１つの競合リソー
スを取り戻すため、ラップアラウンドプロトコル(wraparound protocol)を使用すること
を、更に備えることができる。例えば、ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする
 (enables)又はディスエーブルにする(disables)信号が受信されることができ、ここでは
該信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータ(dynamic per-assignment parameter)と
静的なシステム全体のパラメータ(static system-wide parameter)との内の少なくとも一
方に、少なくとも一部基づいている。加えて、あるいは代わりに、該方法は、非スティッ
キー割り当てが期限切れになった(has expired)後に、次の論理リソース(next logical r
esource)で少なくとも１つの競合リソースを取り戻すため、ブランキングプロトコル(bla
nking protocol)を使用することができる。例えば、ブランキングプロトコルをイネーブ
ルにする又はディスエーブルにする信号が受信されることができ、該信号は、動的な１割
り当て当たりのパラメータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に
、少なくとも一部基づいている。割り当てられたリソースは、順方向リンク通信のために
、かつ／または逆方向リンク通信のために利用されることができる。非スティッキー割り
当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャスト割り当てであってもよく、こ
こでは、ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル（ＭＡＣ）識別情報によっ
て示され(indicated)、また、ページングメッセージ(paging message)、オーバーヘッド
メッセージ(overhead message)、及びコンフィギュレーションメッセージ(configuration
 message)の内の少なくとも１つを受信するために利用される。リソースは、周波数、サ
ブキャリヤ、チャネル、トーン、送信シンボル、又はこれらの任意の組み合わせ、等を、
これらに限定されることなく、備え得る。
【００１０】
　別の態様によれば、無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決
することを容易にする装置は、第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末
へ割り当てられたリソースに関係する情報を備える非スティッキー割り当て表示信号(ind
icator signal)を受信する受信機と、なお非スティッキー割り当ては、スティッキー割り
当てにより第１のアクセス端末にも割り当てられている少なくとも１つの競合リソースを
備えている；第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、競合リソースに対する制御を手
放し(relinquishes)、且つ所定の期間が過ぎた後に少なくとも１つの競合リソースに対す
る制御を取り戻すプロセッサと；を備えてもよい。非スティッキー割り当て表示信号はま
た、非スティッキー割り当ての存続期間に関連する情報を備えることができる。プロセッ
サは、あたかも非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように少なくとも１つの競
合リソースを取り戻すため、ラップアラウンドプロトコルを使用することができる。加え
て、あるいは代わりに、プロセッサは、非スティッキー割り当てが期限切れになった後に
、次の論理リソースで少なくとも１つの競合リソースを取り戻すため、ブランキングプロ
トコルを使用することができる。受信機は、ラップアラウンドであれブランキングであれ
、プロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信号を受信することができ、
ここでは、該信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的なシステム全体のパラ
メータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている。割り当てられたリソー
スは、順方向あるいは逆方向のリンク通信に利用されることができる。非スティッキー割
り当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャスト割り当てであってもよく、
ここでは、ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル（ＭＡＣ）識別情報(ide
ntification)によって示され、また、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ
、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するため利用され
る。
【００１１】
　さらに別の態様によれば、無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合
を解決することを容易にする装置は、第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセ
ス端末に対するリソースの非スティッキー割り当ての表示を受信する手段と、なお非ステ
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ィッキー割り当ては、スティッキー割り当てにより、第１のアクセス端末にも割り当てら
れている少なくとも１つの競合リソースを備えている；第１のアクセス端末にて、所定の
期間の間、競合リソースを放棄する手段と；所定の期間が過ぎた後に少なくとも１つの競
合リソースを取り戻す手段と；を備えてもよい。非スティッキー割り当て表示を備えてい
る信号はまた、非スティッキー割り当ての存続期間に関連する情報を備えることができる
。装置は、あたかも非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように少なくとも１つ
の競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコルを使用する手段、及び／又
は、非スティッキー割り当てが期限切れになった後に次の論理リソースで少なくとも１つ
の競合リソースを取り戻すためブランキングプロトコルを使用する手段、をさらに備える
ことができる。受信する手段は、ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディス
エーブルにする信号を受信することができ、該信号は、動的な１割り当て当たりのパラメ
ータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づ
いている。割り当てられたリソースは、順方向リンク、かつ／または逆方向リンクの通信
のために利用されることができ、また、非スティッキー割り当ては、複数のアクセス端末
を対象とするブロードキャスト割り当てであってもよく、ここでは、ブロードキャスト割
り当ては、媒体アクセスチャネル（ＭＡＣ）識別情報によって示され、また、ページング
メッセージ、オーバーヘッドメッセージ、及びコンフィギュレーションメッセージの内の
少なくとも１つを受信するため利用される。
【００１２】
　さらに別の態様は、第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末に対する
リソースの非スティッキー割り当ての表示を受信し、なお非スティッキー割り当ては、ス
ティッキー割り当てにより第１のアクセス端末にも割り当てられている少なくとも１つの
競合リソースを備えている；第１のアクセス端末にて所定の期間の間、競合リソースの制
御を手放し、且つ所定の期間が終わった後に、少なくとも１つの競合リソースの制御を取
り戻す；ためのコンピュータ実行可能命令(computer-executable instructions)を格納し
て有するコンピュータ可読媒体(computer-readable medium)と関連している。非スティッ
キー割り当て表示を備えている信号はまた、非スティッキー割り当ての存続期間に関連す
る情報を備える。コンピュータ可読媒体は、ラップアラウンド及び／又はブランキングプ
ロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信号を解析するための命令と同様
に、あたかも非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように少なくとも１つの競合
リソースを取り戻すためラップアラウンドプロトコル及び／又はブランキングを使用する
命令も、さらに備えることができ、該信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静
的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に少なくとも一部基づいている。
割り当てられたリソースは、順方向あるいは逆方向のリンク通信に利用されることができ
る。更に、非スティッキー割り当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャス
ト割り当てであり、またブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル（ＭＡＣ）
識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ、及びコン
フィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するために利用される。
【００１３】
　さらに別の態様によれば、無線通信環境の中でリソース割り当ての間の競合を解決する
ためのコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサは、次の命令を実行することがで
き、該命令は、少なくとも第２のアクセス端末に対するリソースの非スティッキー割り当
ての表示を第１のアクセス端末にて受信することと、なお非スティッキー割り当ては、ス
ティッキー割り当てにより第１のアクセス端末にも割り当てられている少なくとも１つの
競合リソースを備えている；第１のアクセス端末にて所定の期間の間、競合リソースの制
御を手放すことと；所定の期間が終わった後に少なくとも１つの競合リソースの制御を取
り戻すことと；を備える。非スティッキー割り当て表示信号はまた、非スティッキー割り
