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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービングセルのエボルブド・ノードＢ（ｅＮＢ）に搭載されたコンピュータ可読記憶
媒体であって、
　該サービングセルに隣接し、かつ該サービングセルとは別個の隣接する非サービングセ
ルであって、該サービングセルのカバレッジエリアとオーバーラップするカバレッジエリ
アを有する、非サービングセルのエボルブド・ノードＢ（ｅＮＢ）と、該隣接する非サー
ビングセルのｅＮＢによって使用される制御リソースのセットをコンピュータに識別させ
るためのコードと、
　リザーブされる制御リソースの少なくとも一部が、該隣接する非サービングセルのｅＮ
Ｂによって使用される該制御リソースとオーバーラップするように、１つのセルの制御リ
ソースをコンピュータにリザーブさせるためのコードと、
　該隣接する非サービングセルのｅＮＢによって実行される制御伝送が、配分された制御
リソースを介して該少なくとも１つの使用者によって実行される制御伝送によって引き起
こされる干渉とは実質的に無縁であるように、リザーブされた制御リソースを少なくとも
１つの利用者にコンピュータに配分させるためのコードと、ここにおいて、該識別された
ネットワークセルと関連する該制御リソースのセットは、利用者装置（ＵＥ）特定制御領
域及び無線リソース制御（ＲＲＣ）/レイヤ３（Ｌ３）構成可能制御領域に対応し、該Ｕ
Ｅ特定制御領域およびＲＲＣ/Ｌ３構成可能制御領域は、チャネル品質インジケータ（Ｃ
ＱＩ）、スケジューリング要求（ＳＲ）、パーシステント確認応答（ＡＣＫ）伝送、のう
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ちの１つまたは複数のためのリソースを備える、
　ここにおいて、コンピュータに配分させるための該コードは、
　該少なくとも１つの利用者は該隣接する非サービングセルのｅＮＢの所定の距離内にい
るかどうかをコンピュータに判定させるためのコードと、
　該少なくとも１つの利用者は該隣接する非サービングセルのｅＮＢの所定の距離内にい
るという判定に基づいて、該隣接する非サービングセルのｅＮＢがその周波数では制御伝
送を実行しない周波数に対応するリザーブされた制御リソースを、該少なくとも１つの利
用者に、配分するためのコードとを具備する、
　を具備する、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２】
　該隣接する非サービングセルのｅＮＢによって使用される制御リソースの該セット及び
該リザーブされた制御リソースは物理上り回線制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）に対応する、
請求項１のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３】
　該少なくとも１つの利用者は該隣接する非サービングセルのｅＮＢの所定の距離内にい
るかどうかをコンピュータに判定させるための該コードは、
　該隣接する非サービングセルのｅＮＢの観測された信号強度に関する該少なくとも１つ
の利用者からの指示をコンピュータに受信させるためのコードと、
　該少なくとも１つの利用者は該隣接する非サービングセルのｅＮＢの所定の距離内にい
るかどうかを、該指示に少なくとも部分的に基づいて、コンピュータに判定させるための
コードと
　を具備する、請求項１のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４】
　該隣接する非サービングセルのｅＮＢはそれに対するアクセスが該少なくとも１つの利
用者には制限されるホーム・ノードＢ（ＨＮＢ）である、請求項１のコンピュータ可読記
憶媒体。
【請求項５】
　無線通信セルのためのコンピュータ実行可能な命令を実行する、サービングセルのエボ
ルブド・ノードＢ（ｅＮＢ）に搭載された集積回路であって、該命令は、
　該サービングセルとは別個の隣接する非サービングセルであって、かつ、該サービング
セルのカバレッジエリアとオーバーラップするカバレッジエリアを有する隣接非サービン
グセルによって使用される制御リソースのセットを識別することと、
　制御リソースのセットをシステム帯域幅からリザーブすることと、
　該隣接非サービングセルによって実行される制御伝送が、配分された制御リソースを介
する各利用者による制御伝送によって引き起こされる干渉とは実質的に無縁であるように
、リザーブされた制御リソースを該各利用者に配分することと、ここにおいて、該識別さ
れたネットワークセルと関連する該制御リソースのセットは、利用者装置（ＵＥ）特定制
御領域および無線リソース制御（ＲＲＣ）/レイヤ３（Ｌ３）構成可能制御領域に対応し
、該ＵＥ特定制御領域およびＲＲＣ/Ｌ３構成可能制御領域は、チャネル品質インジケー
タ（ＣＱＩ）、スケジューリング要求（ＳＲ）、およびパーシステント確認応答（ＡＣＫ
）伝送のうちの１つまたは複数のためのリソースを備える、
　ここにおいて、該配分することは、
　利用者が該隣接非サービングセルから所定の範囲の外部にいるかどうか、を判定するこ
とと、
　該利用者が該隣接非サービングセルから所定の範囲の内部にいるという判定に基づいて
、該隣接非サービングセルはその周波数では制御伝送を実行しない周波数に対応する、リ
ザーブされた制御リソースを該利用者に配分することと、を具備する、
　を具備する、集積回路。
【請求項６】
　該判定することは、
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　該隣接非サービングセルに関する観測された信号強度指示を該利用者から受信すること
と、
　該指示された観測信号強度を閾値信号強度と比較することに少なくとも部分的によって
、該利用者が該隣接非サービングセルの所定の範囲の内部にいるかどうかを判定すること
と、を具備する、請求項５の集積回路。
【請求項７】
　該隣接非サービングセルは、少なくとも１つの該各利用者はそれと接続することを認可
されない、制限型会員制アクセス・ポイント（restricted association access point）
によってサービスされる、請求項５の集積回路。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
［相互参照］
　本出願は、２００８年４月１４日に提出され、“ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯ
ＤＳ　ＴＯ　ＥＮＡＢＬＥ　ＵＰＬＩＮＫ　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＦＯＲ　ＲＥＳＴＲＩＣＴ
ＥＤ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ”と題する米国特許仮出願番号６１／
０４４，８３５の優先権を主張する。上記仮出願の全体はここに参照として組み込まれる
。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は一般に無線通信に係り、更に具体的には無線通信システムにおけるリソース（
resource）管理のための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは多様な通信サービスを提供するために広く配備されている。例えば
、音声、画像、パケット・データ、放送、及びメッセージング・サービスがこのような無
線通信システムを介して提供されることが出来る。これ等のシステムは、利用可能なシス
テム・リソースを共有することによって、複数の端末のための通信をサポートする能力を
備える多元接続システムであることが出来る。このような多元接続システムの実例は符号
分割多元接続（Code Division Multiple Access）（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接
続（Time Division Multiple Access）（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Fre
quency Division Multiple Access）（ＦＤＭＡ）システム、及び直交周波数分割多元接
続（Orthogonal Frequency Division Multiple Access）（ＯＦＤＭＡ）システムを含む
。
【０００４】
　高速データ・サービスとマルチメディア・データ・サービスに対する要求が急速に増大
するに従い、拡張された性能を備える効率的かつ頑健なシステムの実現に向けた努力がな
されてきた。例えば、近年、利用者達は固定された有線通信を移動通信と置き換え始めて
おり、高い音声品質、信頼性のあるサービス、及び低価格をますます要求してきている。
【０００５】
　現在適所を得た移動電話ネットワークに加えて、新しいクラスの小基地局が出現してき
た。該小基地局は、利用者の家庭内に設置されて、既存の広帯域インターネット接続を利
用する諸モバイル・ユニット（mobile units）に屋内無線カバレッジ（coverage）を提供
することが出来る。このような個人用小型基地局は、アクセス・ポイント基地局（access
 point base station）、又はそれに代わって、ホーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮ
Ｂ）若しくはフェムト・セル（Femto cell）、として一般に知られる。一般的には、この
ような小型基地局は、デジタル加入者線（Digital Subscriber Line）（ＤＳＬ）ルータ
（router）、ケーブル・モデム（cable modem）、又は類似の物を介して、インターネッ
ト及び携帯電話事業者のネットワークに接続される。
【０００６】
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　無線通信システムは一連の無線アクセス・ポイントを含むように構成されることが出来
て、該無線アクセス・ポイントは該システム内部のそれぞれの地域に対してカバレッジを
提供することが出来る。このようなネットワーク構造は一般にセルラ（cellular）ネット
ワーク構造と呼ばれ、そして、諸アクセス・ポイント及び／又は該諸アクセス・ポイント
がネットワーク内でそれぞれサービスを行う地域は一般にセルと呼ばれる。
【０００７】
　信号の強度は該信号が通信される距離が増大するに従い一般的には減衰するので、ネッ
トワーク利用者は、様々な環境下で、該利用者からより離れた所に位置するセルと比べて
、該利用者に物理的に近い所に位置するセルと実質的に強い信号を交換することが出来る
。しかしながら、種々の理由で、利用者は、該利用者に最も近いセルを介する無線通信シ
ステムと、通信することが出来ないことがある。例えば、ネットワーク中の個々のセルの
能力差に起因して、利用者に最も近いセルは所望のサービスを利用者に提供できないこと
があり得る、又は、より遠くに位置するセルよりも劣る品質のサービスしか提供できない
ことがあり得る。別な理由として、利用者に最も近いセルは、該利用者が該セルに接続す
ることを認可されないような、制限されたアクセスを有することがあり得る。
【０００８】
　これ等の及びその他類似の状況では、利用者から該利用者に対するサービング（servin
g）セルへ伝送される諸信号は、そのカバレッジ・エリアが該利用者の物理的位置を含む
、他の諸セルでも、余分なことであるが、観察されることが出来る。このようにして、も
しこれ等の諸セルが、該利用者がそれに基づいて自身のサービング・セルに伝送する、諸
リソースを使用して通信しようと試みる場合、かなりの干渉が結果として生じることがあ
り得る。従って、上記の諸欠点を最小限に緩和する無線通信システムのためのリソース管
理技術を実現することが好ましい。
【発明の概要】
【０００９】
　下記は、特許請求される主題の種々の態様の簡単化された概要を、そのような態様の基
本的な理解を提供するために、提示する。この概要は全ての想定される態様の広範囲の概
観ではないし、そのような態様の不可欠もしくは決定的に重要な要素を識別することも又
そのような態様の範囲を正確に概説することも意図していない。その目的は開示される諸
態様のある幾つかの概念を、後に提示される更に詳細な説明への導入部として、簡単化さ
れた形で提示することである。
【００１０】
　ある態様に従うと、方法が本明細書で説明されて、該方法は、ネットワーク・セルと該
ネットワーク・セルに関連付けられる制御リソースのセットを識別すること、制御リソー
スのセットを配分すること、ここで該配分される制御リソースのセットの少なくとも一部
は該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソースのセットの少なくと
も一部とオーバーラップする、を具備することが出来る、及び、制御リソースの該配分さ
れたセットの中から後続の使用のための制御リソースを選択すること、但し該選択される
制御リソースは該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソースのセッ
トによって引き起こされる干渉とは実質的に無縁であるように選択すること、を具備する
ことが出来る。
【００１１】
　本明細書で説明される第２の態様は無線通信装置に係り、該装置は、隣接するネットワ
ーク・セル、該隣接ネットワーク・セルによって使用される制御リソースのセット、シス
テム周波数帯域、及び少なくとも１つの端末、に関するデータを記憶するメモリを具備す
ることが出来る。該無線通信装置は、該システム周波数帯域中の制御リソースを配分する
、但し該配分される制御リソースは該隣接ネットワーク・セルによって使用される制御リ
ソースと少なくとも部分的にオーバーラップするように、配分するために、及び、該少な
くとも１つの端末への割振りのために制御リソースを選択する、但し該選択される制御リ
ソースは該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソースからの干渉とは実
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質的に無縁であるように、選択するために、構成されるプロセッサを更に具備する。
【００１２】
　第３の態様は装置に係り、該装置は、該装置に関連付けられるカバレッジ・エリア（co
verage area）にオーバーラップするカバレッジ・エリアを有する隣接セルにおいて制御
伝送のために使用されている周波数サブバンド（subband）を識別するための手段、及び
、制御伝送のための周波数サブバンドを配分する、但し隣接セルによって制御伝送に使用
されていると識別された該周波数サブバンドは該隣接セルのカバレッジ・エリア外の利用
