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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振るための方法において
、
　基地局によって、複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づき、サブフレ
ームの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りのための領域の
位置またはサイズのうちの少なくとも１つを決定することと、
　前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングすることとを含み、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第
１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングすることは、肯定応答を送
信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングすることを含み、前記表示は、
最大値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振
られたリソースは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、第２のタイプの
サブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記第１の領域のリ
ソースのサブセットを含む第２の領域を利用し、あるいは、
　　（ｉｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングすることは、肯定応答を
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送信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングすることを含み、前記表示は
、最小値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り
振られたリソースは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第
１の領域の外にあり、肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中の
リソースとを含み、あるいは、
　　（ｉｖ）前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、少なくとも前記第１のタイプのサ
ブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対して割り振られたリソースは、第２の
タイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソース
と共有されている方法。
【請求項２】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである請求
項１記載の方法。
【請求項３】
　ケース（ｉｉ）の場合に、
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない請求項１記載の方
法。
【請求項４】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い請求項１記載の方法。
【請求項５】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　開始制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）に基づいて導出された動的肯定応答リソースが
、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵＣＣＨリソースと共有されているリソース
に衝突しないように、前記第２のタイプのＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）の前記開始ＣＣＥをスケジューリングすることをさらに含む請求項１記載の
方法。
【請求項６】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプと第２のサブフレームタイプのサブフレーム
に対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域をシグナリングすることと、
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的
なＰＵＣＣＨ領域をシグナリングすることとをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項７】
　ワイヤレス通信ネットワーク中で割り振られるアップリンクリソースを決定するための
方法において、
　ユーザ機器（ＵＥ）によって、複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づ
き、サブフレームの物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りの
ための領域の位置またはサイズのうちの少なくとも１つを決定することと、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、第
１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信することとを含み、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって前
記第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
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び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記方法は、肯定応答を送信するための動的領域に対する始点の表示を、前
記第１のセルの基地局から受信することをさらに含み、前記表示は、最大値に設定され、
前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、
前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、第２のタイプのサブフレーム中で前
記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記第１の領域のリソースのサブセット
を含む第２の領域を利用し、あるいは、
　　（ｉｉｉ）前記方法は、肯定応答を送信するための動的領域に対する始点の表示を、
前記第１のセルの基地局から受信することをさらに含み、前記表示は、最小値に設定され
、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは
、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第１の領域の外にあり
、肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中のリソースとを含み、
あるいは、
　　（ｉｖ）前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、少なくとも前記第１のタイプのサ
ブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対して割り振られたリソースは、第２の
タイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソース
と共有されている方法。
【請求項８】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである請求
項７記載の方法。
【請求項９】
　ケース（ｉｉ）の場合に、
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない請求項７記載の方
法。
【請求項１０】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い請求項７記載の方法。
【請求項１１】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　前記方法は、
　前記第２のタイプのＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を受信
することと、
　前記ＰＤＣＣＨの開始ＣＣＥに基づいて、動的肯定応答リソースを導出することとをさ
らに含み、
　前記導出された動的肯定応答リソースが、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵ
ＣＣＨリソースと共有されているリソースに衝突しないように、前記開始ＣＣＥをスケジ
ューリングする請求項７記載の方法。
【請求項１２】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　前記決定することは、少なくとも前記第１のサブフレームタイプと第２のサブフレーム
タイプのサブフレームに対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域の表示と、少なくとも前
記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的なＰＵＣＣＨ領
域の表示とを、前記第１のセルの基地局から受信することを含む請求項７記載の方法。
【請求項１３】
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　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振る装置において、
　複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づき、サブフレームの物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りのための領域の位置またはサイズ
のうちの少なくとも１つを決定する手段と、
　前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングする手段とを具備し、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第
１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングする手段は、肯定応答を送
信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングする手段を備え、前記表示は、
最大値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振
られたリソースは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、第２のタイプの
サブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記第１の領域のリ
ソースのサブセットを含む第２の領域を利用し、あるいは、
　　（ｉｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングする手段は、肯定応答を
送信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングする手段を備え、前記表示は
、最小値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り
振られたリソースは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第
１の領域の外にあり、肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中の
リソースとを含み、あるいは、
　　（ｉｖ）前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、少なくとも前記第１のタイプのサ
ブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対して割り振られたリソースは、第２の
タイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソース
と共有されている装置。
【請求項１４】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである請求
項１３記載の装置。
【請求項１５】
　ケース（ｉｉ）の場合に、
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない請求項１３記載の
装置。
【請求項１６】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い請求項１３記載の装置。
【請求項１７】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　開始制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）に基づいて導出された動的肯定応答リソースが
、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵＣＣＨリソースと共有されているリソース
に衝突しないように、前記第２のタイプのＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）の前記開始ＣＣＥをスケジューリングする手段をさらに具備する請求項１３
記載の装置。
【請求項１８】
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　ケース（ｉｖ）の場合に、
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプと第２のサブフレームタイプのサブフレーム
に対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域をシグナリングする手段と、
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的
なＰＵＣＣＨ領域をシグナリングする手段とをさらに具備する請求項１３記載の装置。
【請求項１９】
　ワイヤレス通信ネットワーク中で割り振られるアップリンクリソースを決定する装置に
おいて、
　複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づき、サブフレームの物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りのための領域の位置またはサイズ
のうちの少なくとも１つを決定する手段と、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、第
１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信する手段とを具備し、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって前
記第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記装置は、肯定応答を送信するための動的領域に対する始点の表示を、前
記第１のセルの基地局から受信する手段をさらに具備し、前記表示は、最大値に設定され
、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは
、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、第２のタイプのサブフレーム中で
前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記第１の領域のリソースのサブセッ
トを含む第２の領域を利用し、あるいは、
　　（ｉｉｉ）前記装置は、肯定応答を送信するための動的領域に対する始点の表示を、
前記第１のセルの基地局から受信する手段をさらに具備し、前記表示は、最小値に設定さ
れ、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソース
は、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第１の領域の外にあ
り、肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中のリソースとを含み
、あるいは、
　　（ｉｖ）前記装置は、ユーザ機器（ＵＥ）を含み、前記ＵＥは、第１のタイプのもの
であり、少なくとも前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソース
に対して割り振られたリソースは、第２のタイプのＵＥによって肯定応答を送信するため
の動的領域に対して割り振られたリソースと共有されている装置。
【請求項２０】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである請求
項１９記載の装置。
【請求項２１】
　ケース（ｉｉ）の場合に、
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない請求項１９記載の
装置。
【請求項２２】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い請求項１９記載の装置。
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【請求項２３】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　前記装置は、
　前記第２のタイプのＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を受信
する手段と、
　前記ＰＤＣＣＨの開始ＣＣＥに基づいて、動的肯定応答リソースを導出する手段とをさ
らに具備し、
　前記導出された動的肯定応答リソースが、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵ
ＣＣＨリソースと共有されているリソースに衝突しないように、前記開始ＣＣＥをスケジ
ューリングする請求項１９記載の装置。
【請求項２４】
　ケース（ｉｖ）の場合に、
　前記決定する手段は、少なくとも前記第１のサブフレームタイプと第２のサブフレーム
タイプのサブフレームに対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域の表示と、少なくとも前
記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的なＰＵＣＣＨ領