当ての存続期間に関連する情報を備えることができる。命令はさらに、ラップアラウンド
プロトコル及び／又はブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルに
する信号を解析することと同様に、あたかも非スティッキー割り当てが発生しなかったか
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のように少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコル及
び／又はブランキングプロトコルを使用することも、さらに備えることができ、該信号は
、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少な
くとも一方に、少なくとも一部基づいている。割り当てられたリソースは、順方向リンク
及び／又は逆方向リンクの通信に利用されることができる。さらに、非スティッキー割り
当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキャスト割り当てであってもよく、ま
た、ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル（ＭＡＣ）ＩＤによって示され
、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ、及びコンフィギュレーションメッ
セージの内の少なくとも１つを受信するため利用される。
【００１４】
　以上のおよび関連する目的を達成するために、１つ以上の実施形態は、このあと十分に
詳しく説明されまた請求項において具体的に示される特徴を、備える。以下の説明および
添付の図面は、１つ以上の実施形態のある特定の説明のための態様を詳しく説明する。し
かしながら、これらの態様は、様々な実施形態の原理が使用されることができる様々な方
法のほんの一部を示しているものであり、説明される実施形態は、そのような態様とそれ
らの均等物(equivalents)の全てを含むように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】１つ以上の態様に従い、複数の基地局と複数の端末とを伴う無線通信システムを
図示する。
【図２】ここで説明される様々な態様に従い、スティッキー割り当ての対象となり得る、
複数のトーンを各々が備える、複数のシンボルを備えている一連の送信フレームを図示す
る。
【図３】様々な態様に従い、スティッキー割り当て、および競合する非スティッキー割り
当て、の対象となり得る複数のリソースを備えている一連の送信フレームを図示する。
【図４】様々な態様に従い、複数の送信フレームにわたり非スティッキー割り当てが現存
のスティッキー割り当てと競合する、一連の送信フレームを図示する。
【図５】１つ以上の態様に従い、競合する非スティッキー割り当ての期限が切れた後にス
ティッキー割り当てのリソースを取り戻すために、ブランキングプロトコルがインプリメ
ントされている、一連の送信フレームの説明図である。
【図６】１つ以上の態様に従い、関連するシグナリング要件を減らすためラップアラウン
ドスティッキー割り当て回復技法を用いて、競合するスティッキーリソース割り当てを伴
うアクセス端末へ、非スティッキー割り当て表示を提供する方法の説明図である。
【図７】１つ以上の態様に従い、関連するシグナリング要件を減らすため「ブランキング
」スティッキー割り当て回復技法を用いて、競合するスティッキーリソース割り当てを伴
うアクセス端末へ、非スティッキー割り当て表示を提供する方法を図示する。
【図８】１つ以上の態様に従い、２つ以上のリソース割り当てが競合しているときにリソ
ース割り当て解決の実行を容易にするアクセス端末の説明図である。
【図９】１つ以上の態様に従い、割り当てシグナリングを最小限にしながら、リソース割
り当て競合の解決を容易にするために所定の有効期限を伴う非スティッキーリソース割り
当てをアクセス端末へ提供するシステムの説明図である。
【図１０】ここに説明する様々なシステム及び方法と併せて使用されることができる無線
ネットワーク環境の説明図である。
【図１１】様々な態様に従い、無線通信環境においてアクセス端末間のリソース割り当て
競合を解決することを容易にする装置、を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　［詳細な説明］
　様々な実施形態が、図面を参照しながらいまから説明される、なお、ここでは、全体を
通じて同様の構成要素を参照するために同様の参照番号が使われている。以下の説明にお
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いては、説明の目的のために、１つ以上の実施形態の十分な理解を提供するために多くの
具体的な詳細が示される。しかしながら、これらの具体的な詳細が無くとも、そのような
実施形態（単複）が実施されることができることは明らかであろう。他の例では、よく知
られた構造及びデバイスは、１つ以上の実施形態を説明することを容易にするために、ブ
ロック図の形で示される。
【００１７】
　本願中で用いられているように、「コンポーネント」、「システム」、その他同様の用
語は、コンピュータ関連のエンティティ(computer-related entity)、ハードウェア、ソ
フトウェア、実行中のソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、
及び／又はこれらの任意の組み合わせ、を指すように意図されている。例えば、コンポー
ネントは、プロセッサ上で実行しているプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファ
イル(executable)、実行スレッド、プログラム、及び／又はコンピュータであり得るが、
これらに限定されない。１つ以上のコンポーネントは、プロセス及び／又は実行スレッド
の中に存在することもでき、また、コンポーネントは、１台のコンピュータにローカライ
ズされることもでき、かつ／または２台以上のコンピュータに分散されることもできる。
また、これらのコンポーネントは、様々なデータ構造を格納して有する様々なコンピュー
タ可読媒体から実行できる。コンポーネントは、例えば１つ以上のデータパケット（例え
ば、ローカルシステム、分散システムにおける別のコンポーネントと、かつ／またはイン
ターネットのようなネットワークを介して他のシステムと、信号を通じてやり取りする１
つのコンポーネントからのデータ）を有する信号に従い、ローカル及び／又はリモートの
プロセスを通じて通信することができる。加えて、当業者によって理解されるとおり、こ
こで説明されるシステムのコンポーネントは、これとの関係で説明される様々な態様、目
標、利点、などを達成することを容易にするために、再配置され、かつ／または、さらな
るコンポーネントによって補完されてもよく、また、与えられた図に示されるとおりのコ
ンフィギュレーションに限定されない。
【００１８】
　さらに、加入者局との関係で様々な実施形態がここで説明される。加入者局はまた、シ
ステム、加入者ユニット、移動局、モバイル、リモート局、アクセスポイント、リモート
ターミナル、アクセスターミナル、ユーザターミナル、ユーザエージェント、ユーザデバ
イス、又はユーザイクイップメントと呼ばれることもできる。加入者局は、セル方式電話
機、コードレス電話機、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話機、無線ローカルルー
プ（ＷＬＬ）局、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）、無線接続能力を有する手持ち型デ
バイス、又は無線モデムへ接続された他の処理デバイスであってもよい。
【００１９】
　さらに、ここで説明される様々な態様あるいは特徴は、標準的なプログラミング及び／
又はエンジニアリングの手法を用いて、方法、装置、又は製造品としてインプリメントさ
れる(implemented)ことができる。ここで用いられる用語「製造品(article of manufactu
re)」は、コンピュータ可読デバイス、担体(carrier)、又は媒体(media)からアクセス可
能なコンピュータプログラムを含むように意図されている。例えば、コンピュータ可読媒
体は、磁気格納デバイス（例えばハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁
気帯．．．）、光ディスク（例えばコンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディス
ク（ＤＶＤ）．．．）、スマートカード、及びフラッシュメモリデバイス（例えばカード
、スティック、キードライブ．．．）を含むことでがきるが、これらには限定されない。
加えて、ここで説明される様々な格納媒体は、情報を格納するための１つ以上のデバイス
及び／又は他の機械可読媒体を表わすことができる。用語「機械可読媒体(machine-reada
ble medium)」は、無線チャネルと、命令（単複）及び／又はデータを格納し、収容し、
かつ／または保存することができる他の様々な媒体とを、これらに限定されることなく、
含むことができる。用語「例示的な（exemplary）例示的な」は、ここでは「例(example)
、インスタンス(instance)、あるいは例証(illustration)として機能している」ことを意
味するために使われていることが理解されるであろう。ここで「例示的な」なものとして
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説明される実施形態あるいは設計は、必ずしも他の実施形態あるいは設計よりも好ましい
もの、あるいは有利なもの、して解釈されるべきものではない。
【００２０】
　図１は、ここで説明される１つ以上の態様と併せて使用されることができる、複数の基
地局１１０と複数の端末１２０とを備えた無線通信システム１００を図示する。基地局は
一般的に端末と通信する固定局であり、アクセスポイント、ノードＢ、又は他の何らかの
用語で呼ばれることもある。各々の基地局１１０は、特定の地域(particular geographic
 area)１０２に対して通信カバレージ(communication coverage)を提供する。用語「セル
 (cell)」は、該用語が使われる状況(context)に応じて、基地局及び／又はそのサービス
エリア(coverage area)を指すことがある。システムキャパシティを向上させるため、基
地局サービスエリアは、図１、１０４ａ、１０４ｂ、及び１０４ｃのとおり、複数のより
小さいエリア（例えばより小さい３つのエリア）に分割される(partitioned)ことができ
る。各々のより小さいエリアは、それぞれのベーストランシーバサブシステム(base tran