者にのみ配分されるように、配分するための手段、を具備する。
【００１３】
　第４の態様はコンピュータ・プログラム製品に係り、該プログラム製品は、エボルブド
・ノードＢ（Evolved Node B）（ｅＮＢ）と該ｅＮＢによって使用される制御リソースの
セットをコンピュータに識別させるためのコード、該配分される制御リソースの少なくと
も一部は該ｅＮＢによって使用される制御リソースとオーバーラップするように、制御リ
ソースをコンピュータにリザーブさせるためのコード、及び、リザーブされた制御リソー
スを少なくとも１つの利用者にコンピュータに配分させる、但し該ｅＮＢによって実行さ
れる制御伝送が該配分された制御リソースを介して該少なくとも１つの使用者によって実
行される制御伝送によって引き起こされる干渉とは実質的に無縁になるように、配分させ
るためのコード、を具備するコンピュータ可読媒体を含むことが出来る。
【００１４】
　本明細書で説明される第５の態様はコンピュータ実行可能な命令を実行する集積回路に
係る。該命令は、隣接セルを識別すること、システム帯域幅から制御リソースのセットを
リザーブすること、及び、リザーブされた制御リソースをそれぞれの利用者に配分するこ
と、但し該隣接セルによって実行される制御伝送は該配分された制御リソースを介する該
それぞれの利用者による制御伝送によって引き起こされる干渉とは実質的に無縁であるよ
うに、配分すること、を具備することが出来る。
【００１５】
　本明細書で説明される別の態様は無線通信システムにおいて実施可能な方法に係る。該
方法は、サービング・セルとは別個の隣接セルにおける無線リソース制御（Radio Resour
ce Control）（ＲＲＣ）構成された制御領域との制御リソースのオーバーラップ部分を識
別すること、及び、制御リソースの該オーバーラップ部中のリソースを使用して１又は複
数の伝送を実行する、但し該１又は複数の伝送は該隣接セルにおけるＲＲＣ構成による軽
減された干渉レベルを有するように、実行すること、を具備することが出来る。
【００１６】
　本明細書で説明される第７の態様は無線通信装置に係り、該装置は非サービングｅＮＢ
における制御リソースのＲＲＣ構成されたセットとオーバーラップする制御リソースのセ
ットに関するデータを記憶するメモリを具備することが出来る。該無線通信装置は、該メ
モリによって記憶された該制御リソースのセットを使用して少なくとも１つの通信を実行
する、但し該少なくとも１つの通信は該非サービングｅＮＢにおけるＲＲＣ構成による軽
減された干渉を有するように、実行するために構成されたプロセッサを更に具備すること
が出来る。
【００１７】
　第８の態様は無線通信システムで実施可能な装置に係る。該装置は、隣接する非サービ
ング・セルにおけるＲＲＣ構成された制御領域とオーバーラップする上り回線制御リソー
スを識別するための手段、及び、該隣接非サービング・セルにおけるＲＲＣ構成による軽
減された干渉状態で、該識別された上り回線制御リソース上の１又は複数の伝送を実行す
るための手段、を具備することが出来る。
【００１８】
　本明細書で説明される更なる態様はコンピュータ・プログラム製品に係り、該コンピュ
ータ・プログラム製品は、隣接する非サービング・セルにおけるＲＲＣ構成された制御領
域とオーバーラップする制御リソースをコンピュータに識別させるためのコード、及び、
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該隣接非サービング・セルにおけるＲＲＣ構成による軽減された干渉状態で、該識別され
た制御リソース上の少なくとも１つの物理上り回線制御チャネル（Physical Uplink Cont
rol Channel）（ＰＵＣＣＨ）伝送をコンピュータに実行させるためのコード、を具備す
るコンピュータ可読媒体を含むことが出来る。
【００１９】
　本明細書で説明されるその上の態様はコンピュータ実行可能な命令を実行する集積回路
に係る。該命令は、非サービングｅＮＢにおける制御リソースのＲＲＣ構成されたセット
とオーバーラップする制御リソースのセットに関する情報を取得すること、及び、それに
対する情報が取得される該制御リソースのセットを使用して少なくとも１つの通信を、該
少なくとも１つの伝送は該非サービングｅＮＢにおけるＲＲＣ構成による軽減された干渉
を有するように、実行すること、を具備することが出来る。
【００２０】
　前述及び関連する目的の達成のために、特許請求される主題の１又は複数の態様は下記
に完全に説明されそして請求項において特別に指摘される諸特徴を具備する。下記の説明
と添付図は特許請求される主題のある一定の例示的諸態様を詳細に説明する。これ等の態
様は、しかしながら、特許請求される主題の諸原理が利用されることが可能な種々の方法
の内の単なる数例を示すにすぎない。更に、開示される諸態様は全てのこのような態様お
よびそれ等の同等物を含むことを意図される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は種々の態様に従って無線通信システム内部の制御リソースを調整するため
のシステムのブロック図である。
【図２】図２は種々の態様に従って制限された会員制（association）ネットワークにお
ける制御伝送を容易にするシステムのブロック図である。
【図３】図３は種々の態様に従って無線通信システム内部で利用されることが出来る実例
の周波数帯域配分を例示する。
【図４】図４は種々の態様に従って制御伝送を容易にするために利用されることが出来る
実例のリソース管理方式を例示する。
【図５】図５は種々の態様に従って制御伝送を容易にするために利用されることが出来る
実例のリソース管理方式を例示する。
【図６】図６は種々の態様に従って制御伝送を容易にするために利用されることが出来る
実例のリソース管理方式を例示する。
【図７】図７は種々の態様に従って利用されることが出来る実例のチャネル品質の報告お
よび測定技術を例示する。
【図８】図８は無線通信システム内における制御リソース調整のための方法の流れ図であ
る。
【図９】図９は無線通信システム内における制御リソース調整のための方法の流れ図であ
る。
【図１０】図１０は無線通信システム内における制御リソース調整のための方法の流れ図
である。
【図１１】図１１は無線通信システムにおけるリソース調整を容易にするために制御リソ
ースを動的に調整するための方法の流れ図である。
【図１２】図１２は無線通信システムにおける上り回線制御伝送を実行するための方法の
流れ図である。
【図１３】図１３は制御リソースの管理と調整を容易にする装置のブロック図である。
【図１４】図１４は制御リソースの管理と調整を容易にする装置のブロック図である。
【図１５】図１５は本明細書で説明される種々の態様に従う実例の無線通信システムを例
示する。
【図１６】図１６は本明細書で説明される種々の態様がそこにおいて機能することが出来
る実例の無線通信システムを例示するブロック図である。
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【図１７】図１７はネットワーク環境内部でアクセス・ポイント基地局の配備を可能にす
る実例の通信システムを例示する。
【詳細な説明】
【００２２】
　特許請求される主題の種々の態様が図面を参照してここに説明される。図面では同じ参
照番号は全体に亘って同じ要素を参照するために使用される。下記の記載では、説明の目
的のために、多くの具体的な詳細が１又は複数の態様の完全な理解を提供するために説明
される。しかしながら、そのような（諸）態様はこれ等の具体的な詳細がなくても実行さ
れることが可能であることは明らかであると言える。他の例では、周知の構成及び装置が
１又は複数の態様を説明することを容易にするためにブロック図の形式で示される。
【００２３】
　本願で使用されるように、用語“コンポーネント”、“モジュール”、“システム”及
び類似の用語はコンピュータ関連の構成要素、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の組合せ、ソフトウェア、又は実行中のソフトウェアの何れかを指す
ように意図される。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で走る処理、集積回路、オ
ブジェクト、実行ファイル、実行のスレッド、プログラム、及び／又はコンピュータであ
ることが出来るがこれ等に制限されない。例示として、ある計算装置上で走るアプリケー
ションと該計算装置は両方ともコンポーネントであると言える。１又は複数のコンポーネ
ントが実行の処理及び／又は実行のスレッド内に常駐出来る、そして、あるコンポーネン
トは、１つのコンピュータ上に局在されることが出来るし、及び／又は２以上のコンピュ
ータ間に分散されることも出来る。更に、これ等のコンポーネントは種々のデータ構造を
格納させた種々のコンピュータ可読媒体から実行することも出来る。該コンポーネントは
、例えば１又は複数のデータ・パケットを有する信号に従ってローカル処理及び／又は遠
隔処理によって通信することが出来る（例えば、１つのコンポーネントからのデータは、
ローカル・システム、分散システム内の別のコンポーネントと、及び／又はインターネッ
トのようなネットワークを横断して信号によって他のシステムと、相互作用する）。
【００２４】
　更に、種々の態様は本明細書中で無線端末及び／又は基地局に関連して説明される。無
線端末は利用者に音声接続及び／又はデータ接続を提供する装置を指すと言える。無線端
末は、ラップトップ（laptop）コンピュータやデスクトップ（desktop）コンピュータの
ような、計算装置に接続されることが出来る、又はそれは携帯情報端末（personal digit
al assistant）（ＰＤＡ）のような自己充足型装置であることが出来る。無線端末は、シ
ステム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、遠隔局、アクセス・ポイント、
遠隔端末、接続端末、利用者端末、ユーザ・エージェント（user agent）、利用者装置、
或いは利用者設備（ＵＥ）と呼ばれることも出来る。無線端末は、加入者局、無線装置、
セルラ電話、ＰＣＳ電話、無線電話、セッション・イニシエーション・プロトコル（Sess
ion Initiation Protocol）（ＳＩＰ）電話、無線ローカル・ループ（wireless local lo
op）（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続能力を備えるハンドヘルド（hand
held）、或いは無線モデム（modem）に接続されるその他の処理装置であることが出来る
。基地局（例えば、アクセス・ポイント又はノードＢ）は１又は複数のセクタ（sectors
）を経由し、エアー・インタフェースを介して無線端末と通信するアクセス・ネットワー
ク内の装置を指すと言える。基地局は、無線端末と、インターネット・プロトコル（ＩＰ
）ネットワークを含むことが出来る、アクセス・ネットワークのその他の部分との間で、
受信されたエアー・インタフェース・フレームをＩＰパケットに変換することによって、
ルータとして働くことが出来る。基地局は又エアー・インタフェースのための諸属性の管
理を調整する。
【００２５】
　本明細書で説明される多様な機能はハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又
はこれ等の任意の組合せにおいて実装されることが出来る。もしソフトウェアで実装され
る場合、該諸機能は、コンピュータ可読媒体上の１又は複数の命令もしくはコードとして
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、記憶されるか或いは伝送されることが出来る。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ
記憶媒体と、１つの場所から別の場所へのコンピュータ・プログラムの伝送に資する任意
の媒体を含む、通信媒体の双方を含む。記憶媒体はコンピュータによってアクセスされる
ことが出来る任意の入手可能な媒体であることが出来る。制限としてではなく実例として
、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ若
しくは他の光学ディスク・ストレージ（disk storage）、磁気ディスク・ストレージ若し
くは他の磁気記憶装置、或いは、所望のプログラム・コードを命令もしくはデータ構造の
形式で搬送もしくは記憶するために使用されることが出来る、及びコンピュータによって
アクセスされることが出来る、任意の他の媒体、を含むことが出来る。又、任意の接続は
適切にコンピュータ可読媒体と呼ばれる。例えば、もしソフトウェアがウェブサイト、サ
ーバ、又は、他の遠隔情報源から、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペ
ア（twisted pair）、デジタル加入者線（digital subscriber line）（ＤＳＬ）、又は
、赤外線、無線波およびマイクロ波のような無線技術を使用して、伝送されるならば、そ
の場合該同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、ツイスト・ペア、ＤＳＬ、又は、赤外線
、無線波およびマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義中に含まれる。本明細書で使
用される、ディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉｓｃ）は、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、レー
ザ・ディスク、光学ディスク、デジタル多用途ディスク（digital versatile disc）（Ｄ
ＶＤ）、フロッピー（登録商標）・ディスク及びブルーレイ・ディスク（ＢＤ）を含み、
ここにｄｉｓｋは通常データを磁気的に再生し、そしてｄｉｓｃはデータをレーザを用い
て光学的に再生する。上記の組合せも又コンピュータ可読媒体の範囲の中に含まれるべき
である。
【００２６】
　本明細書で説明される多様な技術は、例えば、符号分割多元接続（Code Division Mult
iple Access）（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（Time Division Multiple Access
）（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Frequency Division Multiple Access）
（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（Orthogonal Frequency Division Mult
