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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ可読記憶媒体であって、
　少なくとも１つのキャリアで通信するように少なくとも１つのコンピュータにさせるた
めのコードと、
　前記少なくとも１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで制御情報を交換す
るように前記少なくとも１つのコンピュータにさせるためのコードであって、前記第１の
キャリアは、前記少なくとも１つのキャリアとは異なる、コードと、
　を記憶しており、
　前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、ダウンリンク用であり、前記
少なくとも１つのキャリアで通信するように前記少なくとも１つのコンピュータにさせる
ための前記コードは、前記少なくとも１つのキャリアで、少なくとも１つのユーザ機器（
ＵＥ）に、少なくとも１つのデータ送信を第１の送信パワーレベルで送るように前記少な
くとも１つのコンピュータにさせるためのコードを含み、前記第１のキャリアで制御情報
を交換するように前記少なくとも１つのコンピュータにさせるための前記コードは、前記
少なくとも１つのキャリアでの前記少なくとも１つのデータ送信のために、前記第１のキ
ャリアで、前記少なくとも１つのＵＥに、制御情報を第２の送信パワーレベルで送るよう
に前記少なくとも１つのコンピュータにさせるためのコードを含み、前記少なくとも１つ
のキャリアで通信する別の基地局への干渉を軽減するために、前記第１の送信パワーレベ
ルは、前記第２の送信パワーレベルよりも低いかつ変更されたパワーレベルである、コン
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ピュータ可読記憶媒体。
【請求項２】
　前記制御情報は、前記少なくとも１つのキャリアでのデータ送信のための、スケジュー
リンググラント、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、確認応答（ＡＣＫ）情報、
または、それらの組合せを含む、請求項１に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３】
　無線通信のための装置であって、
　少なくとも１つのキャリアで通信するための手段と、
　前記少なくとも１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで、制御情報を交換
するための手段であって、前記第１のキャリアは、前記少なくとも１つのキャリアと異な
る、手段と
　を含み、
　前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、ダウンリンク用であり、前記
少なくとも１つのキャリアで通信するための前記手段は、前記少なくとも１つのキャリア
で、少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）に、少なくとも１つのデータ送信を第１の送信
パワーレベルで送るための手段を含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換するための
前記手段は、前記少なくとも１つのキャリアでの前記少なくとも１つのデータ送信のため
に、前記第１のキャリアで、前記少なくとも１つのＵＥに、制御情報を第２の送信パワー
レベルで送るための手段を含み、前記少なくとも１つのキャリアで通信する別の基地局へ
の干渉を軽減するために、前記第１の送信パワーレベルは、前記第２の送信パワーレベル
よりも低いかつ変更されたパワーレベルである、装置。
【請求項４】
　前記制御情報は、前記少なくとも１つのキャリアでのデータ送信のための、スケジュー
リンググラント、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、確認応答（ＡＣＫ）情報、
または、それらの組合せを含む、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　無線通信ネットワークでの通信の方法であって、
　少なくとも１つのキャリアで通信することと、
　前記少なくとも１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで、制御情報を交換
することであって、前記第１のキャリアは、前記少なくとも１つのキャリアと異なる、こ
とと、
　を含み、
　前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、ダウンリンク用であり、前記
少なくとも１つのキャリアで通信することは、前記少なくとも１つのキャリアで、少なく
とも１つのユーザ機器（ＵＥ）に、少なくとも１つのデータ送信を第１の送信パワーレベ
ルで送ることを含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換することは、前記少なくとも
１つのキャリアでの前記少なくとも１つのデータ送信のために、前記第１のキャリアで、
前記少なくとも１つのＵＥに、制御情報を第２の送信パワーレベルで送ることを含み、前
記少なくとも１つのキャリアで通信する別の基地局への干渉を軽減するために、前記第１
の送信パワーレベルは、前記第２の送信パワーレベルよりも低いかつ変更されたパワーレ
ベルである、方法。
【請求項６】
　前記制御情報は、前記少なくとも１つのキャリアでのデータ送信のための、スケジュー
リンググラント、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、確認応答（ＡＣＫ）情報、
または、それらの組合せを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信装置であって、
　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たメモリと、
　を含み、前記少なくとも１つのプロセッサは、
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　　少なくとも１つのキャリアで通信することと、
　　前記少なくとも１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで、制御情報を交
換することであって、前記第１のキャリアは、前記少なくとも１つのキャリアと異なる、
ことと、
　を実行するように構成され、
　前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、ダウンリンク用であり、前記
少なくとも１つのキャリアで通信することは、前記少なくとも１つのキャリアで、少なく
とも１つのユーザ機器（ＵＥ）に、少なくとも１つのデータ送信を第１の送信パワーレベ
ルで送ることを含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換することは、前記少なくとも
１つのキャリアでの前記少なくとも１つのデータ送信のために、前記第１のキャリアで、
前記少なくとも１つのＵＥに、制御情報を第２の送信パワーレベルで送ることを含み、前
記少なくとも１つのキャリアで通信する別の基地局への干渉を軽減するために、前記第１
の送信パワーレベルは、前記第２の送信パワーレベルよりも低いかつ変更されたパワーレ
ベルである、無線通信装置。
【請求項８】
　前記制御情報は、前記少なくとも１つのキャリアでのデータ送信のための、スケジュー
リンググラント、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、確認応答（ＡＣＫ）情報、
または、それらの組合せを含む、請求項７に記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　　　本願は、引用によりここに組み込まれ、この譲受人に譲渡される、２００８年６
月２７日に出願された、「フレキシブルなマルチキャリア通信システム」（FLEXIBLE MUL
TICARRIER COMMUNICATION SYSTEM）と題する、米国仮出願番号第６１／０７６，３６６号
の優先権を主張する。本開示は、概して通信に関し、より詳細には、無線通信ネットワー
クで通信するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　　　無線通信ネットワークは、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、放送
、等のさまざまな通信内容を供給するために、広く配備されている。これらの無線ネット
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り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りうる。そのような多元接続ネットワー
クの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネ
ットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ
）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークを含
む。
【０００３】
　　　　無線通信ネットワークは、多数のユーザ機器（user equipments: UEs）のための
通信をサポートすることができる、多数の基地局を含みうる。ＵＥは、ダウンリンクおよ
びアップリンクによって基地局と通信しうる。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言い、アップリンク（すなわち、リバー
スリンク）は、ＵＥから基地局への通信リンクのことを言う。
【０００４】
　　　　基地局は、ＵＥに、ダウンリンクで、データおよび制御情報を送信することがで
き、および／または、ＵＥから、アップリンクで、データおよび制御情報を受信しうる。
ダウンリンクにおいて、基地局からの送信は、隣接基地局からの送信による干渉を観測し
うる。アップリンクにおいて、ＵＥからの送信は、隣接基地局と通信中の他のＵＥｓから
の送信による干渉を観測しうる。干渉は、ダウンリンクとアップリンクの両方で、パフォ
ーマンスを低下しうる。
【発明の概要】
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【０００５】
　　　　無線通信ネットワークにおいて複数のキャリアで通信するための技術が、ここに
説明される。キャリアは、通信に使用されうる周波数の範囲であって、特定の中心周波数
および特定の帯域幅によって定義されうる周波数の範囲でありうる。キャリアは、ガード
バンドによって隣接のキャリアから分離され、以下に説明されるように、さらに他の属性
を持ちうる。支配的干渉のシナリオ、干渉する基地局および／または干渉するＵＥｓより
強い干渉が観測されうるシナリオで、複数のキャリアが、通信をサポートするために使用
されうる。
【０００６】
　　　　一態様において、干渉を軽減し、全般的なパフォーマンスを良好に達成するため
に、異なる送信パワーレベルが異なるキャリアに使用されうる。一例において、第１の基
地局は、通信に利用可能な複数のキャリアの中で、１つ以上のキャリアを割り当てられう
る。第２の基地局は、第１の基地局に割り当てられていない１つ以上のキャリアを割り当
てられる。第１の基地局は、第１の（たとえば、最大の）送信パワーレベルで、各割り当
てられたキャリアで通信しうる。第１の基地局は、第２の送信パワーレベルで、各割り当