sceiver subsystem)（ＢＴＳ）によってサーブされる(served)。用語「セクター(sector)
」は、該用語が使われる状況に応じてＢＴＳ及び／又はそのサービスエリアを指すことが
ある。セクター化されたセルの場合、そのセルのすべてのセクターのためのＢＴＳｓは、
典型的には、そのセルの基地局内の同一場所に置かれる(co-located)。ここで説明される
伝送技法は、非セクター化セルを備えたシステムと同様に、セクター化されたセルを備え
たシステムについても使用されることができる。以下の説明では、簡単にするために、用
語「基地局」は、セルにサーブする固定局と同様に、セクターにサーブする固定局につい
ても、総称的に使用される。
【００２１】
　端末１２０は、典型的には、システム全体を通して分散設置されており(dispersed)、
そして、各々の端末は、固定(fixed)又は可動(mobile)であってよい。端末は、移動局、
ユーザイクイップメント、ユーザデバイス、アクセスターミナル、又は他の何らかの用語
で呼ばれることもある。端末は、無線デバイス、セル方式電話機、個人用デジタル補助装
置（ＰＤＡ）、無線モデムカード、などであってよい。各々の端末１２０は、ゼロ台、１
台、又は複数台の基地局と、ダウンリンクおよびアップリンク上でいつでも通信すること
ができる。ダウンリンク（又は順方向リンク）は、基地局から端末への通信リンクを指し
、アップリンク（又は逆方向リンク）は、端末から基地局への通信リンクを指す。
【００２２】
　集中アーキテクチャ(centralized architecture)の場合、システムコントローラ１３０
が基地局１１０へ結合し、基地局１１０のため調整と制御とを提供する。分散アーキテク
チャ(distributed architecture)の場合、基地局１１０は必要に応じて互いに通信できる
。順方向リンクのデータ送信は、順方向リンク及び／又は通信システムによってサポート
されることができる最大データレートか又はこれの近くで、１つのアクセスポイントから
１つのアクセス端末に向けて発生する。順方向リンクのさらなるチャネル（例えば制御チ
ャネル）は、複数のアクセスポイントから１つのアクセス端末へ、送信されることができ
る。逆方向リンクデータ通信は、１つのアクセス端末から１つ以上のアクセスポイントに
向けて行われる。
【００２３】
　アクセス端末１２０へ送信されるデータは、アクセスネットワークコントローラ１３０
によって受信されることができる。その後、アクセスネットワークコントローラ１３０は
、アクセス端末１２０アクティブセット(access terminal 120 active set)における全て
のアクセスポイントへデータを送信できる。あるいは、アクセスネットワークコントロー
ラ１３０は、どのアクセスポイントがアクセス端末１２０によってサービングアクセスポ
イント(serving access point)として選択されたのかを最初に判断し、そのあと、データ
をサービングアクセスポイントへ送信することができる。データは、アクセスポイント（
単複）でキュー(queue)に保存されることができる。ページングメッセージが、そのあと
、１つ以上のアクセスポイントによって、それぞれの制御チャネル上で、アクセス端末１
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２０へ送信されることができる。アクセス端末１２０は、ページングメッセージを得るた
め、１つ以上の制御チャネル上で信号を復調し復号化する。
【００２４】
　多重アクセス通信システムは、多くの場合、システム内の異なるアクセス端末へ特定の
リソースを配分する。この割り当ては、ある程度の永続性(certain persistency)を持つ
ことができ、割り当てがある期間にわたってアクセス端末１２０について適用することが
できることを意味する。ここでは、そのような割り当ては、「スティッキー(sticky)」あ
るいは「ノーマル(normal)」割り当てと呼ばれることがある。おうおうにして、あるメッ
セージは、「スティッキー」割り当ての永続性とは対照的に、例えば、限られた時間枠(l
imited timeframe)で送信されることを必要とする。そのようなメッセージは、「時間限
定(time-limited)」又は「非スティッキー(non-sticky)」割り当てを用いて送信されるこ
とができる。非スティッキー割り当てを用いて送信されるメッセージは、全ユーザへブロ
ードキャストされてもよく、あるいは、それらは特定のユーザへのメッセージであっても
よい。通信リソース（例えば周波数、トーン、シンボル、フレーム、など）が永続スティ
ッキー割り当てによって大いに費やされる(highly occupied)とき、メッセージのために
非スティッキー割り当てを提供するためにリソース及び／又はスペースを見つけることは
困難であることがあり得る。１つのアプローチによれば、スティッキー割り当てのリソー
ス(sticky-assigned resources)は割り当てを解除される(deassigned)ことができ、メッ
セージのために時間限定の非スティッキー割り当てを提供できる、そしてつぎに、非ステ
ィッキー割り当てが完了した後に、スティッキー割り当てを用いて、リソースは再割り当
てされることができる。あるいは、もうひとつのアプローチでは、スティッキー割り当て
が期限切れになるまで待つことを必要としてもよく、その後にメッセージのために非ステ
ィッキー割り当てを提供する。しかしながら、このようにして割り当てを管理するには大
量且つ複雑なシグナリングオーバーヘッド(signaling overhead)が要求され、計算オーバ
ーヘッドと電力消費が増大する。したがって、ここで説明する様々な態様は、複数のアク
セス端末へブロードキャスト割り当てを送信することに関係し、ここでは、ブロードキャ
スト割
り当ては媒体アクセスチャネル（ＭＡＣ）ＩＤにより示されることができる。アクセス端
末は、例えば、ページング信号、オーバーヘッド信号、コンフィギュレーションメッセー
ジ、その類を、ブロードキャスト割り当てメッセージとともに受信できる。
【００２５】
　図２は、ここで説明する様々な態様に従い、スティッキー割り当ての対象となり得る、
複数のトーンを各々備える、複数のシンボルを備えている一連の送信フレーム２００を図
示する。例えば、一連のフレーム２００は、図示されたとおり６つの個別フレーム２０２
を備えてよい。ただし、系列２００を構成するフレームの数が任意であってよいことは理
解されるであろう。加えて、各フレーム２０２は１つ以上のシンボル２０４を備えてよく
（例えば、２つのシンボルが各フレーム２０２に図示されており、ただし各フレームに３
つ以上を含めることもできる）、同シンボルの各々はさらに、１つ以上のトーン２０６、
又は周波数を備えてよい（例えば、３つのトーンが各シンボルに示されており、ただしシ
ンボルを構成するトーンの数は任意であってよい）。例えば、フレーム２０２の第１のシ
ンボルは１９、２１、及び２３と表示された３つのトーンを備え、他方フレーム２０２の
第２のシンボルはトーン２０、２２、及び２４を備える。無線通信環境の中でアクセスポ
イントと通信するために、フレーム２０２におけるトーンのいずれか、あるいは全てが、
アクセス端末（例えば、セル方式電話機、ＰＤＡ、スマートフォン、又は他の何らかの適
当なアクセス端末）へ割り当てられることができる。様々な態様によれば、１つ以上のト
ーン、シンボル、フレームなどは、他のアクセス端末へ、及び／又は他のアクセス端末か
ら、メッセージがブロードキャストされることを可能とするために、短い存続期間の間、
別のアクセス端末への非スティッキー割り当てを必要とすることがあり得る。そのような
シナリオにおいては、割り当てのシグナリングを最小限にしながら、競合するリソースの
割り当て解除の要求を伴わずに非スティッキー割り当てを容易にするため、様々なアプロ
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ーチが実施されることができる。例えばＳＭＳメッセージ、テキストメッセージ、音声情
報、画像データ、オーディオデータ、メタデータ（例えば他のデータを記述するデータ）
、広告情報、ページング信号、デバイス制御メッセージ、マルチキャストメッセージ、位
置本位情報（例えば悪天候警告、現地アトラクション近接情報、その他）、及び／又は他
の何らかの適当なタイプのブロードキャストメッセージとの関連で情報ストリームの送信
／受信を可能にするため、非スティッキー割り当てが使用され、短い時間の期間、アクセ
ス端末へリソースを一時的に割り当てることができる。
【００２６】
　図３は、様々な態様に従い、スティッキー割り当て、および、競合する非スティッキー
割り当て、の対象となり得る複数のリソースを備えている、一連の送信フレーム３００を
図示する。一連の送信フレーム３００は、複数の個別フレーム３０２を備え、同個別フレ
ームの各々は１つ以上のシンボル３０４を備える。シンボル３０４は１つ以上のトーン３
０６（例えば、周波数、サブキャリヤ、その他）を各々備えてもよい。図３には３つのト
ーンからなる２つのシンボルを各々備える７つのフレームが描かれているが、任意の数の
トーンを備える、任意の数のシンボルを備える、任意の数のフレームをここで説明する様
々な態様とともに利用できることは理解されるであろう。さらに、サブキャリヤブロック
３０６の内のいずれか、及び／又は全てが、例えば１つ以上のデータパケットのハイブリ
ッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）であってよいことは理解されるであろう。非スティッキー
割り当て３０８（共有ブロードキャストシグナリングチャネルｓＢＣＨと表示）は、時間
で２つのシンボルに、周波数で２つのトーンにまたがって系列３００の第３のフレームに
挿入された状態で描かれている。様々な態様によれば、既存のスティッキー割り当てに対
する影響が軽微でありまた、そのような割り当ての管理について過剰なシグナリングを避
ける、非スティッキーメッセージに対して、リソースが提供されることができる。例えば
既存のシステムは、スティッキー割り当てのリソースの割り当てを解除することにより非
スティッキーメッセージのための余地を設けるか、あるいはスティッキー割り当てが期限
切れになるまで待つかのいずれかである。ここで提供される様々な態様によれば、（例え
ば、基地局又はアクセスポイントにおける）リソース配分ユニットは、既存のスティッキ
ー割り当てと競合し得る時間限定の非スティッキー割り当てを提供することができる。こ
れが起こるとき、スティッキー割り当てに関連するアクセス端末は、非スティッキー割り
当てを知らされることができ、非スティッキー割り当ての存続期間の間、それらのスティ
ッキー割り当てのチャネル（単複）の処理を決定論的方法(deterministic way)で修正す
ることができる。
【００２７】
　例えば、スティッキー割り当てを伴うアクセス端末は、このスティッキー割り当てにお