iple Access）（ＯＦＤＭＡ）システム、単一キャリア（Single Carrier）ＦＤＭＡ（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）システム、及び他のそのようなシステムのような、種々の無線通信システ
ムに対して使用されることが出来る。用語“システム”と“ネットワーク”はしばしば交
換可能に使用される。ＣＤＭＡシステムは、例えばユニバーサル・テレストリアル・ラジ
オ・アクセス（Universal Terrestrial Radio Access）（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ２０００
等々のような、無線技術を実現することが出来る。ＵＴＲＡは広帯域ＣＤＭＡ（Wideband
-CDMA）（Ｗ－ＣＤＭＡ）及びその他のＣＤＭＡの変型を含む。更に、ＣＤＭＡ２０００
はＩＳ－２０００標準、ＩＳ－９５標準、及び、ＩＳ－８５６標準、をカバーする。ＴＤ
ＭＡシステムはグローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（Glob
al system for Mobile communications）（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実
現することが出来る。ＯＦＤＭＡシステムは、エボルブド（Evolved）ＵＴＲＡ（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ）、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（Ultra Mobile Broadband）（ＵＭＢ）
、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥ
Ｅ８０２．２０、フラッシュ（Flash-）ＯＦＤＭ（登録商標）、等々を実現することが出
来る。ＵＴＲＡとＥ－ＵＴＲＡはユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・シ
ステム（Universal Mobile Telecommunication System）（ＵＭＴＳ）の一部である。３
ＧＰＰロング・ターム・エボリューション（Long Term Evolution）（ＬＴＥ）は近々リ
リース予定であって、下り回線にＯＦＤＭＡを上り回線にＳＣ－ＦＤＭＡを利用する、Ｅ
－ＵＴＲＡを使用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ及びＧＳＭ（登録商
標）は“第３世代パートナーシップ・プロジェクト”（“3rd Generation Partnership P
roject”）（３ＧＰＰ）と呼ばれる組織からの資料に説明されている。更に、ＣＤＭＡ２
０００とＵＭＢは“第３世代パートナーシップ・プロジェクト２”（“3rd Generation P
artnership Project 2”）（３ＧＰＰ２）と呼ばれる組織からの資料に説明されている。
【００２７】
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　種々の態様が、多数の装置、コンポーネント、モジュール、及び類似の物を含むことが
出来るシステムによって提示される。該種々のシステムは追加の装置、コンポーネント、
モジュール、等々を含むことが出来る、及び／又は、諸図面に関連して説明される装置、
コンポーネント、モジュール、等々を必ずしも全ては含まないことも出来る、ということ
が理解そして認識されるべきである。これ等の手法の組合せも又使用されることが出来る
。
【００２８】
　ここで図面を参照すると、図１は本明細書記載の種々の態様に従って無線通信システム
内部の制御リソースを調整するためのシステム１００を例示する。図１が例示するように
、システム１００は１又は複数の利用者装置ユニット（ＵＥｓ）１１０を含むことが出来
て、該装置ユニットは１又は複数のエボルブド・ノードＢ（ｅＮＢｓ）１２０及び／又は
１３０と通信することが出来る。図１では唯１つのＵＥ１１０及び２つのｅＮＢ１２０と
１３０が例示されているけれども、システム１００は任意の数の、ＵＥ１１０及び／又は
ｅＮＢ１２０及び／又は１３０、を含むことが出来る、ということが認識されるべきであ
る。更に、システム１００内のそれぞれのｅＮＢは、例えばマクロセル、フェムト・セル
（例えば、アクセス・ポイント基地局もしくはホーム・ノードＢ（ＨＮＢ））と関連付け
られるエリア、及び／又は任意の他の適切な型のカバレッジ・エリアのような、任意の適
切なカバレッジ・エリアにサービスすることが出来る。
【００２９】
　１つの態様に従うと、ＵＥ１１０はＵＥ１１０に対するサービングｅＮＢ（例えば、ｅ
ＮＢ１２０）と指定されたｅＮＢ１２０と通信することが出来る。例えば、ＵＥ１１０は
ｅＮＢ１２０への１又は複数の上り回線（ＵＬ、又逆方向リンク（reverse link）（ＲＬ
）とも呼ばれる）通信を実行することが出来る、そしてｅＮＢはＵＥ１１０への１又は複
数の下り回線（ＤＬ、又順方向リンク（forward link）（ＦＬ）とも呼ばれる）通信を実
行することが出来る。システム１００で図示される例では、ＵＥ１１０とｅＮＢ１２０間
の通信は実線を使用して例示される。１つの例では、ＵＥ１１０とｅＮＢ１２０間の上り
回線通信及び／又は下り回線通信は、ｅＮＢ１３０のような、近隣ｅＮＢへの干渉を付加
的にもたらすことが可能である。例えば、もしシステム１００内の複数のｅＮＢのカバレ
ッジ・エリアがオーバーラップするならば、該複数ｅＮＢのカバレッジ間でオーバーラッ
プ部分にあるエリアに位置するＵＥは、該ＵＥの領域内の、該ＵＥが種々の環境下で通信
していない１又は複数のｅＮＢに干渉を引き起こすことが可能である。これは、例えば、
複数フェムト・セルを含むシステム内で、もしあるＵＥがあるフェムト・セルのカバレッ
ジ・エリア内に位置し、該フェムト・セルは今度はあるマクロ・セルのカバレッジ・エリ
アに埋め込まれる場合、起こり得る。
【００３０】
　１つの態様に従うと、信号の強度は、信号が通信される距離が増大するに従い、一般に
減少するので、ＵＥ１１０は、種々の環境下で、ＵＥ１１０からより離れた所に位置する
ｅＮＢ１２０及び／又は１３０と比べてＵＥ１１０に物理的に接近したところに位置する
ｅＮＢ１２０及び／又は１３０と実質的に強い信号を交換することが出来る。しかしなが
ら、種々の要因が、ＵＥ１１０に最も近いｅＮＢ１２０及び／又は１３０とは別のｅＮＢ
１２０及び／又は１３０を、システム１００内の通信のためにＵＥ１１０に選択させるこ
とがあり得る。例えば、それぞれのｅＮＢの能力の違いの結果として、あるＵＥに最も近
いｅＮＢは所望のサービスを提供することが出来ない、或いは、より遠方に位置するｅＮ
Ｂより劣る品質のサービスを提供することしか出来ない、ことがあり得る。ｅＮＢ能力の
このような違いは、例えば、異なる送信電力水準、バックホール実行、利用されるアンテ
ナ数、双方向通信能力（例えば、半２重対全２重）、或いは類似の能力、からもたらされ
得る。別の例として、あるＵＥに最も近いｅＮＢは、該利用者が該ｅＮＢに接続すること
を認可されないような、制限されたアクセス（例えば、該ｅＮＢはある制限された会員制
ネットワークに該当することがあり得る）を有することがあり得る。
【００３１】
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　これ等の及びその他類似の状態において、あるＵＥからあるサービングｅＮＢ１２０へ
伝送される信号は他のｅＮＢ１３０、そのカバレッジ・エリアはＵＥ１１０の物理的位置
を含む、と干渉することが可能で、このことは重大なアウテージ（outage）及び／又はそ
の他の有害な影響を招くことがあり得る。従って、システム１００内の１又は複数のｅＮ
Ｂ１２０及び／又は１３０はそれぞれのリソース調整モジュール１２２及び／又は１３２
を含むことが出来て、該モジュールは、システム１００内の諸エンティティ間の干渉の効
果を軽減する目的で、システム１００内のｅＮＢ１２０及び／又は１３０との間で制御リ
ソースの利用を調整するために機能することが出来る。例えば、もしｅＮＢ１２０と１３
０が周波数において制御リソースのオーバーラップするセットを利用するように構成され
ているならば、ｅＮＢ１２０と１３０におけるリソース調整モジュール１２２と１３２は
、該オーバーラップするリソースを介して所与のｅＮＢから伝達される伝送が別の近隣ｅ
ＮＢでの通信と干渉しないように、該オーバーラップする制御リソース間の調整を助ける
ことが出来る。リソース調整のために利用されることが出来る具体的な諸技術が以下に更
に詳細に提供される。
【００３２】
　１つの実例では、システム１００内のそれぞれのｅＮＢ１２０及び／又は１３０におけ
るリソース調整モジュール１２２及び／又は１３２は（例えば、バックホール・メッセー
ジングを介する）ｅＮＢ１２２と１３２との間の通信を助けることが出来て、ｅＮＢ１２
０及び／又は１３０が制御通信を実行すべき時に、それぞれのｅＮＢ１２０及び／又は１
３０によって制御通信及び／又はそれぞれのインターレース（interlaces）に対して利用
されるべき、種々の周波数サブバンドを決定する。
【００３３】
　別の実例では、システム１００内の１又は複数のｅＮＢ１２０及び／又は１３０におけ
るリソース調整モジュール１２２及び／又は１３２は、ＵＥ１１０におけるチャネル報告
モジュール１１２を介して及び／又は他の手段によって、ＵＥ１１０によって提供される
報告に基づいて制御リソースを調整することが出来る。例えば、ＵＥ１１０は、ＵＥ１１
０が位置する領域内でサービスを提供する１又は複数のｅＮＢ１２０及び／又は１３０、
それぞれのｅＮＢ１２０及び／又は１３０に関連付けられる相対観測信号強度、それぞれ
のｅＮＢ１２０及び／又は１３０によって使用されているそれぞれの制御周波数、及び／
又はその他類似の情報、を識別することが出来る。ＵＥから報告された情報に基づいて、
ｅＮＢ１２０及び／又は１３０は次に、他の識別されたｅＮＢ１２０及び／又は１３０と
の干渉を軽減するために、制御リソースの利用されるセットを調整することが出来る。
【００３４】
　更なる実例では、システム１００内の１又は複数のｅＮＢ１２０及び／又は１３０は外
部システム制御器１４０の助けを用いて制御リソースを調整することが出来る。システム
制御器１４０は、システム１００及び／又はシステム１００内の１又は複数の領域に対す
る、例えば、管理サーバ若しくは管理エンティティであることが出来る。例えば、システ
ム制御器１４０はＨＮＢ管理サーバ（ＨＭＳ）及び／又は別の適切なエンティティである
ことが出来て、それ（等）は所与の領域（例えば隣接領域）内の１又は複数のチャネルの
使用を調整することが出来る。１つの例では、システム制御器１４０はそれ自身、ｅＮＢ
１２０及び／又は１３０におけるそれぞれのリソース調整モジュール１２２及び／又は１
３２とは独立に或いはそれ（等）と協力して、システム１００内のｅＮＢ１２０及び／又
は１３０間のチャネル使用を調整するためのリソース調整モジュール１４２及び／又は任
意の他の適切なコンポーネントを含むことが出来る。別の例では、システム制御器１４０
は、バックホール・メッセージングを介して及び／又は任意の他の適切な手段によって、
ｅＮＢ１２０及び／又は１３０と通信することが出来る。
【００３５】
　システム１００で更に例示されるように、ＵＥ１１０はプロセッサ１１４及び／又はメ
モリ１１６を含むことが出来て、それ等はチャネル報告モジュール１１２及び／又はＵＥ
１１０の任意の他のコンポーネントの機能の一部または全てを実行するために利用される
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ことが出来る。同様に、図１は、ｅＮＢ１２０がリソース調整モジュール１２２及び／又
はｅＮＢ１２０の任意の他のコンポーネントの機能の一部または全てを実装するためにプ
ロセッサ１２４及び／又はメモリ１２６を含むことが出来る、ということを例示する。図
１ではｅＮＢ１２０のみがプロセッサ１２４とメモリ１２６を含むと例示されるけれども
、しかしながら、ｅＮＢ１３０及び／又はシステム制御器１４０が同様な方式でプロセッ
サ及び／又はメモリを、追加的に或いはｅＮＢ１２０の代わりに、実装することが出来る
、ということが認識されるべきである。
【００３６】
　１つの態様に従うと、リソース調整モジュール１２２、１３２、及び／又は１４２は下
記に説明される１又は複数の技術を利用して、システム１００内の（例えば、それぞれの
ｅＮＢ１２０及び／又は１３０に対応する）それぞれのノード及び／又はセルを、該諸ノ
ードが異なるチャネル区分を利用するように、分割することが出来る。これ等の諸技術は
、例えば、第１ノードが第２ノードのカバレッジに埋め込まれるシナリオ、あるノードは
必ずしも常に能動的に送信及び／又は受信するわけではなく活動してない期間にランダム
な干渉を生成する潜在的可能性があるというシナリオ、及び／又は任意の他のシナリオの
ような、干渉が望ましくは軽減される任意のシナリオに対して利用されることが出来る、
ということが認められることが出来る。
【００３７】
　図２に移って、制限された会員制ネットワークにおける制御伝送を種々の態様に従って
容易にするシステム２００が例示される。図２に関して、システム２００は、本明細書で
説明されるリソース管理技術を利用することが出来るネットワーク構造の、単なる一例と
して提供されるということ、及び、別に明示的に記載されない限り、特許請求の範囲はこ
のようなネットワーク構造に制限されるようには意図されないということ、が認識される
べきである。
【００３８】
　図２が例示するように、システム２００は、関連するカバレッジ・エリア２０２を有す
るフェムト・セル２２０、及びより大きなカバレッジ・エリア２０４に関連付けられるマ
クロ・セル２３０、を含むことが出来る。１つの例では、フェムト・セル２２０のカバレ
ッジ・エリア２０２がマクロ・セル２３０のカバレッジ・エリア２０４の内部に完全に含
まれるように、フェムト・セル２２０のカバレッジ・エリア２０２はマクロ・セル２３０
のカバレッジ・エリア２０４の内部に埋め込まれることが可能である。例えば、フェムト
・セル２２０はある利用者の住宅及び／又は類似の領域に対して通信カバレッジを提供す
ることが出来、そしてマクロ・セル２３０は、フェムト・セル２２０に関連付けられる住
宅を含む複数の住宅のグループに対してカバレッジを提供することが出来る。しかしなが
ら、本明細書で説明される諸技術はフェムト・セル２２０のカバレッジ・エリア２０２が
マクロ・セル２３０のカバレッジ・エリア２０４の内部に完全に置かれることを必要とは
しないということ、及び、本明細書で説明される諸技術は任意の程度のオーバーラップを