てられていないキャリアで通信することができ、それは、第２の基地局への干渉を低減す
るために、第１の送信パワーレベルよりも低くなりうる。第１および第２の基地局は、異
なるパワークラスに属しうる。たとえば、第１の基地局が高いパワーの基地局でありうる
一方、第２の基地局は、より低いパワーの基地局でありうる。または、その逆も言える。
第１および第２の基地局は、また、異なるアソシエーション／アクセスタイプをサポート
しうる。たとえば、第１の基地局が制限のないアクセスをサポートしうる一方で、第２の
基地局は制限されたアクセスをサポートしうる。または、その逆も言える。複数のキャリ
アでの通信は、以下に説明されるように、サポートされうる。
【０００７】
　　　　別の態様において、制御情報は、少なくとも１つの他のキャリアでの通信をサポ
ートするために、指定されたキャリアで送られうる。局（たとえば、基地局またはＵＥ）
は、少なくとも１つのキャリアで通信しうる。局は、少なくとも１つのキャリアでの通信
のために、指定されたキャリアで、制御情報を交換（たとえば、送出または受信）しうる
。制御情報は、スケジューリンググラントまたはアサインメント（scheduling grants or
 assignments）、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、確認応答（ＡＣＫ）情報、
等を含みうる。制御情報は、指定されたキャリアで、より高い送信パワーレベルで送られ
ることができ、それは、確実性を向上させる。
【０００８】
　　　　さらに別の態様において、通信に適したキャリアを選択するための自動設定（au
to-configuration）が行われうる。局（たとえば、基地局またはＵＥ）は、通信に利用可
能な複数のキャリアの各々についてのメトリックを決定しうる。メトリックは、信号強度
以外の少なくとも１つのパラメータ、たとえば、受信信号品質、パスロス、等を含みうる
。局は、各キャリアについてのメトリックに基づいて、複数のキャリアの中から、通信用
のキャリアを選択しうる。そして、局は、選択されたキャリアで通信しうる。一例におい
て、データも制御情報も、選択されたキャリアを介して、交換（たとえば、送出または受
信）されうる。別の例において、制御情報は、選択されたキャリアを介して交換されるこ
とができ、データは、選択されたキャリアおよび／または別のキャリアを介して交換され
うる。
【０００９】
　　　　さらに別の態様において、基地局は、キャリアの状態を示すバー情報を同報しう
る。基地局は、各キャリアについてのバー情報を決定しうる。一例において、各キャリア
についてのバー情報は、キャリアが使用を禁止されているかどうかを示しうる。別の例に
おいて、所与のキャリアについてのバー情報は、キャリアが、第１のＵＥｓセットには禁
止されていないが、第２のＵＥｓセットには禁止されていることを示しうる。各キャリア
についてのバー情報は、そのキャリアでの通信およびアクセスを制御するのに使用されう
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る他の情報をも含みうる。基地局は、ＵＥｓにバー情報を同報することができ、それらは
、基地局へのアクセスを決定するために、バー情報を使用しうる。
【００１０】
　　　　本開示のさまざまな態様および特徴が、以下にさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】無線通信ネットワークを示す図である。
【図２】単一のキャリアのキャリア構造を示す図である。
【図３Ａ】複数のキャリアのキャリア構造を示す図である。
【図３Ｂ】複数のキャリアのキャリア構造を示す図である。
【図４】マクロ基地局による、２つのキャリアでの動作と、ピコまたはフェムト基地局に
よる、２つのキャリアのうち１つでの動作を示す図である。
【図５】複数のダウンリンクおよびアップリンクキャリアでの通信を示す図である。
【図６】基地局による複数のキャリアでの通信のためのプロセスを示す図である。
【図７】基地局による複数のキャリアでの通信のための装置を示す図である。
【図８】基地局による割り当てられたキャリアでの通信のためのプロセスを示す図である
。
【図９】基地局による割り当てられたキャリアでの通信のための装置を示す図である。
【図１０】ＵＥによる通信のためのプロセスを示す図である。
【図１１】ＵＥによる通信のための装置を示す図である。
【図１２】制御情報が単一のキャリアで送られる、複数のキャリアでの通信のためのプロ
セスを示す図である。
【図１３】制御情報が単一のキャリアで送られる、複数のキャリアでの通信のための装置
を示す図である。
【図１４】自動設定により選択されたキャリアでの通信のためのプロセスを示す図である
。
【図１５】自動設定により選択されたキャリアでの通信のための装置を示す図である。
【図１６】基地局によってバー情報を同報するためのプロセスを示す図である。
【図１７】基地局によってバー情報を同報するための装置を示す図である。
【図１８】基地局とＵＥのブロック図である。
【詳細な説明】
【００１２】
　　　　ここに説明される技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－
ＦＤＭＡおよび他のネットワーク等のさまざまな無線通信ネットワークに使用されうる。
「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換性をもって使用される
。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（Universal Terrestrial Ra
dio Access：ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００、等の無線技術を実現しうる。ＵＴＲＡは、
広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））および他の異なるＣＤＭＡを含む。ｃｄｍａ
２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭ
Ａネットワークは、移動通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））等の無
線技術を実現しうる。ＯＦＤＭＡネットワークは、エボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）
、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、
ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュ－ＯＦＤＭ（
登録商標）、等の無線技術を実現しうる。ＵＴＲＡおよび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（ＵＭＴＳ）の一部である。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、
Ｅ-ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新たなリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ-ＵＴＲＡ、ＵＭ
ＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第三世代パートナーシッププロジェクト」
（３ＧＰＰ）と称する組織による資料で説明されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢ
は、「第三世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する組織による資
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料で説明されている。ここに説明される技術は、上記の無線ネットワークおよび無線技術
だけでなく、他の無線ネットワークおよび無線技術にも使用されうる。明確には、これら
の技術のある特定の態様が、ＬＴＥについて以下に説明され、ＬＴＥ技術は、以下の説明
の大部分で使用される。
【００１３】
　　　　図１は無線通信ネットワーク１００を示し、これは、ＬＴＥネットワーク、また
は、ある他のネットワークでありうる。無線ネットワーク１００は、多数のエボルブド・
ノードＢ（ｅＮＢｓ：evolved Node Bs）１１０および他のネットワークエンティティを
含みうる。ｅＮＢは、ＵＥｓと通信する局であることもでき、基地局、ノードＢ、アクセ
スポイント等とも呼ばれうる。各ｅＮＢ１１０は、特定の地理的エリアに通信カバレッジ
を提供しうる。３ＧＰＰにおいて、「セル」という用語は、その用語が使用される文脈に
よっては、ｅＮＢのカバレッジエリア、および／または、このカバレッジエリアにサービ
スするｅＮＢサブシステムのことを言う場合もある。
【００１４】
　　　　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
のセルの通信カバレッジを提供しうる。マクロセルは、比較的広い地理的エリア（たとえ
ば、半径数キロメートル）をカバーし、サービスに加入したＵＥｓによる、制限のないア
クセスを可能にさせうる。ピコセルは、比較的狭い地理的エリアをカバーし、サービスに
加入したＵＥｓによる、制限のないアクセスを可能にさせうる。フェムトセルは、比較的
狭い地理的エリア（たとえば、家）をカバーし、フェムトセルとの関連を有するＵＥｓ（
たとえば、クローズド・サブスクライバ・グループ（Closed Subscriber Group：ＣＳＧ
）のＵＥｓ、ＵＥｓのホームユーザ、等）による、制限されたアクセスを可能にさせうる
。マクロセルのｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれうる。ピコセルのｅＮＢは、ピコｅＮＢ
と呼ばれうる。フェムトセルのｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれう
る。図１に示された例において、ｅＮＢｓ１１０ａ、１１０ｂ、および１１０ｃは、それ
ぞれ、マクロセル１０２ａ、１０２ｂ、および１０２ｃのマクロｅＮＢでありうる。ｅＮ
Ｂ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのピコｅＮＢでありうる。ｅＮＢ１１０ｙおよび１１０
ｚは、それぞれ、フェムトセル１０２ｙおよび１０２ｚのフェムトｅＮＢまたはホームｅ
ＮＢでありうる。ｅＮＢは、１つまたは複数（たとえば、３つの）セルをサポートしうる
。
【００１５】
　　　　無線ネットワーク１００は、さらに、中継局、たとえば、中継局１１０ｒを含み
うる。中継局は、上流の局（たとえば、ｅＮＢまたはＵＥ）からデータおよび／または他
の情報の送信を受信し、下流の局（たとえば、ＵＥまたはｅＮＢ）にデータおよび／また
は他の情報の送信を送る局である。中継局は、また、他のＵＥｓの伝送を中継するＵＥで
あってもよい。中継局は、また、中継ｅＮＢ、中継器、等とよばれることもある。
【００１６】
　　　　無線ネットワーク１００は、１種類のｅＮＢ、たとえば、マクロｅＮＢのみ、ま
たは、フェムトｅＮＢのみを含む同種ネットワークであってもよい。無線ネットワーク１
００は、また、さまざまな種類のｅＮＢ、たとえば、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェム
トｅＮＢ、中継器、等を含む異種ネットワークであってもよい。さまざまな種類のｅＮＢ
は、種々の送信パワーレベル、種々のカバレッジエリア、および、無線ネットワーク１０
０での干渉における種々の影響を持ちうる。たとえば、マクロｅＮＢは、高い送信パワー