域の表示とを、前記第１のセルの基地局から受信する手段を備える請求項１９記載の装置
。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振る装置において、
　複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づき、サブフレームの物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りのための領域の位置またはサイズ
のうちの少なくとも１つを決定するようにと、
　前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングするように構成されている
少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備し、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第
１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングすることは、肯定応答を送
信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングすることを含み、前記表示は、
最大値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振
られたリソースは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、第２のタイプの
サブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記第１の領域のリ
ソースのサブセットを含む第２の領域を利用し、あるいは、
　　（ｉｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングすることは、肯定応答を
送信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングすることを含み、前記表示は
、最小値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り
振られたリソースは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第
１の領域の外にあり、肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中の
リソースとを含み、あるいは、
　　（ｉｖ）前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、少なくとも前記第１のタイプのサ
ブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対して割り振られたリソースは、第２の
タイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソース
と共有されている装置。
【請求項２６】
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振る装置において、
　複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づき、サブフレームの物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りのための領域の位置またはサイズ
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のうちの少なくとも１つを決定するようにと、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、第
１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信するように構成されている少なくと
も１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備し、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって前
記第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記少なくとも１つのプロセッサは、肯定応答を送信するための動的領域に
対する始点の表示を、前記第１のセルの基地局から受信するようにさらに構成されており
、前記表示は、最大値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨ
に対して割り振られたリソースは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、
第２のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記
第１の領域のリソースのサブセットを含む第２の領域を利用し、あるいは、
　　（ｉｉｉ）前記少なくとも１つのプロセッサは、肯定応答を送信するための動的領域
に対する始点の表示を、前記第１のセルの基地局から受信するようにさらに構成されてお
り、前記表示は、最小値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣ
Ｈに対して割り振られたリソースは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソ
ースと、前記第１の領域の外にあり、肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある
第２の領域中のリソースとを含み、あるいは、
　　（ｉｖ）前記装置は、ユーザ機器（ＵＥ）を含み、前記ＵＥは、第１のタイプのもの
であり、少なくとも前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソース
に対して割り振られたリソースは、第２のタイプのＵＥによって肯定応答を送信するため
の動的領域に対して割り振られたリソースと共有されている装置。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振るためのコンピュータ
実行可能な命令を備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体において、
　前記コンピュータ実行可能な命令は、コンピュータに、
　複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づき、サブフレームの物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りのための領域の位置またはサイズ
のうちの少なくとも１つを決定させ、
　前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングさせるためのコードを備え
、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第
１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングすることは、肯定応答を送
信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングすることを含み、前記表示は、
最大値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振
られたリソースは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、第２のタイプの
サブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記第１の領域のリ
ソースのサブセットを含む第２の領域を利用し、あるいは、
　　（ｉｉｉ）前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングすることは、肯定応答を
送信するための動的領域に対する始点の表示をシグナリングすることを含み、前記表示は
、最小値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り
振られたリソースは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第
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１の領域の外にあり、肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中の
リソースとを含み、あるいは、
　　（ｉｖ）前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、少なくとも前記第１のタイプのサ
ブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対して割り振られたリソースは、第２の
タイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソース
と共有されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２８】
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振るためのコンピュータ
実行可能な命令を備えるコンピュータ読み取り可能な記憶媒体において、
　前記コンピュータ実行可能な命令は、コンピュータに、
　複数のサブフレームタイプのサブフレームタイプに基づき、サブフレームの物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りのための領域の位置またはサイズ
のうちの少なくとも１つを決定させ、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、第
１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信させるためのコードを備え、
　前記複数のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって前
記第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含み、
　　（ｉ）前記複数のサブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタ
イプを含み、ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよ
び前記第３のタイプのサブフレームに割り振られ、あるいは、
　　（ｉｉ）前記コンピュータ実行可能な命令は、前記コンピュータに、肯定応答を送信
するための動的領域に対する始点の表示を、前記第１のセルの基地局から受信させるため
のコードさらに備え、前記表示は、最大値に設定され、前記第１のタイプのサブフレーム
中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記最大値によって規定された第
１の領域を利用し、第２のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られ
たリソースは、前記第１の領域のリソースのサブセットを含む第２の領域を利用し、ある
いは、
　　（ｉｉｉ）前記コンピュータ実行可能な命令は、前記コンピュータに、肯定応答を送
信するための動的領域に対する始点の表示を、前記第１のセルの基地局から受信させるた
めのコードをさらに備え、前記表示は、最小値に設定され、前記第１のタイプのサブフレ
ーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られたリソースは、前記最小値によって規定され
た第１の領域中のリソースと、前記第１の領域の外にあり、肯定応答を送信するための前
記動的領域の外にある第２の領域中のリソースとを含み、あるいは、
　　（ｉｖ）関係するユーザ機器（ＵＥ）は、第１のタイプのものであり、少なくとも前
記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対して割り振られた
リソースは、第２のタイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的領域に対して割
り振られたリソースと共有されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１０年３月２５日に出願された、「サブフレーム依存の物理アップリン
ク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）領域の設計」と題する、米国仮出願シリアル番号第６１／
３１７，６５２号に対して優先権を主張している。この出願は、その全体の参照によりこ
こに明確に組み込まれている。
【背景】
【０００２】
　Ｉ．分野
　本開示は、一般的に、通信に関連し、より詳細に述べると、送信電力を制御することに
よって干渉を管理する技術に関連する。
【０００３】
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　ＩＩ．背景
　音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャスト等のような、さま
ざまな通信コンテンツを提供するために、ワイヤレス通信ネットワークが広範囲に配備さ
れている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有
することによって複数のユーザをサポートすることができる、多元接続ネットワークであ
ってもよい。このような多元接続ネットワークの例は、コード分割多元接続（ＣＤＭＡ）
ネットワークや、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワークや、周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）ネットワークや、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワークや、単一搬送波ＦＤ
ＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークを含む。
【０００４】
　ワイヤレス通信ネットワークは、多数のユーザ機器（ＵＥ）に対する通信をサポートし
得る、多数の基地局を含んでいてもよい。ＵＥは、ダウンリンクとアップリンクとを通し
て、基地局と通信することがある。ダウンリンク（すなわち、フォワードリンク）は、基
地局からＵＥへの通信リンクのことを意味し、アップリンク（すなわち、リーバースリン
ク）は、ＵＥから基地局への通信リンクのことを意味する。
【０００５】
　基地局は、ダウンリンク上で１つ以上のＵＥにデータを送信することがあり、アップリ
ンク上で１つ以上のＵＥからデータを受信することがある。ダウンリンク上では、基地局
からのデータ送信が、隣接基地局からのデータ送信による干渉を観測することがある。ア
ップリンク上では、ＵＥからのデータ送信が、隣接基地局と通信している他のＵＥからの
データ送信による干渉を観測することがある。ダウンリンクおよびアップリンクの両方で
は、干渉基地局と干渉ＵＥとによる干渉が、性能を低下させるかもしれない。
【概要】
【０００６】
　ある態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り
振る方法を提供する。前記方法は、一般的に、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）に対するサブフレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの
割り振りを決定し、前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の
位置とサイズとのうちの少なくとも１つが、サブフレームタイプに依存していることと、
そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前記
第１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信することとを含み、サブフレーム
タイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保
護する、少なくとも第１のタイプを含む。
【０００７】
　ある態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り
振る方法を提供する。前記方法は、一般的に、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）に対するサブフレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの
割り振りを決定することと、前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリング
することとを含み、前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の
位置とサイズとのうちの少なくとも１つが、サブフレームタイプに依存しており、サブフ
レームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにおける送
信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む。
【０００８】
　ある態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り
振る装置を提供する。前記装置は、一般的に、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）に対するサブフレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの
割り振りを決定し、前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の
位置とサイズとのうちの少なくとも１つが、サブフレームタイプに依存している手段と、
そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前記
第１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信する手段とを備え、サブフレーム
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タイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保
護する、少なくとも第１のタイプを含む。
【０００９】
　いくつかの態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソース
を割り振る装置を提供する。前記装置は、一般的に、物理アップリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソ
ースの割り振りを決定する手段と、前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナ
リングする手段とを備え、前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの
領域の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しており、
サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにお
ける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む。
【００１０】
　ある態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り
振る装置を提供する。前記装置は、一般的に、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）に対するサブフレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの
割り振りを決定し、前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の
位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しているようにと
、そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前
記第１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信するように構成されている少な
くとも１つのプロセッサと；前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリと
を備え、サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１の
セルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む。
【００１１】
　ある態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り
振る装置を提供する。前記装置は、一般的に、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣ
Ｈ）に対するサブフレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの
割り振りを決定するようにと、前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリン
グするように構成されている少なくとも１つのプロセッサと；前記少なくとも１つのプロ
セッサに結合されているメモリとを備え、前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣ
ＣＨリソースの領域の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに
依存しており、サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって
第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む。
【００１２】
　ある態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中で割り振られるアップリンクリ
ソースを決定するための命令を記憶するコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピ
ュータプログラムプロダクトを提供する。物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）
に対するサブフレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り
振りを決定し、前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置
とサイズとのうちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しているためにと、そ
のサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前記第
１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信するために、前記命令は、一般的に
、１つ以上のプロセッサによって実行可能であり、サブフレームタイプは、第２のセルに
おける送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１
のタイプを含む。
【００１３】
　ある態様にしたがって、ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り
振るための命令を記憶するコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログ
ラムプロダクトを提供する。物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブ
フレームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定す
るためにと、前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングするために、前



(11) JP 5944548 B2 2016.7.5

10

20

30

40

50

記命令は、一般的に、１つ以上のプロセッサによって実行可能であり、前記サブフレーム
に対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとのうちの少なくとも１
つは、サブフレームタイプに依存しており、サブフレームタイプは、第２のセルにおける
送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイ
プを含む。
【００１４】
　本開示のさまざまな態様および特徴を、以下で、さらに詳細に記述する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、ワイヤレス通信ネットワークを示している。
【図２】図２は、基地局およびＵＥのブロック図を示している。
【図３】図３は、周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）に対するフレーム構造を示している
。
【図４】図４は、ダウンリンクに対する２つの例示的なサブフレームフォーマットを示し
ている。
【図５】図５は、アップリンクに対する例示的なサブフレームフォーマットを示している
。
【図６】図６は、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）に対するフレーム構造を示している。
【図７】図７は、本開示のある態様にしたがった、基地局およびＵＥの機能的コンポーネ
ントの例を示している。
【図８】図８は、本開示のある態様にしたがった、ＵＥによって実行される動作の例を図
示している。
【図９】図９は、本開示のある態様にしたがった、ＢＳによって実行される動作の例を図
示している。
【図１０】図１０は、本開示のある態様にしたがった、サブフレームタイプ依存のＰＵＣ
ＣＨ領域の異なる設計を図示している。
【図１１】図１１は、本開示のいくつかの態様にしたがった、サブフレームタイプ依存の
ＰＵＣＣＨ領域の異なる設計を図示している。
【図１２】図１２は、本開示のいくつかの態様にしたがった、サブフレームタイプ依存の
ＰＵＣＣＨ領域の異なる設計を図示している。
【詳細な説明】
【００１６】
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振るための技術をここで
記述する。ある態様にしたがうと、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対し
て割り振られるリソースの、位置またはサイズのうちの少なくとも１つは、サブフレーム
タイプに依存しており、そのサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限する
ことによって第１のセルにおける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む。サブ
フレームタイプ依存のリソース割り振りは、第１のタイプのサブフレームによって提供さ
れる保護を活用してもよい。これにより、よりロバーストであり、かつ信頼性のある送信
から利益を得るかもしれないＰＵＣＣＨ送信のために、より大きい領域を使用することが
可能になり、これは、結果として、システム性能の改善につながる。第１のサブフレーム
タイプよりも保護が少ない（または、まったく保護されていない）サブフレームは、第１
のサブフレームタイプのＰＵＣＣＨ領域と比べて、減少したＰＵＣＣＨ領域を有するかも
しれない。
【００１７】
　ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のネットワー
クのような、さまざまなワイヤレス通信ネットワークに対して、ここで記述する技術を使
用してもよい。「ネットワーク」および「システム」という用語は、互換性があるように
使用されることが多い。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴ
ＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のような無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡは、ワイドバ
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ンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）（登録商標）、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）、
およびＣＤＭＡの他の変形を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００や、ＩＳ－９５
や、ＩＳ－８５６標準規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、グローバルシステム
フォーモバイル通信（ＧＳＭ）（登録商標）のような無線技術を実現してもよい。ＯＦＤ
ＭＡネットワークは、進化したＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）や、ウルトラモバイルブロード
バンド（ＵＭＢ）や、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）（登録商標）や、ＩＥＥＥ８
０２．１６（Ｗｉ－ＭＡＸ）や、ＩＥＥＥ８０２．２０や、フラッシュ－ＯＦＤＭ等のよ
うな無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体電
気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）および時
分割デュプレクス（ＴＤＤ）の双方における、３ＧＰＰロングタームエボリューション（
ＬＴＥ）およびＬＴＥ－アドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡ
を、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを用いるＥ－ＵＴＲＡを使用する、新しいリリー
スのＵＭＴＳである。ＵＴＲＡや、Ｅ－ＵＴＲＡや、ＵＭＴＳや、ＬＴＥや、ＬＴＥ－Ａ
や、ＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられて
いる機関による文書中に記述されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代
パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と名付けられている機関による文書中
に記述されている。先に説明したワイヤレスネットワークおよび無線技術とともに、他の
ワイヤレスネットワークおよび無線技術に対して、ここで記述した技術を使用してもよい
。明確にするために、技術のいくつかの態様をＬＴＥについて以下で記述し、以下の記述
の大部分ではＬＴＥの専門用語を使用する。
【００１８】
　図１は、ワイヤレス通信ネットワーク１００を示しており、このワイヤレス通信ネット
ワーク１００は、ＬＴＥネットワークまたは他の何らかのワイヤレスネットワークであっ
てもよい。このようなシステムにおいて、ここで提示される干渉管理技術を使用してもよ
い。
【００１９】
　ワイヤレスネットワーク１００は、多数の進化したノードＢ（ｅＮＢ）１１０と他のネ
ットワークエンティティとを含んでいてもよい。ｅＮＢは、ＵＥと通信するエンティティ
であってもよく、また、基地局、ノードＢ、アクセスポイント等と呼ばれることがある。
それぞれのｅＮＢが、特定の地理的エリアに対する通信カバレッジを提供してもよい。３
ＧＰＰでは、「セル」という用語は、この用語が使用されている文脈に応じて、ｅＮＢの
カバレッジエリアのことを、および／または、このカバレッジエリアを担当しているｅＮ
Ｂサブシステムのカバレッジエリアのことを意味することがある。
【００２０】
　ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または、他のタイプのセル
に対する通信カバレッジを提供してもよい。マクロセルは、比較的広い地理的エリア（例
えば、半径数キロメートル）をカバーしてもよく、サービス加入しているＵＥによる制限
されていないアクセスを可能にしてもよい。ピコセルは、比較的狭い地理的エリアをカバ
ーしてもよく、サービス加入しているＵＥによる制限されていないアクセスを可能にして
もよい。フェムトセルは、比較的狭い地理的エリア（例えば、ホーム）をカバーしてもよ
く、フェムトセルと関係を持つＵＥ（例えば、閉じられた加入者グループ（ＣＳＧ）にお
けるＵＥ）による制限されているアクセスを可能にしてもよい。マクロセル用のｅＮＢを
、マクロｅＮＢと呼ぶことがある。ピコセル用のｅＮＢを、ピコｅＮＢと呼ぶことがある
。フェムトセル用のｅＮＢを、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）またはフェムトｅＮＢと呼ぶこ
とがある。図１中で示されている例では、ｅＮＢ１１０ａが、マクロセル１０２ａ用のマ
クロｅＮＢであり、ｅＮＢ１１０ｂがピコセル１０２ｂ用のピコｅＮＢであり、ｅＮＢ１
１０ｃがフェムトセル１０２ｃ用のフェムトｅＮＢである。ｅＮＢは、１つまたは複数（
例えば、３つ）のセルをサポートしてもよい。「ｅＮＢ」や、「基地局」や、「セル」と
いう用語を、ここで互換可能に使用することがある。
【００２１】
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　ワイヤレスネットワーク１００は、中継器も含んでいてもよい。中継器は、アップスト
リーム局（例えば、ｅＮＢまたはＵＥ）からのデータの送信を受信し、データの送信をダ
ウンストリーム局（例えば、ＵＥまたはｅＮＢ）に送り得る、エンティティであってもよ
い。中継器はまた、他のＵＥに対する送信を中継し得る、ＵＥであってもよい。図１中で
示されている例では、中継器１１０ｄは、ｅＮＢ１１０ａとＵＥ１２０ｄとの間の通信を
促進するために、バックホールリンクを通してマクロｅＮＢ１１０ａと、そしてアクセス
リンクを通してＵＥ１２０ｄと通信してもよい。また、中継器は、中継ｅＮＢ、中継局、
中継基地局等と呼ばれることがある。
【００２２】
　ワイヤレスネットワーク１００は、例えば、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮ
Ｂ、中継ｅＮＢ等のような、異なるタイプのｅＮＢを含んでいるヘテロジニアスネットワ
ークであってもよい。これらの異なるタイプのｅＮＢは、異なる送信電力レベル、異なる
カバレッジサイズ、および、ワイヤレスネットワーク１００中の干渉に対する異なる影響
を有しているかもしれない。例えば、マクロｅＮＢは、高い送信電力レベル（例えば、５
から４０ワット）を有しているかもしれず、これに対して、ピコｅＮＢや、フェムトｅＮ
Ｂや、中継器は、より低い送信電力レベル（例えば、０．１から２ワット）を有している
かもしれない。
【００２３】
　ネットワーク制御装置１３０は、ｅＮＢのセットに結合させてもよく、これらのｅＮＢ
に対する調整および制御を提供してもよい。ネットワーク制御装置１３０は、単一のネッ
トワークエンティティまたはネットワークエンティティの集まりを含んでいてもよい。ネ
ットワーク制御装置１３０は、バックホールを通してｅＮＢと通信してもよい。ｅＮＢは
また、例えば、ワイヤレスまたはワイヤラインバックホールを通して、直接的にまたは間
接的に、互いに通信してもよい。
【００２４】
　ＵＥ１２０（例えば、ＵＥ１２０ａ、ＵＥ１２０ｂ等）は、ワイヤレスネットワーク１
００全体にわたって分散させてもよく、それぞれのＵＥは措置型のものであっても、また
は、移動型のものであってもよい。ＵＥは、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニッ
ト、局等と呼ばれることもある。ＵＥは、セルラ電話機、パーソナルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラ
ップトップコンピュータ、コードレス電話機、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、
スマートフォン、ノートブック、スマートブック、タブレット等であってもよい。ＵＥは
、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器等と通信することができてもよい
。ＵＥは、別のＵＥとピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信することもできてもよい。図１中で示
されている例では、ＵＥ１２０ｅおよび１２０ｆは、ワイヤレスネットワーク１００中の
ｅＮＢと通信せずに、互いに直接的に通信するかもしれない。Ｐ２Ｐ通信は、ＵＥ間のロ
ーカル通信のために、ワイヤレスネットワーク１００上での負荷を減少させることができ
る。ＵＥ間のＰ２Ｐ通信は、別のＵＥに対する中継器として１つのＵＥが機能することも
可能にしてもよく、それにより、他のＵＥがｅＮＢに接続することが可能になる。
【００２５】
　図１では、両方向に矢印がある実線は、ＵＥと担当ｅＮＢとの間の所望の送信を示して
おり、この担当ｅＮＢは、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上でＵＥを担当する