有するセル間でリソースを調整するために使用されることが出来るということ、が認識さ
れるべきである。
【００３９】
　１つの態様に従うと、フェムト・セル２２０は、フェムト・セル２２０に関連付けられ
る閉じられたサブグループ（closed subgroup）（ＣＳＧ）内の諸ＵＥのみがフェムト・
セル２２０にアクセスすることを許されるような制限されたアクセス・ネットワークであ
ることが出来る。アクセス制御は、例えば、アクセス制限モジュール２２４及び／又はフ
ェムト・セル２２０に関連付けられる任意の他の適切なコンポーネントによって、フェム
ト・セル２２０で実行されることが出来る。従って、もしフェムト・セル２２０のカバレ
ッジ・エリア２０２内の所与のＵＥ２１０がフェムト・セル２２０にアクセスすることを
認可されないならば、該ＵＥ２１０は、ＵＥ２１０が位置する領域に対してやはりカバレ
ッジを提供するマクロ・セル２３０に、代わりにアクセスすることを要求されることが可
能である。このような例では、例えば、マクロ・セル２３０に関連付けられる大きなカバ
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レッジ・エリア２０４に起因して、ＵＥ２１０は高い電力率でマクロ・セル２３０との通
信を実行すること要求されることがあり得る。しかしながら、もしＵＥ２１０がフェムト
・セル２２０に近接して（例えば、カバレッジ・エリア２０２の内部に）位置する場合、
ＵＥ２１０からマクロ・セル２３０への高電力伝送が、もし適切な干渉管理が行われない
と、フェムト・セル２２０に重大な干渉及び／又はアウテージを引き起こすことがあり得
る。
【００４０】
　従って、フェムト・セル２２０及び／又はマクロ・セル２３０は、それぞれのリソース
調整モジュール２２２及び／又は２３２或いは任意の他の適切な機能を利用して、フェム
ト・セル２２０とマクロ・セル２３０との間でリソース配分方策を調整及び／又は交渉す
ることが出来て、それによってＵＥ２１０及び／又は他の類似した状況にある諸ＵＥによ
って引き起こされる干渉の影響を軽減する。更に又はそれに代わって、フェムト・セル２
２０及び／又はマクロ・セル２３０はリソース調整の助けとなる外部のシステム管理エン
ティティ（例えば、システム制御器１４０）を活用することが出来る。
【００４１】
　別の実例では、フェムト・セル２２０及び／又はマクロ・セル２３０は、ＵＥ２１０に
関連付けられるチャネル報告モジュール２１２によって供給される報告を利用して、ＵＥ
２１０が２２０に干渉を引き起こしているかどうかを推量することが出来る。チャネル報
告モジュール２１２からの情報に基づく推量はＵＥ２１０に特定のリソース配分を仕立て
るために引き続き利用されることが出来る。更なる例では、マクロ・セル２３０はスケジ
ューリング・コンポーネント２３４を含むことが出来て、該コンポーネントはＵＥ２１０
への及び／又はＵＥ２１０からの伝送を、該伝送がフェムト・セル２２０に干渉を引き起
こすことを実質的に避けるように、スケジューリングするために利用されることが出来る
。
【００４２】
　ここに図３を参照すると、種々の態様に従って無線通信システム内部で利用されること
が出来る実例の周波数帯域配分を例示するダイアグラム３０２－３０４のセットが提供さ
れる。１つの態様に従うと、ダイアグラム３０２と３０４は、例えば、システム１００、
２００、及び／又は任意の他の適切なシステムによって利用されることが出来る、上り回
線チャネル区分を表す。
【００４３】
　１つの態様に従うと、無線通信システムによって利用される上り回線チャネル区分は、
チャネル品質インジケータ（Channel Quality Indicator）（ＣＱＩ）伝送、スケジュー
リング要求（Scheduling Request）（ＳＲ）伝送、及び／又はパーシステント(persisten
t)確認応答（ＡＣＫ）伝送のために配分される１又は複数のリソースのセット３１２を含
むことが出来る。１つの例では、リソースのセット３１２は１又は複数のＡＣＫチャネル
と結合されて物理上り回線制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）３１０を形成することが出来る。
ダイアグラム３０２が表わすように、ＰＵＣＣＨ３１０のためのリソースはシステム周波
数帯域の１又は複数の終端に配分されることが出来る。それに代わって、ダイアグラム３
０４が表わすように、ＰＵＣＣＨ３１０のためのリソースはシステム周波数帯域の中央部
に配分されることが出来る。
【００４４】
　１つの例では、ＣＱＩリソース・ブロック（ＲＢ）は該帯域の終端部若しくは該帯域の
中央部における所定の位置に配分されることが出来る、そして、それぞれのモバイル利用
者（例えば、ＵＥ１１０又は２１０）はレイヤ３（Layer 3）（Ｌ３）メッセージを使用
して特別なＣＱＩチャネルに配分されることが出来る。別の実例では、ＳＲとパーシステ
ントＡＣＫのリソースのための諸構成はＣＱＩリソースに類似する方法で１又は複数のモ
バイル利用者に明示的にシグナリングされることが出来る。従って、所与のモバイル利用
者によって利用されるように構成されたＣＱＩ、ＳＲ及びパーシステントＡＣＫのリソー
スは、無線リソース制御（Radio Resource Control）（ＲＲＣ）メッセージ及び／又は任
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意の他の適切な型のメッセージのような、単一のＬ３メッセージで該利用者にシグナリン
グされることが出来る。
【００４５】
　１つの態様に従うと、ＡＣＫチャネル３１４は、それぞれのＡＣＫチャネルが対応する
物理下り回線制御チャネル（Physical Downlink Control Channel）（ＰＤＣＣＨ）チャ
ネル要素のスケジュールされたＤＬデータのための位置にマッピングされるように、ＣＱ
Ｉに対して配分されるＲＢに隣接するＲＢに配分されることが出来る。１つの実例では、
それぞれの利用者へのＡＣＫチャネル３１４の配分は、該利用者と通信するために利用さ
れるＤＬリソースに依存して利用者に対して動的に選択及び／又は変更されることが出来
る。別の態様に従うと、ランダム・アクセス・チャネル（Random Access Channel）（Ｒ
ＡＣＨ）リソース３２０が該周波数帯域中のＰＵＣＣＨ３１０に対するリソースの直ぐ隣
に配分されることが出来る。ＲＡＣＨ３２０は、ダイアグラム３０２ではシステム周波数
帯域の唯一方の終端にのみ、及びダイアグラム３０４ではＰＵＣＣＨ配分３１０の唯一方
の側にのみ、例示されているけれども、ＲＡＣＨ３２０はシステム周波数帯域内部の任意
の適切な（諸）位置に配分されることが出来る、ということが認識されるべきである。更
に、ＲＡＣＨ３２０はシステム周波数帯域中の任意の適切なリソース量（例えば、６ＲＢ
又はこれに類する量）を占有することが出来る、ということが認められ得る。別の態様に
従うと、該システム周波数帯域中の残りのリソース３３０はデータ伝送に対して配分され
ることが出来る。
【００４６】
　ここで図４に移ると、無線通信システムにおける制御伝送を容易にするために利用され
ることが出来る第１のリソース管理方式を例示する、ダイアグラム４００が提供される。
ダイアグラム４００が例示するように、それぞれのＵＬチャネル区分４０２と４０４を有
する無線通信システム中の２つのセル間の干渉を管理するために、リソース管理が実行さ
れることが出来る。１つの例では、ＵＬチャネル区分４０２は非制限型ｅＮＢ（例えば、
マクロ・セル２３０）に対応し、他方ＵＬチャネル区分４０４は制限型ｅＮＢ（例えば、
フェムト・セル２２０）に対応する。しかしながら、望ましくは干渉が軽減されるべき２
以上のセルの任意のセットはダイアグラム４００によって例示される技術を利用すること
が出来る、ということが認識されるべきである。
【００４７】
　１つの態様に従うと、チャネル区分４０２に対応するｅＮＢはＣＱＩ／ＳＲ／パーシス
テントＡＣＫのチャネル・ブロックを、該ブロックがチャネル区分４０４に対応する１又
は複数のｅＮＢのＵＬ制御チャネルＲＢ（例えば、ＰＵＣＣＨ）を埋めるように、配分す
ることが出来る。従って、チャネル区分４０２に対応するｅＮＢにおけるＣＱＩ　ＲＢの
内部では、チャネル区分４０４に対応するｅＮＢに近接する諸端末は、チャネル区分４０
４に対応するｅＮＢのＣＱＩ及び／又はＡＣＫ　ＲＢに直交するＣＱＩ／ＳＲ／パーシス
テントＡＣＫのチャネルのみを配分されることが出来る。
【００４８】
　１つの例では、ＰＵＣＣＨへの配分はＵＬチャネル区分４０４の、例えば、該周波数帯
域のそれぞれの側端上の１ＲＢのような、相対的に小さな部分を占めることが出来る。従
って、より大きな周波数部分（例えば、２～３ＲＢ）がＵＬチャネル区分４０２のための
ＣＱＩ／ＳＲ／パーシステントＡＣＫ伝送のために利用されることが出来る。これ等のリ
ソース配分に基づいて、チャネル区分４０２に関連付けられるｅＮＢは、チャネル区分４
０４に関連付けられるｅＮＢに近接する端末がチャネル区分４０４内部で配分される周波
数サブセット（subset）内のＣＱＩ／ＳＲ／パーシステントＡＣＫリソースを利用しない
ように、制御リソースを配分することが出来る。１つの実例では、チャネル区分４０２と
４０４においてオーバーラップする制御リソースはチャネル区分４０２に関連付けられる
ｅＮＢによってチャネル区分４０４に関連付けられるｅＮＢの領域外の諸端末に対して利
用されるのみとなるように、それぞれの端末から集められるチャネル区分４０４に関連付
けられるｅＮＢからの距離に関する情報が利用されることが出来る。それに代わって、チ



(14) JP 5911829 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

ャネル区分４０２に関連付けられるｅＮＢは、何れの端末に対しても、その位置に関係な
く、チャネル区分４０２と４０４においてオーバーラップする制御リソースをむしろ利用
しないことが出来る。
【００４９】
　図５は、無線通信システムにおける制御伝送を容易にするために利用されることが出来
る第２のリソース管理方式を例示する、ダイアグラム５００である。ダイアグラム４００
と同様に、それぞれのＵＬチャネル区分５０２と５０４を有する無線通信システム中の２
つのセル間の干渉を管理するために、ダイアグラム５００で示されるようなリソース管理
が実行されることが出来る。１つの例では、ＵＬチャネル区分５０２は非制限型ｅＮＢに
対応し、そしてＵＬチャネル区分５０４は制限型ｅＮＢに対応する。しかし、望ましくは
干渉が軽減されるべき２以上のセルの任意のセットはダイアグラム５００によって例示さ
れる技術を利用することが出来る、ということが認識されるべきである。
【００５０】
　１つの態様に従うと、チャネル区分５０４に対応するｅＮＢはＰＵＣＣＨチャネル・ブ
ロックを、該ブロックがチャネル区分５０２に対応する隣接ｅＮＢのＵＬ制御チャネルＲ
Ｂを埋めるように、配分することが出来る。ダイアグラム５０２が更に例示するように、
チャネル区分５０４に対応するｅＮＢは、この場合、ＰＵＣＣＨチャネルを高い干渉とは
無縁であるそれぞれの利用者等に配分することのみが出来る。従って、例えば、チャネル
区分５０２に対応するｅＮＢにおけるＵＬ制御チャネル・リソースと一致する該配分され
たＰＵＣＣＨチャネル・ブロックの部分は、どの利用者もそれ等のリソースからリソース
を配分されることがないように、使用されないものとしてリザーブされることが出来る。
【００５１】
　１つの態様に従うと、チャネル区分５０４に対応するｅＮＢによって利用されるＰＵＣ
ＣＨリソースは、チャネル区分５０２に対応するｅＮＢによって使用される、データ・リ
ソース及び／又はランダム・アクセス・リソースと一致することが出来る。従って、チャ
ネル区分５０２に対応するｅＮＢにおけるスケジューラ（例えば、スケジューリング・モ
ジュール２３４）は、スケジューリングされたデータ伝送がチャネル区分５０４に対応す
るｅＮＢの制御伝送に干渉を引き起こすことがないように、チャネル区分５０４に対応す
るｅＮＢにおいて配分されたＰＵＣＣＨリソースと一致する該リソースの部分の上のデー
タ伝送をスケジューリングするために利用されることが出来る。このようにして、ダイア
グラム５００によって例示されるリソース管理技術はダイアグラム４００によって例示さ
れたリソース管理技術とは異なるということが認められることが出来る、ダイアグラム４
００ではチャネル区分４０２に対応するｅＮＢは、より小さな制御ブロックをスケジュー
リングし、チャネル区分４０４に対応するｅＮＢとの自身の制御伝送を、オーバーラップ
がないように、調整するように求められる。対照的に、ダイアグラム５００によって例示
されるチャネル区分５０２に対応するｅＮＢはむしろ、自身のデータ伝送を、該伝送がチ
ャネル区分５０４に対応するｅＮＢの制御伝送と干渉することがないように、調整すると
いうことが認められることが出来る。
【００５２】
　チャネル区分５０２に対応するｅＮＢは非制限型マクロ・セルであってチャネル区分５
０４に対応するｅＮＢは該マクロ・セルの内部に埋め込まれた制限型フェムト・セルであ
る特別な例では、該マクロ・セルは、該マクロ・セルに関連付けられる利用者が該フェム
ト・セルへのアクセスを有することなく該フェムト・セルに接近したり該フェムト・セル
によって使用される信号と干渉することが可能であるということにおいて、制限された会
員制であるが故に、該フェムト・セルにとっては侵入者として演ずることがあり得る。従
って、ダイアグラム４００によって例示されるように、マクロ・セルは、該フェム・トセ
ルが自身の制御リソース配分上で制御リソースを調整することが出来るように、制御伝送
を抑えることが出来る。それに代わり、ダイアグラム５００によって例示されるように、
フェムト・セルはむしろ自身の制御リソースをマクロ・セルのデータ・リソースとオーバ
ーラップさせることが出来て、その結果、マクロ・セルでの制御伝送に影響を与えないス
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ケジューリング制約が該マクロ・セルに課される。
【００５３】
　別の態様に従うと、ＲＡＣＨ干渉の場合、チャネル区分５０４に関連付けられるｅＮＢ
におけるＵＬ制御チャネルはスペクトルの１又は複数の終端でパンクチャリングされるこ
とが出来る。１つの実例では、チャネル区分５０４に関連付けられるｅＮＢは、このパン
クチャリングの効果を考慮に入れるために、ＰＵＣＣＨに適用される符号化と変調を修正
することが出来る。
【００５４】
　次に図６を参照して、無線通信システムにおける制御伝送を容易にするために利用され
ることが出来る第３のリソース管理方式を例示する、ダイアグラム６００が提供される。
ダイアグラム６００が例示するように、チャネル区分６０２に関連付けられるｅＮＢに関
連付けられる制御シグナリングを避けるために、ダイアグラム５００で示されたのと類似