けるリソースの非スティッキー割り当て（例えば、競合するリソース割り当て）の表示(i
ndication)を受け取ることができ、非スティッキー割り当ての存続期間の間はスティッキ
ー割り当て（例えば、これにより割り当てられたリソース）の使用を一時的に中断(suspe
nd)でき、その後スティッキー割り当ての使用を再開(resume)できる。つまり、競合にあ
るスティッキー割り当てのリソースは、非スティッキー割り当ての存続期間の間、手放さ
れる(relinquished)ことができ、その後取り戻される(resumed)ことができる。スティッ
キー割り当てが取り戻されるとき、アクセス端末は、（例えば、「ラップアラウンド」方
法("wraparound" manner)で）あたかも空白時間がなかったかのように、割り当てられた
リソースでデータの処理を再開でき、あるいはユーザは、図５との関係で後述するとおり
、（例えば、ブランキング技法(blanking technique)を用いて）あたかもデータが継続的
に送信されていたかのようにデータを処理できる。例えば、図３において、ラップアラウ
ンド技法(wraparound technique)が図示されており、ここでトーン１から３８までのステ
ィッキー割り当てを有するアクセス端末は、１２番目のトーンでデータを処理した後に第
３の送信フレームにて４つのトーンシンボルに対する制御を手放し、さらに非スティッキ
ー割り当てが終わった後には１３番目のトーンでデータの処理を再開する。この意味にお
いて、アクセス端末は非スティッキー割り当てによる割り込み(interruption)を、あたか
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もこれが発生しなかったかのように、取り扱う。
【００２８】
　さらに、様々な態様によるリソース割り当てについては、時間が、唯一つの関連次元(o
nly one relevant dimension)であり、他の何らかの適切な次元は、ここで説明される様
々な態様の範囲内に入るとみなされる。例えば、時間と周波数の両方でアクセス端末にリ
ソースが割り当てられるＯＦＤＭＡシステムにおいては、非スティッキー割り当ての存在
は、時間次元と周波数次元の両方でラップアラウンド又はブランキングを引き起こす。
【００２９】
　図４は、様々な態様に従い、複数の送信フレームにわたり非スティッキー割り当てが現
存のスティッキー割り当てと競合する、一連の送信フレーム４００を図示する。一連の送
信フレーム４００は複数の個別フレーム４０２を備え、同個別フレームの各々は１つ以上
のシンボル４０４を備える。シンボル４０４は１つ以上のトーン４０６（例えば、周波数
、サブキャリヤ、その他）を各々備えてよい。図４には３つのトーンからなる２つのシン
ボルを各々備える７つのフレームが描かれているが、任意の数のトーンを備える、任意の
数のシンボルを備える、任意の数のフレームをここで説明する様々な態様とともに利用で
きることは理解されるであろう。第１の非スティッキー割り当て４０８（ブロードキャス
トチャネルｓＢＣＨと表示）は、時間次元にして２つのシンボルに、周波数次元にして１
つのトーンにまたがって系列４００の第３のフレームに挿入された状態で描かれている。
第２の非スティッキー割り当て４１０も同様に、第４の送信フレームの中で時間次元にし
て２つのシンボルに、周波数次元にして１つのトーンにまたがっている。非スティッキー
リソース割り当て４０８及び４１０が２トーンシンボルのサイズに限定されないこと、む
しろ任意の数のトーンシンボルであってよいこと、そして等しいサイズでなくともよいこ
とは理解されるであろう。さらに、非スティッキー割り当ては時間又は周波数において連
続しなくともよい。
【００３０】
　非スティッキー割り当て４０８及び４１０は、非スティッキー割り当て３０８より少な
いサブキャリヤに、ただしより多くののＯＦＤＭシンボルに、影響する。加えて、非ステ
ィッキー割り当ては２つ以上のスティッキー割り当てに影響することがあり、この場合、
影響を受ける割り当てのユーザはそれぞれのチャネル処理を相応に調整できる。さらに、
非スティッキー割り当ての影響を受けるスティッキー割り当てに対する修正はスティッキ
ー割り当てにとって有益であり、よって使用してよい。例えば、図３及び４にて第７の送
信フレームに示されているとおり、スティッキー割り当ての存続期間(duration)は時間限
定割り当ての存在に基づきある程度延長できるであろう。別の態様によれば、非スティッ
キー割り当て（単複）の存在によって影響を受けるアクセス端末はどれも、そのような割
り当て（単複）を知らされることができる。このようにして、通信ネットワーク上で送信
されるべき特定のメッセージのために非スティッキー割り当てが提供されることができ、
その一方では、非スティッキー割り当てと競合するスティッキー割り当てに対して最小限
度に影響し、したがって、非スティッキーメッセージのために割り当てを提供するために
必要とされるシグナリングリソースの量を減少させる。
【００３１】
　図５は、様々な態様に従い、スティッキー割り当てと競合する非スティッキー割り当て
との対象となり得る複数のリソースを備える一連の送信フレーム５００を図示する。一連
の送信フレーム５００は複数の個別フレーム５０２を備え、同個別フレームの各々は１つ
以上のシンボル５０４を備える。シンボル５０４は１つ以上のトーン５０６（例えば、周
波数、サブキャリヤ、その他）を各々備えてよい。図５には３つのトーンからなる２つの
シンボルを各々備える７つのフレームが描かれているが、任意の数のトーンを備える、任
意の数のシンボルを備える、任意の数のフレームをここで説明する様々な態様とともに利
用できることは理解されるであろう。非スティッキー割り当て５０８（共有ブロードキャ
ストシグナリングチャネルｓＢＣＨと表示）は、時間にして２つのシンボルに、周波数に
して２つのトーンにまたがって系列５００の第３のフレームに挿入された状態で描かれて
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いる。様々な態様によれば、既存のスティッキー割り当てに対する影響が軽微で、そのよ
うな割り当ての管理について過剰なシグナリングを回避する、非スティッキーメッセージ
に対して、リソースが提供されることができる。例えば既存のシステムは、スティッキー
割り当てのリソースの割り当てを解除することにより非スティッキーメッセージのため余
地を設けるか、あるいはスティッキー割り当てが期限切れになるまで待つかのいずれかで
ある。ここで説明する様々な態様によれば、（例えば、基地局又はアクセスポイントにあ
る）リソース配分ユニットは、既存のスティッキー割り当てと競合するかもしれない時間
限定非スティッキー割り当てを提供できる。これが起こるとき、スティッキー割り当てに
関連するアクセス端末は非スティッキー割り当てを知らされることができ、非スティッキ
ー割り当ての存続期間の間、それぞれのスティッキー割り当てのチャネル（単複）の処理
を決定論的方法で修正できる。
【００３２】
　例えば、スティッキー割り当てを持つアクセス端末は、このスティッキー割り当ての中
にあるリソースの非スティッキー割り当て（例えば、競合するリソース割り当て）の表示
を受け取ることができ、非スティッキー割り当ての存続期間の間、スティッキー割り当て
（例えば、これにより割り当てられたリソース）の使用を一時的に中断でき、その後ステ
ィッキー割り当ての使用を再開できる。つまり、競合するスティッキー割り当てのリソー
スは非スティッキー割り当てが続く間手放すことができ、その後取り戻すことができる。
スティッキー割り当てを取り戻したアクセス端末は、（例えば、ブランキング技法を用い
て）あたかもデータが継続的に送信されていたかのように、割り当てられたリソースでデ
ータの処理を再開できる。例えば図５にはブランキング技法が図示されており、ここでは
、トーン１から４２までのスティッキー割り当てを有するアクセス端末は、１２番目のト
ーンでデータを処理した後に第３の送信フレームにて４つのトーンシンボルに対する制御
を手放し、さらに非スティッキー割り当てが終わった後には１７番目のトーンでデータの
処理を再開する。このように、アクセス端末は、競合したリソースを「無効にし(blanks 
out)」、後の競合しないリソースで再開する。
【００３３】
　さらに、時間は、様々な態様によるリソース割り当てについては、唯一つの関連次元で
あり、他の何らかの適切な次元は、ここで説明する様々な態様の範囲に入るとみなされる
。例えば時間と周波数の両方でアクセス端末にリソースが割り当てられるＯＦＤＭＡシス
テムにおいては、非スティッキー割り当ての存在は時間次元と周波数次元の両方でラップ
アラウンド又はブランキングを引き起こす。
【００３４】
　図６～７を参照すれば、無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合の
解決を可能にすることに関連する方法(methodologies)が示されている。例えば、方法は
、ＦＤＭＡ環境、ＯＦＤＭＡ環境、ＣＤＭＡ環境、ＷＣＤＭＡ環境、ＴＤＭＡ環境、ＳＤ
ＭＡ環境、又は他の何らかの適当な無線環境において、競合するリソース割り当てを解決
することに関連することができる。説明の簡単化のために、方法は一連の行為として図示
され説明されるが、いくつかの行為は、１つ以上の実施形態に従い、ここに示されまた説
明されるものとは異なる順序で、及び／又は他の行為と同時に、発生することがあり得る
ので、方法は行為の順序によって限定されないことは理解され認識されるであろう。例え
ば、当業者は、方法が、状態図におけるような、一連の相互に関係する状態又はイベント
として、代わりに表現されることができるであろうことを理解し認識するであろう。さら
に、すべての図示された行為は、１つ以上の実施形態に従い方法をインプリメント(imple
ment)するために、必ずしも必要とされなくともよい。
【００３５】
　図６は、１つ以上の態様に従い、関連するシグナリング要件(signaling requirements)
を減らすためにラップアラウンドスティッキー割り当て回復技法を使用し、競合するステ
ィッキーリソース割り当てを持つアクセス端末へ非スティッキー割り当て表示を提供する
、方法６００の説明図である。該方法によれば、６０２で第１のアクセス端末は、第２の
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アクセス端末に対するリソースの非スティッキー、あるいは「時間限定」、割り当ての表
示を受け取ることができ、ここでは、非スティッキー割り当てにより第２のユーザデバイ
スに割り当てられるリソースの内の１つ以上は、既に、スティッキーリソース割り当てに
より第１のアクセス端末へ割り当てられている。そのような重複したリソース割り当ては
リソースの「競合」を招く。非スティッキー割り当ての表示は、非スティッキー割り当て
の時間制限又は存続期間に関係する情報を備えてもよい。第１のアクセス端末は、６０４