ように指定されているｅＮＢである。両方向に矢印がある破線は、ＵＥとｅＮＢとの間の
干渉送信を示している。
【００２６】
　ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレッジ内に位置付けられることがある。ＵＥを担当するこ
れらのｅＮＢのうちの１つが選択されてもよい。担当ｅＮＢは、受信信号強度、受信信号
品質、パス損失等のような、さまざまな基準に基づいて選択されてもよい。受信信号品質
は、信号対干渉プラスノイズ比（ＳＩＮＲ）、または、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）、
または、他の何らかのメトリックによって定量化されてもよい。
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【００２７】
　ＵＥは、支配的干渉のシナリオで動作することがあり、この支配的干渉のシナリオでは
、ＵＥは、１つ以上の干渉ｅＮＢからの高干渉を観測することがある。支配的干渉のシナ
リオは、制限された関係が原因で生じることがある。例えば、図１中では、ＵＥ１２０ｃ
が、フェムトｅＮＢ１１０ｃに近く、ｅＮＢ１１０ｃに対する高い受信電力を有している
かもしれない。しかしながら、制限された関係が原因で、ＵＥ１２０ｃは、フェムトｅＮ
Ｂ１１０ｃにアクセスできないことがあり、その後、より低い受信電力を有するマクロｅ
ＮＢ１１０ａに接続するかもしれない。その後、ＵＥ１２０ｃは、ダウンリンク上で、フ
ェムトｅＮＢ１１０ｃからの高干渉を観測するかもしれず、アップリンク上でもフェムト
ｅＮＢ１１０ｃに対して高干渉を生じさせるかもしれない。
【００２８】
　支配的干渉のシナリオは、範囲拡大が原因でも生じることがある。これは、ＵＥにより
検出されたすべてのｅＮＢの中で、より低いパス損失を有する、および場合によっては、
より低いＳＩＮＲを有するｅＮＢにＵＥが接続するシナリオである。例えば、図１では、
ＵＥ１２０ｂが、マクロｅＮＢ１１０ａよりも、ピコｅＮＢ１１０ｂの近くに位置付けら
れており、ＵＥ１２０ｂは、ピコｅＮＢ１１０ｂに対する、より低いパス損失を有するか
もしれない。しかしながら、マクロｅＮＢ１１０ａと比較してピコｅＮＢ１１０ｂの送信
電力レベルがより低いせいで、ＵＥ１２０ｂは、マクロｅＮＢ１１０ａよりも、ピコｅＮ
Ｂ１１０ｂに対する、より低い受信電力を有するかもしれない。それにもかかわらず、よ
り低いパス損失が原因で、ＵＥ１２０ｂは、ピコｅＮＢ１１０ｂに接続することが好まし
いかもしれない。これは、結果として、ＵＥ１２０ｂに対する所定のデータレートのため
に、ワイヤレスネットワークへの干渉より少ない干渉となり得る。
【００２９】
　支配的な干渉シナリオにおいて通信をサポートするために、さまざまな干渉管理技術を
使用してもよい。これらの干渉管理技術は、（セル間干渉調整（ＩＣＩＣ）と呼ぶことも
ある）準静的リソース区分、動的リソース割り振り、干渉消去等を含んでいてもよい。準
静的リソース区分は、（例えば、バックホールのネゴシエーションを通して）リソースを
異なるセルに割り振るために実行してもよい。リソースは、サブフレーム、サブバンド、
搬送波、リソースブロック、送信電力等を含んでいてもよい。それぞれのセルには、リソ
ースのセットが割り振られてもよく、このリソースのセットは、他のセルまたはそれらの
セルのＵＥから、少ない干渉を観測するかもしれない、または、干渉を観測しないかもし
れない。ダウンリンクおよび／またはアップリンク上で強い干渉をＵＥが観測する通信を
サポートするように必要に応じてリソースを割り振るために、（例えば、セルとＵＥとの
間での、無線による、メッセージの交換を通して）動的リソース割り振りも実行してもよ
い。干渉セルからの干渉を緩和させるために、ＵＥによって干渉消去も実行してもよい。
【００３０】
　ワイヤレスネットワーク１００は、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信
のために、ハイブリッド自動再送信（ＨＡＲＱ）をサポートしてもよい。ＨＡＲＱでは、
パケットが受信機（例えば、ＵＥ）によって正確にデコードされるまで、または、他の何
らかの送信条件に遭遇するまで、送信機（例えば、ｅＮＢ）が、パケットの１つ以上の送
信を送ってもよい。同期ＨＡＲＱでは、パケットのすべての送信は、単一のＨＡＲＱイン
ターレースのサブフレーム中で送られてもよく、この単一のＨＡＲＱインターレースは、
Ｑ番目のサブフレームごとに含んでいてもよく、ここで、Ｑは、４、６、８、１０、また
は他の何らかの値に等しくてもよい。同期ＨＡＲＱでは、パケットのそれぞれの送信は、
任意のサブフレーム中で送られてもよい。
【００３１】
　ワイヤレスネットワーク１００は、同期または非同期動作をサポートしてもよい。同期
動作では、ｅＮＢは、類似したフレームタイミングを持っていてもよく、異なるｅＮＢか
らの送信は、近似的に、時間的に整列されてもよい。同期動作では、ｅＮＢは、異なるフ
レームタイミングを持っていてもよく、異なるｅＮＢからの送信は、時間的に整列されて
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いなくてもよい。
【００３２】
　ワイヤレスネットワーク１００は、ＦＤＤまたはＴＤＤを利用してもよい。ＦＤＤでは
、ダウンリンクおよびアップリンクに、別個の周波数チャネルが割り振られてもよく、ダ
ウンリンク送信およびアップリンク送信は、２つの周波数チャネル上で同時に送られても
よい。ＴＤＤでは、ダウンリンクおよびアップリンクは、同じ周波数チャネルを共有して
もよく、ダウンリンクおよびアップリンク送信は、異なる時間期間中に、同じ周波数チャ
ネル上で送られてもよい。
【００３３】
　図２は、基地局／ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロック図を示しており、こ
の基地局／ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０は、図１中の、基地局／ｅＮＢのうちの１つ、
および、ＵＥのうちの１つであってもよい。図２中で示されているさまざまなコンポーネ
ント（例えば、プロセッサ）を利用して、ここで記述する干渉管理技術を実行してもよい
。図示されているように、基地局１１０は、ＰＵＣＣＨリソース割り振り情報２０２をＵ
Ｅ１２０に送信してもよい。以下でさらにより詳細に記述されるように、ＰＵＣＣＨリソ
ース割り振り情報２０２は、ＵＥ１２０が情報を基地局（ＢＳ）に送信し得る、サブフレ
ームタイプ依存ＰＵＣＣＨ領域を示していてもよい。
【００３４】
　基地局１１０には、Ｔ本のアンテナ２３４ａないし２３４ｔが備えられていてもよく、
ＵＥ１２０にはＲ本のアンテナ２５２ａないし２５２ｒが備えられていてもよい。ここで
、一般的に、Ｔ≧１であり、Ｒ≧１である。
【００３５】
　基地局１１０では、送信プロセッサ２２０が、１つ以上のＵＥに対するデータをデータ
ソース２１２から、制御情報を制御装置／プロセッサ２４０から受け取ってもよい。プロ
セッサ２２０は、データと制御情報とを処理（例えば、エンコードおよび変調）し、デー
タシンボルと制御シンボルとをそれぞれ取得してもよい。送信プロセッサ２２０は、同期
信号、基準信号等に対する、基準シンボルも発生させてもよい。送信（ＴＸ）複数入力複
数出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ２３０は、適用できるならば、データシンボル上で、制御
シンボル上で、および／または、基準シンボル上で、空間処理（例えば、プレコーディン
グ）を実行してもよく、Ｔ個の出力シンボルストリームをＴ個の変調器（ＭＯＤ）２３２
ａないし２３２ｔに提供してもよい。それぞれの変調器２３２は、（例えば、ＯＦＤＭ等
のために）各出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得しても
よい。それぞれの変調器２３２は、出力サンプルストリームをさらに処理（例えば、アナ
ログコンバート、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート）し、ダウンリンク信
号を取得してもよい。変調器２３２ａないし２３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、
それぞれ、Ｔ本のアンテナ２３４ａないし２３４ｔを通して送信されてもよい。
【００３６】
　ＵＥ１２０では、アンテナ２５２ａないし２５２ｒが、基地局１１０からのダウンリン
ク信号、他の基地局からのダウンリンク信号、および／または、他のＵＥからのＰ２Ｐ信
号とを受信してもよく、それぞれ、受信信号を復調器（ＤＥＭＯＤ）２５４ａないし２５
４ｒに提供してもよい。それぞれの復調器２５４は、各受信信号を調整（例えば、フィル
タリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを取得して
もよい。それぞれの復調器２５４は、（例えば、ＯＦＤＭ等のために）入力サンプルをさ
らに処理して、受信シンボルを取得してもよい。ＭＩＭＯ検出器２５６は、受信シンボル
をＲ個の復調器２５４ａないし２５４ｒすべてから取得して、適用できるならば、受信シ
ンボル上でＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを提供してもよい。受信プロセッ
サ２５８は、検出されたシンボルを処理（例えば、復調およびデコード）し、ＵＥ１２０
に対するデコードされたデータをデータシンク２６０に提供し、デコードされた制御情報
を制御装置／プロセッサ２８０に提供してもよい。
【００３７】
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　アップリンク上で、ＵＥ１２０では、送信プロセッサ２６４が、データソース２６２か
らデータを、そして制御装置／プロセッサ２８０から制御情報を受け取ってもよい。プロ
セッサ２６４は、データと制御情報とを処理（例えば、エンコードおよび変調）し、デー
タシンボルと制御シンボルとをそれぞれ取得してもよい。プロセッサ２６４は、１つ以上
の基準信号等に対する基準シンボルも発生させてもよい。送信プロセッサ２６４からのシ
ンボルは、適用できるならば、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２６６によってプリコードされ
てもよく、（例えば、ＳＣ－ＦＤＭ、ＯＦＤＭ等のために）変調器２５４ａないし２５４
ｒによってさらに処理され、基地局１１０に、他の局に、および／または、他のＵＥに送
信されてもよい。基地局１１０では、ＵＥ１２０および他のＵＥからのアップリンク信号
を、アンテナ２３４によって受信し、復調器２３２によって処理し、適用できるならば、
ＭＩＭＯ検出器２３６によって検出し、受信プロセッサ２３８によってさらに処理し、デ
コードされたデータと、ＵＥ１２０および他のＵＥによって送られた制御情報とを取得し
てもよい。受信プロセッサ２３８は、デコードされたデータをデータシンク２３９に、そ
して、デコードされた制御情報を制御装置／プロセッサ２４０に提供してもよい。
【００３８】
　制御装置／プロセッサ２４０および２８０は、それぞれ、基地局１１０およびＵＥ１２
０における動作を指示してもよい。基地局１１０における、プロセッサ２４０および／ま
たは他のプロセッサおよびモジュールは、ここで記述した技術に対する処理を実行または
指示してもよい。ＵＥ１２０における、プロセッサ２８０および／または他のプロセッサ
およびモジュールは、ここで記述した技術に対する処理を、実行または指示してもよい。
メモリ２４２および２８２は、それぞれ、基地局１１０およびＵＥ１２０に対する、デー
タおよびプログラムコードを記憶してもよい。通信（Ｃｏｍｍ）ユニット２４４は、基地
局１１０が、他のネットワークエンティティ（例えば、ネットワーク制御装置１３０）と
通信することを可能にしてもよい。スケジューラ２４６は、ダウンリンクおよびアップリ
ンク上でのデータ送信のためにＵＥをスケジューリングしてもよい。
【００３９】
　いくつかの態様にしたがって、制御装置／プロセッサ２４０は、ＰＵＣＣＨリソース割
り振り情報２０２を決定して、（ＣＱＩ、ＨＡＲＱ、ＡＣＫ等のような）ＰＵＣＣＨ送信
のために使用するリソースを決定する際に使用するために、ＵＥに送信するためのＰＵＣ
ＣＨリソース割り振り情報２０２を送信プロセッサ２２０に提供してもよい。次に、ＵＥ
１２０の、受信プロセッサ２５８および／または制御装置／プロセッサ２８０は、ＰＵＣ
ＣＨリソース割り振り情報２０２を抽出して、ＰＵＣＣＨ情報を送信する際に使用するた
めに、それを送信プロセッサ２６４に提供してもよく、ＰＵＣＣＨ領域のサイズおよび／
または位置は、サブフレームタイプに依存している。
【００４０】
　図２は、図１中のネットワーク制御装置１３０の設計も示している。ネットワーク制御
装置１３０内では、制御装置／プロセッサ２９０が、ＵＥに対する通信をサポートするた
めの、さまざまな機能を実行してもよい。制御装置／プロセッサ２９０は、ここで記述す
る技術に対する処理を実行してもよい。メモリ２９２は、ネットワーク制御装置１３０に
対する、プログラムコードとデータとを記憶してもよい。通信ユニット２９４は、ネット
ワーク制御装置１３０が、他のネットワークエンティティと通信することを可能にしても
よい。
【００４１】
　先に述べたように、ＢＳ１１０およびＵＥ１２０は、ＦＤＤまたはＴＤＤを利用しても
よい。ＦＤＤでは、ダウンリンクおよびアップリンクには、別個の周波数チャネルが割り
振られてもよく、ダウンリンク送信およびアップリンク送信は、２つの周波数チャネル上
で同時に送られてもよい。
【００４２】
　図３は、ＬＴＥにおけるＦＤＤに対する、例示的なフレーム構造３００を示している。
ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれに対する送信タイムラインは、無線フレーム
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の単位に区分してもよい。それぞれの無線フレームは、予め定められた持続時間（例えば
、１０ミリ秒（ｍｓ））を有していてもよく、０ないし９のインデックスを持つ１０個の
サブフレームに区分してもよい。それぞれのサブフレームは、２つのスロットを含んでい
てもよい。したがって、それぞれの無線フレームは、０ないし１９のインデックスを持つ
２０個のスロットを含んでいてもよい。それぞれのスロットは、Ｌシンボル期間を含んで
いてもよく、例えば、（図３中で示されているように）通常のサイクリックプレフィック
スに対する７シンボル期間を、または、拡張されたサイクリックプレフィックスに対する
６シンボル期間を含んでいてもよい。それぞれのサブフレームにおける２Ｌシンボル期間
に、０ないし２Ｌ－１のインデックスが割り当てられてもよい。
【００４３】
　ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を、そしてアップリ
ンク上では単一搬送波周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦＤＭおよびＳ
Ｃ－ＦＤＭは、周波数範囲を複数（ＮFFT）の直交副搬送波に区分し、この複数（ＮFFT）
の直交副搬送波は、一般的に、トーン、ビン等とも呼ばれる。それぞれの副搬送波は、デ
ータにより変調されてもよい。一般的に、変調シンボルは、周波数ドメイン中ではＯＦＤ
Ｍにより送られ、時間ドメイン中ではＳＣ－ＦＤＭにより送られる。隣接する副搬送波間
の間隔は、固定されていてもよく、副搬送波の総数（ＮFFT）は、システム帯域幅に依存
していてもよい。例えば、ＮFFTは、１．２５、２．５、５、１０、または２０メガヘル
ツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅に対して、それぞれ、１２８、３５６、５１２、１０２４
、または２０４８に等しくてもよい。システム帯域幅はまた、多数のサブバンドに区分し
てもよく、それぞれのサブバンドは、周波数の範囲を、例えば、１．０８ＭＨｚをカバー
していてもよい。
【００４４】
　ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれに対する利用可能な時間周波数リソースは
、リソースブロックに区分してもよい。それぞれのリソースブロックは、１つのスロット
中で１２個の副搬送波をカバーしていてもよく、多数のリソースエレメントを含んでいて
もよい。それぞれのリソースエレメントは、１つのシンボル期間中に１つの副搬送波をカ
バーしていてもよく、１つの変調シンボルを送るために使用されてもよく、この１つの変
調シンボルは、実数値または複素数値であってもよい。
【００４５】
　ＬＴＥでは、ｅＮＢは、サブフレームの制御領域中で、物理制御フォーマットインジケ
ータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）と、物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）と
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）とを送信してもよい。ＰＣＦＩＣＨは、
制御領域のサイズを伝えてもよい。ＰＨＩＣＨは、ＨＡＲＱによりアップリンク上で送ら
れたデータ送信に対する、肯定応答（ＡＣＫ）および否定応答（ＮＡＣＫ）フィードバッ
クを運んでもよい。ＰＤＣＣＨは、許可および／または他の制御情報を運んでもよい。ｅ
ＮＢは、サブフレームのデータ領域中で、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）
も送信してもよい（図３中では示していない）。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンク上でのデー
タ送信のためにスケジューリングされたＵＥに対するデータを運んでもよい。
【００４６】
　ＬＴＥでは、ｅＮＢはまた、ｅＮＢによってサポートされるそれぞれのセルに対するシ
ステム帯域幅の中心の１．０８ＭＨｚ中で、ダウンリンク上で、１次同期信号（ＰＳＳ）
および２次同期信号（ＳＳＳ）を送信してもよい。図３中に示されているように、ＰＳＳ
およびＳＳＳは、それぞれ、通常サイクリックプリフィックスを持つそれぞれの無線フレ
ームのサブフレーム０および５における、シンボル期間６および５中で送信してもよい。
ＰＳＳおよびＳＳＳは、セルサーチおよび獲得のために、ＵＥによって使用されてもよい
。ｅＮＢは、ｅＮＢによってサポートされているそれぞれのセルに対するシステム帯域幅
全体にわたって、セル特有基準信号（ＣＲＳ）を送信してもよい。ＣＲＳは、それぞれの
サブフレームのいくつかのシンボル期間中で送信されてもよく、チャネル推定、チャネル
品質測定、および／または他の機能を実行するためにＵＥによって使用されてもよい。ｅ
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ＮＢはまた、ある無線フレームのサブフレーム０のスロット１中のシンボル期間０から３
中で、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を送信してもよい。ＰＢＣＨは、いく
つかのシステム情報を運んでもよい。ｅＮＢは、いくつかのサブフレーム中のＰＤＳＣＨ