の方法で、チャネル区分６０４に対応するｅＮＢによってリソースが配分されることが出
来る。加えて、ダイアグラム６００が更に例示するように、チャネル区分６０２で配分さ
れたＲＡＣＨシグナリングを避けるために、チャネル区分６０４で示されるように、更な
る制御リソースが、使用されないものとして、リザーブされることが出来る。ダイアグラ
ム６００はＲＡＣＨシグナリングを避けるために周波数帯域のそれぞれの終端に沿って不
均一なリザーブが行われ得ることを例示するけれども、周波数帯域のそれぞれの終端にお
けるリソースのリザーブは等しい大きさであることも、及び／又は任意の他の適切な方法
で配分されることも可能である。更に、ダイアグラム４００～６００に関して、制御チャ
ネル・シグナリングは関連するシステム周波数帯域の任意の部分を占めることが出来る、
ということが認識されるべきである。
【００５５】
　図７に移って、種々の態様に従って（例えば、ＵＥ１１０によって）利用されることが
出来るＣＱＩ測定と報告のための実例の技術を例示する、ダイアグラム７００が提供され
る。１つの態様に従うと、ダイアグラム７００によって例示される技術は、同期ネットワ
ークの場合に利用されて、制限型基地局において低電力サブフレームを構成することによ
って非制限型基地局と制限型基地局間のＤＬ伝送を調整することが出来る。１つの実例で
は、低電力サブフレームは単一周波数ネットワーク（Single Frequency Network）（ＭＢ
ＳＦＮ）を介するマルチメディア放送マルチキャスト・サービス（Multimedia Broadcast
 Multicast Service）（ＭＢＭＳ）の形式ではあり得て、そこではただ最初の諸シンボル
（例えば、最初の１～２シンボル）のみが送信される。別の例では、低電力サブフレーム
は非常に低い電力で信号を送る非制限型ｅＮＢによって作られることが出来る。
【００５６】
　１つの態様に従うと、リソース調整は、ある一部のサブフレームがその他のサブフレー
ムよりも高い干渉を示すような、時間領域において実行されることが出来る。例えば、非
制限型ｅＮＢが、ある制限型ｅＮＢに接近して来るＵＥにサービスを行うために、該非制
限型ｅＮＢは、該制限型ｅＮＢの周波数、時間、若しくはそれ等に類するリソースを、使
用せずに取っておくことを要求されることが可能である。これはＭＢＳＦＮ及び／又は他
の適切な技術を利用する低電力伝送を使用することによって達成されることが出来て、こ
こではそれぞれのサブフレームの小部分のみが情報を搬送する。従って、ＵＥが自身のチ
ャネル状態を報告するとき、該ＵＥに対する非制限型サービングｅＮＢは、ダイアグラム
７００で示されるように、制限型ｅＮＢの動作を考慮に入れるように構成されることがで
きる。最初の実例では、リソース調整のためのサブフレームは、非制限型ｅＮＢによって
リザーブされる低電力サブフレームをＣＱＩ報告及び／又は他の手段を介して決定するこ
とによって、ＵＥよって識別されることが出来る。更に又はそれに代わり、ＣＱＩ報告の
ためのサブフレームがＵＥのサービングｅＮＢによってＵＥでスケジューリングされるこ
とが出来る。
【００５７】
　別の態様に従うと、信頼できるＣＱＩ情報を提供するために、ＣＱＩ測定はＤＬサブフ
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レームのサブセットに制限されることが出来る。例えば、制限型ｅＮＢによってサービス
を受けるＵＥはＣＱＩ測定に対してより低い電力のサブフレームを飛ばすことが出来る、
そのパイロット密度と干渉レベルが計画されたデータ伝送とは異なるからである。更に若
しくはこれに代わり、非制限型ｅＮＢによってサービスを受け且つ制限型ｅＮＢに近接す
るＵＥは、該制限型ｅＮＢにおける低電力サブフレームに対応するサブフレームを測定す
るように、スケジューリングされることが出来る。
【００５８】
　ダイアグラム７００は、１サブフレーム遅延および２サブフレーム測定期間に対応する
実例のＣＱＩ測定方式を例示する。しかしながら、任意の適切な遅延及び／又は測定期間
が利用されることが出来る、ということが認識されるべきである。ダイアグラム７００で
示されるように、制限型ｅＮＢ（例えば、制限型フェムト・セル）に近接するＵＥは、所
望のセットの測定サブフレームに対応する、特別なＣＱＩ報告サブフレームを配分される
ことが出来る。ダイアグラム７００が更に示すように、制限型ｅＮＢのカバレッジ・エリ
ア内のＵＥはＣＱＩ測定に対して低電力サブフレームを飛ばすことが出来る。
【００５９】
　ダイアグラム７００が更に例示するように、ＣＱＩ報告は、ＣＱＩ遅延とＣＱＩ測定期
間を使用して、もしＵＥが所与の時間にＣＱＩを報告するように命令されているならば該
ＵＥは所定の方法で測定を実行するように、構成されることが出来る。このようにして、
ＣＱＩ報告は、送信電力がＭＢＳＦＮサブフレームに対して低められている期間またはこ
れに類する期間に、制限型ｅＮＢによってサービスを受けるＵＥによるチャネル測定が実
行されないような１つの態様に従って、構成されることが出来る。
【００６０】
　ここで図８～１２を参照すると、本明細書で説明される種々の態様に従って実行される
ことが出来る諸方法が例示される。説明の簡明を期するために、該方法は一連の動作とし
て示されそして説明されるけれども、１又は複数の態様によれば、ある一部の動作は本明
細書で示されそして説明されるものとは異なる順序で及び／又は他の動作と同時に行われ
ることが出来るので、該方法は動作の順序によって制限されないということが理解および
認識されるべきである。例えば、当業者等は方法は本表示法に代わって、状態遷移図のよ
うな、一連の相関連する状態又は事象として表わされることが出来るということを理解お
よび認識する。更に、１又は複数の態様によれば、方法を実行するためには必ずしも全て
の動作が必要とされることはないこともあり得る。
【００６１】
　図８を参照すると、制御リソース調整のための方法８００が例示される。方法８００は
、例えば、基地局（例えば、ｅＮＢ１２０及び／又は１３０）、ネットワーク制御器（例
えば、ネットワーク制御器１４０）、及び／又は任意の他の適切なネットワーク装置によ
って実行されることが出来る、ということが認識されるべきである。方法８００はブロッ
ク８０２で開始し、ブロック８０２ではカバレッジ・エリア内でそれとのオーバーラップ
が存在する隣接セルが識別される。次に、ブロック８０４では、（例えば、ＰＵＣＣＨ３
１０に対応する）隣接セルによって使用される制御リソースのセットが識別される。最後
に、ブロック８０６では、セルの周波数帯域内部の制御リソースが（例えば、ダイアグラ
ム４００～６００によって例示される１又は複数の技術を使用して）配分される、但し該
配分される制御リソースの少なくとも一部は、ブロック８０４で識別され、ブロック８０
２で識別された隣接セルによって使用される、制御リソースと実質的にオーバーラップし
ないように、配分される。
【００６２】
　ここで図９に移って、制御リソース調整のための別の方法９００の流れ図が例示される
。方法９００は、例えば、ネットワーク・セル（例えば、マクロ・セル２３０）、ネット
ワーク制御器、及び／又は任意の他の適切なネットワーク・エンティティによって実行さ
れることが出来る。方法９００はブロック９０２で開始し、ブロック９０２では、方法９
００を実行するエンティティのカバレッジ・エリアとオーバーラップする隣接セルによっ
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て使用される制御チャネルに関連付けられるリソースのセットが識別される。次に、ブロ
ック９０２では、ブロック９０２で識別された隣接セルに関連付けられる制御チャネルと
関連付けられるリソースのセットを越えて拡がる、方法９００を実行するエンティティに
関連付けられる周波数帯域内部の制御リソースのセット、が配分される。ブロック９０４
記載の諸動作を完了すると、方法９００はブロック９０６で完結することが出来て、ブロ
ック９０６では、ブロック９０４で配分された制御リソースのセット中のリソースが、ブ
ロック９０２で識別された隣接セルによって使用される制御チャネルに関連付けられるリ
ソースのセットとオーバーラップするリソースは（例えば、ダイアグラム４００によって
例示されるような）隣接セルのカバレッジ・エリアの外部にある諸端末にのみ割り振られ
るように、それぞれの端末（例えば、ＵＥ１１０）に割り振られる。
【００６３】
　図１０は制御リソースの調整と管理のための更なる方法１０００を例示する。方法１０
００は、例えば、ｅＮＢ（例えば、フェムト・セル２１０）、システム制御器、及び／又
は任意の他の適切なネットワーク装置によって実行されることが出来る。方法１０００は
ブロック１００２で開始し、ブロック１００２では、方法１０００を実行するエンティテ
ィのカバレッジ・エリアにオーバーラップする隣接セルによって使用される、（例えば、
ダイアグラム５００で示されるような）制御チャネル及び／又は（例えば、ダイアグラム
６００で示されるような）ランダム・アクセス・チャネルに関連付けられるリソースのセ
ットが識別される。ブロック１００２で説明される動作に続いて、方法１０００はブロッ
ク１００４へと続き、ブロック１００４では、ブロック１００２で識別されたリソースの
セットを越えて拡がる、方法１０００を実行するエンティティに関連付けられる周波数帯
域内部の制御リソースのセット、が配分される。方法１０００は次にブロック１００６で
完結することが出来て、ブロック１００６では、ブロック１００４で配分された制御リソ
ースのセット中のリソースが、ブロック１００２で識別されたリソースのセットとオーバ
ーラップするリソースは使用されないように、それぞれの端末に割り振られる。
【００６４】
　図１１を参照すると、無線通信システムにおいてリソース調整を容易にするために制御
リソースを動的に調整するための方法１１００が例示される。方法１１００は、例えば、
基地局、ネットワーク管理サーバ、及び／又は任意の他の適切なネットワーク装置によっ
て実行されることが出来る、ということが認識されるべきである。方法１１００はブロッ
ク１１０２で開始し、ブロック１１０２では、サービスを受ける１又は複数の移動端末（
例えば、ＵＥ１１０）によって利用される制御チャネル・リソースのセットが識別される
。次に、ブロック１１０４では、（諸）隣接セルの存在と該（諸）隣接セルによって使用
されるそれぞれの周波数リソースに関する（諸）報告が、ブロック１１０２で識別される
１又は複数の移動端末から（例えば、チャネル報告モジュール１１２を介して）、受信さ
れる。方法１１００は次にブロック１１０６で完結することが出来て、ブロック１１０６
では、ブロック１１０２で識別された制御チャネル・リソースのセットが、ブロック１１
０４で受信された（諸）報告に少なくとも部分的に基づいて、修正される。
【００６５】
　ここで図１２に移ると、無線通信システムにおける制御伝送を実行するための方法１２
００の流れ図が例示される。方法１２００は、例えば、ＵＥ（例えば、ＵＥ１１０）及び
／又は任意の他の適切なネットワーク装置によって実行されることが出来る。方法１２０
０はブロック１２０２で開始し、ブロック１２０２では、隣接セル（例えば、サービング
ｅＮＢ１２０とは別個のｅＮＢ１３０）におけるＲＲＣ構成された制御領域との制御領域
のオーバーラップ部分が識別される。ブロック１２０４では、１又は複数の伝送が、１２
０２で識別された制御リソースのオーバーラップ部内のリソースを使用して、該伝送が該
隣接セルにおけるＲＲＣ構成による軽減された干渉水準を有するように、実行される。１
つの態様に従うと、該隣接セルにおけるＲＲＣ構成は上記記載の１又は複数の実例に従っ
て実行されることが出来る。
【００６６】
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　次に図１３を参照すると、リソース管理と調整を容易にする装置１３００が例示される
。装置１３００は、プロセッサ、ソフトウェア、又はそれ等の組合せ（例えば、ファーム
ウェア）によって実装される諸機能を表す機能ブロックであることが出来る、機能ブロッ
クを含むものとしてとして表わされている、ということが認識されるべきである。装置１
３００は、基地局（例えば、ｅＮＢ１２０及び／又は１３０）、ネットワーク管理サーバ
（例えば、システム制御器１４０）、及び／又は別の適切なネットワーク装置によって実
行されることが出来る、そして、オーバーラップするカバレッジ・エリアを有する隣接セ
ルでの制御伝送のために使用されている周波数サブバンドを識別するためのモジュール１
３０２、及び、制御伝送のために隣接セルによって使用されていると識別された該周波数
サブバンドは該隣接セルのカバレッジ・エリア外部の諸端末にのみ配分されるように、制
御伝送のための周波数サブバンドを配分するためのモジュール１３０４、を含むことが出
来る。
【００６７】
　図１４はリソース管理と調整を容易にする別の装置１４００を図示する。装置１４００
は、プロセッサ、ソフトウェア、又はそれ等の組合せ（例えば、ファームウェア）によっ
て実装される諸機能を表す機能ブロックであることが出来る、機能ブロックを含むものと
して表わされる。装置１４００は、ＵＥ（例えば、ＵＥ１１０）及び／又は別の適切なネ
ットワーク装置によって実行されることが出来る、そして、そこへのアクセスが制限され
る１又は複数の非サービング基地局を識別するためのモジュール１４０２、隣接セルにお
けるＲＲＣ構成された制御領域とオーバーラップする上り回線制御リソースを識別するた
めのモジュール１４０４、及び、該識別された上り回線制御リソース上での１又は複数の
伝送を、該隣接セルにおけるＲＲＣ構成による軽減された干渉状態で、実行するためのモ
ジュール１４０４、を含むことが出来る。
【００６８】
　図１５に移って、具体例の無線通信システム１５００が例示される。１つの実例では、
システム１５００は多数の利用者をサポートすることが出来て、そこでは種々の開示され
た実施形態と態様が実行されることが出来る。図１５で示されるように、例として、シス
テム１５００は複数のセル１５０２（例えば、マクロセル１５０２ａ～１５０２ｇ）に対
する通信を提供することが出来て、それぞれのセルは対応するアクセス・ポイント（ＡＰ
）１５０４（例えば、ＡＰ１５０４ａ～１５０４ｇ）によるサービスを受ける。１つの実
例では、１又は複数のセルはそれぞれの諸セクタ（示されない）に更に分割されることが
出来る。
【００６９】
　図１５が更に例示するように、ＡＴ１５０６ａ～１５０６ｋを含む、種々のアクセス端
末（ＡＴ）１５０６はシステム１５００全体に亘って分散されることが出来る。１つの実
例では、ある１つのＡＴ１５０６は、該ＡＴがアクティブであるかどうか及び該ＡＴがソ
フト・ハンドオフ状態及び／又は類似の状態にあるかどうかに依存して、所与の時点にお
いて順方向リンク（forward link）（ＦＬ）及び／又は逆方向リンク（reverse link）（