レベル（たとえば、２０ワット）を持ちうるのに対し、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、お
よび中継器は、より低い送信パワーレベル（たとえば、１ワット）を持ちうる。ここに説
明される技術は、同種ネットワークにも異種ネットワークにも使用されうる。これらの技
術は、異なるタイプのｅＮＢおよび中継器に使用されうる。
【００１７】
　　　　無線ネットワーク１００は、同期または非同期動作をサポートしうる。同期動作
において、ｅＮＢｓは、同様のフレームタイミングを有し、種々のｅＮＢｓからの送信は
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、時間的にほぼ一直線に並びうる。非同期動作において、ｅＮＢｓは、種々のフレームタ
イミングを有し、種々のｅＮＢｓからの送信は、時間的に一直線に並びえない。ここに説
明される技術は、同期および非同期の両動作に使用されうる。
【００１８】
　　　　ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢｓのセットに接続され、これらのｅ
ＮＢに調整および制御を提供しうる。ネットワークコントローラ１３０は、バックホール
（backhaul）を介してｅＮＢｓ１１０と通信しうる。さらに、ｅＮＢｓ１１０は、たとえ
ば、無線または有線バックホールを介して、互いに通信しうる。
【００１９】
　　　　ＵＥｓ１２０は、無線ネットワーク１００中に分散させられてもよく、各ＵＥは
、固定であっても可動であってもよい。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局、等
と呼ばれることもある。ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、
無線通信デバイス、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
、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局、等でありうる。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ
、フェムトｅＮＢ、中継器、等と通信可能でありうる。図１において、両側矢印の実線は
、ＵＥとサービスするｅＮＢ間の望ましい伝送を示し、これは、ダウンリンクおよび／ま
たはアップリンクでＵＥにサービスするように指定されたｅＮＢである。両側矢印の破線
は、ＵＥおよびｅＮＢ間の干渉する伝送を示す。
【００２０】
　　　　無線ネットワーク１００は、設定可能なシステム帯域幅での動作をサポートしう
る。たとえば、無線ネットワーク１００は、１．２５、２．５、５、１０または２０メガ
ヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅での動作をサポートする、ＬＴＥネットワークであり
うる。システム帯域幅は、サブバンドに分割されうる。たとえば、１つのサブバンドが１
．０８ＭＨｚをカバーすることもあり、すると、１．２５、２．５、５、１０または２０
ＭＨｚのシステム帯域幅には、それぞれ、１、２、４、８または１６のサブバンドがあり
うる。
【００２１】
　　　　図２は、単一のダウンリンクキャリアでの通信をサポートするキャリア構造２０
０の例を示す。ダウンリンクキャリアは、ＢＷの帯域幅を持ち、周波数ｆｃを中心としう
る。ｅＮＢは、ｅＮＢのセルごとに、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）およびセカンダリ同
期信号（ＳＳＳ）を送信しうる。同期信号は、セルの検出および捕捉のために、ＵＥｓに
よって使用されうる。ｅＮＢは、また、ＬＴＥにおいて、物理同報チャネル（Physical B
roadcast Channel：ＰＢＣＨ）、物理制御フォーマットインジケータチャネル（Physical
 Control Format Indicator Channel：ＰＣＦＩＣＨ）、物理ＨＡＲＱインジケータチャ
ネル（Physical HARQ Indicator Channel：ＰＨＩＣＨ）および物理ダウンリンク制御チ
ャネル（Physical Downlink Control Channel：ＰＤＣＣＨ）といった、さまざまな制御
チャネルを送信することができる。ＰＢＣＨは、ある一定のシステム情報を搬送しうる。
ＰＣＦＩＣＨは、１つのサブフレームにおける、制御チャネルに使用されるシンボル期間
（Ｍ）の数を伝えうる。ＰＨＩＣＨは、ハイブリッド自動再送（ＨＡＲＱ）をサポートす
るために、ＡＣＫ情報を搬送しうる。ＰＤＣＣＨは、ダウンリンクおよびアップリンクで
のデータ送信のための、ＵＥｓ用のスケジューリンググラントといった制御情報を搬送し
うる。ｅＮＢは、また、ＬＴＥにおいて、物理ダウンリンク共同チャネル（Physical Dow
nlink Shared Channel：ＰＤＳＣＨ）といった１つ以上のデータチャネルを送信すること
ができる。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンクでのデータ送信のためにスケジュールされたＵＥ
ｓのためのデータを搬送しうる。ｅＮＢは、中央の１．０８ＭＨｚのダウンリンクキャリ
アで、ＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送信することができる。ｅＮＢは、ＰＣＦＩＣＨ
、ＰＨＩＣＨおよびＰＤＳＣＨを、これらのチャネルが送られる各シンボル期間に、ダウ
ンリンクキャリアの全部または一部にわたって、送信することができる。
【００２２】
　　　　ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレッジ内にありうる。これらのｅＮＢの１つが、そ
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のＵＥにサービスするように選択されうる。サービスするｅＮＢは、受信信号品質、パス
ロス、等のさまざまな基準に基づいて選択されうる。受信信号品質は、信号対ノイズ比（
signal-to-noise ratio：ＳＮＲ）、キャリア対干渉比（career-to-interference ratio
：Ｃ／Ｉ）、等によって定められうる。
【００２３】
　　　　ＵＥは、支配的干渉のシナリオ、そのＵＥが、１つ以上の干渉するｅＮＢから強
い干渉を観測しうるシナリオで、動作しうる。支配的干渉のシナリオは、制限されたアソ
シエーションによって起こりうる。たとえば、図１において、ＵＥ１２０ｙは、フェムト
ｅＮＢ１１０ｙに接近し、ｅＮＢ１１０ｙに対し、高い受信パワーを持ちうる。しかし、
ＵＥ１２０ｙは、制限されたアソシエーションにより、フェムトｅＮＢ１１０ｙにアクセ
ス可能にはなりえず、そして、（図１に示されているように）より低い受信パワーのマク
ロｅＮＢ１１０ｃ、または、これもまたより低い受信パワーのフェムトｅＮＢ１１０ｚ（
図１に示さず）に接続しうる。そして、ＵＥ１２０ｙは、ダウンリンクではフェムトｅＮ
Ｂ１１０ｙからの強い干渉を観測し、さらに、アップリンクではｅＮＢ１１０ｙへの強い
干渉を生じうる。
【００２４】
　　　　さらに、支配的干渉のシナリオは、レンジ拡張によって起こることもあり、それ
は、ＵＥが、ＵＥによって検出されたすべてのｅＮＢｓのうち、より少ないパスロスとよ
り低いＳＮＲを持つｅＮＢに接続されるシナリオである。たとえば、図１において、ＵＥ
１２０ｘは、マクロｅＮＢ１１０ｂとピコｅＮＢ１１０ｘを検出し、ｅＮＢ１１０ｂより
もｅＮＢ１１０ｘに対して、より低い受信パワーを持ちうる。それにもかかわらず、ｅＮ
Ｂ１１０ｘのパスロスがマクロｅＮＢ１１０ｂのパスロスよりも少ない場合には、ピコｅ
ＮＢ１１０ｘに接続することが、ＵＥ１２０ｘにとって望ましくなりうる。これは、ＵＥ
１２０ｘについて、所与のデータレートについて、無線ネットワークへのより小さい干渉
という結果をもたらすことができる。レンジ拡張は、中継器にも使用されうる。
【００２５】
　　　　ある態様において、支配的干渉のシナリオでの通信は、複数のキャリアを使用し
、種々のキャリアにｅＮＢｓを割り当てて、良好なパフォーマンスを達成できるようにす
ることにより、サポートされうる。一般的に、任意の数のキャリアが、ダウンリンクおよ
びアップリンクのそれぞれに使用されうる。キャリアの数は、システムの帯域幅、各キャ
リアの所望または必須の帯域幅、等のさまざまなファクタに依存しうる。利用可能なキャ
リアは、以下に説明されるように、さまざまな方法で、ｅＮＢｓに割り当てられうる。
【００２６】
　　　　図３Ａは、２つのダウンリンクキャリア１および２での通信をサポートするキャ
リア構造３００の例を示す。システム帯域幅ＢＷは、２つのキャリアに分割され、各ダウ
ンリンクキャリアは、ＢＷ／２の帯域幅を持ちうる。たとえば、１０ＭＨｚのシステム帯
域幅は、２つの５ＭＨｚのキャリアに分割されうる。一般的に、システム帯域幅は、均等
に分割されても不均等に分割されてもよく、ダウンリンクキャリアは、同一または異なる
帯域幅を持ちうる。
【００２７】
　　　　一例において、２つのダウンリンクキャリアは、異なるパワークラスのｅＮＢｓ
に割り当てられうる。高いパワーのｅＮＢｓ（たとえば、マクロｅＮＢｓ）は、一方のダ
ウンリンクキャリア（たとえば、キャリア１）が割り当てられ、より低いパワーのｅＮＢ
ｓ（たとえば、ピコおよびフェムトｅＮＢｓ）は、他方のダウンリンクキャリア（たとえ
ば、キャリア２）が割り当てられうる。別の例において、２つのダウンリンクキャリアは
、異なるアソシエーション／アクセスタイプのｅＮＢｓに割り当てられうる。制限のない
ｅＮＢｓ（たとえば、マクロおよびピコｅＮＢｓ）は、一方のダウンリンクキャリア（た
とえば、キャリア１）が割り当てられ、制限されたｅＮＢｓ（たとえば、フェムトｅＮＢ
ｓ）は、他方のダウンリンクキャリア（たとえば、キャリア２）が割り当てられうる。２
つのキャリアは、他の方法でｅＮＢｓに割り当てられてもよい。
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【００２８】
　　　　図３Ｂは、Ｍ個のダウンリンクキャリア１からＭでの通信をサポートするキャリ
ア構造３１０の例を示し、Ｍは２よりも大きいものとしうる。システムの帯域幅ＢＷは、
Ｍ個の均等な部分に分割され、各ダウンリンクキャリアは、ＢＷ／Ｍの帯域幅を持ちうる
。たとえば、１０ＭＨｚのシステム帯域幅は、４つの２．５ＭＨｚのキャリアに分割され
うる。一般的に、システムの帯域幅は、Ｍ個の部分に、均等または不均等に分割されうる
。Ｍ個のダウンリンクキャリアは、同一または異なる帯域幅を持ちうる。たとえば、１０
ＭＨｚのシステム帯域幅は、（ｉ）４つの２．５ＭＨｚのキャリア、（ｉｉ）１つの５Ｍ
Ｈｚのキャリアと２つの２．５ＭＨｚのキャリア、（ｉｉｉ）８つの１．２５ＭＨｚのキ
ャリア、（ｉｖ）１つの５ＭＨｚのキャリア、１つの２．５ＭＨｚのキャリア、および、
２つの１．２５ＭＨｚのキャリア、または、（ｖ）いくつかの他の組合せのキャリアに分
割されうる。
【００２９】
　　　　Ｍ個のダウンリンクキャリアが、さまざまな方法で、ｅＮＢｓに割り当てられう
る。一例において、異なるパワークラスのｅＮＢｓは、異なるダウンリンクキャリアが割
り当てられうる。別の例において、異なるアソシエーションタイプのｅＮＢｓは、異なる
ダウンリンクキャリアが割り当てられうる。さらに別の例において、互いに強い干渉を生
じるｅＮＢｓは、異なるダウンリンクキャリアが割り当てられうる。たとえば、１０ＭＨ
ｚのシステム帯域幅は、１つの５ＭＨｚのキャリアと２つの２．５ＭＨｚのキャリアに分
割されうる。図１に示された例において、マクロｅＮＢ１１０ｃは、５ＭＨｚのキャリア