上で、システム情報ブロック（ＳＩＢ）のような他のシステム情報を送信してもよい。
【００４７】
　図４は、ＬＴＥにおける通常のサイクリックプレフィックスを持つ、ダウンリンクに対
する２つの例示的なサブフレームフォーマット４１０および４２０を示している。ダウン
リンクに対するサブフレームは、データ領域が後続する制御領域を含んでいてもよく、こ
れは、時分割多重化されてもよい。制御領域は、サブフレームの最初のＭシンボル期間を
含んでいてもよく、ここで、Ｍは、１、２、３、または４に等しくてもよい。Ｍは、サブ
フレーム毎に変化してもよく、サブフレームの第１のシンボル期間中でＰＣＦＩＣＨによ
って伝えられてもよい。制御領域は、制御情報を運んでもよい。データ領域は、サブフレ
ームの残りの２Ｌ－Ｍシンボル期間を含んでいてもよく、データおよび／または他の情報
を運んでもよい。
【００４８】
　２本のアンテナが備えられているｅＮＢに対しては、サブフレームフォーマット４１０
を使用してもよい。シンボル期間０、４、７、および１１中に、アンテナ０とアンテナ１
とからＣＲＳを送信してもよい。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリに
知られている信号であり、パイロットとも呼ばれることがある。ＣＲＳは、例えば、セル
識別子（ＩＤ）に基づいて発生されるような、セルに対して特有である基準信号である。
図４において、ラベルＲaを持つ所定のリソースエレメントでは、変調シンボルが、その
リソースエレメント上でアンテナａから送信されてもよく、そのリソースエレメント上で
他のアンテナからは、何の変調シンボルも送信されない。４本のアンテナが備えられてい
るｅＮＢに対しては、サブフレームフォーマット４２０を使用してもよい。シンボル期間
０、４、７、および１１中にアンテナ０と１とから、そして、シンボル期間１および８中
にアンテナ２と３とから、ＣＲＳを送信してもよい。両方のサブフレームフォーマット４
１０および４２０では、ＣＲＳは、均一に間隔が空けられた副搬送波上で送信されてもよ
く、この副搬送波は、セルＩＤに基づいて決定されてもよい。異なるｅＮＢは、これらの
セルのセルＩＤに応じて、同じ副搬送波上で、または、異なる副搬送波上で、これらのセ
ルに対するＣＲＳを送信してもよい。両方のサブフレームフォーマット４１０および４２
０では、データまたは制御情報を送信するために、ＣＲＳに対して使用されないリソース
エレメントを使用してもよい。
【００４９】
　図５は、ＬＴＥにおけるアップリンクに対する例示的なサブフレームフォーマット５０
０を示している。アップリンクに対するサブフレームは、制御領域とデータ領域とを含ん
でいてもよく、これらは、周波数分割多重化されてもよい。システム帯域幅の２つの端に
おいて、制御領域が形成されていてもよく、制御領域は、構成可能なサイズを有していて
もよい。データ領域は、制御領域中に含まれていないすべてのリソースブロックを含んで
いてもよい。
【００５０】
　制御情報をｅＮＢに送るために、ＵＥに、制御領域中でリソースブロックが割り当てら
れてもよい。また、データをｅＮＢに送るために、ＵＥに、データ領域中でリソースブロ
ックが割り当てられてもよい。ＵＥは、制御領域中の割り当てられているリソースブロッ
ク５１０ａおよび５１０ｂ上の物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で制御情
報を送ってもよい。ＵＥは、データ領域中の割り当てられているリソースブロック５２０
ａおよび５２０ｂ上の物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で、データだけを
、または、データおよび制御情報の両方を送ってもよい。図５中で示されているように、
アップリンク送信は、サブフレームの両方のスロットに及んでもよく、周波数にわたって
ホップしてもよい。
【００５１】
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　以下でさらに詳細に記述するように、ＰＵＣＣＨ領域の位置および／またはサイズは、
サブフレームタイプに依存して変動してもよい。結果として、いくつかのケースでは、（
動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ領域および／またはＰＵＳＣＨ領域のような）他の領域も、サブフ
レームタイプに依存して変動してもよい。
【００５２】
　図６は、ＬＴＥにおけるＴＤＤに対する例示的なフレーム構造６００を示している。Ｌ
ＴＥは、ＴＤＤのために、多数のダウンリンク－アップリンクコンフィギュレーションを
サポートする。すべてのダウンリンク－アップリンクコンフィギュレーションでは、ダウ
ンリンク（ＤＬ）に対しては、サブフレーム０および５が使用され、アップリンク（ＵＬ
）に対しては、サブフレーム２が使用される。ダウンリンク－アップリンクコンフィギュ
レーションに依存して、ダウンリンクまたはアップリンクに対して、サブフレーム３、４
、７、８、および９がそれぞれ使用されてもよい。サブフレーム１は、（ｉ）ダウンリン
ク制御チャネルとともにデータ送信に対して使用される、ダウンリンクパイロット時間ス
ロット（ＤｗＰＴＳ）と、（ｉｉ）送信のないガード期間（ＧＰ）と、（ｉｉｉ）ランダ
ムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ）のいずれかに
対して使用される、アップリンクパイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ）から構成される
、３つの特別なフィールドを含む。サブフレーム６は、ダウンリンク－アップリンクコン
フィギュレーションに依存している、ＤｗＰＴＳのみを、または、３つの特別なフィール
ドを、または、ダウンリンクサブフレームを含んでいてもよい。ＤｗＰＴＳ、ＧＰ、およ
びＵｐＰＴＳは、異なるサブフレームコンフィギュレーションに対して、異なる持続時間
を持っていてもよい。
【００５３】
　ダウンリンク上で、ｅＮＢは、サブフレーム１および６のシンボル期間２中でＰＳＳを
（図６中では示されていない）、そして、サブフレーム０および５の最後のシンボル期間
中でＳＳＳを送信してもよい。ｅＮＢは、それぞれのダウンリンクサブフレームのいくつ
かのシンボル期間中でＣＲＳを送信してもよい。ｅＮＢは、いくつかの無線フレームのサ
ブフレーム０中でＰＢＣＨも送信してもよい。
【００５４】
　ＬＴＥにおける、さまざまなフレーム構造、サブフレームフォーマット、物理チャネル
、および信号は、「進化したユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）；物理チャ
ネルおよび変調」と題する、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．２１１中で記述されており、これは、
公的に入手可能である。
【００５５】
　ここで提示した干渉管理技術はまた、ハードウェアおよび／またはソフトウェアコンポ
ーネントの何らかの適した組み合わせを使用して実現してもよいことを当業者は認識する
だろう。いくつかの態様にしたがって、このような技術のさまざまな動作は、１つ以上の
「ソフトウェア構成可能な」プログラマブルプロセッサを使用して実現してもよい。
【００５６】
　本開示のいくつかの態様は、サブフレーム依存態様で、柔軟な、アップリンクリソース
の割り振りのための技術を提供する。さらに詳細に記述するように、それぞれのサブフレ
ームに対するＰＵＣＣＨ領域のサイズおよび／または位置は、サブフレームタイプに依存
していてもよい。（潜在的に干渉しているセル中で、限定されている、または、送信され
ない）送信を保護するタイプのサブフレームは、保護が少ない、または、保護がないサブ
フレームよりも、より大きいＰＵＣＣＨ領域を持っていてもよい。
【００５７】
　共有されている（例えば、Ｘ）サブフレームに対するＵＬ送信をスケジューリングする
前に、最初に、保護されている（例えば、Ｕ）サブフレームを通してのロバーストなＰＵ
ＣＣＨ送信を持つことが好ましいので、これは、有利であるかもしれない。したがって、
以下で記述されるように、新しい（付加的な）ＰＵＣＣＨ領域は、保護されていない（例
えば、Ｘ）サブフレーム中では相対的に小さいかもしれない。サブフレーム依存のＰＵＣ
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ＣＨ領域のさまざまなインプリメンテーションの例を以下で記述する。
【００５８】
　図７は、本開示のある態様にしたがった、サブフレーム依存の、ＰＵＣＣＨリソースの
割り振りを活用し得る、通信システム７００の例を図示している。
【００５９】
　図示されているように、ワイヤレス通信システム７００は、ＢＳ７０２、７２２と、Ｂ
７０２および７２２によって担当されているＵＥ７０４、７２４とをそれぞれ含んでいて
もよい。ＢＳ７０２、７２２は、互いに潜在的に干渉している異なるセル中に位置付けら
れている。ある態様にしたがうと、通信システム７００は、ヘテロジニアスネットワーク
であってもよく、ＢＳ７０２、７２２は、例えば、マクロＢＳ、フェムトＢＳ、ピコＢＳ
、およびこれらに類するものを組み合わせたものであってもよい。ある態様にしたがうと
、ワイヤレス通信システム７００は、ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａシステムであってもよい。
【００６０】
　ＢＳ７０２、７２２は、システム、方法、装置および／またはコンピュータプログラム
プロダクトのうちの任意のものを参照してここで記述した、データおよび／または制御情
報および／または他の何らかのタイプの情報を、それぞれ、ＵＥ７０４、７２４に送信す
るようにと、ＵＥ７０４、７２４から受信するように構成されているトランシーバ７０６
、７２６を備えていてもよい。例えば、トランシーバ７０６、７２６は、時間および／ま
たは周波数リソース区分情報と、データと、制御チャネルとを、送信および／または受信
するように構成してもよい。
【００６１】
　ＢＳ７０２、７２２はまた、さまざまなプロセッサ７０８、７２８と、メモリ７１０、
７３０とを備えていてもよい。プロセッサ７０８、７２８は、ここで記述した干渉管理機
能のうちの１つ以上を実行するように構成してもよい。ＢＳ７０２、７２２は、例えば、
メモリ７１０、７３０を備えていてもよく、それぞれは、ここで記述したさまざまな動作
を実行するための、プロセッサ７０８、７２８によって実行可能な命令を記憶する。
【００６２】
　ＢＳ７０２、７２２は、干渉管理を達成するために、例えば、リソースを割り振るよう
に構成されているＢＳリソース割り振りモジュール７１２、７３２も備えていてもよい。
【００６３】
割り振られたリソースは、時間および／または周波数送信リソースを含んでいてもよいが
、これらに限定されない。例えば、リソース割り振りモジュール７１２、７３２は、ＢＳ
の異なる電力クラス間でリソース区分情報を、送信、発生、および／または処理するよう
に構成してもよい。ある態様にしたがうと、リソース割り振りモジュール７１２、７３２
は、リソース区分情報中で識別されたサブフレームタイプに基づいて、例えば、サブフレ
ーム依存態様でＰＵＣＣＨリソースを割り振るように構成してもよい。
【００６４】
　ワイヤレス通信システム７００は、ＢＳ７０２、７２２によってそれぞれ担当されてお
り、ＢＳ７０２、７２２によって管理されている対応セル中で位置付けられているＵＥ７
０４、７２４も含んでいてもよい。
【００６５】
　ＵＥ７０４、７２４は、データおよび／または制御情報および／またはここで記述した
他の何らかのタイプの情報を、それぞれ、ＢＳ７０２、７２２に送信するように、ならび
に、ＢＳ７０２、７２２から受信するように構成されている、トランシーバ７１４、７３
４を備えていてもよい。例えば、トランシーバ７１４、７３４は、時間および／または周
波数リソース区分情報を送信および／または受信するように構成してもよい。ある態様に
したがうと、トランシーバ７１４、７３４は、使用可能な、使用不可能な、および柔軟に
使用可能なサブフレームを含むが、これらに限定されない、異なるタイプのサブフレーム
中で送信するように構成してもよい。トランシーバ７１４、７３４は、データおよび制御
チャネルを受信するように構成してもよい。
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【００６６】
　ＵＥ７０４、７２４は、プロセッサ７１６、７３６およびメモリ７１８、７３８も備え
ていてもよい。プロセッサ７１６、７３６は、システム、方法、装置、および／または、
コンピュータプログラムプロダクトのうちの任意のものを参照してここで記述した、機能
のうちの１つ以上を実行するように構成してもよい。ＵＥ７０４、７２４は、例えば、メ
モリ７１８、７３８を備えていてもよく、それぞれは、ここで記述したさまざまな動作を
実行するための、プロセッサ７１６、７３６によって実行可能な命令を記憶する。
【００６７】
　ＵＥ７０４、７２４は、干渉管理のためにリソース割り振り情報を受信および処理する
ように構成されている、ＵＥリソース割り振りモジュール７２０、７４０も備えていても
よい。例えば、ＵＥリソース割り振りモジュール７２０、７４０は、ＢＳの異なる電力ク
ラス間のリソース区分情報を受信および処理するように構成してもよい。ある態様にした
がうと、リソース割り振りモジュール７２０、７４０は、ＰＵＣＣＨリソース割り振り情
報を受信するようにと、ＰＵＣＣＨ情報を送信するために、サブフレームタイプに基づい
て、どのリソースが使用されるべきかを決定するようにも構成してもよい。
【００６８】
　上で参照したリソース割り振りモジュールは、ＤＬおよび／またはＵＬ干渉からの制御
および／またはデータ送信を保護するために、リソース区分を実行するように構成しても
よい。上で述べたように、リソース割り振りは、時間および／または周波数ドメインにお
けるものであってもよい。例えば、ＵＬに対する時間ドメインのリソース区分のために、
３つのタイプのサブフレームを規定してもよい。Ｕ、Ｎ、およびＸサブフレームを規定し
てもよい。Ｕサブフレームは、所定のセルに対して使用可能であってもよく、典型的には
、異なるクラスのセルからの干渉はないかもしれない。Ｎサブフレームは、典型的に、異
なるクラスのセルへの過剰な干渉を回避するために所定のセルによって使用可能でない、
使用不可能なサブフレームのことを意味する。Ｘサブフレームは、いくつかのケースでは
、ＢＳインプリメンテーションに基づいて、セルに対して使用可能であってもよい。それ
ぞれのセルのＵサブフレームは、そのセル中で割り振られているインターレース中のサブ
フレームに対応していてもよい。特定のタイプのセルのＵサブフレームが他のタイプのセ
ルのＮサブフレームに対応するように、異なるタイプのセルの、ＵサブフレームおよびＮ
サブフレームは相補的な態様で構成してもよい。特に、異なるタイプのセルが、隣接して
いるとき、および、互いに干渉しているとき、サブフレームのこの相補的な規定により、
データおよび制御情報の信頼性のある送信が可能になる。
【００６９】
　リソース区分は、例えば、バックホールを通しての、セル間のネゴシエーションを介し
て、準静的または静的な態様で実行してもよい。それぞれのセルは、リソース区分の結果
を知ってもよく、そのセルに適用可能な異なるタイプのサブフレームを認識してもよい。
それぞれのセルは、そのＵサブフレームを使用してもよく、そのＵサブフレームは、その
割り振られたインターレース中のサブフレームに対応していてもよい。それぞれのセルは
、そのＮサブフレーム中で過剰な干渉を生じさせることを回避し得る。そのＮサブフレー
ムは、他のタイプのセルに割り振られた、インターレース中のサブフレームに対応してい
てもよい。例えば、セルは、そのセルの近くに位置付けられているＵＥに向けて、そのＵ
サブフレーム中で、低い電力で送信するかもしれず、その後、隣接セルにおけるＵＥに対
して、強い干渉を生じさせるのを回避するかもしれない。セルはまた、その隣接セル中の
ＵＥに対して何らかの干渉を生じさせるのを回避するために、そのＵサブフレーム中で送
信するのを回避してもよい。セルは、関与されるセルの負荷情報、ＵＥチャネル情報、ト
ラフィック情報、異なるセル間での情報の利用可能性等のような、さまざまなファクタに
基づいて、セルによって／に対して行われた決定に依存して、そのＸサブフレームを、使
用してもよく、または、使用しなくてもよい。セルは、同様に、スケジューリングする際
にそれ自体に何らかの自由を残すように、このようなＸサブフレームを割り振ることを選
んでもよい。セルは、そのＵサブフレームを最も多く使用してもよく、そのＸサブフレー
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ムを必要に応じて使用してもよく、そして、そのＮサブフレームを最も少なく使用しても
よい。
【００７０】
　ＵＥ７０４、７２４は、典型的には、過剰な干渉を回避するために（少なくともベスト
エフォートベースで）Ｎサブフレーム中で送信するのを回避しつつ、（隣接セルにおける
、これらのサブフレーム中での送信が制限されるような）最良の干渉保護のためにＵサブ
フレーム中で送信してもよい。ＵＥ７０４、７２４は、オプション的に、例えば、所定の
セルに対する、ＢＳ７０２、７２２による決定によって指示されたように、Ｘサブフレー
ムを使用してもよい。このアプローチをサブフレームの使用に適用すると、一般的に、Ｕ
サブフレームは、ＵＥ７０４、７２４によって最も頻繁に使用されると予期されてもよく
、Ｘサブフレームは、オプション的に使用されてもよく（すなわち、使用されないかもし
れない）、（可能であれば、過剰な干渉を回避するために）Ｎサブフレームは少なく使用
されると予期される。
【００７１】
　マクロＢＳによって担当されているＵＥが、フェムトＢＳによって管理されているセル
に地理的に近いとき、ＵＥは、Ｎサブフレーム中で送信しないための命令を受信してもよ
い（そのようなものとして、フェムトセルに対して高干渉を生じさせる可能性がある）。
ＵＥは、上のサブフレームタイプを認識するかもしれないし、または、認識しないかもし
れない。したがって、ＵＥがアクセス可能でないフェムトセルは、マクロＢＳによって担
当されているＵＥからの強い干渉を経験しないだろう。したがって、フェムトＢＳによっ
て担当されているＵＥは、その後、ＵＬ送信のためにＵサブフレーム中で送信してもよい
。
【００７２】
　マクロＢＳによって担当されているＵＥが上のサブフレームタイプを認識しないとき、
マクロＢＳは、マクロＢＳによって担当されているＵＥが、Ｎサブフレーム中で、例えば
、少なくともベストエフォートベースでスケジューリングされないように、依然としてＵ
Ｌのスケジューリングを実行してもよい。
【００７３】
　上のシナリオを適用し、あるセル中のＢＳによる適切なスケジューリングにより結合さ
れる、隣接セル中のＵおよびＮサブフレームの相補的な（例えば、１つのセル中でＵサブ
フレームであると考慮されるサブフレームが、典型的に、干渉セル中ではＮサブフレーム
であると考慮される）性質により、フェムトＢＳによって担当されているＵＥは、マクロ
ＢＳによって担当されており、かつフェムトセルに地理的に近いＵＥからの強い干渉を受
けることを回避することが可能になり得る。したがって、フェムトＢＳによって担当され
ているＵＥは、Ｕサブフレームを送信しつつ、この干渉を回避することができる。
【００７４】