ＲＬ）上で１又は複数のＡＰ１５０４と通信することが出来る。本明細書で及び業界で一
般的に使用されるように、ＡＴ１５０６は、利用者装置（ＵＥ）、移動端末、及び／又は
任意の他の適切な名称でも呼ばれることが出来る。１つの態様によれば、システム１５０
０はかなり大きな地理的領域に亘ってサービスを提供することが出来る。例えば、マクロ
セル１５０２ａ～１５０２ｇは隣接する複数ブロックに対するカバレッジ及び／又は別の
類似の適切なカバレッジ・エリアを提供することが出来る。
【００７０】
　ここで図１６を参照すると、本明細書記載の種々の態様がそこにおいて機能することが
出来る一例の無線通信システム１６００を例示するブロック図が提供される。１つの実例
では、システム１６００は、送信機システム１６１０と受信機システム１６５０を含む、
複数入力複数出力（multiple-input multiple-output）（ＭＩＭＯ）システムである。し
かしながら、送信機システム１６１０及び／又は受信機システム１６５０は、例えば、（
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例えば、基地局上の）複数の送信アンテナは１又は複数のシンボル・ストリームを単一ア
ンテナの装置（例えば、移動局）に送信することが出来る、複数入力単一出力に適用する
ことも出来る、ということが認識されるべきである。更に、本明細書記載の送信機システ
ム１６１０及び／又は受信機システム１６５０の諸態様は単一出力から単一入力へのアン
テナ・システムに関連して利用されることが出来る、ということが認識されるべきである
。
【００７１】
　１つの態様に従うと、多数のデータ・ストリームのためのトラフィック・データが送信
機システム１６１０においてデータ源１６１２から送信（transmit）（ＴＸ）プロセッサ
１６１４へ提供される。１つの例では、その際、各データ・ストリームはそれぞれの送信
アンテナ１６２４を介して送信されることが出来る。更に、ＴＸデータ・プロセッサ１６
１４は、符号化されたデータを供給するために各それぞれ対応するデータ・ストリームに
対して選択される特定の符号化方式に基づいて、各データ・ストリームのためのトラフィ
ック・データをフォーマット（format）し、符号化し、そしてインターリーブ（interlea
ve）することが出来る。１つの実例では、次に、各データ・ストリームに対する該符号化
されたデータはＯＦＤＭ技術を使用してパイロット・データと多重化されることが出来る
。該パイロット・データは、例えば、既知の方法で処理される既知のデータ・パターンで
あることが出来る。更に該パイロット・データは受信機システム１６５０においてチャネ
ル応答を推定するために使用されることが出来る。送信機システム１６１０に戻って、各
データ・ストリームに対して多重化されたパイロット・データと符号化されたデータは、
変調シンボルを供給するために各それぞれ対応するデータ・ストリームに対して選択され
る特定の変調方式（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、又はＭ－ＱＡＭ）に基づ
いて、変調（即ち、シンボル・マッピング）されることが出来る。１つの実例では、各デ
ータ・ストリームに対するデータ転送速度、符号化、及び変調はプロセッサ１６３０上で
実行される及び／又はそれによって供給される諸命令によって決定されることが出来る。
【００７２】
　次に、全てのデータ・ストリームに対する変調シンボルはＴＸプロセッサ１６２０に供
給されることが出来て、該プロセッサ１６２０は（例えば、ＯＦＤＭのために）該変調シ
ンボルを更に処理することが出来る。次に、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１６２０はＮＴ　
個の変調シンボル・ストリームをＮＴ　個のトランシーバ１６２２ａ～１６２２ｔに供給
することが出来る。１つの実例では、各トランシーバ１６２２はそれぞれのシンボル・ス
トリームを受領および処理して１又は複数のアナログ信号を供給することが出来る。次に
、各トランシーバ１６２２は、該アナログ信号を更に調整（例えば、増幅、フィルタ処理
、及びアップコンバート（upconvert））して、ＭＩＭＯチャネルを介する送信にとって
適切な変調信号を供給することが出来る。従って、トランシーバ１６２２ａ～１６２２ｔ
からのＮＴ　個の変調シンボルは、次に、ＮＴ　個のアンテナ１６２４ａ～１６２４ｔか
らそれぞれ送信されることが出来る。
【００７３】
　別の態様に従うと、送信された変調信号は受信機システム１６５０においてＮＲ　個の
アンテナ１６５２ａ～１６５２ｒによって受信されることが出来る。それぞれのアンテナ
１６５２から該受信された信号は、次に、それぞれ対応するトランシーバ１６５４に供給
されることが出来る。１つの例では、各トランシーバ１６５４はそれぞれの受信信号を調
整（例えば、フィルタ処理、増幅、及びダウンコンバート（downconvert））し、該調整
された信号をデジタル化してサンプルを供給することが出来る、そして次に、該サンプル
を処理して対応する“受信された”シンボル・ストリームを供給する。次に、ＲＸ　ＭＩ
ＭＯ／データ・プロセッサ１６６０は、ある特定の受信機処理技術に基づいて、ＮＲ　個
のトランシーバ１６５４からのＮＲ　個の受信シンボル・ストリームを受領および処理し
て、ＮＴ　個の“検出された”シンボル・ストリームを供給することが出来る。１つの例
では、それぞれの検出されたシンボル・ストリームは、対応するデータ・ストリームのた
めに伝送された変調シンボルの推定である、諸シンボルを含むことが出来る。次に、ＲＸ
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プロセッサ１６６０は、それぞれの検出されたシンボル・ストリームを復調、逆インター
リーブ、及び復号することに少なくとも部分的によって、それぞれのシンボル・ストリー
ムを処理して、対応するデータ・ストリームに対するトラフィック・データを復元するこ
とが出来る。このようにして、ＲＸプロセッサ１６６０による処理は、送信機システム１
６１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１６２０とＴＸデータ・プロセッサ１６１６に
よって実行される処理に相補的であることが出来る。更に、ＲＸプロセッサ１６６０は処
理されたシンボル・ストリームをデータ・シンク（data sink）１６６４に供給すること
が出来る。
【００７４】
　１つの態様に従うと、ＲＸプロセッサ１６６０によって生成されるチャネル応答推定は
、受信機における空間／時間処理を実行するために、電力水準を調整するために、変調率
または変調方式を変更するために、及び／又は他の適切な動作のために、使用されること
が出来る。加えて、ＲＸプロセッサ１６６０は、例えば、検出シンボル・ストリームの信
号対雑音および干渉比（signal-to-noise-and-interference ratios）（ＳＮＲｓ）のよ
うな、チャネル特性を更に推定することが出来る。次に、ＲＸプロセッサ１６６０は推定
されたチャネル特性をプロセッサ１６７０に供給することが出来る。１つの例では、ＲＸ
プロセッサ１６６０及び／又はプロセッサ１６７０は、更に、システムに対して“動作中
の（operating）”ＳＮＲの推定を導出することが出来る。プロセッサ１６７０は、次に
、通信回線及び／又は受信されたデータ・ストリームに関する情報を具備することが出来
る、チャネル状態情報（channel state information）（ＣＳＩ）を提供することが出来
る。この情報は、例えば、動作中のＳＮＲを含むことが出来る。次にＣＳＩはＴＸデータ
・プロセッサ１６１８によって処理され、変調器１６８０によって変調され、トランシー
バ１６５４ａ～１６５４ｒによって調整され、そして送信機システム１６１０に返送され
ることが出来る。更に、受信機システム１６５０におけるデータ源１６１６はＴＸデータ
・プロセッサ１６１８によって処理されるべき追加のデータを供給することが出来る。
【００７５】
　送信機システム１６１０に戻ると、受信機システム１６５０からの変調された信号は次
にアンテナ１６２４によって受信され、トランシーバ１６２２によって調整され、復調器
１６４０によって復調され、そしてＲＸデータ・プロセッサ１６４２によって処理されて
、受信機システム１６５０によって報告されたＣＳＩを復元することが出来る。１つの実
例では、該報告されたＣＳＩは次にプロセッサ１６３０に供給され、そして、１又は複数
のデータ・ストリームに対して使用されるべき、データ転送速度並びに符号化方式および
変調方式を決定するために使用されることが出来る。該決定された符号化方式および変調
方式は、次に、受信機システム１６５０への後の伝送における量子化及び／又は使用のた
めに、トランシーバ１６２２に供給されることが出来る。更に及び／又はこれに代わって
、該報告されたＣＳＩは、ＴＸデータ・プロセッサ１６１４及びＴＸ　ＭＩＭＯプロセッ
サ１６２０に対する種々の制御を生成するために、プロセッサ１６３０によって使用され
ることが出来る。別の例では、ＲＸデータ・プロセッサ１６４２によって処理されるＣＳ
Ｉ及び／又は他の情報はデータ・シンク１６４４に供給されることが出来る。
【００７６】
　１つの例では、送信機システム１６１０におけるプロセッサ１６３０と受信機システム
１６５０におけるプロセッサ１６７０はそれ等のそれぞれのシステムにおける動作を命令
する。加えて、送信機システム１６１０におけるメモリ１６３２と受信機システム１６５
０におけるメモリ１６７２は、プロセッサ１６３０と１６７０によってそれぞれ使用され
る、プログラム・コードとデータのための記憶装置を提供することが出来る。更に、受信
機システム１６５０では、種々の処理技術は、ＮＲ個の受信された信号を処理するために
使用されて、ＮＴ個の送信されたシンボル・ストリームを検出することが出来る。これ等
の受信機処理技術は空間受信機および時空間受信機処理技術を含むことが出来て、該技術
は等化技術、及び／又は“連続ゼロ化／等化および干渉消去（successive nulling/equal
ization and interference cancellation）”受信機処理技術とも呼ばれることが出来る
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、該技術は又“連続干渉消去”又は“連続消去”受信機処理技術と呼ばれることも出来る
。
【００７７】
　図１７はネットワーク環境内部でアクセス・ポイント基地局の配備を可能にする実例の
通信システム１７００を例示する。図１７に示されるように、システム１７００は、例え
ば、ＨＮＢ１７１０のような、複数のアクセス・ポイント基地局（例えば、フェムト・セ
ル又はホーム・ノードＢ（Home Node B）ユニット（ＨＮＢ））を含むことが出来る。１
つの例では、それぞれのＨＮＢ１７１０は、例えば、１又は複数の利用者住宅１７３０の
ような、対応する小規模ネットワーク環境に設置されることが出来る。更に、それぞれの
ＨＮＢ１７１０は関連するＵＥ１７２０及び／又はエイリアン（alien）ＵＥ１７２０に
サービスするように構成されることが出来る。１つの態様に従うと、それぞれのＨＮＢ１
７１０は、（図示されてない）ＤＳＬルータ、ケーブル・モデム、及び／又は別の適切な
装置を介して、インターネット１７４０及び携帯電話事業者コア・ネットワーク１７５０
に接続されることが出来る。１つの態様に従うと、フェムト・セル又はＨＮＢ１７１０の
所有者は、例えば、３Ｇ／４Ｇモバイル・サービスのような、携帯電話事業者コア・ネッ
トワーク１７５０を介して提供されるモバイル・サービスに加入することが出来る。従っ
て、ＵＥ１７２０は、マクロ・セル環境１７６０及び居住地の小規模ネットワーク環境、
双方において動作することを可能にされ得る。
【００７８】
　１つの実例では、ＵＥ１７２０は、マクロ・セル・モバイル・ネットワーク１７６０に
加えて、フェムト・セル又はＨＮＢ１７１０のセット（例えば、対応する使用者住宅１７
３０内部に常駐するＨＮＢ１７１０）によってサービスを受けることが出来る。本明細書
および業界で一般に使用されるように、ホーム・フェムト・セルは、ＡＴ又はＵＥがその
上で動作することを認可されている基地局であり、ゲスト・フェムト・セルはＡＴ又はＵ
Ｅがその上で動作することを一時的に認可されている基地局を指し、そしてエイリアン・
フェムト・セルはＡＴ又はＵＥがその上で動作することを認可されてない基地局である。
１つの態様によれば、フェムト・セル又はＨＮＢ１７１０は単一周波数上で又は複数の周
波数上で配備されることが出来て、該周波数はそれぞれのマクロ・セルの周波数とオーバ
ーラップすることが出来る。
【００７９】
　本明細書で説明された諸態様は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミド
ルウェア、マイクロコード又はそれ等の任意の組合せにより実現されることができる。シ
ステム及び／又は方法がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア又はマイクロコー
ドの中で実現される場合、それ等は、記憶コンポーネントのような、機械可読媒体中に記
憶されることができる。コード・セグメントは、プロシージャ（procedure）、関数、サ
ブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウエア・パッ
ケージ、クラス、或いは命令、データ構造またはプログラム・ステートメントの任意の組
合せ、を表すことが出来る。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラメータ或
いはメモリ内容を伝達及び／又は受信することにより、別のコード・セグメント又はハー
ドウェア回路に結合されることが出来る。情報、引数、パラメータ、データ等々は、メモ
リ共有、メッセージ・パッシング、トークン・パッシング（token passing）、ネットワ
ーク伝送等々を含む任意の適切な手段使用して、伝達、転送又は送信されることが可能で
ある。
【００８０】
　ソフトウェアの実行に関しては、本明細書中で説明された諸技術は、本明細書中で説明
された諸機能を実行するモジュール（例えば、プロシージャ（procedures）、関数、等々
）を用いて実現されることが出来る。ソフトウェア・コードは、メモリ・ユニットの中に
記憶され、そして、プロセッサにより実行されることが出来る。メモリ・ユニットは、プ
ロセッサの内部又はプロセッサの外部に実装されることが出来る、後者の場合、メモリ・
ユニットは当業者に公知の各種の手段を介してプロセッサに通信上で接続されることが出
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来る。
【００８１】