が割り当てられ、フェムトｅＮＢ１１０ｙは、ある２．５ＭＨｚのキャリアが割り当てら
れ、フェムトｅＮＢ１１０ｚは、別の２．５ＭＨｚのキャリアが割り当てられうる。
【００３０】
　　　　一般的に、ｅＮＢは、１つ以上のダウンリンクキャリアが割り当てられうる。一
例において、ｅＮＢは、各割り当てられたダウンリンクキャリアにおいて、最大のパワー
で送信しうる。一例において、ｅＮＢは、各割り当てられていないダウンリンクキャリア
で送信することを回避しうるか、このキャリアが割り当てられている他のｅＮＢｓへの干
渉を低減するために、より低いパワーレベルで送信しうる。このように、ｅＮＢは、割り
当てられたキャリアと割り当てられていないキャリアとでは、異なるパワーレベルで送信
しうる。一般的に、割り当てられたキャリアには、より高い送信パワーが使用され、割り
当てられていないキャリアには、より低い（または、ゼロの）送信パワーが使用されうる
。各ｅＮＢについて、割り当てられたキャリアのほうが、割り当てられていないキャリア
よりも、他のｅＮＢｓからの干渉がより少なくなりうる。
【００３１】
　　　　図４は、２つのダウンリンクキャリア１および２でのマクロｅＮＢによる例示的
な動作を示す。横軸は周波数を表し、縦軸は送信パワーを表しうる。マクロｅＮＢは、ダ
ウンリンクキャリア１が割り当てられ、このキャリアで、最大のパワーで送信しうる。マ
クロｅＮＢは、キャリア２が割り当てられている他のｅＮＢｓへの干渉を低減するために
、（図４に示されているように）ダウンリンクキャリア２で、より低いパワーレベルで送
信しうるか、または、（図４に示されていないが）キャリア２で送信することを回避しう
る。
【００３２】
　　　　図４は、また、２つのダウンリンクキャリア１および２が利用可能な例について
、ピコまたはフェムトｅＮＢによる例示的な動作を示す。ピコまたはフェムトｅＮＢは、
ダウンリンクキャリア２が割り当てられ、このキャリアで、最大のパワーで送信しうる。
ピコまたはフェムトｅＮＢは、（図４に示されているように）ダウンリンクキャリア１で
送信することを回避しうるか、または、キャリア１が割り当てられたマクロｅＮＢへの干
渉を低減するために、（図４に示されていないが）キャリア１で、より低いパワーレベル
で送信しうる。
【００３３】
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　　　　図４に示された例は、制限されたアソシエーションのシナリオでの通信をサポー
トすることもでき、フェムトｅＮＢは、ダウンリンクキャリア２が割り当てられている。
フェムトｅＮＢの範囲内のＵＥは、ダウンリンクキャリア１でマクロｅＮＢに接続するこ
とができ、ダウンリンクキャリア２でのフェムトｅＮＢからの強い干渉を回避することが
できる。図４に示された例は、また、レンジ拡張シナリオでの通信をサポートすることも
でき、ピコｅＮＢはダウンリンクキャリア２が割り当てられている。ピコｅＮＢの範囲内
のＵＥは、ダウンリンクキャリア２でピコｅＮＢに接続することができ、ダウンリンクキ
ャリア１でのマクロｅＮＢからの強い干渉を回避することができる。
【００３４】
　　　　一例において、利用可能なダウンリンクキャリアは、動的かつフレキシブルな方
法で、ｅＮＢｓに割り当てられうる。利用可能なダウンリンクキャリアは、１つ以上のメ
トリックに基づいてｅＮＢｓに割り当てられ、それは、ネットワークパフォーマンス、Ｕ
Ｅパフォーマンス、等に関連しうる。
【００３５】
　　　　一例において、ダウンリンクキャリアは、所定のスケジュールに基づいて、ｅＮ
Ｂｓに割り当てられうる。スケジュールは、種々のｅＮＢｓに割り当てられるダウンリン
クキャリアの数、および、割り当てられたダウンリンクキャリアがいつ有効であるのかを
示しうる。スケジュールは、良好なパフォーマンスを得るために、ネットワークオペレー
タによって生成されうる。たとえば、４つのダウンリンクキャリアが利用可能であること
も、日中に３つのダウンリンクキャリアがマクロｅＮＢｓに割り当てられることも、より
多くの人々が家に居り、自分たちのフェムトｅＮＢｓを使用することが予想される夜間に
３つのダウンリンクキャリアがフェムトｅＮＢｓに割り当てられることもある。
【００３６】
　　　　別の例において、ｅＮＢｓは、これらのｅＮＢｓの間でダウンリンクキャリアを
割り当てるために、互いに通信しうる。たとえば、マクロｅＮＢ（または、ネットワーク
エンティティ）は、隣接ｅＮＢｓの負荷を得て、良好なパフォーマンスが達成できるよう
に、それ自体および隣接ｅＮＢｓに、ダウンリンクキャリアを割り当てうる。
【００３７】
　　　　一例において、１つのダウンリンクキャリアが、ｅＮＢのダウンリンクアンカー
キャリアとして、指定されうる。ダウンリンクアンカーキャリアは、以下の属性のうち１
つ以上を持ちうる：
　　　　　・ｅＮＢによって、最大のパワーで送信されうる、
　　　　　・他のｅＮＢｓからの干渉が少ない、
　　　　　・捕捉に使用される同期信号を搬送する、
　　　　　・アンカーキャリアおよび／または他のキャリアでのデータ送信の制御情報を
搬送する、
　　　　　・単一のキャリアで動作可能なＵＥｓの通信をサポートする、および
　　　　　・動作に好適なダウンリンクキャリアでありうる。
【００３８】
　　　　一例において、１つのアップリンクキャリアが、ｅＮＢのアップリンクアンカー
キャリアとして指定されうる。アップリンクアンカーキャリアは、以下の属性のうち１つ
以上を持ちうる：
　　　　　・他のｅＮＢｓによってサービスされる他のＵＥｓからの干渉が少ない、
　　　　　・アンカーキャリアおよび／または他のキャリアでのデータ送信の制御情報を
搬送する、
　　　　　・単一のキャリアで動作可能なＵＥｓの通信をサポートする、および
　　　　　・動作に好適なアップリンクキャリアでありうる。
【００３９】
　　　　一例において、ダウンリンクアンカーキャリアおよび／またはアップリンクアン
カーキャリアは、ｅＮＢに固有であってもよいし、ｅＮＢによってサービスされる全ＵＥ
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ｓに適用されてもよい。別の例において、ダウンリンクアンカーキャリアおよび／または
アップリンクアンカーキャリアは、ＵＥに固有であってもよいし、異なるＵＥｓは、異な
るダウンリンクアンカーキャリアおよび／または異なるアップリンクアンカーキャリアを
有してもよい。
【００４０】
　　　　一例において、制限のないｅＮＢｓは、利用可能なダウンリンクキャリアの各々
で、同期信号（たとえば、ＰＳＳおよびＳＳＳ）を送信しうる。制限されたｅＮＢｓは、
各割り当てられたダウンリンクキャリアで、同期信号を送信しうる。マクロｅＮＢｓは、
割り当てられていないダウンリンクキャリアで同期信号を送信する場合に、より低いパワ
ーを使用しうる。ＵＥｓは、これらのｅＮＢｓによって送信された同期信号に基づいて、
ｅＮＢｓを検出しうる。ＵＥｓは、マクロｅＮＢｓが、これらのキャリアで、より低いパ
ワーレベルで送信するため、制限されたｅＮＢｓに割り当てられたダウンリンクキャリア
で、制限されたｅＮＢｓとマクロｅＮＢｓの両方からの同期信号を検出可能でありうる。
ＵＥｓは、また、同期信号に基づいて、受信信号品質、パスロス、および／または、他の
メトリックを決定しうる。サービスするｅＮＢｓは、（単数または複数の）メトリックに
基づいて、ＵＥｓのために選択されうる。
【００４１】
　　　　ｅＮＢは、１つ以上の割り当てられたダウンリンクキャリアと、１つ以上の割り
当てられていないダウンリンクキャリアを持ちうる。ｅＮＢは、各割り当てられたダウン
リンクキャリアで、１つ以上のＵＥｓにサービスすることができ、各割り当てられていな
いダウンリンクキャリアでも、０個以上のＵＥｓにサービスすることができる。たとえば
、ｅＮＢは、これらのＵＥが他のｅＮＢｓからの強い干渉を克服可能でありうるため、割
り当てられていないダウンリンクキャリアでは、強いＵＥｓ（たとえば、パスロスがより
少ないＵＥｓ）にサービスしうる。ｅＮＢは、これらのＵＥが他のｅＮＢｓからのより少
ない干渉を観測しうるように、割り当てられたダウンリンクキャリアでは、弱いＵＥｓ（
たとえば、パスロスがより大きいＵＥｓ）にサービスしうる。
【００４２】
　　　　ｅＮＢは、さまざまな方法で、割り当てられたダウンリンクキャリアおよび割り
当てられていないダウンリンクキャリアで、データおよび制御情報を送信しうる。制御情
報は、スケジューリンググラント（scheduling grants）、ＡＣＫ情報、等を含みうる。
一例において、ｅＮＢは、同一のダウンリンクキャリアで、各ＵＥについてのデータおよ
び制御情報を送信しうる。この例は、データおよび制御情報が同一のキャリアで送られる
ため、動作を簡潔化しうる。別の例において、ｅＮＢは、異なるダウンリンクキャリアで
、所与のＵＥについてのデータおよび制御情報を送信しうる。たとえば、ｅＮＢは、ＵＥ
に、割り当てられたダウンリンクキャリアで制御情報を送信し、割り当てられていないダ
ウンリンクキャリアでデータを送信しうる。この例は、ｅＮＢが、割り当てられたダウン
リンクキャリアで、より高いパワーで制御情報を送信することができるため、パフォーマ
ンスを向上させうる。一例において、新たなＰＤＣＣＨフォーマットは、複数のダウンリ
ンクキャリアで、データ送信のためのスケジューリンググラントを伝えるために使用され
うる。異なるダウンリンクキャリアのためのスケジューリンググラントは、異なるペイロ
ードで、および／または、ＰＤＣＣＨの異なるスクランブリングを伴って、送られうる。
ＰＨＩＣＨは、複数のアップリンクキャリアで、データ送信のためのＡＣＫ情報を搬送し
うる。
【００４３】
　　　　一例において、周波数の予約は、パフォーマンスを向上させるために使用される
ことができ、キャリア内帯域幅分割（intra-carrier bandwidth partitioning）とも呼ば
れうる。ｅＮＢは、１つのダウンリンクキャリアを割り当てられ、別のｅＮＢに割り当て
られたダウンリンクキャリアの一部を予約しうる。たとえば、ｅＮＢは、４つのサブバン
ドを持つ５ＭＨｚのキャリアを割り当てられうる。ｅＮＢは、別のｅＮＢに割り当てられ
たダウンリンクキャリアの１つ以上のサブバンドを予約しうる。ｅＮＢは、一般的な方法
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で、割り当てられたダウンリンクキャリアで、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨおよび各セル用
のセル特定基準信号（cell-specific reference signal）を送信しうる。ｅＮＢは、また
、別のｅＮＢに予約されていない、割り当てられたダウンリンクキャリアの一部で、制御
情報およびデータを送信しうる。ｅＮＢは、割り当てられたダウンリンクキャリアの、予
約された部分では、送信することを回避しうるか、または、より低いパワーレベルで送信
しうる。
【００４４】
　　　　周波数の予約は、ｅＮＢｓ間で、周波数リソースを動的に再割り当てするために
使用されうる。周波数の予約は、必要なときに随時（when and as needed）、使用されう
る。たとえば、別のｅＮＢのために予約するサブバンドの数は、他のｅＮＢによって送ら
れるデータの量に依存しうる。サブバンドは、また、他のｅＮＢによって必要とされる限
り、予約されうる。周波数の予約は、また、１キャリアよりも細かい精度（granularity
）で、周波数リソースを割り当てるためにも使用されうる。
【００４５】
　　　　ｅＮＢは、種々のダウンリンクキャリアの状態を示すバー情報を同報しうる。一
例において、ダウンリンクキャリアのバー情報は、そのキャリアが、ＵＥｓによる使用の