　しかしながら、（Ｕサブフレーム以外の）他のタイプのサブフレームを送信するときに
干渉を減少させる他の方法が、好ましいこともある。ある態様にしたがうと、ＢＳは、Ｕ
でないサブフレームの間にＵＥをスケジューリングするのを回避することができる。しか
しながら、フェムトセルにおけるＵサブフレームの数は限定されることがあるので、この
ような限定は、フェムトセルのＵＬ性能に影響を与えることがある。
【００７５】
　ここで提示した、ある態様にしたがって、保護されているサブフレームを活用するため
に、サブフレームタイプ依存のＰＵＣＣＨ領域を利用してもよい。例えば、より広いＰＵ
ＣＣＨ領域は、より保護されているサブフレーム中で可能であり得る。言い換えると、増
加した干渉の可能性のせいで、より狭いＰＵＣＣＨ領域が他のサブフレームタイプ（例え
ば、「Ｎ」および「Ｘ」サブフレーム）上で使用されてもよい一方で、「Ｕ」サブフレー
ムの保護は、ＰＵＣＣＨ送信に適したものであってもよい、よりロバーストで信頼のある
送信を可能にすることができる。
【００７６】
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　すべてのサブフレームにわたった潜在的なＵＬ送信を可能し、異なるサブフレームにわ
たった干渉変動を取り扱うために、例えば、フェムトセルのＵＬ中で、このアプローチを
用いてもよい。
【００７７】
　異なるサブフレームタイプの上の規定は、サブフレームタイプに依存しているＰＵＣＣ
Ｈ領域のリソースを割り振ることを有益にするかもしれない。ここで使用されているよう
な、ＰＵＣＣＨ領域という用語は、一般的に、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、ス
ケジューリング要求（ＳＲ）、および半永続的なスケジューリング（ＳＰＳ）肯定応答／
否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＫ）のような、さまざまなタイプの情報を送信するために使用し
得る、（連続的または非連続的であり得る）アップリンクリソースのセットのことを意味
する。ＰＵＣＣＨ領域は、典型的には、動的ＡＣＫ／ＮＡＫ（動的Ａ／Ｎ）を含まず、こ
れらは、本開示の目的のために、ＰＵＣＣＨ領域と別個のものであると考えられてもよい
。
【００７８】
　図８は、例えば、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨリソース割り振りを実行するために、
基地局（例えば、ｅＮＢ）によって実行される、動作の例８００を図示している。動作８
００は、８１０において、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフ
レームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定する
ことによって開始する。そのサブフレームに対して割り振られたＰＵＣＣＨリソースの領
域の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しており、そ
のサブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルに
おける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む。８２０において、ＢＳが、リソ
ース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングする。
【００７９】
　図９は、例えば、ワイヤレス通信ネットワーク中で、割り振られるアップリンクリソー
スを決定するためにＵＥによって実行される、動作の例９００を図示している。動作９０
０は、９１０において、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレ
ームの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定するこ
とによって開始する。そのサブフレームに対して割り振られたＰＵＣＣＨリソースの領域
の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しており、その
サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにお
ける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む。９２０において、ＵＥが、そのサ
ブフレームタイプに対して割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、そのサブフレー
ム中で、第１のセルの基地局に情報を送信する。
【００８０】
　基地局は、異なるタイプへのサブフレームの区分に基づいてＵＥをスケジューリングし
ようと試行するスケジューリング機能全体の一部として、リソースを割り振ってもよい。
この例にしたがって、基地局は、アップリンク送信のために、Ｎサブフレームの使用を回
避または限定しつつ、Ｕサブフレーム上で、または、オプション的にＸサブフレーム上で
、アップリンクを介して送信するようにＵＥをスケジューリングできる。
【００８１】
　ある態様にしたがうと、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域の使用は、結果として、（
例えば、ＬＴＥ Ｒｅｌ－８のＰＵＣＣＨ設計のような）前のまたは既存の（「レガシー
」）ＰＵＣＣＨ領域設計とは異なるＰＵＣＣＨ領域になるかもしれない。ここでは、ＰＵ
ＣＣＨ領域が、いったん準静的ベースで上位レイヤによって構成されると、ＰＵＣＣＨ領
域に対して割り振られたリソースは、すべてのサブフレームにわたって常に同一である。
【００８２】
　ある態様にしたがって、基地局が、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域に対して割り振
られたリソースをシグナリングしてもよい。例えば、基地局は、サブフレーム依存のＰＵ
ＣＣＨ領域を決定するための、１つ以上のパラメータをＵＥに送ってもよい。例えば、１
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つ以上のパラメータは、ＰＵＣＣＨ、動的Ａ／Ｎ、および物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）のような、さまざまな領域に対して割り振られたリソースを示していても
よい。ある態様にしたがって、ＵＥに提供される正確なパラメータは、特定のサブフレー
ム依存のＰＵＣＣＨ領域インプリメンテーションに依存していてもよい。
【００８３】
　図１０－図１２は、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域に対する、インプリメンテーシ
ョンのオプションの例を図示している。設計オプションのうちの１つ以上を実現できるこ
とを正しく認識すべきである。さらに、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域に対する他の
設計オプションが、ここに添付した特許請求の範囲の範囲内にあると意図されることが企
図される。ここで使用されているような、新しい、および、付加的な、といったような用
語は、ＬＴＥ Ｒｅｌ－８のような、標準規格の現在のまたは最新のバージョンによって
規定されていない、例えば、構成または領域のことを意味する相対語である。
【００８４】
　図１０は、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域に対する、第１の例のインプリメンテー
ションを図示している。図示されているサブフレームは、サブフレームタイプＵ１０００
と、サブフレームタイプＮ１００２と、サブフレームタイプＸ１００４とを含む。
【００８５】
　図示したように、サブフレームタイプＵ１０００は、ＰＵＣＣＨ領域１００６と、ＰＵ
ＣＣＨ領域１００８と、動的Ａ／Ｎ領域１０１０と、動的Ａ／Ｎ領域１０１２と、ＰＵＳ
ＣＨ領域１０１４とを含んでいてもよい。サブフレームタイプＮ１００２は、ＰＵＣＣＨ
領域１０１６と、ＰＵＣＣＨ領域１０１８と、動的Ａ／Ｎ領域１０２０と、動的Ａ／Ｎ領
域１０２２と、ＰＵＳＣＨ領域１２０４と、ＰＵＳＣＨ領域１０２６と、ＰＵＳＣＨ領域
１０２８とを含んでいてもよい。サブフレームタイプＸ１００４は、ＰＵＣＣＨ領域１０
３０と、ＰＵＣＣＨ領域１０３２と、動的Ａ／Ｎ領域１０３４と、動的Ａ／Ｎ領域１０３
６と、ＰＵＳＣＨ領域１０３８と、ＰＵＳＣＨ領域１０４０と、ＰＵＳＣＨ領域１０４２
とを含んでいてもよい。
【００８６】
　ある態様にしたがうと、動的ＡＣＫ／ＮＡＫの始点を規定する（例えば、Ｒｅｌ－８は
ＮPUCCHを規定し得る）パラメータは、動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫをサポートするＵＥ（例え
ば、ＬＴＥ Ｒｅｌ－８のみサポートするレガシーＵＥのような、より古いＵＥとは対照
的な、ＬＴＥの新しいＵＥ）に対して、すべてのサブフレームにわたって動的ＡＣＫ／Ｎ
ＡＫの最大に可能性ある始点を示すように構成してもよい。基地局は、このパラメータを
ＵＥに送信することによって、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域をシグナリングしても
よい。このパラメータに基づいて、ＵＥは、動的Ａ／Ｎ領域（例えば、動的Ａ／Ｎ領域１
０１０、動的Ａ／Ｎ領域１０１２、動的Ａ／Ｎ領域１０２０、動的Ａ／Ｎ領域１０２２、
動的Ａ／Ｎ領域１０３４、動的Ａ／Ｎ領域１０３６）に対して割り振られるリソースを決
定してもよい。
【００８７】
　図示したように、サブフレームタイプＵ１０００では、ＵＥは、動的Ａ／Ｎ領域１０１
０より前のリソースの全体的なセットをＰＵＣＣＨ領域として認識し得る一方で、Ｎおよ
びＸのタイプのサブフレームに対するＰＵＣＣＨ領域は、タイプＵのサブフレームに対す
るＰＵＣＣＨ領域１００６のリソースのサブセットしか使用しなくてもよい。他の目的の
ために、他のリソースを使用してもよい。例えば、ＵＥは、サブフレームタイプＮ１００
２およびサブフレームタイプＸ１００４が、それぞれ、それらのＰＵＣＣＨ領域と動的Ａ
／Ｎ領域との間で、（および、それらのＰＵＣＣＨ領域と動的Ａ／Ｎ領域とオーバーラッ
プしていない）、ＰＵＳＣＨ領域１０２６および１０４０を含むことを認識してもよい。
（例えば、サブフレームタイプＮ１００２に対する、および、サブフレームタイプＸ１０
０４に対する）実際のＰＵＣＣＨ領域と動的Ａ／Ｎ領域との間の領域は、ＰＵＳＣＨに対
して完全に使用することができ、または、例えば、スケジューラ選択のような他の何らか
の目的のために使用してもよい。
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【００８８】
　図１０中で示されている例のインプリメンテーションでは、ＵＥは、単に、ＮPUCCHを
シグナリングするだけであるかもしれないので、動的ＡＣＫ／ＮＡＣＫ領域をサポートす
るＵＥ（例えば、新しいＵＥ）に対して、何の付加的なシグナリングも必要とされないか
もしれないことに留意すべきである。さらに、レガシーＵＥ（例えば、Ｒｅｌ－８ＵＥ）
として下位互換性を提供し得るこのアプローチは、（例えば、サブフレームタイプＵ１０
００に対して提供されるような）すべてのサブフレームに対する領域の同じ区分を仮定し
てもよい。
【００８９】
　図１１は、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域に対する、第２の例のインプリメンテー
ションを図示している。再び、図示されているサブフレームは、サブフレームタイプＵ１
１００と、サブフレームタイプＮ１１０２と、サブフレームタイプＸ１１０４とを含む。
【００９０】
　この例のインプリメンテーションでは、サブフレームタイプＵ１１００は、ＰＵＣＣＨ
領域１１０６と、ＰＵＣＣＨ領域１１０８と、動的Ａ／Ｎ領域１１１０と、動的Ａ／Ｎ領
域１１１２と、ＰＵＳＣＨ領域１１１４と、付加的なＰＵＣＣＨ領域１１１６と、付加的
なＰＵＣＣＨ領域１１１８とを含んでいてもよい。サブフレームタイプＮ１１０２は、Ｐ
ＵＣＣＨ領域１１２０と、ＰＵＣＣＨ領域１１２２と、動的Ａ／Ｎ領域１１２４と、動的
Ａ／Ｎ領域１１２６と、ＰＵＳＣＨ領域１１２８とを含んでいてもよい。サブフレームタ
イプＸ１１０４は、ＰＵＣＣＨ領域１１３０と、ＰＵＣＣＨ領域１１３２と、動的Ａ／Ｎ
領域１１３４と、動的Ａ／Ｎ領域１１３６と、ＰＵＳＣＨ領域１１３８と、付加的なＰＵ
ＣＣＨ領域１１４０と、付加的なＰＵＣＣＨ領域１１４２とを含んでいてもよい。
【００９１】
　この例のインプリメンテーションでは、（例えば、新しいＵＥに対する）すべてのサブ
フレーム全体にわたった動的ＡＣＫ／ＮＡＫ領域の最小の始点を示すために、動的ＡＣＫ
／ＮＡＫ領域の始点を規定するパラメータ（例えば、ＮPUCCH）を設定してもよい。再び
、ＢＳは、最小値に設定した、このパラメータを送信することによって、サブフレーム依
存のＰＵＣＣＨ領域をシグナリングしてもよい。このパラメータに基づいて、ＵＥは、図
１１中に図示されているような、動的Ａ／Ｎ領域に対して割り振られるリソースを決定し
てもよい。
【００９２】
　この例のインプリメンテーションでは、基地局は、（例えば、サブフレームタイプＵ１
１００の、付加的なＰＵＣＣＨ領域１１１６および付加的なＰＵＣＣＨ領域１１１８に対
する、ならびに、サブフレームタイプＸ１１０４の、付加的なＰＵＣＣＨ領域１１４０お
よび付加的なＰＵＣＣＨ領域１１４２に対する）実際のＰＵＣＣＨ領域を示すための、１
つ以上の付加的なパラメータも提供してもよい。付加的なＰＵＣＣＨ領域は、前の、また
は、既存の、レガシーＰＵＣＣＨ領域および動的Ａ／Ｎ領域の外にあってもよい。レガシ
ーＵＥがサブフレーム（例えば、サブフレームタイプＮ１１０２に提供されるような）す
べてのサブフレーム全体にわたった領域の一致する区分を仮定し得るので、このアプロー
チは、下位互換性も可能にする。
【００９３】
　動的Ａ／Ｎ領域は、完全に使用されない場合、ＰＵＳＣＨ送信のために再使用されても
よいことに留意すべきである。別の例として、第１の設計オプションを第２の設計オプシ
ョンと比較したときに、第１の設計オプションは、結果として、Ｕサブフレームに対する
ＰＵＳＣＨリソースフラグメンテーションが少なくなるとともに、第２の設計オプション
は、結果として、Ｎサブフレームに対する、ＰＵＳＣＨリソースのフラグメンテーション
が少なくなるかもしれない。
【００９４】
　ある態様にしたがうと、複数のサブフレームに対するＰＵＣＣＨ領域の設計を組み合わ
せて、１つのタイプにしてもよい。例として、ＰＵＣＣＨリソース管理の点で、Ｎおよび
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ＸサブフレームタイプのＰＵＣＣＨ領域を組み合わせて、１つのサブフレームにし（ＰＵ
ＣＣＨリソースの共通セットを共有）てもよい。したがって、この例では、効率的に、２
つのタイプのサブフレーム：上述した、ＰＵＣＣＨ領域の設計のオプションのそれぞれに
対する、ＵサブフレームとＮ／Ｘサブフレームと、が存在していてもよい。さらに、図１
１中で示されている例のインプリメンテーションでは、動的Ａ／Ｎ領域および付加的なＰ
ＵＣＣＨ領域の領域はまた、図１２中で示されている例のインプリメンテーションと同様
に、類似した態様でオーバーラップしていることがある。
【００９５】
　図１２は、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨ領域に対する、第３の例のインプリメンテー
ションを図示している。再び、図示されているサブフレームは、サブフレームタイプＵ１
２００と、サブフレームタイプＮ１２０２と、サブフレームタイプＸ１２０４とを含む。
この例のインプリメンテーションでは、サブフレームタイプＵ１２００は、ＰＵＣＣＨ領
域１２０６と、ＰＵＣＣＨ領域１２０８と、新しい動的Ａ／Ｎ領域１２１０と、新しい動
的Ａ／Ｎ領域１２１２と、ＰＵＳＣＨ領域１２１４と、付加的なＰＵＣＣＨ領域１２１６
と、付加的なＰＵＣＣＨ領域１２１８と、レガシー（例えば、Ｒｅｌ－８）動的Ａ／Ｎ領
域１２２０と、レガシー（例えば、Ｒｅｌ－８）動的Ａ／Ｎ領域１２２２とを含んでいて
もよい。サブフレームタイプＮ１２０２は、ＰＵＣＣＨ領域１２２４と、ＰＵＣＣＨ領域
１２２６と、ＵＥのすべてのリリースに対する動的Ａ／Ｎ領域１２２８と、ＵＥのすべて
のリリースに対する動的Ａ／Ｎ領域１２３０と、ＰＵＳＣＨ領域１２３２とを含んでいて
もよい。サブフレームタイプＸ１２０４は、ＰＵＣＣＨ領域１２３４と、ＰＵＣＣＨ領域
１２３６と、新しい動的Ａ／Ｎ領域１２３８と、新しい動的Ａ／Ｎ領域１２４０と、ＰＵ
ＳＣＨ領域１２４２と、付加的なＰＵＣＣＨ領域１２４４と、付加的なＰＵＣＣＨ領域１
２４６と、レガシー（例えば、Ｒｅｌ－８）動的Ａ／Ｎ領域１２４８と、レガシー（例え
ば、Ｒｅｌ－８）動的Ａ／Ｎ領域１２５０とを含んでいてもよい。
【００９６】
　図１０および図１１中で示されている例のインプリメンテーションにより、そのレガシ
ー（例えば、Ｒｅｌ－８）ＵＥは、ＵサブフレームおよびＸサブフレーム中で送信するよ
うにスケジューリングしてもよい。しかしながら、レガシーＵＥが、これらのタイプのサ
ブフレーム中で、決してスケジューリングされない（または、まれに、スケジューリング
される）場合、さまざまな潜在的な最適化がサポートされてもよい。
【００９７】
　例えば、レガシーＵＥが動的Ａ／Ｎ、ＣＱＩ、ＳＲ、およびＳＰＳ Ａ／Ｎをサポート
する場合、新しいＵＥは、同じリソースブロック（ＲＢ）を共有してもよい。示されてい
るように、サブフレームタイプＵ１２００中では、付加的なＰＵＣＣＨ領域１２１６およ
びＲｅｌ－８動的Ａ／Ｎ領域１２２０がＲＢを共有していてもよく、付加的なＰＵＣＣＨ
領域１２１８およびＲｅｌ－８動的Ａ／Ｎ領域１２２２がＲＢを共有していてもよい。さ
らに、サブフレームタイプＸ１２０４中では、付加的なＰＵＣＣＨ領域１２４４およびＲ
ｅｌ－８動的Ａ／Ｎ領域１２４８がＲＢを共有してもよく、付加的なＰＵＣＣＨ領域１２
４６およびＲｅｌ－８動的Ａ／Ｎ領域１２５０がＲＢを共有していてもよい。
【００９８】
　この共有は、同じＲＢ中での、異なる制御情報に対するリソースの直交化を通して、例
えば、異なるサイクリックシフトおよび／または直交カバーを使用して成し遂げることが
できる。さらに、（開始するＣＣＥおよびＮPUCCHに基づいて、ＵＥがＡ／Ｎアップリン
クリソースを導出する）暗黙に導出された動的Ａ／Ｎアップリンクリソースが、新しいＵ
Ｅの、ＣＱＩ、ＳＲ、およびＳＰＳ Ａ／Ｎリソースに衝突しないように、スケジューリ
ング機能は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の開始制御チャネルエレメン
ト（ＣＣＥ）が物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送信をスケジューリングす
ることを選択してもよい。スケジューリングされることになるＲｅｌ－８ＵＥの数が非常
に限定される場合、このようなスケジューリング制限が許容される。
【００９９】
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　別の例として、新しいＵＥに対する動的Ａ／Ｎリソースは、Ｒｅｌ－８に対するものと