　上述で説明されてきた内容は１又は複数の態様の具体例を含む。無論、前述の諸態様を
説明する目的のために、コンポーネント又は方法の全ての考え得る組合せを説明すること
は不可能である。しかし、当業者は種々の態様の多くの更なる組合せと置き換えが可能で
あることを認識することが出来る。従って、説明された諸態様は添付された請求項の精神
と範囲の中に入る全てのその様な改変、修正および変形を含んでいると意図される。更に
、用語“含む（include）”が詳細な説明或いは請求項で使用される範囲では、その用語
は、“具備する（comprising）”が請求項中で移行語として使用されるときに解釈される
場合の、用語“具備する（comprising）”と同様な意味において包含することを意図され
る。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］ネットワーク・セルと該ネットワーク・セルに関連付けられる制御リソースのセッ
トを識別すること、
　制御リソースのセットを配分すること、ここで制御リソースの該配分されるセットの少
なくとも一部は該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソースのセッ
トの少なくとも一部にオーバーラップする、及び
　制御リソースの該配分されたセットの中から後続の使用のための制御リソースを選択す
ること、但し該選択される制御リソースは該識別されたネットワーク・セルに関連付けら
れる該制御リソースのセットによって引き起こされる干渉とは実質的に無縁であるように
、選択すること
を具備する方法。
［２］該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソースのセットは、利
用者装置（user equipment）（ＵＥ）特定制御領域および無線リソース制御（Radio Reso
urce Control）（ＲＲＣ）／レイヤ３（Layer 3）（Ｌ３）構成可能制御領域、に対応す
る、［１］の方法。
［３］該ＵＥ特定制御領域およびＲＲＣ／Ｌ３構成可能制御領域はチャネル品質インジケ
ータ（Channel Quality Indicator）（ＣＱＩ）伝送、スケジューリング要求（Schedulin
g Request）（ＳＲ）伝送、及びパーシステント(persistent)確認応答（ＡＣＫ）伝送の
中の１又は複数のためのリソースを具備する、［２］の方法。
［４］該制御リソースは物理上り回線制御チャネル（Physical Uplink Control Channel
）（ＰＵＣＣＨ）に対応する、［１］の方法。
［５］該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソース及び該配分され
た制御リソースはシステム帯域の１又は複数の終端部に位置するリソースを具備する、［
１］の方法。
［６］該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソース及び該配分され
た制御リソースはシステム帯域内の実質的に中央部に位置するリソースを具備する、［１
］の方法。
［７］該識別されたネットワーク・セルとのカバレッジ・エリアのオーバーラップ部分を
識別すること、及び
該カバレッジ・エリアのオーバーラップ部の内部に位置する１又は複数の利用者装置ユニ
ット（ＵＥｓ）を識別すること
を更に具備する、［１］の方法。
［８］該配分することは、該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソ
ースの少なくとも一部と一致する第１制御リソース部分、及び該識別されたネットワーク
・セルの該制御リソースと実質的にオーバーラップしない第２制御リソース部分、を配分
することを具備する、及び該方法は
　制御リソースを割り振られるべきＵＥを識別すること、
　該識別されたＵＥが該識別されたネットワーク・セルのある特定された領域内にいるか
どうかを判定すること、及び
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　もし該識別されたＵＥが該識別されたネットワーク・セルの該特定された領域の外にい
る場合、第１制御リソース部分または第２制御リソース部分から、或いは、もし該識別さ
れたＵＥが該識別されたネットワーク・セルの該特定された領域の内部にいる場合、第２
制御リソース部分から、該識別されたＵＥにリソースを割り振ること
を更に具備する、［７］の方法。
［９］該判定することは、
　該識別されたネットワーク・セルの観測された信号強度に関する該識別されたＵＥから
の指示を得ること、
　該識別されたＵＥから得られた該観測された信号強度を閾値と比較すること、及び
　もし該識別されたＵＥから得られた該観測された信号強度が該閾値を超えるならば、該
識別されたＵＥは該識別されたネットワーク・セルの該特定された領域の内部にいるとい
うことを推量すること
を具備する、［８］の方法。
［１０］ネットワーク・セルと該ネットワーク・セルに関連付けられる制御リソースのセ
ットを該識別することは、少なくとも１つのネットワーク・セルと該少なくとも１つのネ
ットワーク・セルによって使用される制御リソースに関する情報を具備する報告を、該識
別されたＵＥから受信することを具備する、［９］の方法。
［１１］該識別されたネットワーク・セルは、該識別されたＵＥによるアクセスがそれに
対して制限される、ホーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮＢ）である、［８］の方法
。
［１２］該配分することは、
　該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソースと一致する第１制御
リソース部分を配分すること、及び
　該識別されたネットワーク・セルに関連付けられるデータ・リソースの少なくとも一部
と一致する第２制御リソース部分を配分すること
を具備する、及び
　該選択することは後続の使用のために該第２制御リソース部分を選択すること
を具備する、［１］の方法。
［１３］該配分することは、
　該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソース、及び該識別された
ネットワーク・セルに関連付けられるランダム・アクセス・リソース（random access re
source）の少なくとも一部、と一致する第１制御リソース部分を配分すること、及び
　該識別されたネットワーク・セルに関連付けられるデータ・リソースの少なくとも一部
と一致する第２制御リソース部分を配分すること
を具備する、及び
　該選択することは後続の使用のために該第２制御リソース部分を選択すること
を具備する、［１］の方法。
［１４］該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる制御リソースと一致するデー
タ・リソースのセットを識別すること、及び
　該識別されたデータ・リソースのセット上の１又は複数の伝送をスケジューリングする
こと、但し該識別されたネットワーク・セルに関連付けられる該制御リソースのセットを
介して実行される該識別されたネットワーク・セルによる制御伝送が該１又は複数のスケ
ジューリングされた伝送によって引き起こされる干渉とは実質的に無縁であるように、ス
ケジューリングすること
を更に具備する、［１］の方法。
［１５］１又は複数の伝送を該スケジューリングすることは、該識別されたネットワーク
・セルの外部の１又は複数のＵＥのためのデータ・リソースの該識別されたセット上で、
該１又は複数の伝送をスケジューリングすることを具備する、［１４］の方法。
［１６］該配分することは管理サーバから制御リソース配分を受領することを具備する、
［１］の方法。
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［１７］該選択することは管理サーバから制御リソース選択を受領することを具備する、
［１］の方法。
［１８］無線通信装置であって、
　隣接するネットワーク・セル、該隣接ネットワーク・セルによって使用される制御リソ
ースのセット、システム周波数帯域、及び少なくとも１つの端末に関するデータを記憶す
るメモリ、及び
　該システム周波数帯域中の制御リソースを配分する、但し該配分される制御リソースは
該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソースと少なくとも一部はオーバ
ーラップするように、配分するために、及び、該少なくとも１つの端末への割振りのため
に制御リソースを選択する、但し該選択される制御リソースは該隣接ネットワーク・セル
によって使用される該制御リソースからの干渉とは実質的に無縁であるように、選択する
ために、構成されるプロセッサ
を具備する無線通信装置。
［１９］該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソースは利用者特定制御
領域、無線リソース制御（Radio Resource Control）（ＲＲＣ）／レイヤ３（Layer 3）
（Ｌ３）構成可能制御領域に対応する、［１８］の無線通信装置。
［２０］該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソースは、チャネル品質
インジケータ（Channel Quality Indicator）（ＣＱＩ）伝送、スケジューリング要求（S
cheduling Request）（ＳＲ）伝送、及びパーシステント(persistent)確認応答（ＡＣＫ
）伝送、の中の１又は複数のためのリソースを具備する、［１９］の無線通信装置。
［２１］該配分される制御リソースは物理上り回線制御チャネル（Physical Uplink Cont
rol Channel）（ＰＵＣＣＨ）に対応する、［１８］の無線通信装置。
［２２］該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソースと該プロセッサに
よって配分される該制御リソースは該システム周波数帯域の１又は複数の終端部に位置す
るリソースを具備する、［１８］の無線通信装置。
［２３］該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソースと該プロセッサに
よって配分される該制御リソースは該システム周波数帯域の実質的に中央部近傍に位置す
るリソースを具備する、［１８］の無線通信装置。
［２４］該少なくとも１つの端末は該無線通信装置のカバレッジ・エリアと該隣接ネット
ワーク・セルのカバレッジ・エリアとの間のオーバーラップ部に位置する、［１８］の無
線通信装置。
［２５］該プロセッサは、
　該配分される制御リソースを、該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リ
ソースの少なくとも一部と一致する第１部分と該隣接ネットワーク・セルによって使用さ
れる該制御リソースと実質的にオーバーラップしない第２制御リソース部分、に分割する
ために、
　該少なくとも１つの端末が該隣接ネットワーク・セルの特定された領域の内部に位置す
るかどうかを判定するために、
　もし該少なくとも１つの端末が該隣接ネットワーク・セルの該特定された領域の外部に
いるならば、該配分される制御リソースの第１部分または第２部分から制御リソースを割
り振るために、及び
　もし該少なくとも１つの端末が該隣接ネットワーク・セルの該特定された領域の内部に
いるならば、該配分される制御リソースの第２部分から制御リソースを割り振るために
更に構成される、［２４］の無線通信装置。
［２６］該プロセッサは、該少なくとも１つの端末によって観測される該隣接ネットワー
ク・セルの信号強度に関する指示を該少なくとも１つの端末から受信するために、及び、
該少なくとも１つの端末が該隣接ネットワーク・セルの該特定された領域の内部にいるか
どうかを該指示に少なくとも部分的に基づいて判定するために、更に構成される、［２５
］の無線通信装置。
［２７］該隣接ネットワーク・セルは、該少なくとも１つの端末によるアクセスがそれに
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対して制限される、ホーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮＢ）である、［２５］の無
線通信装置。
［２８］該プロセッサは、該隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソース
に対応する制御リソースの不使用部分を配分するために、及び、該隣接ネットワーク・セ
ルによって使用されるデータ・リソースの少なくとも一部に対応する制御リソースのアク
ティブ部分を配分するために、更に構成される、［１８］の無線通信装置。
［２９］制御リソースの該不使用部分は該隣接ネットワーク・セルによって使用されるラ
ンダム・アクセス・リソースのセットに更に対応する、［２８］の無線通信装置。
［３０］該メモリは該隣接ネットワーク・セルによって使用される制御リソースと一致す
るデータ・リソースのセットに関するデータを更に記憶する、及び、該プロセッサは、該
隣接ネットワーク・セルによって使用される該制御リソースを介して該隣接ネットワーク
・セルによって実行される１又は複数の伝送との干渉が実質的に回避されるように、デー
タ・リソースの該セット上で１又は複数の伝送をスケジューリングするために、更に構成
される、［１８］の無線通信装置。
［３１］該プロセッサはネットワーク管理エンティティから制御リソース配分を受信する
ために更に構成される、［１８］の無線通信装置。
［３２］装置であって、
　該装置に関連付けられるカバレッジ・エリアにオーバーラップするカバレッジ・エリア
を有する隣接セルにおける制御伝送のために使用されている周波数サブバンドを識別する
ための手段、及び
　制御伝送のための周波数サブバンドを、該隣接セルによって制御伝送のために使用され
ていると識別された該周波数サブバンドは該隣接セルの該カバレッジ・エリアの外部の諸
利用者にのみ配分されるように、配分するための手段
を具備する装置。
［３３］該隣接セルによって制御伝送のために使用されていると識別された該周波数サブ
バンド及び該配分される周波数サブバンドは、物理上り回線制御チャネル（Physical Upl
ink Control Channel）（ＰＵＣＣＨ）に対応する、［３２］の装置。
［３４］該隣接セルによって制御伝送のために使用されていると識別された該周波数サブ
バンド及び該配分される周波数サブバンドは、システム帯域幅全体の１又は複数の終端部
を占める、［３２］の装置。
［３５］該隣接セルによって制御伝送のために使用されていると識別された該周波数サブ
バンド及び該配分される周波数サブバンドは、システム帯域幅全体の中央領域を占める、
［３２］の装置。
［３６］配分するための該手段は、