ために利用可能かどうかを示しうる。たとえば、各割り当てられたダウンリンクキャリア
のバー情報が、キャリアが使用のために利用可能であることを示す場合もあるし、各割り
当てられていないダウンリンクキャリアのバー情報が、キャリアが使用のために利用不可
能であることを示す場合もある。ｅＮＢによって禁止されているダウンリンクキャリアを
検出したＵＥは、（ｉ）ｅＮＢによって禁止されていない別のダウンリンクキャリアをサ
ーチしうるか、または、（ｉｉ）そのダウンリンクキャリアで、別のｅＮＢを選択しうる
。
【００４６】
　　　　別の例において、ダウンリンクキャリアのバー情報は、キャリアにアクセスする
ことを許可されたＵＥｓ、および／または、キャリアにアクセスすることを許可されてい
ないＵＥｓを識別しうる。たとえば、割り当てられていないダウンリンクキャリアのバー
情報は、第１のＵＥｓのセットがキャリアにアクセスすることを禁止し、第２のＵＥｓの
セットがキャリアにアクセスすることを許可しうる。第１のＵＥｓのセットは、より低い
送信パワーレベルで、割り当てられていないダウンリンクキャリアで、ｅＮＢと確実に通
信することができなくなりうるので、（ｉ）ｅＮＢに割り当てられた別のダウンリンクキ
ャリアを検索しうる、または、（ｉｉ）このダウンリンクキャリアが割り当てられた別の
ｅＮＢを選択しうる。第２のＵＥｓのセットは、より低い送信パワーレベルであっても、
割り当てられていないダウンリンクキャリアで、ｅＮＢと確実に通信することができる。
【００４７】
　　　　ダウンリンクキャリアについて上述された、さまざまな例および特徴は、アップ
リンクキャリアにも使用されうる。一般的に、任意の数のアップリンクキャリアが、アッ
プリンクに利用可能でありうる。アップリンクキャリアの数は、システム帯域幅、各アッ
プリンクキャリアに望ましい、または、要求される帯域幅、等のさまざまなファクタに依
存しうる。利用可能なアップリンクキャリアは、たとえば、ダウンリンクキャリアについ
て上述されたように、ｅＮＢｓに割り当てられうる。より高い（たとえば、最大の）送信
パワーが、各割り当てられたアップリンクキャリアに使用され、より低い（または、ゼロ
の）送信パワーが、各割り当てられていないアップリンクキャリアに使用されうる。
【００４８】
　　　　所与のｅＮＢは、各割り当てられたアップリンクキャリアで、１つ以上のＵＥｓ
にサービスし、さらに、各割り当てられていないアップリンクキャリアで、０個以上のＵ
Ｅｓにサービスしうる。一例において、ＵＥは、ｅＮＢに、同一のキャリアで、データお
よび制御情報を送信しうる。この例は、動作を簡潔にしうる。別の例において、ＵＥは、
ｅＮＢへ、割り当てられた、または、割り当てられていないアップリンクキャリアでデー
タを送信し、割り当てられたアップリンクキャリアで制御情報を送信しうる。この例は、
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制御情報についての確実性を向上させ、それは、他のｅＮＢｓと通信する他のＵＥｓから
、割り当てられたアップリンクキャリアへの、より少ない干渉を観測しうる。
【００４９】
　　　　一例において、周波数予約は、別のｅＮＢによる使用のために、ｅＮＢに割り当
てられたアップリンクキャリアの一部を予約するのに使用されうる。周波数予約は、必要
なときに随時（when and as needed）使用され、上述したように、バックホールを介して
交換されるシグナリングによって引き起こされうる。
【００５０】
　　　　図５は、ｅＮＢによる通信の一例を示す。図５に示された例において、３つのダ
ウンリンクキャリアＤ１、Ｄ２およびＤ３は、ダウンリンクで利用可能であり、３つのア
ップリンクキャリアＵ１、Ｕ２およびＵ３は、アップリンクで利用可能である。ｅＮＢは
、ダウンリンクキャリアＤ２およびＤ３だけでなく、アップリンクキャリアＵ２およびＵ
３をも割り当てられうる。
【００５１】
　　　　一例において、ｅＮＢは、ダウンリンクアンカーキャリアおよびアップリンクア
ンカーキャリアを持ちうる。ダウンリンクアンカーキャリアは、割り当てられたダウンリ
ンクキャリアの１つ、たとえば、ダウンリンクキャリアＤ２でありうる。アップリンクア
ンカーキャリアは、割り当てられたアップリンクキャリアの１つ、たとえば、アップリン
クキャリアＵ２でありうる。ダウンリンクアンカーキャリアは、全キャリアのダウンリン
クおよびアップリンクでのデータ伝送をサポートするために、ｅＮＢからダウンリンク制
御情報を搬送しうる。アップリンクアンカーキャリアは、全キャリアのダウンリンクおよ
びアップリンクでのデータ伝送をサポートするために、ＵＥｓからのアップリンク制御情
報を搬送しうる。たとえば、ダウンリンク制御情報は、ダウンリンクのデータ伝送のため
のダウンリンクグラント、アップリンクのデータ伝送のためのアップリンクグラント、ア
ップリンクのデータ伝送のためのＡＣＫ情報、等を含みうる。アップリンク制御情報は、
アップリンクのデータ伝送のためのリソース要求、ダウンリンクのデータ伝送のためのＣ
ＱＩ情報、ダウンリンクのデータ伝送のためのＡＣＫ情報、等を含みうる。ｅＮＢは、た
とえば、割り当てられていないダウンリンクキャリアについては、より低い送信パワー制
限を条件として、ダウンリンクアンカーキャリアだけでなく他のダウンリンクキャリアで
も、ＵＥｓにデータを送信しうる。ＵＥｓは、たとえば、割り当てられていないアップリ
ンクキャリアについては、より低い送信パワー制限を条件として、アップリンクアンカー
キャリアだけでなく他のアップリンクキャリアでも、ｅＮＢにデータを送信しうる。
【００５２】
　　　　別の態様において、局は、複数のキャリアの中から通信に好適なキャリアを選択
するための自動設定を行いうる。局は、ＵＥまたはネットワークエンティティであっても
よく、それは、基地局、ネットワークコントローラ等であってもよい。
【００５３】
　　　　一例において、局は、通信に利用可能な各キャリアについてのメトリックを決定
しうる。メトリックは、受信信号品質、パスロス、信号強度、および／または、他のパラ
メータを含みうる。メトリックは、また、伝送エネルギーのメトリック、有効ジオメトリ
のメトリック（effective geometry metric）、予測データレートのメトリック、ユーテ
ィリティのメトリック、または、少なくとも１つのパラメータに基づいて計算された、あ
る他のメトリックをも含みうる。
【００５４】
　　　　局は、各キャリアについてのメトリックに基づいて、複数のキャリアの中から通
信のためのキャリアを選択しうる。一例において、メトリックは、受信信号品質を含み、
局は、通信用に、最も高い受信信号品質を持つキャリアを選択しうる。別の例において、
メトリックはパスロスを含み、局は、通信用に、最も少ないパスロスを持つキャリアを選
択しうる。さらに別の例において、メトリックは、負荷を含み、局は、通信用に、最も少
ない負荷を持つキャリアを選択しうる。さらに別の例において、メトリックは、サービス
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の品質（quality-of-service：ＱｏＳ）および／またはデータレートに基づいて決定され
たアクセス品質を含み、局は、通信用に、最も高いアクセス品質をもつキャリアを選択し
うる。局は、他の方法でも、通信用のキャリアを選択しうる。
【００５５】
　　　　各キャリアについてのメトリックは、異なる方法で、たとえば、局がＵＥかネッ
トワークエンティティかによって、得られうる情報に基づいて、決定されうる。一例にお
いて、各キャリアについてのメトリックは、無線での測定値に基づいて決定され、それは
、受信信号品質、パスロス、等を決定するために使用されうる。別の例において、各キャ
リアについてのメトリックは、ＵＥｓによってネットワークエンティティに送られる報告
に基づいて決定されうる。さらに別の例において、各キャリアについてのメトリックは、
少なくとも１つの基地局からネットワークエンティティによって受信されるバックホール
情報に基づいて、決定されうる。
【００５６】
　　　　アンカーキャリアは、上述したように、通信を容易にするために使用されうる。
アンカーキャリアは、また、自己感度低下（self-desensitization）を軽減するためにも
使用されうる。無線ネットワークが、ダウンリンクおよびアップリンクで多数のキャリア
を使用する場合には、ＵＥでの自己感度低下が起こり、アップリンク送信に最も近接する
ダウンリンクキャリアは、ＵＥのデュプレクサの送信ポートと受信ポート間のアイソレー
ションが限られているため、干渉を被りうる。自己感度低下を軽減するために、アップリ
ンクおよびダウンリンク制御は、互いから最も離れうるキャリアで送られうる。アップリ
ンクおよびダウンリンク送信は、異なる無線技術によるものでありうる。
【００５７】
　　　　図６は、無線ネットワークにおける第１の基地局による通信プロセス６００の例
を示す。第１の基地局は、第１の（たとえば、最大の）送信パワーレベルで、第１のキャ
リアで通信しうる（ブロック６１２）。第１の基地局は、第２の送信パワーレベルで、第
２のキャリアで通信し、それは、第２のキャリアで通信する第２の基地局への干渉を低減
するために、第１の送信パワーレベルよりも低くなりうる（ブロック６１４）。第１のキ
ャリアは、第２のキャリアよりも、第２の基地局からの干渉がより少なくなりうる。
【００５８】
　　　　第１および第２の基地局は、異なるパワークラスに属しうるか、異なるアソシエ
ーション／アクセスのタイプをサポートしうる。一例において、第１の基地局が、高いパ
ワークラスに属しうる一方で、第２の基地局は、より低いパワークラスに属しうる。また
は、その逆も言える。別の例において、第１の基地局が、制限のないアクセスをサポート
しうる一方で、第２の基地局は、制限されたアクセスをサポートしうる。または、その逆
も言える。
【００５９】
　　　　一例において、第１および第２のキャリアは、ダウンリンク用でありうる。ブロ
ック６１２において、第１の基地局は、第１のＵＥに、第１の送信パワーレベルで、第１
のキャリアで、第１のデータ送信を送りうる。ブロック６１４において、第１の基地局は
、第２のＵＥに、第２の送信パワーレベルで、第２のキャリアで、第２のデータ送信を送
りうる。一例において、第１の基地局は、第１のキャリアで、第１および第２のＵＥｓに
制御情報を送り、それは、ダウンリンクアンカーキャリアでありうる。別の例において、
第１の基地局は、第１のキャリアで、第１のＵＥに、制御情報を送り、第２のキャリアで
、第２のＵＥに、制御情報を送りうる。第１の基地局は、また、ＵＥｓが、第１の基地局
を検出することを可能にさせるために、第１および第２のキャリアの各々で、少なくとも
１つの同期信号を送りうる。
【００６０】
　　　　別の例において、第１および第２のキャリアは、アップリンク用でありうる。ブ
ロック６１２において、第１の基地局は、第１の送信パワーレベルで、第１のキャリアで
、第１のＵＥによって送られた、第１のデータ送信を受信しうる。ブロック６１４におい
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て、第１の基地局は、第２の送信パワーレベルで、第２のキャリアで、第２のＵＥによっ
て送られた、第２のデータ送信を受信しうる。一例において、第１の基地局は、第１のキ
ャリアで、第１および第２のＵＥｓから、制御情報を受信し、それは、アップリンクアン
カーキャリアでありうる。別の例において、第１の基地局は、第１のキャリアで、第１の
ＵＥから、制御情報を受信し、第２のキャリアで、第２のＵＥから、制御情報を受信しう
る。
【００６１】
　　　　一例において、第１および第２のキャリアは、静的（static）または半静的（se
mi-static）なスケジュールに基づいて、第１および第２の基地局に割り当てられうる。