は異なって開始してもよい。この態様では、新しいＵＥに対する動的Ａ／Ｎリソースに対
する領域は、Ｒｅｌ－８動的Ａ／Ｎに対する領域と衝突するかもしれないし、または、衝
突しないかもしれない。さらに、同じＲＢが、Ａ／ＮとＣＱＩとの間で共有されていても
よい。このような共有は、パラメータＮCS(1)を通して、Ｒｅｌ－８中で規定されている
ような混合ＲＢを使用して提供されてもよい。このパラメータＮCS(1)は、混合ＲＢ上で
Ａ／Ｎ／ＳＲに対して使用されるサイクリックシフトの数を示していてもよい。例えば、
ＮCS(1)＝０は、混合ＲＢが存在しないことを示していてもよい。そうでない場合には、
このパラメータは、混合ＲＢ中でＡ／Ｎ／ＳＲに対して使用されるサイクリックシフトの
数を規定していてもよい。あるインプリメンテーションでは、複雑性を減少させるために
、例えば、ＣＱＩをＲｅｌ－８動的Ａ／Ｎと共有することは許可されないことがある。
【０１００】
　別の例として、Ｒｅｌ－８動的Ａ／Ｎ領域は、新しいＡ／Ｎ／ＳＲ（動的Ａ／Ｎおよび
／またはＳＰＳ Ａ／Ｎ）領域とＲＢと共有していてもよい。このケースでは、多重化を
促進するために、ＰＵＣＣＨ Ａ／Ｎの容量と性能とのトレードオフを制御するパラメー
タ（例えば、１、２、および３の値を取る、Δshift

PUCCH）を大きい値に設定してもよい
。
【０１０１】
　上述したインプリメンテーションの例を成し遂げるために、さまざまなシグナリングを
利用してもよい。例えば、すべてのサブフレームタイプにわたって最小のＮPUCCH領域を
意味するためにＮPUCCHを設定してもよく、（ＮPUCCHによって示されたものに加えて）付
加的なＰＵＣＣＨ領域を新しいＵＥに対して示してもよい。Ｒｅｌ－８におけるＰＵＣＣ
Ｈフォーマット２／２ａ／２ｂに対して使用されるリソースブロックの数（例えば、ＮＲ
Ｂ）を提供するレイヤ３のパラメータによって規定されるようなＣＱＩ領域パラメータに
加えて、新しいＵＥは、付加的なＰＵＣＣＨ領域においてＣＱＩ領域を規定するための別
のパラメータも提供してもよい。
【０１０２】
　いくつかのケースでは、図１２中で示されており、上述した例のインプリメンテーショ
ンは、図１０および図１１中で示されている例のインプリメンテーションと比較したとき
に、最適化されたＰＵＳＣＨリソースの利用を提供してもよい。しかしながら、この最適
化は、Ｒｅｌ－８に対する付加的なスケジューリング制限と、新しいＵＥに対する付加的
なシグナリング要件とに依存していてもよい。
【０１０３】
　いずれのケースにおいても、サブフレーム依存のＰＵＣＣＨリソースの割り振りを利用
することによって、レガシー（例えば、Ｒｅｌ－８）および新しいＵＥが共存している可
能性がある、Ｕサブフレームおよび共有されているＸサブフレーム中での、ＵＬリソース
の効率的な使用を達成することができる。システム中に新しく入ることを認められたどん
なＵＥであっても、共有されているＸサブフレームを使用する前に、最初に、保護されて
いるＵサブフレーム中の増加したＰＵＣＣＨ領域を通して、ロバーストなＰＵＣＣＨ送信
を提供することが好ましいだろう。
【０１０４】
　ここで記述したシナリオおよび実施形態は、任意のヘテロジニアスネットワーク（Ｈｅ
ｔＮｅｔ）に適用してもよく、この任意のＨｅｔＮｅｔは、フェムト間ネットワーク、マ
クロとピコとの間のネットワーク、および／または、干渉されているＢＳがここで記述し
た機能のうちの任意のものを実現し得る、他の何らかのタイプのＨｅｔＮｅｔを含むが、
これらに限定されない。
【０１０５】
　ここで記述した技術は、ハードウェアおよび／またはソフトウェアコンポーネントの何
らかの適した組み合わせを含んでいてもよい、任意の適した手段を使用して実現してもよ
い。１つの態様では、上記の手段は、上述した機能を実行するように構成されている、図
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面に関連して記述したプロセッサのようなプロセッサを含んでいてもよい。別の態様では
、上記の手段は、上記の手段によって記載された機能を実行するように構成されている、
モジュールまたは何らかの装置を含んでいてもよい。
【０１０６】
　「モジュール」、「コンポーネント」、および、これらに類する用語は、コンピュータ
関連エンティティのことを、すなわち、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアと
ソフトウェアとを組み合わせたもの、ソフトウェア、または、実行中のソフトウェアのい
ずれかを意味することを意図する。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、実行可能ファイル、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、これらに限定されない。例示とし
て、コンピューティングデバイス上で実行しているアプリケーションおよびコンピューテ
ィングデバイスの双方とも、コンポーネントとしてもよい。１つ以上のコンポーネントは
、実行のプロセスおよび／またはスレッド内に存在してもよく、コンポーネントは、１つ
のコンピュータ上で局所化、および／または、２つ以上のコンピュータ間で分散させても
よい。加えて、これらのコンポーネントは、そこに記憶されたさまざまなデータ構造を有
する、さまざまなコンピュータ読み取り可能媒体から実行してもよい。コンポーネントは
、１つ以上のデータパケットを有する信号（例えば、ローカルシステム、分散システム中
の別のコンポーネントと対話している、および／または、インターネットのようなネット
ワーク全体にわたって、信号によって他のシステムと対話している１つのコンポーネント
からの、データ）にしたがうような、ローカルおよび／またはリモートプロセスによって
通信してもよい。
【０１０７】
　さまざまな異なるテクノロジーおよび技術のうちの任意のものを使用して、情報および
信号を表してもよいことを、当業者は理解するだろう。例えば、上記の詳細な説明全体を
通して参照した、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチッ
プは、電圧、電流、電磁波、磁気フィールドまたは微粒子、光学フィールドまたは光学微
粒子、あるいはこれらの任意の組み合わせによって表されてもよい。
【０１０８】
　ここでの開示に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、回
路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あ
るいは双方を組み合わせたものとして実現してもよいことを、当業者はさらに正しく認識
するだろう。ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に図示するために、さ
まざまな例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、こ
れらの機能性の観点で上記に概して記述している。このような機能性が、ハードウェア、
ソフトウェア、または両方のものを組み合わせたものとして実現されるか否かは、システ
ム全体に課せられている、特定のアプリケーションおよび設計制約に依存する。熟練者は
、それぞれの特定のアプリケーションの方法を変えて、記述した機能性を実現するかもし
れないが、このようなインプリメンテーションの決定は、本開示の範囲から逸脱が生じる
として解釈されるべきでない。
【０１０９】
　ここでの開示に関連して記述した、さまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、お
よび回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプ
ログラマブルロジックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、デ
ィスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここで記述した機能を実行するよ
うに設計されているこれらの任意の組み合わせで実現しても、あるいは、実行してもよい
。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態では、プロセッ
サは、何らかの従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または状態機械であっ
てもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば
、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせとして、複数のマイクロプロセッサとして、
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ＤＳＰコアに関連した１つ以上のマイクロプロセッサとして、あるいは、このような他の
何らかの構成として実現してもよい。
【０１１０】
　ここでの開示に関連して記述した、方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェ
アで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、または、２つのものを
組み合わせたもので直接的に具体化されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（
ＰＲＯＭ）、電気的なプログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なＲＯＭ
（ＥＥＰＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、リムーバルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ま
たは技術的に知られている記憶媒体の他の何らかの形態で存在していてもよい。例示とし
て、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、動的ＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、静的ＤＲＡＭ（ＳＤ
ＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲＳＤＲＡＭ）、エンハンスドＳＤＲＡ
Ｍ（ＥＳＤＲＡＭ）、同期リンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、および直接ランバスＲＡＭ
（ＤＲＲＡＭ）のような、多くの形態で利用可能であり、これらに限定されない。プロセ
ッサが記憶媒体から情報を読み取ったり、記憶媒体に情報を書き込んだりしてもよいよう
に、例示的な記憶媒体はプロセッサに結合されている。代替実施形態では、記憶媒体はプ
ロセッサと一体化してもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ中に存在していて
もよい。ＡＳＩＣは、ユーザ端末中に存在していてもよい。代替実施形態では、プロセッ
サおよび記憶媒体は、ユーザ端末中にディスクリートコンポーネントとして存在していて
もよい。
【０１１１】
　１つ以上の例示的な設計では、記述した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェア、またはこれらの任意の組み合わせで実現してもよい。ソフトウェアで実現され
た場合、機能は、１つ以上の命令またはコードとしてコンピュータ読み取り可能媒体上に
記憶されてもよく、あるいは、１つ以上の命令またはコードとしてコンピュータ読み取り
可能媒体上に送信されてもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、１つの場所から別の
場所へのコンピュータプログラムの転送を促進する何らかの媒体を含む、コンピュータ記
憶媒体および通信媒体の双方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特殊目的コン
ピュータによってアクセスし得る何らかの利用可能な媒体であってもよい。例として、こ
のようなコンピュータ読み取り可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ、または他の光ディスク記憶デバイス、磁気ディスク記憶デバイス、または他の磁気記
憶デバイス、あるいは命令またはデータ構成の形態で所望のプログラムコード手段を伝送
または記憶するために使用でき、汎用または特殊目的コンピュータあるいは汎用または特
殊目的プロセッサによってアクセスできる他の何らかの媒体を含んでいてもよいが、これ
らに限定されない。また、あらゆる接続は、コンピュータ読み取り可能媒体と適切に呼ば
れている。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイトから、サーバから、あるいは、同軸ケ
ーブル、ファイバ光ケーブル、撚り対、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線や、
無線や、マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用している他の遠隔ソースから送信され
た場合、同軸ケーブル、ファイバ光ケーブル、撚り対、ＤＳＬ、あるいは、赤外線や、無
線や、マイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用したよ
うなディスク（ｄｉｓｋおよびｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーデ
ィスク（登録商標）、光ディスク、デジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録
商標）ディスク、およびブルーレイ（登録商標）ディスクを含むが、一般的に、ディスク
（ｄｉｓｋ）は、データを磁気的に再生する一方で、ディスク（ｄｉｓｃ）はデータをレ
ーザによって光学的に再生する。先のものを組み合わせたものもまた、コンピュータ読み
取り可能媒体の範囲内に含められるべきである。
【０１１２】
　ここで使用されているような、リストの項目「のうちの少なくとも１つ」のことを意味
するフレーズは、単一のメンバーを含む、それらのアイテムの任意の組み合わせのことを
意味する。例として、ａ、ｂ、またはｃ「のうちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ
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－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、およびａ－ｂ－ｃをカバーすることを意図している。
【０１１３】
　本開示の先の説明は、当業者が、本開示を作り、または、使用することが可能になるよ
うに提供されている。本開示に対するさまざまな修正は、当業者に容易に明らかになるで
あろう。また、ここで規定されている一般的な原理は、本開示の範囲の精神または範囲か
ら逸脱することなく、他の変形に適用されてもよい。したがって、本開示は、ここに記述
した、例および設計に限定されることを意図しているものではないが、ここで開示した、
原理および新規な特徴と矛盾しない最も広範囲に一致させるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［発明１］
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振る方法において、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定することと、
　前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングすることとを含み、
　前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとの
うちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しており、サブフレームタイプは、
第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保護する、少
なくとも第１のタイプを含む方法。
［発明２］
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである発明
１記載の方法。
［発明３］
　前記サブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタイプを含み、
　ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよび前記第３
のタイプのサブフレームに割り振られる発明１記載の方法。
［発明４］
　前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングすることは、肯定応答を送信するため
の動的領域に対する始点の表示をシグナリングすることを含む発明１記載の方法。
［発明５］
　前記表示は、最大値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、
　第２のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソースは
、前記第１の領域のリソースのサブセットを含む第２の領域を利用する発明４記載の方法
。
［発明６］
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない発明５記載の方法
。
［発明７］
　前記表示は、最小値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第１の領域の外に
あり、かつ肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中のリソースと
を含む発明４記載の方法。
［発明８］
　前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、
　少なくとも前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
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て割り振られたリソースは、第２のタイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的
な領域に対して割り振られたリソースと共有されている発明１記載の方法。
［発明９］
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い発明８記載の方法。
［発明１０］
　開始制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）に基づいて導出された動的肯定応答リソースが
、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵＣＣＨリソースと共有されているリソース