で、非スティッキー割り当てが続く間、競合リソースに対する制御を手放すことができる
。非スティッキー割り当ての存続期間に関係する情報を有する第１のアクセス端末は６０
６で、あたかも非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように、スティッキー割り
当てのリソースで処理を再開できる。
【００３６】
　例えば、ｎトーンシンボル割り当てにおけるトーンシンボル８－１３の非スティッキー
割り当てのような、非スティッキー割り当ての表示が、第１のアクセス端末で受信される
ことができ、この表示は、６トーンシンボルリソースブロックが第１のアクセス端末のス
ティッキー割り当てと競合していることを示す、ここでｎは整数である。ラップアラウン
ドリソース回復技法に従い、第１のアクセス端末は、トーンシンボル１－７上でノーマル
として(as normal)、情報を送信／受信することができ、適切なときにトーンシンボル８
－１３の制御を手放すことができ、非スティッキー割り当ての後の次のリソースまでトー
ンシンボル８についての、それ自身の送信／受信スケジュールを押し進めることができ、
次の利用可能なリソースで処理（例えば、送信すること／受信すること）を再開できる。
このように、第１のアクセス端末は、競合リソースの非スティッキー割り当てが他のアク
セス端末に及ぼす影響を最小限に抑えるラップアラウンドスティッキー割り当て回復技法
を使用できる。
【００３７】
　関連する態様によれば、アクセス端末は、ラップアラウンドプロトコルをイネーブルに
するあるいはディスエーブルにするように端末に命令する信号を受け取ることができる。
ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにするあるいはディスエーブルにする判断は、
例えば、各割り当てに関連づけられる動的なパラメータに、及び／又は静的なシステム全
体のパラメータに、基づくことができる。例えば、もし競合リソースの数が所定の閾値よ
りも大きい場合、そのときはアクセス端末が、非スティッキー割り当ての期限が過ぎた後
に通信を続けるのに十分なリソースを端末が有することを確実にするために、ラップアラ
ウンドプロトコルをイネーブルにすることができるように、動的パラメータは、アクセス
端末に割り当てられた全部のリソース(total resources)に対する競合リソースの比に関
係づけられることができる。加えて、又は代わりに、もしも競合リソースの数が所定の閾
値以下であるならば、そのときは、端末は、それが非スティッキー割り当ての期限が過ぎ
た後に通信を再開するのに十分なリソースを有しているので、ラップアラウンドプロトコ
ルをディスエーブルにすることができる。静的なシステム全体のパラメータ(static syst
em-wide parameter)の例としては、競合リソースの数に関連づけられる所定の閾値であっ
てもよい、なおここで閾値は、全部の割り当てリソースに対する競合リソースの任意の比
率、等、にかかわらずに、全てのアクセス端末に適用される。
【００３８】
　図７は、１つ以上の態様に従い、シグナリング要件を減らすために「ブランキング(bla
nking)」スティッキー割り当て回復技法を使用し、競合するスティッキーリソース割り当
てを持つアクセス端末へ非スティッキー割り当て表示を提供する方法７００を図示する。
該方法によれば、７０２で第１のアクセス端末は、第２のアクセス端末に対するリソース
の非スティッキー割り当ての表示を受け取ることができ、ここで非スティッキー割り当て
により第２のアクセス端末に割り当てられるリソースの内の１つ以上は、既に、スティッ
キーリソース割り当てにより第１のユーザデバイスへ割り当てられている。非スティッキ
ー割り当ての表示は、非スティッキー割り当ての時間制限又は存続期間に関係する情報を
備えてよい。第１のアクセス端末は７０４で、非スティッキー割り当ての存続期間の間、



(18) JP 5763003 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

競合リソースに対する制御を手放すことができる。第１のアクセス端末は、７０６で、非
スティッキー割り当てが終了次第、次の利用可能なリソースで、それのスティッキー割り
当てを取り戻すことができる。
【００３９】
　例えば、ｎトーンシンボル割り当てにおけるトーンシンボル２１－２９の非スティッキ
ー割り当てのような、非スティッキー割り当ての表示が第１のアクセス端末で受信される
ことができ、表示は、９トーンシンボルリソースブロックが第１のアクセス端末のスティ
ッキー割り当てと競合していることを示している、なおここでｎは整数である。「ブラン
キング」リソース回復技法に従い、第１のアクセス端末はトーンシンボル１－１９上で、
ノーマルとして(as normal)情報を送信／受信でき、適切なときにトーンシンボル２１－
２９の制御を手放すことができ、トーンシンボル３０で処理（例えば、送信／受信）を再
開できる。関連する態様によれば、第１のアクセス端末のリソース配分への影響を緩和す
るため、第１のアクセス端末についてのスティッキー割り当ては、予め決められた量によ
って拡張され、かつ／または延長されることができる。例えば、上記の例によれば、もし
もｎ＝４０ならば、そのときは、スティッキー割り当ては、４９以上のトーンシンボルな
どを備えるように、拡張されることができる。このように第１のアクセス端末は、競合リ
ソースの非スティッキー割り当てが他のアクセス端末に及ぼす影響を最小限に抑える「ブ
ランキング」スティッキー割り当て回復技法を使用することができる。任意の数のアクセ
ス端末が、他のアクセス端末に対する非スティッキー割り当てにより影響をされことがあ
り、また、すべての影響されるアクセス端末が、それらのスティッキー割り当て処理スケ
ジュールをそれに応じて調整することができる、ということは理解されるであろう。
【００４０】
　関連する態様によれば、アクセス端末は、ブランキングプロトコルをイネーブルにする
あるいはディスエーブルにするように端末に命令する信号を、受け取ることができる。ラ
ップアラウンドプロトコルをイネーブルあるいはディスエーブルにする判断は、例えば、
各割り当てに関連づけられる動的なパラメータに、及び／又は静的なシステム全体のパラ
メータに、基づくことができる。例えば、もし競合リソースの数が所定の閾値よりも少な
い場合は、そのときはアクセス端末が、非スティッキー割り当ての期限が過ぎた後に通信
を続けるのに十分なリソース（例えば、競合リソース無しでも）を端末が有しているので
、ブランキングプロトコルをイネーブルにすることができるように、動的パラメータは、
アクセス端末に割り当てられる全部のリソースに対する競合リソースの比に関連づけられ
ることができる。加えて、又は代わりに、もしも競合リソースの数が所定の閾値以上なら
、そのときは、端末は、非スティッキー割り当ての期限が過ぎた後に通信を再開するのに
十分なリソースがないので、ブランキングプロトコルをディスエーブルにすることができ
る。静的なシステム全体のパラメータの例としては、競合リソースの数に関連づけられる
所定の閾値であってもよい、なおここでは、閾値は、全部の割り当てリソースに対する競
合リソースの任意の比、等、にかかわらずに、全てのアクセス端末に適用される。
【００４１】
　図８は、１つ以上の態様に従い、２つ以上のリソース割り当てが競合している場合にリ
ソース割り当て解決の実行を容易にするアクセス端末８００の説明図である。アクセス端
末８００は、受信機８０２を備えており、同受信機は、例えば受信アンテナ（図示せず）
から信号を受信し、受信信号に対し典型的な動作を実行し（例えば、フィルタする、増幅
する、ダウンコンバートする、など）、調整された信号をデジタル化することによりサン
プルを得る。受信機８０２は、例えば、ＭＭＳＥ受信機であり得るし、また、復調器８０
４を備えることができ、同復調器は、受信シンボルを復調し、チャネル推定のためにこれ
らをプロセッサ８０６へ供給することができる。プロセッサ８０６は、受信機８０２によ
って受信される情報を解析し、かつ／または送信機８１６によって送信される情報を生成
する、専用のプロセッサであり得るし、アクセス端末８００の１つ以上のコンポーネント
を制御するプロセッサである得るし、及び／又は受信機８０２によって受信される情報を
解析し、送信機８１６によって送信される情報を生成し、且つアクセス端末８００の１つ
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以上のコンポーネントを制御するプロセッサであり得る。
【００４２】
　アクセス端末８００は、さらにメモリ８０８を備えてよく、同メモリはプロセッサ８０
６へ作動可能な状態で結合され、送信データ、受信データ、その他を格納できる。メモリ
８０８は、アクセス端末８００のためのスティッキー割り当て、そのための非スティッキ
ー割り当て、他のアクセス端末のための競合するリソース割り当てを伴う非スティッキー
割り当て、競合リソースに対する制御を一時的に手放し競合が解決した後に競合リソース
を取り戻すためのプロトコル、まど、に関連する情報を格納することができる。
【００４３】
　ここで説明されるデータストア（例えばメモリ８０８）は、揮発性メモリか不揮発性メ
モリであり得るし、あるいは、揮発性と不揮発性の両方のメモリを含むことができる、と
いうことは理解されるであろう。例として、また限定するものではないが、不揮発性メモ
リは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プロ
グラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、あるいは
フラッシュメモリを含むことができる。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして動
作するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができる。例として、また限定する
ものではないが、ＲＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（Ｄ
ＲＡＭ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤ
Ｒ　ＳＤＲＡＭ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ　Ｄ
ＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、及びダイレクトＲａｍｂｕｓ　ＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）のような
、多くの形態で入手可能である。対象システム及び方法のメモリ８０８は、これらと他の
何らかの適切なタイプのメモリとを、これらに限定されることなく、備えるように意図さ