　制御伝送のための周波数サブバンドのセットを、該隣接セルにおける制御伝送のために
使用されている該周波数サブバンドの少なくとも一部と対応する第１サブセット（subset
）と該隣接セルにおける制御伝送のために使用されている該周波数サブバンドと実質的に
オーバーラップしない第２サブセット、に分割すること、
　該隣接セルの所定の領域の外の１又は複数の利用者に該第１サブセット又は該第２サブ
セットから周波数サブバンドを配分すること、及び
　該隣接セルの所定の領域内部の１又は複数の利用者に該第２サブセットから周波数サブ
バンドを配分すること
を具備する、［３２］の装置。
［３７］該隣接セルの観測された信号強度に関する指示を利用者から受信するための手段
、及び
　該利用者が該隣接ネットワーク・セルの所定の領域の内部にいるかどうかを、該指示に
少なくとも部分的に基づいて、判定するための手段、
を更に具備する、［３６］の装置。
［３８］該隣接セルは、該指示がそこから受信される該少なくとも１つの利用者には、そ
れに対するアクセスが制限されるホーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮＢ）によって
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サービスされる、［３７］の装置。
［３９］配分するための該手段は、
　該隣接セルにおいて制御伝送のために使用されている該周波数サブバンドに対応する不
使用周波数サブバンドを配分するための手段、及び
　該隣接セルにおいて制御伝送のために使用されている周波数サブバンドの少なくともサ
ブセットに対応する周波数サブバンドを制御伝送のために配分するための手段
を更に具備する、［３２］の装置。
［４０］配分するための該手段は、該隣接セルにおいてランダム・アクセス伝送のために
使用されている周波数サブバンドに対応する不使用周波数サブバンドを配分するための手
段を更に具備する、［３９］の装置。
［４１］該隣接セルにおいて制御伝送のために使用されている該周波数サブバンドと一致
するデータ伝送のための周波数サブバンドを識別するための手段、及び
　該識別された周波数サブバンド上の１又は複数の伝送を、該隣接セルにおける制御伝送
との干渉が実質的に回避されるように、スケジューリングするための手段
を更に具備する、［３２］の装置。
［４２］コンピュータ・プログラム製品であって、
　エボルブド・ノードＢ（Evolved Node B）（ｅＮＢ）と該ｅＮＢによって使用される制
御リソースのセットをコンピュータに識別させるためのコード、
　制御リソースをコンピュータにリザーブさせる、但し該リザーブされる制御リソースの
少なくとも一部は該ｅＮＢによって使用される該制御リソースとオーバーラップするよう
に、リザーブさせるためのコード、及び、
　リザーブされた制御リソースを少なくとも１つの利用者にコンピュータに配分させる、
但し該ｅＮＢによって実行される制御伝送が該配分された制御リソースを介して該少なく
とも１つの使用者によって実行される制御伝送によって引き起こされる干渉とは実質的に
無縁であるように、配分させるためのコード、
を具備する、コンピュータ可読媒体を具備する、コンピュータ・プログラム製品。
［４３］該ｅＮＢによって使用される該リソースは、利用者装置（user equipment）（Ｕ
Ｅ）特定制御領域および無線リソース制御（Radio Resource Control）（ＲＲＣ）／レイ
ヤ３（Layer 3）（Ｌ３）構成可能制御領域、に対応するリソースを具備する、［４２］
のコンピュータ・プログラム製品。
［４４］該ｅＮＢによって使用される制御リソースの該セット及び該リザーブされた制御
リソースは物理上り回線制御チャネル（Physical Uplink Control Channel）（ＰＵＣＣ
Ｈ）に対応する、［４２］のコンピュータ・プログラム製品。
［４５］コンピュータに配分させるための該コードは、
　該少なくとも１つの利用者は該ｅＮＢの所定の距離内にいるかどうかをコンピュータに
判定させるためのコード、及び
　該少なくとも１つの利用者は該ｅＮＢの所定の距離内にいるという判定に基づいて、該
ｅＮＢがその周波数では制御伝送を実行しない周波数に対応するリザーブされた制御リソ
ースを、該少なくとも１つの利用者に、配分するためのコード
を具備する、［４２］のコンピュータ・プログラム製品。
［４６］該少なくとも１つの利用者は該ｅＮＢの所定の距離内にいるかどうかをコンピュ
ータに判定させるための該コードは
　該ｅＮＢの観測された信号強度に関する該少なくとも１つの利用者からの指示をコンピ
ュータに受信させるためのコード、及び
　該少なくとも１つの利用者は該ｅＮＢの所定の距離内にいるかどうかを、該指示に少な
くとも部分的に基づいて、コンピュータに判定させるためのコード
を具備する、［４５］のコンピュータ・プログラム製品。
［４７］該ｅＮＢはそれに対するアクセスが該少なくとも１つの利用者には制限されるホ
ーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮＢ）である、［４５］のコンピュータ・プログラ
ム製品。
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［４８］コンピュータにリザーブさせるための該コードは
　該ｅＮＢによって使用される該制御リソースに対応する不使用リソースをコンピュータ
にリザーブさせるためのコード、及び
　該ｅＮＢによって使用されるデータ・リソースの少なくともサブセットに対応するアク
ティブ制御リソースをコンピュータにリザーブさせるためのコード
を具備する、［４２］のコンピュータ・プログラム製品。
［４９］コンピュータにリザーブさせるための該コードは、該ｅＮＢによって使用される
ランダム・アクセス・リソースに対応する、不使用リソースをコンピュータにリザーブさ
せるためのコードを更に具備する、［４８］のコンピュータ・プログラム製品。
［５０］該コンピュータ可読媒体は、
　該ｅＮＢによって使用される制御リソースと一致するデータ・リソースのセットをコン
ピュータに識別させるためのコード、及び
　該ｅＮＢによる制御伝送との干渉が実質的に回避されるように、該識別されたデータ・
リソース上で１又は複数のデータ伝送をコンピュータにスケジューリングさせるためのコ
ード
を更に具備する、［４２］のコンピュータ・プログラム製品。
［５１］コンピュータ実行可能な命令を実行する集積回路であって、該命令は
　隣接セルを識別すること、
　制御リソースのセットをシステム帯域幅からリザーブすること、及び
　リザーブされた制御リソースを各利用者に配分する、但し該隣接セルによって実行され
る制御伝送が該配分された制御リソースを介する該各利用者による制御伝送によって引き
起こされる干渉とは実質的に無縁であるように、配分すること
を具備する、集積回路。
［５２］制御リソースの該リザーブされたセットは利用者特定制御領域および無線リソー
ス制御（Radio Resource Control）（ＲＲＣ）／レイヤ３（Layer 3）（Ｌ３）構成可能
制御領域に対応する、［５１］の集積回路。
［５３］該配分することは、
　利用者が該隣接セルから特定された領域の外部にいるかどうか、を判定すること、及び
　該利用者が該隣接セルから特定された領域の内部にいるという判定に基づいて、該隣接
セルはその周波数では制御伝送を実行しない周波数に対応する、リザーブされた制御リソ
ースを該利用者に配分すること
を具備する、［５１］の集積回路。
［５４］該判定することは、
　該隣接セルに関する観測された信号強度指示を該利用者から受信すること、及び
　該指示された観測信号強度を閾値信号強度と比較することに少なくとも部分的によって
、該利用者が該隣接セルの特定された領域の内部にいるかどうかを判定すること
を具備する、［５３］の集積回路。
［５５］該隣接セルは、少なくとも１つの該各利用者はそれと接続することを認可されな
い、制限型会員制アクセス・ポイント（restricted association access point）によっ
てサービスされる、［５１］の集積回路。
［５６］該リザーブすることは、
　該隣接セルがその周波数で制御伝送を実行する１又は複数の周波数に対応する不使用リ
ソースをリザーブすること、及び
　該隣接セルがその周波数でデータ伝送を実行する１又は複数の周波数に対応する制御リ
ソースをリザーブすること
を具備する、［５１］の集積回路。
［５７］該リザーブすることは、該隣接セルがその周波数でランダム・アクセス伝送を実
行する１又は複数の周波数に対応する制御リソースをリザーブすること、を更に具備する
、［５６］の集積回路。
［５８］該命令は、
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　データ・リソースのセットを該システム帯域幅からリザーブすること、
　該隣接セルがその周波数で制御伝送を実行する１又は複数の周波数に対応する該リザー
ブされたデータ・リソースのサブセットを識別すること、及び
　該隣接セルによる制御伝送との干渉が実質的に回避されるように、該識別されたデータ
・リソースのサブセット上で、１又は複数のデータ伝送をスケジューリングすること
を更に具備する、［５１］の集積回路。
［５９］サービング・セルとは別個の隣接セルにおける無線リソース制御（Radio Resour
ce Control）（ＲＲＣ）構成された制御領域との、制御リソースのオーバーラップ部分を
識別すること、
　制御リソースの該オーバーラップ部内のリソースを使用する１又は複数の伝送を、該１
又は複数の伝送が該隣接セルにおけるＲＲＣ構成による軽減された干渉水準を有するよう
に、実行すること
を具備する方法。
［６０］制御リソースの該オーバーラップ部内の少なくとも一部のリソースは物理上り回
線制御チャネル（Physical Uplink Control Channel）（ＰＵＣＣＨ）に対応する、［５
９］の方法。
［６１］該実行することは制御リソースの該オーバーラップ部内のリソースを使用して１
又は複数のＰＵＣＣＨ伝送を実行することを具備する、［６０］の方法。
［６２］該隣接セルはホーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮＢ）である、［５９］の
方法。
［６３］ＨＮＢへのアクセスは制限される、［６２］の方法。
［６４］無線通信装置であって、
　非サービング・エボルブド・ノードＢ（Evolved Node B）（ｅＮＢ）における無線リソ
ース制御（Radio Resource Control）（ＲＲＣ）構成された制御リソースのセットとオー
バーラップする制御リソースのセットに関するデータを記憶するメモリ、及び
　該メモリによって記憶される制御リソースの該セットを使用して少なくとも１つの通信
を、該少なくとも１つの通信が該非サービングｅＮＢにおけるＲＲＣ構成による軽減され
た干渉を有するように、実行するために構成されるプロセッサ
を具備する無線通信装置。
［６５］該メモリによって記憶される制御リソースの該セットは物理上り回線制御チャネ
ル（Physical Uplink Control Channel）（ＰＵＣＣＨ）に対応する、及び、該プロセッ
サによって実行される該少なくとも１つの通信は１又は複数のＰＵＣＣＨ伝送を具備する
、［６４］の無線通信装置。
［６６］該非サービングｅＮＢはフェムト・セルである、［６４］の無線通信装置。
［６７］該無線通信装置は該非サービングｅＮＢにアクセスすることを制限される、［６
４］の無線通信装置。
［６８］隣接非サービング・セルにおける無線リソース制御（Radio Resource Control）
（ＲＲＣ）構成された制御領域とオーバーラップする上り回線制御リソースを識別するた
めの手段、及び
　該隣接非サービング・セルにおけるＲＲＣ構成による軽減された干渉状態で、該識別さ
れた上り回線制御リソース上で１又は複数の伝送を実行するための手段
を具備する装置。
［６９］少なくとも一部の該識別された上り回線制御リソースは物理上り回線制御チャネ
ル（Physical Uplink Control Channel）（ＰＵＣＣＨ）に対応する、［６８］の装置。
［７０］実行するための該手段は、識別された上り回線制御リソースを使用して、１又は
複数のＰＵＣＣＨ伝送を実行するための手段を具備する、［６９］の装置。
［７１］該隣接非サービング・セルはホーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮＢ）を具
備する、［６８］の装置。
［７２］該ＨＮＢは該装置からのアクセスを制限する、［７１］の装置。
［７３］コンピュータ・プログラム製品であって、
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　隣接非サービング・セルにおける無線リソース制御（Radio Resource Control）（ＲＲ
Ｃ）構成された制御領域とオーバーラップする制御リソースをコンピュータに識別させる
ためのコード、及び
　該隣接非サービング・セルにおけるＲＲＣ構成による軽減された干渉状態で、該識別さ
れた制御リソース上で少なくとも１つの物理上り回線制御チャネル（Physical Uplink Co
ntrol Channel）（ＰＵＣＣＨ）伝送をコンピュータに実行させるためのコード
を具備する、コンピュータ可読媒体を具備する、コンピュータ・プログラム製品。
［７４］該隣接非サービング・セルはホーム・ノードＢ（Home Node B）（ＨＮＢ）を具
備する、［７３］のコンピュータ・プログラム製品。
［７５］該ＨＮＢとの接続は制限される、［７３］のコンピュータ・プログラム製品。
［７６］コンピュータ実行可能な命令を実行する集積回路であって、
　非サービング・エボルブド・ノードＢ（Evolved Node B）（ｅＮＢ）における無線リソ
ース制御（Radio Resource Control）（ＲＲＣ）構成された制御リソースのセットとオー
バーラップする制御リソースのセットに関する情報を取得すること、及び
　それに対する情報が取得される該制御リソースのセットを使用して少なくとも１つの通
信を、該少なくとも１つの伝送は該非サービングｅＮＢにおけるＲＲＣ構成による軽減さ
れた干渉を有するように、実行すること
を具備する、該命令を具備する、集積回路。
［７７］該情報を取得することは物理上り回線制御チャネル（Physical Uplink Control 
Channel）（ＰＵＣＣＨ）に関する情報を取得することを具備する、［７６］の集積回路
。
［７８］該実行することは、それに対する情報が取得される該制御リソースのセットを使
用して、少なくとも１つのＰＵＣＣＨ伝送を実行することを具備する、［７７］の集積回
路。
［７９］該非サービングｅＮＢは、アクセスがそれに対して制限される、フェムト・セル
である、［７６］の集積回路。
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