別の例において、第１の基地局は、各基地局による第１および／または第２のキャリアの
使用を決定するために、第２の基地局またはネットワークエンティティと、シグナリング
を交換しうる。たとえば、第１の基地局は、第２の基地局または無線ネットワークにとっ
てのキャパシティの利点（capacity benefit）に基づいて、第２のキャリアでの送信パワ
ーを低減するかどうかを決定しうる。
【００６２】
　　　　一例において、第１の基地局は、第２の基地局による使用のために、第１のキャ
リアの一部を予約しうる。第１の基地局は、通信用に、第１のキャリアの残りの一部を使
用しうる。別の例において、第１の基地局は、第１の基地局用に第２の基地局によって予
約された第２のキャリアの一部を決定しうる。そして、第１の基地局は、第１の送信パワ
ーレベルで、第２のキャリアの予約された一部で、通信しうる。
【００６３】
　　　　一例において、第１の基地局は、第１のキャリアを介して基地局にアクセスし、
第２のキャリアへのより少ない干渉を観測する少なくとも１つのＵＥを識別しうる。第１
の基地局は、キャリアにわたって負荷を分散するために、第２のキャリアに、識別された
（単数または複数の）ＵＥを仕向けることができる。
【００６４】
　　　　一例において、第１の基地局は、（ｉ）第１のキャリアが使用を禁止されている
ことを示すバー情報、および、（ｉｉ）第２のキャリアが使用を禁止されていることを示
すバー情報を同報しうる。別の例において、第１の基地局は、第２のキャリアが、第１の
ＵＥｓのセットによる使用を禁止されており、第２のＵＥｓのセットによる使用は禁止さ
れていないことを示すバー情報を同報しうる。第１の基地局は、また、第１および／また
は第２のキャリアについての他のバー情報を同報しうる。
【００６５】
　　　　一例において、第１の基地局は、（ｉ）第３の送信パワーレベルで、第３のキャ
リアで、および、（ｉｉ）第４のキャリアへの干渉を低減するために、第３の送信パワー
レベルよりも低い第４の送信パワーレベルで、第４のキャリアで、通信しうる。第１およ
び第２のキャリアは、あるリンク（たとえば、ダウンリンク）での通信のために使用され
、第３および第４のキャリアは、他のリンク（たとえば、アップリンク）での通信のため
に使用されうる。
【００６６】
　　　　図７は、無線ネットワークで通信するための装置７００の例を示す。装置７００
は、第１の基地局によって、第１の送信パワーレベルで、第１のキャリアで通信するため
のモジュール７１２と、第１の基地局によって、第２の送信パワーレベルで、第２のキャ
リアで通信するためのモジュール７１４を含み、第２の送信パワーレベルは、第１の送信
パワーレベルよりも低い。
【００６７】
　　　　図８は、無線ネットワークにおける第２の基地局による通信のためのプロセス８
００の例を示す。第２の基地局は、通信に利用可能な複数のキャリアの中で、第１の基地
局からの干渉がより少ないキャリアを決定しうる（ブロック８１２）。第２の基地局は、
ＵＥｓからの無線での測定値、第１の基地局からのシグナリング、等に基づいて、複数の
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キャリアの各々への干渉を決定しうる。第２の基地局は、そのキャリアで通信しうる（ブ
ロック８１４）。第１および第２の基地局は、異なるパワークラスに属しうるか、異なる
アソシエーションのタイプをサポートしうる。
【００６８】
　　　　図９は、無線ネットワークで通信するための装置９００の例を示す。装置９００
は、通信に利用可能な複数のキャリアの中で、第１の基地局からの干渉がより少ないキャ
リアを決定するためのモジュール９１２と、第２の基地局によってそのキャリアで通信す
るためのモジュール９１４を含み、第１および第２の基地局は、異なるパワークラスに属
するか、異なるアソシエーションのタイプをサポートする。
【００６９】
　　　　図１０は、無線ネットワークにおけるＵＥによる通信のためのプロセス１０００
の例を示す。ＵＥは、第１のキャリアでは第１の送信パワーレベルで、および、第２のキ
ャリアでは第２の送信パワーレベルで、動作する第１の基地局を検出しうる（ブロック１
０１２）。第２の送信パワーレベルは、第２のキャリアで動作する第２の基地局への干渉
を低減するために、第１の送信パワーレベルよりも低くなりうる。第１および第２の基地
局は、異なるパワークラスに属しうるか、異なるアソシエーションのタイプをサポートし
うる。ＵＥは、第１のキャリアでは第１の送信パワーレベルで、および／または、第２の
キャリアでは第２の送信パワーレベルで、第１の基地局と通信しうる（ブロック１０１４
）。
【００７０】
　　　　ブロック１０１２の一例において、ＵＥは、第１の基地局を含む複数の基地局か
ら、第１および／または第２のキャリアで、信号（たとえば、同期信号）を受信しうる。
ＵＥは、受信された信号に基づいて、複数の基地局の中から、通信のために、第１の基地
局を選択しうる。たとえば、ＵＥは、受信信号品質、パスロス、等に基づいて、第１の基
地局を選択しうる。
【００７１】
　　　　ＵＥは、第１の基地局との通信のために、第１または第２のキャリアを選択しう
る。一例において、ＵＥは、第１および第２のキャリアの各々の受信信号品質を決定しう
る。ＵＥは、通信のために、より高い受信信号品質を持つ第１または第２のキャリアを選
択しうる。別の例において、ＵＥは、第２のキャリアへの干渉が閾値を上回る場合に、第
１のキャリアを選択しうる。ＵＥは、このキャリアへの干渉が閾値を下回る場合に、第２
のキャリアを選択しうる。ＵＥは、また、他の方法によっても、第１または第２のキャリ
アを選択しうる。
【００７２】
　　　　ＵＥは、選択されたキャリアで、第１の基地局と通信しうる。一例において、Ｕ
Ｅは、第１の基地局と、選択されたキャリアで、データおよび制御情報を交換（たとえば
、受信または送出）しうる。別の例において、ＵＥは、第１の基地局から、第１のキャリ
アで制御情報を交換し、選択されたキャリアでデータを交換する。
【００７３】
　　　　図１１は、無線ネットワークでの通信のための装置１１００の例を示す。装置１
１００は、第１のキャリアでは第１の送信パワーレベルで、第２のキャリアでは第１の送
信パワーレベルよりも低い第２の送信パワーレベルで動作する第１の基地局を検出するた
めのモジュール１１１２と、第１のキャリアでは第１の送信パワーレベルで、および／ま
たは、第２のキャリアでは第２の送信パワーレベルで、第１の基地局と通信するためのモ
ジュール１１１４を含む。
【００７４】
　　　　図１２は、少なくとも１つのキャリアでの通信のためのプロセス１２００の例を
示し、制御情報は、その少なくとも１つのキャリアとは異なる、指定されたキャリアで送
られる。プロセス１２００は、局によって行われ、それは、基地局、ＵＥ、または、ある
他のエンティティでありうる。局は、少なくとも１つのキャリアで通信しうる（ブロック
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１２１２）。局は、その少なくとも１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで
制御情報を交換しうる（ブロック１２１４）。第１のキャリアは、その少なくとも１つの
キャリアとは異なりうる。制御情報は、その少なくとも１つのキャリアでのデータ伝送の
ための、スケジューリンググラント、ＣＱＩ情報、ＡＣＫ情報、および／または、他の情
報を含みうる。
【００７５】
　　　　局は、基地局であってもよい。一例において、少なくとも１つのキャリアと第１
のキャリアは、ダウンリンク用でありうる。基地局は、少なくとも１つのキャリアで、少
なくとも１つのＵＥに、少なくとも１つのデータ送信を送り、第１のキャリアで、少なく
とも１つのＵＥに、制御情報（たとえば、スケジューリンググラント、等）を送りうる。
別の例において、少なくとも１つのキャリアと第１のキャリアは、アップリンク用であり
うる。基地局は、少なくとも１つのキャリアで、少なくとも１つのＵＥから、少なくとも
１つのデータ送信を受信し、第１のキャリアで、少なくとも１つのＵＥから、制御情報（
たとえば、リソース要求、ＡＣＫ情報、等）を受信しうる。
【００７６】
　　　　局は、ＵＥであってもよい。一例において、少なくとも１つのキャリアと第１の
キャリアは、ダウンリンク用でありうる。ＵＥは、少なくとも１つのキャリアで、基地局
から、データ送信を受信し、第１のキャリアで、基地局から、制御情報（たとえば、スケ
ジューリンググラント、等）を受信しうる。別の例において、少なくとも１つのキャリア
と第１のキャリアは、アップリンク用でありうる。ＵＥは、少なくとも１のキャリアのう
ちの少なくとも１つで、基地局にデータ送信を送り、第１のキャリアで、基地局に制御情
報（たとえば、リソース要求、ＡＣＫ情報、等）を送りうる。
【００７７】
　　　　図１３は、無線ネットワークでの通信のための装置１３００の例を示す。装置１
３００は、少なくとも１つのキャリアで通信するためのモジュール１３１２と、少なくと
も１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで、制御情報を交換するためのモジ
ュール１３１４を含み、第１のキャリアは、少なくとも１つのキャリアとは異なる。
【００７８】
　　　　図１４は、自動設定を伴うキャリアでの通信のためのプロセス１４００の例を示
す。プロセス１４００は、局によって行われ、それは、ＵＥまたはネットワークエンティ
ティでありうる。ネットワークエンティティは、基地局、ネットワークコントローラ、ま
たは、ある他のエンティティでありうる。局は、通信に利用可能な複数のキャリアの各々
についてのメトリックを決定しうる（ブロック１４１２）。メトリックは、信号強度以外
の少なくとも１つのパラメータ、たとえば、受信信号品質、パスロス、等を含みうる。局
は、たとえば、前述したように、各キャリアについてのメトリックに基づいて、複数のキ
ャリアの中から、通信用のキャリアを選択しうる（ブロック１４１４）。局は、選択され
たキャリアで通信しうる（ブロック１４１６）。一例では、データも制御情報も、選択さ
れたキャリアを介して、交換（たとえば、送出または受信）されうる。別の例において、
制御情報は、選択されたキャリアを介して交換され、データは、選択されたキャリアおよ
び／またはアンカーキャリアを介して、交換されうる。選択されたキャリアは、局のため
のアンカーキャリアとして指定されてもよく、アンカーキャリアについて前述された属性
を持ちうる。
【００７９】
　　　　図１５は、無線ネットワークでの通信のための装置１５００の例を示す。装置１
５００は、通信に利用可能な複数のキャリアの各々についてのメトリックを決定するため
のモジュール１５１２を含み、メトリックは、信号強度以外の少なくとも１つのパラメー
タを含み、各キャリアについてのメトリックに基づいて、複数のキャリアの中から通信用
のキャリアを選択するためのモジュール１５１４と、選択されたキャリアで通信するため
のモジュール１５１６を含む。
【００８０】
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　　　　図１６は、無線ネットワークにおいて基地局によってバー情報を同報するための
プロセス１６００の例を示す。基地局は、少なくとも１つのキャリアについてのバー情報
を決定しうる（ブロック１６１２）。各キャリアについてのバー情報は、キャリアが使用
を禁止されているかどうかを示しうる。基地局は、ＵＥｓにバー情報を同報し、それらは
、基地局へのアクセスを決定するためにバー情報を使用しうる（ブロック１６１４）。
【００８１】
　　　　一例において、少なくとも１つのキャリアは、第１および第２のキャリアを含み
うる。第１のキャリアのためのバー情報は、第１のキャリアが禁止されていることを示し