れている。
【００４４】
　受信機８０２は、さらに、割り当て検出器８１０に作動可能な状態で結合されており、
同割り当て検出器は、アクセス端末のリソース割り当てと、他のアクセス端末に対するリ
ソースの非スティッキー割り当てに関係する非スティッキー割り当て表示とを検出するこ
とができる。例えば、割り当て検出器８１０は、第１のリソースセット（例えば周波数、
サブキャリヤ、トーン、送信期間、チャネル、など）のスティッキー割り当てを受信でき
、そのようなリソースに対し制御を行う(exert control)ことができる。割り当て検出器
は、そのとき、アクセス端末に割り当てられたリソースの内の１つ以上が別のアクセス端
末へ一時的に割り当てられたことを示す非スティッキー割り当て表示信号を検出すること
ができる。この場合、割り当て調整器８１２は、アクセス端末に割り当てられたリソース
のセットを調整するために競合リソース（単複）に対する制御を手放すことができ、そし
て、他のアクセス端末に対する競合リソースの非スティッキー割り当てが期限切れになる
とリソース（単複）に対する制御を取り返すことができる。割り当て検出器８１０および
割り当て調整器８１２は、上記に詳述されたように、競合リソースを解決するためにラッ
プアラウンド又はブランキングプロトコルを利用することができる。
【００４５】
　アクセス端末８００は、変調器８１４と送信機８１６とをなおさらに備えており、同送
信機は、例えば、基地局、別のユーザデバイス、リモートエージェント、などへ、信号を
送信する。割り当て検出器８１０および割り当て調整器８１２は、プロセッサ８０６から
分離しているとして描かれているが、プロセッサ８０６の、又は複数のプロセッサ（示さ
れていない）の、一部であってもよいことは、理解されるべきである。
【００４６】
　図９は、１つ以上の態様に従い、割り当てのシグナリングを最小限にしながら、リソー
ス割り当て競合の解決を容易にするために予め定義された終了期限を持つ非スティッキー
リソース割り当てをアクセス端末に提供する、システム９００の説明図である。システム
９００は、複数の受信アンテナ９０６を通して１つ以上のユーザデバイス９０４から信号
（単複）を受信する受信機９１０と、送信アンテナ９０８を通じて１つ以上のユーザデバ
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イス９０４へ送信する送信機９２４と、を有した基地局９０２を備える。受信機９１０は
、受信アンテナ９０６から情報を受信でき、受信情報を復調する復調器９１２と作動可能
な状態で関連づけられている。復調されたシンボルは、プロセッサ９１４によって解析さ
れ、同プロセッサは、図７に関して上記に説明されたプロセッサに類似することがあり得
るし、また、それはメモリ９１６に結合されており、同メモリは、逆方向リンク通信に関
連するリソースを配分することに関連する情報、スティッキーあるいは非スティッキーで
あるかもしれないリソースの割り当て、及び／又はここに説明される様々な動作及び機能
を実行することに関連する他の何らかの適切な情報を保存する。
【００４７】
　プロセッサ９１４は、１つ以上のユーザデバイス９０４に割り当て表示(assignment in
dicator)を提供することを容易にすることができるスティッキー割り当て生成器９０８と
非スティッキー割り当て生成器９２０とに、更に結合されることができる。例えば、ステ
ィッキー割り当て生成器は、与えられたユーザデバイス９０４のためのリソースのスティ
ッキー割り当てを生成でき、これはユーザデバイスへリソースを割り当てるために送信機
９２４によって送信されることができる。別のユーザデバイスがスティッキー割り当ての
リソースの内の１つ以上を要求する場合は、非スティッキー割り当て生成器９２０は、ユ
ーザデバイス９０４への送信のために、競合リソース（単複）の表示を生成することがで
きる。非スティッキー割り当ては、非スティッキー割り当ての存続期間と同様に競合リソ
ース（単複）の識別(identity)に関連する情報を備えることができ、これにより、同様に
、ユーザデバイス９０４は、特定の期間の間、競合リソース（単複）に対する制御を手放
すことができ、そしてそのあと、非スティッキー割り当ての終了と同時にそこでの制御を
取り戻すことができる。この方法においては、明示的又は黙示的な割り当て解除プロトコ
ルなどを使用するシステムにおける少なくとも２つの信号と比べて、唯一つの割り当て信
号が、ユーザデバイス９０４に競合を知らせるために、そして競合の解決のために、必要
とされる。スティッキー割り当て生成器９１８と非スティッキー割り当て生成器９２０は
、さらに、変調器９２２に結合されてもよい。変調器９２２は、送信機９２４からアンテ
ナ９０８を通してユーザデバイス（単複）９０４へ送信される割り当て情報を多重化でき
る。スティッキー割り当て生成器９１８、非スティッキー割り当て生成器９２０、及び／
又は変調器９２２は、プロセッサ９１４から分離しているとして描かれているが、プロセ
ッサ９１４の、又はいくつかのプロセッサ（示されていない）の、一部であってもよいこ
とは理解されるべきである。
【００４８】
　図１０は、例示的な無線通信システム１０００を示す。簡潔にするために、無線通信シ
ステム１０００には１つの基地局と１つの端末とが描かれている。しかしながら、システ
ムが１つよりも多くの基地局及び／又は１つより多くの端末を含むことができ、ここでは
、更なる基地局及び／又は端末が、下記に説明される例示的な基地局及び端末と実質的に
類似するあるいは異なることがあり得る、ということは理解されるべきである。加えて、
基地局及び／又は端末が、これらの間の無線通信を容易にするために、ここに説明される
システム（図１－５、８、９、及び１１）及び／又は方法（図６－７）を使用できる、と
いうことが理解されるべきである。
【００４９】
　図１０は、多重アクセス多重キャリヤ通信システムにおけるＡＰ　１０１０ｘと２つの
ＡＴｓ　１０２０ｘ及び１０２０ｙとの一実施形態のブロック図を示す。ＡＰ　１０１０
ｘにて、送信（ＴＸ）データプロセッサ１０１４は、データソース１０１２からトラフィ
ックデータ（すなわち情報ビット）を、そして、コントローラ１０２０とスケジューラ１
０３０とからシグナリング及びその他情報を、受信する。例えば、コントローラ１０２０
は、アクティブなＡＴの送信電力を調整するために使われる電力制御（ＰＣ）コマンドを
提供することができ、スケジューラ１０３０は、ＡＴのキャリヤ割り当てを提供すること
ができる。これらの種々のデータは、異なる転送チャネルで送信されてもよい。ＴＸデー
タプロセッサ１０１４は、受信データを符号化し、マルチキャリヤ変調（例えばＯＦＤＭ
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）を用いてこれを変調することにより、変調データ（例えばＯＦＤＭシンボル）を提供す
る。次に送信機ユニット（ＴＭＴＲ）１０１６が変調データを処理することにより、ダウ
ンリンク変調信号が生成され、同ダウンリンク変調信号は、そのあと、アンテナ１０１８
から送信される。
【００５０】
　ＡＴｓ　１０２０ｘ及び１０２０ｙの各々で、送信変調信号は、アンテナ１０５２によ
って受信され、受信機ユニット（ＲＣＶＲ）１０５４へ提供される。受信機ユニット１０
５４は、受信信号を処理し、デジタル化することによりサンプルを提供する。そして受信
（ＲＸ）データプロセッサ１０５６は、サンプルを復調し、復号化することにより、復号
化データを提供し、同復号化データは、復元されたトラフィックデータ、メッセージ、シ
グナリング、などを含むことができる。トラフィックデータは、データシンク１０５８へ
提供されることができ、また、端末に送信されたキャリヤ割り当てとＰＣコマンドとは、
コントローラ１０６０に提供される。コントローラ１０６０は、上記に説明されたスキー
ム(schemes)を実行するために構成されることができる。
【００５１】
　各々のアクティブ端末１０２０で、ＴＸデータプロセッサ１０７４は、データソース１
０７２からトラフィックデータを、また、コントローラ１０６０からシグナリング及びそ
の他情報を、受信する。例えばコントローラ１０６０は、所要送信電力、最大送信電力、
又は端末にとっての最大送信電力と所要送信電力との差を伝える情報を提供することがで
きる。割り当てられたキャリヤを用いてＴＸデータプロセッサ１０７４によって様々なタ
イプのデータが符号化され、変調され、さらに送信機ユニット１０７６によって処理され
ることにより、アップリンク変調信号が生成され、同アップリンク変調信号はその後アン
テナ１０５２から送信される。
【００５２】
　ＡＰ　１０１０ｘでは、ＡＴｓからの送信変調信号が、アンテナ１０１８によって受信
され、受信機ユニット１０３２によって処理され、ＲＸデータプロセッサ１０３４によっ
て復調され復号化される。受信機ユニット１０３２は、各端末につき受信信号品質（例え
ば、受信信号対雑音比（ＳＮＲ））を推定することができ、この情報をコントローラ１０
２０へ提供することができる。そしてコントローラ１０２０は、端末の受信信号品質を許
容範囲内に保つため、各端末につきＰＣコマンドを導出できる。ＲＸデータプロセッサ１
０３４は、各端末につき復元されたフィードバック情報（例えば、所要送信電力）をコン
トローラ１０２０とスケジューラ１０３０とへ提供する。
【００５３】
　ここで説明した技法は、様々な手段によってインプリメントされることができる。例え
ば、これらの技法は、ハードウェア、ソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせにおい
てインプリメントされることができる。ハードウェアのインプリメンテーション(impleme
ntation)の場合は、これらの技法のための処理ユニット（例えば、コントローラ１０２０
及び１０７０、ＴＸ及びＲＸプロセッサ１０１４及び１０３４、など）は、１つ以上の特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣｓ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰｓ）、デジタル信
号処理デバイス（ＤＳＰＤｓ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤｓ）、フィールド
プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコン
トローラ、マイクロプロセッサ、ここで説明された機能を実行するよう設計された他の電
子ユニット、又はこれらの組み合わせの中で、インプリメントされることができる。
【００５４】
　図１１は、様々な態様に従い、無線通信環境においてアクセス端末間のリソース割り当
て競合を解決することを容易にする装置１１００を、図示する。装置１１００は、プロセ
ッサ、ソフトウェア、又はこれらの組み合わせ（例えばファームウェア）によってインプ