に衝突しないように、前記第２のタイプのＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）の前記開始ＣＣＥをスケジューリングすることをさらに含む発明８記載の方
法。
［発明１１］
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプと前記第２のサブフレームタイプとのサブフ
レームに対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域をシグナリングすることと、
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的
なＰＵＣＣＨ領域をシグナリングすることとをさらに含む発明８記載の方法。
［発明１２］
　ワイヤレス通信ネットワーク中で割り振られるアップリンクリソースを決定する方法に
おいて、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定し、前記サブフレームに対し
て割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、
サブフレームタイプに依存していることと、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前
記第１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信することとを含み、
　サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルに
おける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む方法。
［発明１３］
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである発明
１２記載の方法。
［発明１４］
　前記サブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタイプを含み、
　ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよび前記第３
のタイプのサブフレームに割り振られる発明１２記載の方法。
［発明１５］
　肯定応答を送信するための動的領域に対する始点の表示を、前記第１のセルの基地局か
ら受信することさらに含む発明１２記載の方法。
［発明１６］
　前記表示は、最大値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、
　第２のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソースは
、前記第１の領域のリソースのサブセットを含む第２の領域を利用する発明１５記載の方
法。
［発明１７］
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
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ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない発明１６記載の方
法。
［発明１８］
　前記表示は、最小値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第１の領域の外に
あり、かつ肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中のリソースと
を含む発明１５記載の方法。
［発明１９］
　前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、
　少なくとも前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、第２のタイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的
な領域に対して割り振られたリソースと共有されている発明１２記載の方法。
［発明２０］
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い発明１９記載の方法。
［発明２１］
　前記第２のタイプの前記ＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を
受信することと、
　前記ＰＤＣＣＨの開始ＣＣＥに基づいて、動的肯定応答リソースを導出することとをさ
らに含み、
　前記導出された動的肯定応答リソースが、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵ
ＣＣＨリソースと共有されているリソースに衝突しないように、前記開始ＣＣＥをスケジ
ューリングする発明１９記載の方法。
［発明２２］
　前記決定することは、少なくとも前記第１のサブフレームタイプと第２のサブフレーム
タイプのサブフレームに対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域の表示と、少なくとも前
記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的ＰＵＣＣＨ領域
の表示とを、前記第１のセルの前記基地局から受信することを含む発明１９記載の方法。
［発明２３］
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振る装置において、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定する手段と、
　前記リソース割り振りをユーザの機器（ＵＥ）にシグナリングする手段とを具備し、
　前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとの
うちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しており、サブフレームタイプは、
第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保護する、少
なくとも第１のタイプを含む装置。
［発明２４］
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである発明
２３記載の装置。
［発明２５］
　前記サブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタイプを含み、
　ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよび前記第３
のタイプのサブフレームに割り振られる発明２３記載の装置。
［発明２６］
　前記リソース割り振りを前記ＵＥにシグナリングする手段は、肯定応答を送信するため
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の動的領域に対する始点の表示をシグナリングする手段を備える発明２３記載の装置。
［発明２７］
　前記表示は、最大値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、
　第２のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソースは
、前記第１の領域のリソースのサブセットを含む第２の領域を利用する発明２６記載の装
置。
［発明２８］
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない発明２７記載の装
置。
［発明２９］
　前記表示は、最小値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第１の領域の外に
あり、かつ肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中のリソースと
を含む発明２６記載の装置。
［発明３０］
　前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、
　少なくとも前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、第２のタイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的
な領域に対して割り振られたリソースと共有されている発明２３記載の装置。
［発明３１］
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い発明３０記載の装置。
［発明３２］
　開始制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）に基づいて導出された動的肯定応答リソースが
、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵＣＣＨリソースと共有されているリソース
に衝突しないように、前記第２のタイプのＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）の前記開始ＣＣＥをスケジューリングする手段をさらに具備する発明３０記
載の装置。
［発明３３］
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプと前記第２のサブフレームタイプとのサブフ
レームに対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域をシグナリングする手段と、
　少なくとも前記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的
なＰＵＣＣＨ領域をシグナリングする手段とをさらに具備する発明３０記載の装置。
［発明３４］
　ワイヤレス通信ネットワーク中で割り振られるアップリンクリソースを決定する装置に
おいて、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定し、前記サブフレームに対し
て割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、
サブフレームタイプに依存している手段と、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前
記第１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信する手段とを具備し、
　サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルに
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おける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む装置。
［発明３５］
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ヘテロジニアスネットワークを含み、
　前記第１のセルおよび前記第２のセルは、異なる電力クラスのタイプのものである発明
３４記載の装置。
［発明３６］
　前記サブフレームタイプは、少なくとも、第２のタイプおよび第３のタイプを含み、
　ＰＵＣＣＨリソースの共通セットが、前記第２のタイプのサブフレームおよび前記第３
のタイプのサブフレームに割り振られる発明３４記載の装置。
［発明３７］
　肯定応答を送信するための動的領域に対する始点の表示を、前記第１のセルの基地局か
ら受信する手段をさらに具備する発明３４記載の装置。
［発明３８］
　前記表示は、最大値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最大値によって規定された第１の領域を利用し、
　第２のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソースは
、前記第１の領域のリソースのサブセットを含む第２の領域を利用する発明３７記載の装
置。
［発明３９］
　第３の領域のリソースが、前記第２のタイプのサブフレーム中で物理アップリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）に対して割り振られ、前記第３の領域は、前記第１の領域のリソ
ースのサブセットを含み、前記第２の領域とオーバーラップしていない発明３８記載の装
置。
［発明４０］
　前記表示は、最小値に設定され、
　前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＰＵＣＣＨに対して割り振られた前記リソー
スは、前記最小値によって規定された第１の領域中のリソースと、前記第１の領域の外に
あり、かつ肯定応答を送信するための前記動的領域の外にある第２の領域中のリソースと
を含む発明３７記載の装置。
［発明４１］
　前記ＵＥは、第１のタイプのものであり、
　少なくとも前記第１のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、第２のタイプのＵＥによって肯定応答を送信するための動的
な領域に対して割り振られたリソースと共有されている発明３４記載の装置。
［発明４２］
　少なくとも前記第２のタイプのサブフレーム中で前記ＵＥのＰＵＣＣＨリソースに対し
て割り振られたリソースは、前記第１のタイプのＵＥまたは前記第２のタイプのＵＥによ
って肯定応答を送信するための動的領域に対して割り振られたリソースと共有されていな
い発明４１記載の装置。
［発明４３］
　前記第２のタイプの前記ＵＥに対する物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を
受信する手段と、
　前記ＰＤＣＣＨの開始ＣＣＥに基づいて、動的肯定応答リソースを導出する手段とをさ
らに具備し、
　前記導出された動的肯定応答リソースが、前記第１のタイプのＵＥに割り振られたＰＵ
ＣＣＨリソースと共有されているリソースに衝突しないように、前記開始ＣＣＥをスケジ
ューリングする発明４１記載の装置。
［発明４４］
　前記決定する手段は、少なくとも前記第１のサブフレームタイプと第２のサブフレーム
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タイプのサブフレームに対して割り振られた最小ＰＵＣＣＨ領域の表示と、少なくとも前
記第１のサブフレームタイプのサブフレームに対して割り振られた付加的ＰＵＣＣＨ領域
の表示とを、前記第１のセルの前記基地局から受信する手段を備える発明４１記載の装置
。
［発明４５］
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振る装置において、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定するようにと、
　前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングするように構成されている
少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備し、
　前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとの
うちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しており、サブフレームタイプは、
第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保護する、少
なくとも第１のタイプを含む装置。
［発明４６］
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振る装置において、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定し、前記サブフレームに対し
て割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、
サブフレームタイプに依存しているようにと、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前
記第１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信するように構成されている少な
くとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されているメモリとを具備し、
　サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルに
おける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含む装置。
［発明４７］
　ワイヤレス通信ネットワーク中でアップリンクリソースを割り振るための命令を記憶す
るコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクトにおいて
、
　前記命令は、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定するためにと、
　前記リソース割り振りをユーザ機器（ＵＥ）にシグナリングするために、１つ以上のプ
ロセッサによって実行可能であり、
　前記サブフレームに対して割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとの
うちの少なくとも１つは、サブフレームタイプに依存しており、サブフレームタイプは、
第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルにおける送信を保護する、少
なくとも第１のタイプを含むコンピュータプログラムプロダクト。
［発明４８］
　ワイヤレス通信ネットワーク中で割り振られるアップリンクリソースを決定するための
命令を記憶するコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダ
クトにおいて、
　前記命令は、
　物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対するサブフレームの、物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソースの割り振りを決定し、前記サブフレームに対し
て割り振られるＰＵＣＣＨリソースの領域の位置とサイズとのうちの少なくとも１つは、
サブフレームタイプに依存しているためにと、
　そのサブフレームタイプに対する前記割り振られたＰＵＣＣＨリソースを使用して、前
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記第１のセルの基地局に情報を前記サブフレーム中で送信するために、１つ以上のプロセ
ッサによって実行可能であり、
　サブフレームタイプは、第２のセルにおける送信を制限することによって第１のセルに
おける送信を保護する、少なくとも第１のタイプを含むコンピュータプログラムプロダク
ト。
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