リメントされる機能を表すことができる、一連の相互に関係する機能ブロック、又は「モ
ジュール」として表されている。例えば、装置１１００は、先行する図との関係で上記さ
れるような、様々な行為を実行するためのモジュールを提供することができる。装置１１
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００は、非スティッキー割り当て表示１１０２を受信するモジュールを備える。非スティ
ッキー割り当て表示１１０２を受信するモジュールは、受信した表示を解析でき、非ステ
ィッキー割り当て表示に記述された非スティッキー割り当てに含まれるリソースが、以前
のスティッキー割り当てでアクセス端末に割り当てられたリソースと競合しているか否か
を判断できる。もしそうであれば、スティッキー割り当てのリソース１１０４を放棄する
モジュールは、非スティッキー割り当ての存続期間の間、スティッキー割り当てのリソー
スに対する制御を手放すことができる。スティッキー割り当てのリソースを取り戻すモジ
ュール１１０６は、競合リソース（単複）の非スティッキー割り当てが期限切れになると
、競合リソースに対する制御を再び行使できる。このようにして、装置１１００およびこ
れによって構成される様々なモジュールは、上記に説明された方法を実行することができ
、かつ／またはここで説明された様々なシステムへ必要な機能を分け与えることができる
。
【００５５】
　ソフトウェアのインプリメンテーションの場合、ここに説明された技法は、ここに説明
された機能を実行するモジュール（例えば、プロシージャ、関数、など）を用いて、イン
プリメントされることができる。ソフトウェアコードは、メモリユニットの中に格納され
、そして、プロセッサによって実行されることができる。メモリユニットは、プロセッサ
内で、あるいはプロセッサの外部で、インプリメントされることができ、その場合には、
それは、当技術分野で知られている様々な手段を介して、プロセッサに通信可能な状態で
結合されることができる。
【００５６】
　上記に説明されたものは、１つ以上の実施形態の例を含む。前述された実施形態を説明
する目的でコンポーネント又は方法の考え得る組み合わせをもれなく説明することは、勿
論、可能ではないが、当業者は、様々な実施形態の多数のさらなる組み合わせと入れ替え
とが可能であることを認識するであろう。したがって、説明された実施形態は、添付され
た特許請求の範囲の精神及び範囲の中に入る、そのような変更、修正、及び変形の全てを
包含するように意図されている。さらに、用語「含む(includes)」が詳細な説明あるいは
特許請求の範囲において使用されている限り、そのような用語は、用語「備える(compris
ing)」が特許請求の範囲においてトランジショナルワード(transitional word)として使
用されるときに解釈されるように、用語「備える」と同様な方法で包括的である(inclusi
ve)ように意図されている。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決する方法であ
って、
　第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末に対するリソースの非スティ
ッキー割り当ての表示を受信することと、なお、前記非スティッキー割り当ては、スティ
ッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当てられている少なくとも１つの
競合リソースを備えている；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースを放棄することと；
　前記所定の期間が過ぎた後に、前記少なくとも１つの競合リソースを取り戻すことと；
　を備える方法。
［Ｃ２］非スティッキー割り当て表示を備えている信号はまた、前記非スティッキー割り
当ての存続期間に関連する情報を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように前記少なくと
も１つの競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコルを使用すること、を
さらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ４］前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする
信号を受信することをさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと
静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいてい
る、Ｃ３に記載の方法。
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［Ｃ５］前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リソースで少な
くとも１つの競合リソースを取り戻すために、ブランキングプロトコルを使用すること、
をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ６］前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信号
を受信することをさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的
なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、
Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］前記少なくとも１つの競合リソースは、送信時間枠における周波数である、Ｃ１
に記載の方法。
［Ｃ８］割り当てられるリソースは、順方向リンク通信に利用される、Ｃ１に記載の方法
。
［Ｃ９］割り当てられるリソースは、逆方向リンク通信に利用される、Ｃ１に記載の方法
。
［Ｃ１０］前記非スティッキー割り当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキ
ャスト割り当てであり、また、前記ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル
（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ
、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するために利用さ
れる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決することを
容易にする装置であって、
　第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末へ割り当てられたリソースに
関連する情報を備えている非スティッキー割り当て表示信号を受信する受信機と、なお、
前記非スティッキー割り当ては、スティッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末に
も割り当てられている少なくとも１つの競合リソースを備えている；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースに対する制御を手放
し、且つ前記所定の期間が過ぎた後に前記少なくとも１つの競合リソースに対する制御を
取り戻すプロセッサと；
　を備える装置。
［Ｃ１２］前記非スティッキー割り当て表示信号はまた、前記非スティッキー割り当ての
存続期間に関連する情報を備える、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１３］前記プロセッサは、あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったか
のように前記少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコ
ルを使用する、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１４］前記受信機は、前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディ
スエーブルにする信号を受信し、また、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメー
タと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づい
ている、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］前記プロセッサは、前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次
の論理リソースで少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためにブランキングプロトコ
ルを使用する、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１６］前記受信機は、前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエ
ーブルにする信号を受信し、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静的な
システム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている、Ｃ
１５に記載の装置。
［Ｃ１７］前記少なくとも１つの競合リソースは、送信時間枠における周波数である、Ｃ
１１に記載の装置。
［Ｃ１８］割り当てられるリソースは、順方向リンク通信に利用される、Ｃ１１に記載の
装置。
［Ｃ１９］割り当てられるリソースは、逆方向リンク通信に利用される、Ｃ１１に記載の
装置。
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［Ｃ２０］前記非スティッキー割り当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキ
ャスト割り当てであり、また、前記ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル
（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ
、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するために利用さ
れる、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ２１］無線通信環境の中でアクセス端末間のリソース割り当て競合を解決することを
容易にする装置であって、
　第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末に対するリソースの非スティ
ッキー割り当ての表示を受信する手段と、なお前記非スティッキー割り当ては、スティッ
キー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当てられている少なくとも１つの競
合リソースを備える；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースを放棄する手段と；
　前記所定の期間が過ぎた後に、前記少なくとも１つの競合リソースを取り戻す手段と；
　を備える装置。
［Ｃ２２］非スティッキー割り当て表示を備えている信号はまた、前記非スティッキー割
り当ての存続期間に関連する情報を備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように前記少なく
とも１つの競合リソースを取り戻すためにラップアラウンドプロトコルを使用する手段、
をさらに備えるＣ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］受信する前記手段は、前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又
はディスエーブルにする信号を受信し、また、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパ
ラメータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部
基づいている、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リソースで少
なくとも１つの競合リソースを取り戻すためにブランキングプロトコルを使用する手段、
をさらに備えるＣ２１に記載の装置。
［Ｃ２６］受信する前記手段は、前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はデ
ィスエーブルにする信号を受信し、また、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメ
ータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づ
いている、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］前記少なくとも１つの競合リソースは、送信時間枠における周波数である、Ｃ
２１に記載の装置。
［Ｃ２８］割り当てられるリソースは、順方向リンク通信に利用される、Ｃ２１に記載の
装置。
［Ｃ２９］割り当てられるリソースは、逆方向リンク通信に利用される、Ｃ２１に記載の
装置。
［Ｃ３０］前記非スティッキー割り当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキ
ャスト割り当てであり、また、前記ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル
（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ
、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するため利用され
る、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ３１］第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末に対するリソースの
非スティッキー割り当ての表示を受信し、なお、前記非スティッキー割り当ては、スティ
ッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当てられている少なくとも１つの
競合リソースを備える；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースの制御を手放し；
　前記所定の期間が終わった後に、前記少なくとも１つの競合リソースの制御を取り戻す
；
　ための、コンピュータ実行可能命令を格納して有するコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３２］非スティッキー割り当て表示を備えている信号はまた、前記非スティッキー割
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り当ての存続期間に関連する情報を備える、Ｃ３１に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３３］あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのように前記少なく
とも１つの競合リソースを取り戻すためラップアラウンドプロトコルを使用する命令、を
さらに備えるＣ３１に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３４］前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにす
る信号を受信する命令をさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータ
と静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいて
いる、Ｃ３３に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３５］前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理リソースで少
なくとも１つの競合リソースを取り戻すためにブランキングプロトコルを使用する命令、
をさらに備えるＣ３１に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３６］前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエーブルにする信
号を受信する命令をさらに備え、前記信号は、動的な１割り当て当たりのパラメータと静
的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくとも一部基づいている
、Ｃ３５に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３７］前記少なくとも１つの競合リソースは、サブキャリヤ周波数である、Ｃ３１に
記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３８］割り当てられるリソースは、順方向リンク通信に利用される、Ｃ３１に記載の
コンピュータ可読媒体。
［Ｃ３９］割り当てられるリソースは、逆方向リンク通信に利用される、Ｃ３１に記載の
コンピュータ可読媒体。
［Ｃ４０］前記非スティッキー割り当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキ
ャスト割り当てであり、また、前記ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル
（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ
、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するため利用され
る、Ｃ３１に記載のコンピュータ可読媒体。
［Ｃ４１］無線通信環境の中でリソース割り当て競合を解決するためにコンピュータ実行
可能命令を実行するプロセッサであって、前記命令は、
　第１のアクセス端末にて、少なくとも第２のアクセス端末に対するリソースの非スティ
ッキー割り当ての表示を受信することと、なお、前記非スティッキー割り当ては、スティ
ッキー割り当てにより前記第１のアクセス端末にも割り当てられている少なくとも１つの
競合リソースを備えている；
　前記第１のアクセス端末にて、所定の期間の間、前記競合リソースの制御を手放すこと
と；
　前記所定の期間が終わった後に、前記少なくとも１つの競合リソースの制御を取り戻す
ことと；
　を備える、
　プロセッサ。
［Ｃ４２］非スティッキー割り当て表示を備えている信号はまた、前記非スティッキー割
り当ての存続期間に関連する情報を備える、Ｃ４１に記載のプロセッサ。
［Ｃ４３］前記命令は、あたかも前記非スティッキー割り当てが発生しなかったかのよう
に前記少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためラップアラウンドプロトコルを使用
することをさらに備える、Ｃ４１に記載のプロセッサ。
［Ｃ４４］前記命令は、前記ラップアラウンドプロトコルをイネーブルにする又はディス
エーブルにする信号を受信することをさらに備え、また、前記信号は、動的な１割り当て
当たりのパラメータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少な
くとも一部基づいている、Ｃ４３に記載のプロセッサ。
［Ｃ４５］前記命令は、前記非スティッキー割り当てが期限切れになった後に、次の論理
リソースで少なくとも１つの競合リソースを取り戻すためブランキングプロトコルを使用
すること、をさらに備える、Ｃ４１に記載のプロセッサ。
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［Ｃ４６］前記命令は、前記ブランキングプロトコルをイネーブルにする又はディスエー
ブルにする信号を受信することをさらに備え、また、前記信号は、動的な１割り当て当た
りのパラメータと静的なシステム全体のパラメータとの内の少なくとも一方に、少なくと
も一部基づいている、Ｃ４５に記載のプロセッサ。
［Ｃ４７］前記少なくとも１つの競合リソースは、サブキャリヤ周波数である、Ｃ４１に
記載のプロセッサ。
［Ｃ４８］割り当てられるリソースは、順方向リンク通信に利用される、Ｃ４１に記載の
プロセッサ。
［Ｃ４９］割り当てられるリソースは、逆方向リンク通信に利用される、Ｃ４１に記載の
プロセッサ。
［Ｃ５０］前記非スティッキー割り当ては、複数のアクセス端末を対象とするブロードキ
ャスト割り当てであり、また、前記ブロードキャスト割り当ては、媒体アクセスチャネル
（ＭＡＣ）識別情報によって示され、ページングメッセージ、オーバーヘッドメッセージ
、及びコンフィギュレーションメッセージの内の少なくとも１つを受信するために利用さ
れる、Ｃ４１に記載のプロセッサ。

【図１】 【図２】
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