、第２のキャリアのためのバー情報は、第２のキャリアが禁止されていないことを示しう
る。たとえば、基地局は、第２のキャリアでは最大の送信パワーを、第１のキャリアでは
より低い送信パワーレベルを、使用可能でありうる。バー情報は、ＵＥｓが、第２のキャ
リアを介して基地局にアクセスするように、仕向けるために使用されうる。そして、適切
な場合には、基地局は、第１のキャリアに、１つ以上のＵＥｓを再び仕向けうる。
【００８２】
　　　　別の例において、所与のキャリアについてのバー情報は、そのキャリアが、第１
のＵＥｓのセットには禁止されておらず、第２のＵＥｓのセットには禁止されていること
を示しうる。たとえば、基地局が、そのキャリアで、より低い伝送パワーレベルを使用可
能な場合がある。第１のＵＥｓのセットは、より低い伝送パワーレベルで、十分なパフォ
ーマンスを達成可能なＵＥｓでありうる。第２のＵＥｓのセットは、十分なパフォーマン
スを達成するためには、より高い伝送パワーレベルを必要とするＵＥｓでありうる。別の
例として、第１のＵＥｓのセットは、複数のキャリアで動作可能でありうる。これらのＵ
Ｅｓは、そのキャリアでは、より低い伝送パワーレベルでデータを受信し、別のキャリア
では、より高い伝送パワーレベルで制御情報を受信しうる。各キャリアのためのバー情報
は、そのキャリアでの通信およびアクセスを制御するために使用されうる他の情報も、ま
た含みうる。
【００８３】
　　　　図１７は、無線ネットワークでの通信のための装置１７００の例を示す。装置１
７００は、少なくとも１つのキャリアのためのバー情報を決定するためのモジュール１７
１２を含み、各キャリアについてのバー情報はそのキャリアが使用を禁止されているかど
うかを示し、ＵＥｓにバー情報を同報するためのモジュール１７１４を含む。
【００８４】
　　　　図７、９、１１、１３、１５および１７のモジュールは、プロセッサ、エレクト
ロニクス・デバイス、ハードウェア・デバイス、エレクトロニクス・コンポーネント、論
理回路、メモリ、ソフトウェア・コード、ファームウェア・コード等、または、それらの
任意の組合せを含みうる。
【００８５】
　　　　わかりやすくするために、図６から図１７のほとんどは、２つのキャリアで説明
されている。一般的に、この技術は、類似の方法で、任意の数のキャリアに適用されうる
。
【００８６】
　　　　図１８は、基地局／ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０の一例のブロック図を示し、
それらは、図１の基地局／ｅＮＢｓのうちの１つ、および、ＵＥｓのうちの１つでありう
る。基地局１１０は、１８３４ａから１８３４ｔまでのＴ個のアンテナを装備し、ＵＥ１
２０は、１８５２ａから１８５２ｒまでのＲ個のアンテナを装備し、一般的にＴ≧１およ
びＲ≧１である。
【００８７】
　　　　基地局１１０では、送信プロセッサ１８２０が、データソース１８１２からデー
タを、コントローラ／プロセッサ１８４０から制御情報を、受信しうる。プロセッサ１８
２０は、データおよび制御情報を処理（たとえば、符号化およびシンボルマップ）して、
データシンボルおよび制御シンボルを、それぞれ得ることができる。さらに、プロセッサ
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１８２０は、たとえば、同期信号と基準信号のために、基準シンボルを生成しうる。送信
（ＴＸ）マルチ入力マルチ出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ１８３０は、データシンボル、制
御シンボル、および／または、該当する場合には、基準シンボルに、空間的な処理（たと
えば、プリコーディング）を行い、１８３２ａから１８３２ｔまでのＴ個の変調器（ＭＯ
Ｄｓ）に、Ｔ個の出力シンボルストリームを供給しうる。各変調器１８３２は、（たとえ
ば、ＯＦＤＭ用の）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得
ることができる。各変調器１８３２は、さらに、出力サンプルストリームを処理（たとえ
ば、アナログコンバート、増幅、フィルタ、および、アップコンバート）して、ダウンリ
ンク信号を得ることができる。１８３２ａから１８３２ｔからまでの変調器のＴ個ダウン
リンク信号は、１８３４ａから１８３４ｔまでのＴ個のアンテナを介して、それぞれ送信
されうる。
【００８８】
　　　　ＵＥ１２０において、１８５２ａから１８５２ｒまでのアンテナは、基地局１１
０からダウンリンク信号を受信し、１８５４ａから１８５４ｒまでの復調器（ＤＥＭＯＤ
ｓ）に、それぞれ、受信された信号を供給しうる。各復調器１８５４は、それぞれの受信
された信号を調整（たとえば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、および、デジタル化
）して、入力サンプルを得ることができる。各復調器１８５４は、さらに、（たとえば、
ＯＦＤＭ用の）入力サンプルを処理して、受信されたシンボルを得ることができる。ＭＩ
ＭＯ検出器１８５６は、１８５４ａから１８５４ｒまでの全Ｒ個の復調器より受信された
シンボルを得て、該当する場合には、受信されたシンボルにＭＩＭＯ検出を行い、検出さ
れたシンボルを供給しうる。受信プロセッサ１８５８は、検出されたシンボルを処理（た
とえば、復調、デインターリーブ、および、復号）し、データシンク１８６０に、ＵＥ１
２０のための復号されたデータを供給し、コントローラ／プロセッサ１８８０に、復号さ
れた制御情報を供給しうる。
【００８９】
　　　　アップリンクでは、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ１８６４は、データソ
ース１８６２からのデータと、コントローラ／プロセッサ１８８０からの制御情報を、受
信および処理しうる。プロセッサ１８６４は、また、基準信号のために基準シンボルを生
成しうる。送信プロセッサ１８６４からのシンボルは、該当する場合には、ＴＸ ＭＩＭ
Ｏプロセッサ１８６６によってプリコードされ、さらに、（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭ用に
）１８５４ａから１８５４ｒまでの変調器によって処理され、基地局１１０に送信されう
る。基地局１１０において、ＵＥ１２０からのアップリンク信号は、アンテナ１８３４に
よって受信され、復調器１８３２によって処理され、該当する場合にはＭＩＭＯ検出器１
８３６によって検出され、さらに、受信プロセッサ１８３８によって処理され、ＵＥ１２
０によって送られた、復号されたデータおよび制御情報を得ることができる。プロセッサ
１８３８は、データシンク１８３９に、復号されたデータを、コントローラ／プロセッサ
１８４０に、復号された制御情報を供給しうる。
【００９０】
　　　　コントローラ／プロセッサ１８４０および１８８０は、それぞれ、基地局１１０
およびＵＥ１２０での動作を指示しうる。プロセッサ１８４０、および／または、基地局
１１０の他のプロセッサおよびモジュールは、図６のプロセス６００、図８のプロセス８
００、図１２のプロセス１２００、図１４のプロセス１４００、図１６のプロセス１６０
０、および／または、ここに説明された技術のための他のプロセスを、実行または指示し
うる。プロセッサ１８８０、および／または、ＵＥ１２０の他のプロセッサおよびモジュ
ールは、図１０のプロセス１０００、図１２のプロセス１２００、図１４のプロセス１４
００、および／または、ここに説明された技術のための他のプロセスを、実行または指示
しうる。メモリ１８４２および１８８２は、それぞれ、基地局１１０およびＵＥ１２０の
ためのデータおよびプログラムコードを記憶しうる。スケジューラ１８４４は、ダウンリ
ンクおよび／またはアップリンクでのデータ送信のために、ＵＥｓをスケジュールしうる
。
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【００９１】
　　　　当業者は、情報および信号が、任意のさまざまな異なるテクノロジーおよび技術
を使用して表されうることを、理解するであろう。たとえば、先の説明を通じて言及され
うるデータ、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、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、またはそれらの任意の組合せに
よって表されうる。
【００９２】
　　　　当業者は、さらに、ここでの開示に関連して説明されている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のステップが、電子ハードウェア
、コンピュータソフトウェア、または両者の組合せとして実施されうることを、理解する
であろう。ハードウェアとソフトウェアのこの相互互換性をわかりやすく説明するために
、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が、
概してそれらの機能性の点で、先に説明されている。そのような機能性がハードウェアま
たはソフトウェアとして実施されるかどうかは、システム全体に課された特定の用途およ
び設計の制約による。当業者は、各特定用途のために、さまざまな方法で、説明されてい
る機能性を実施しうるが、そのような実施による解決は、本開示の範囲からの逸脱をもた
らすものとして解釈されるべきではない。
【００９３】
　　　　ここでの開示に関連して説明された、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、デジタル信号プロセッサ（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論理デバイス、離散ゲート、または、トランジスタ論理、離散ハード
ウェアコンポーネント、または、ここに説明された機能を行うように設計された、それら
の任意の組合せによって、実施または実行されうる。汎用プロセッサは、マイクロプロセ
ッサでありうるが、代替として、プロセッサは、任意の従来型のプロセッサ、コントロー
ラ、マイクロコントローラ、または、ステートマシンであってもよい。プロセッサは、コ
ンピュータデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサ、複数のマイクロ
プロセッサ、ＤＳＰコアと結合される１つ以上のマイクロプロセッサの組合せ、または、
任意の他のそのような構成としても実施されうる。
【００９４】
　　　　ここに、本開示に関連して説明された方法のステップまたはアルゴリズムは、ハ
ードウェアで直接的に、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、それら２つの組合せで、具現化されうる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ
、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ
、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または、当該技術で周知の任
意の他の形態の記憶媒体の中に存在しうる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが、記憶媒
体から情報を読み、記憶媒体に情報を書くことができるように、プロセッサに接続される
。代替として、記憶媒体は、プロセッサに組み込まれうる。プロセッサおよび記憶媒体は
ＡＳＩＣの中に存在しうる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末の中に存在しうる。代替として、プ
ロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末の中の離散コンポーネントとして、存在しうる。
【００９５】
　　　　１つ以上の例示的な例において、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、または、それらの任意の組合せで実施されうる。ソフトウェアで実
施される場合、機能は、１つ以上の命令またはコードとして、コンピュータ可読媒体に記
憶されるか、コンピュータ可読媒体によって伝送されうる。コンピュータ可読媒体は、コ
ンピュータ記憶媒体と、ある場所から別へのコンピュータプログラムの転送を容易にする
任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによ
ってアクセス可能な任意の利用可能な媒体であってもよい。限定ではなく例として、その
ようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他
の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、または、命
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令またはデータ構造の形態で、所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するのに使
用可能であり、汎用または専用のコンピュータ、または、汎用または専用プロセッサによ
ってアクセス可能な任意の他の媒体を含みうる。さらに、いずれの接続も、当然のことな
がら、コンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サ
ーバ、または、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線
（ＤＳＬ）を使用する他のリモートソース、または、赤外線、無線、および、マイクロ波
といった無線技術によって伝送される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイス
トペア、ＤＳＬ、または、赤外線、無線、および、マイクロ波といった無線技術は、媒体
の定義に含まれる。ディスク（disk）およびディスク（disc）は、ここに使用されている
ように、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザー（登録商標）ディスク（disc）
、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録
商標）ディスク（disk）、およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディ
スク（disk）は普通、データを磁気的に再生するが、ディスク（disc）はレーザーで光学
的にデータを再生する。上記の組合せも、また、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれ
るべきである。
【００９６】
　　　　本開示の先の説明は、本開示を製造または使用することを、いずれの当業者にも
可能にさせるように提供されている。本開示へのさまざまな変更は、当業者によって容易
に理解されるであろうし、ここに定義されている一般的な原理は、本開示の精神または範
囲から逸脱することなく、他のバリエーションに適用されうる。このように、本開示は、
ここに説明されている例および設計に限定されるものではなく、ここに開示されている原
理および新規な特徴に一致する、最も広い範囲が与えられるべきものと意図される。
　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。
［１］第１の基地局によって、第１の送信パワーレベルで、第１のキャリアで通信するこ
とと、
　　　　前記第１の基地局によって、第２の送信パワーレベルで、第２のキャリアで通信
することであって、前記第２の送信パワーレベルは、前記第２のキャリアで通信する第２
の基地局への干渉を低減するために、前記第１の送信パワーレベルよりも低く、前記第１
および第２の基地局は、異なるパワークラスに属するか、異なるアソシエーションタイプ
をサポートする、こと
　　　とを含む、無線通信ネットワークにおける通信方法。
［２］前記第１のキャリアは、第１のパワークラスの前記第１の基地局に割り当てられ、
前記第２のキャリアは、前記第１のパワークラスとは異なる第２のパワークラスの前記第
２の基地局に割り当てられている、［１］に記載の方法。
［３］前記第１のキャリアは、制限のないアクセスの前記第１の基地局に割り当てられ、
前記第２のキャリアは、制限されたアクセスの前記第２の基地局に割り当てられている、
［１］に記載の方法。
［４］前記第１および第２のキャリアがダウンリンク用であり、前記第１のキャリアで通
信することは、第１のユーザ機器（ＵＥ）に、前記第１の送信パワーレベルで、前記第１
のキャリアで、第１のデータ送信を送ることを含み、前記第２のキャリアで通信すること
は、第２のＵＥに、前記第２の送信パワーレベルで、前記第２のキャリアで、第２のデー
タ送信を送ることを含む、［１］に記載の方法。
［５］前記第１のキャリアで通信することは、前記第１のキャリアで、前記第１および第
２のＵＥに、制御情報を送ることをさらに含む、［４］に記載の方法。
［６］前記第１および第２のキャリアがアップリンク用であり、前記第１のキャリアで通
信することが、前記第１の送信パワーレベルで、前記第１のキャリアで、第１のユーザ機
器（ＵＥ）によって送られる第１のデータ送信を受信することを含み、前記第２のキャリ
アで通信することが、前記第２の送信パワーレベルで、前記第２のキャリアで、第２のＵ
Ｅによって送られる第２のデータ送信を受信することを含む、［１］に記載の方法。
［７］前記第１のキャリアで通信することは、前記第１のキャリアで、前記第１のＵＥか
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ら、制御情報を受信することをさらに含み、前記第２のキャリアで通信することは、前記
第２のキャリアで、前記第２のＵＥから制御情報を受信することをさらに含む、［６］に
記載の方法。
［８］前記第２の基地局による通信のために、前記第２のキャリアの使用を決定するため
に、前記第２の基地局とシグナリングを交換すること
　　　をさらに含む、［１］に記載の方法。
［９］前記第２の基地局による使用のために、前記第１のキャリアの一部を予約すること
と、
　　　　前記第１の基地局による通信のために、前記第１のキャリアの残りの一部を使用
すること
　　　とをさらに含む、［１］に記載の方法。
［１０］前記第１の基地局のために、前記第２の基地局によって予約された前記第２のキ
ャリアの一部を決定することと、
　　　　前記第１の基地局によって、前記第１の送信パワーレベルで、前記第２のキャリ
アの前記予約された一部で通信すること
　　　とをさらに含む、［１］に記載の方法。
［１１］前記第１の基地局によって、前記第１および第２のキャリアのそれぞれで、少な
くとも１つの同期信号を送ること
　　　をさらに含む、［１］に記載の方法。
［１２］前記第１の基地局によって、第３の送信パワーレベルで、第３のキャリアで通信
することと、
　　　　前記第１の基地局によって、第４の送信パワーレベルで、第４のキャリアで通信
することであって、前記第４の送信パワーレベルは、前記第４のキャリアでの干渉を低減
するために、前記第３の送信パワーレベルよりも低く、前記第１および第２のキャリアは
、ダウンリンクでの通信のために使用され、前記第３および第４のキャリアは、アップリ
ンクでの通信のために使用される、こと
　　　とをさらに含む、［１］に記載の方法。
［１３］前記第２の基地局または前記無線ネットワークにとっての、キャパシティの利点
に基づいて、前記第２のキャリアでの送信パワーを低減するかどうかを決定すること
　　　をさらに含む、［１］に記載の方法。
［１４］前記第１のキャリアが使用を禁止されていないことを示す情報を同報することと
、
　　　　前記第２のキャリアが使用を禁止されていることを示す情報を同報すること
　　　とをさらに含む、［１］に記載の方法。
［１５］前記第１のキャリアを介して前記第１の基地局にアクセスする少なくとも１つの
ユーザ機器（ＵＥ）を識別することと、
　　　　前記第１のキャリアから前記第２のキャリアに、前記少なくとも１つのＵＥを割
り振ること
　　　　とをさらに含む、［１］に記載の方法。
［１６］第１の基地局によって、第１の送信パワーレベルで、第１のキャリアで通信する
ための手段と、
　　　　前記第１の基地局によって、第２の送信パワーレベルで、第２のキャリアで通信
するための手段であって、前記第２の送信パワーレベルは、前記第２のキャリアで通信す
る第２の基地局への干渉を低減するために、前記第１の送信パワーレベルよりも低く、前
記第１および第２の基地局は、異なるパワークラスに属するか、異なるアソシエーション
のタイプをサポートする、手段
　　　とを含む、無線通信のための装置。
［１７］前記第１および第２のキャリアは、ダウンリンク用であり、前記第１のキャリア
で通信するための手段は、第１のユーザ機器（ＵＥ）に、前記第１の送信パワーレベルで
、前記第１のキャリアで、第１のデータ送信を送るための手段を含み、前記第２のキャリ
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アで通信するための手段は、第２のＵＥに、前記第２の送信パワーレベルで、前記第２の
キャリアで、第２のデータ送信を送るための手段を含む、［１６］に記載の装置。
［１８］前記第２の基地局による使用のために、前記第１のキャリアの一部を予約するた
めの手段と、
　　　　前記第１の基地局による通信のために、前記第１のキャリアの残りの一部を使用
するための手段
　　　とをさらに含む、［１６］に記載の装置。
［１９］第１の基地局によって、第１の送信パワーレベルで、第１のキャリアで通信し、
かつ、前記第１の基地局によって、第２の送信パワーレベルで、第２のキャリアで通信す
るように構成され、前記第２の送信パワーレベルは、前記第２のキャリアで通信する第２
の基地局への干渉を低減するために、前記第１の送信パワーレベルよりも低く、前記第１
および第２の基地局は、異なるパワークラスに属するか、異なるアソシエーションのタイ
プをサポートする、少なくとも１つのプロセッサ
　　　を含む、無線通信のための装置。
［２０］前記第１および第２のキャリアは、ダウンリンク用であり、前記少なくとも１つ
のプロセッサは、第１のユーザ機器（ＵＥ）に、前記第１の送信パワーレベルで、前記第
１のキャリアで、第１のデータ送信を送り、かつ、第２のＵＥに、前記第２の送信パワー
レベルで、前記第２のキャリアで、第２のデータ送信を送るように構成されている、［１
９］に記載の装置。
［２１］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第２の基地局による使用のために、前
記第１のキャリアの一部を予約し、かつ、前記第１の基地局による通信のために、前記第
１のキャリアの残りの一部を使用するように構成されている、［１９］に記載の装置。
［２２］第１の基地局によって、第１の送信パワーレベルで、第１のキャリアで、通信す
るように、少なくとも１つのコンピュータにさせるためのコードと、
　　　　　前記第１の基地局によって、第２の送信パワーレベルで、第２のキャリアで、
通信するように、前記少なくとも１つのコンピュータにさせるためのコードであって、前
記第２の送信パワーレベルは、前記第２のキャリアで通信する第２の基地局への干渉を低
減するために、前記第１の送信パワーレベルよりも低く、前記第１および第２の基地局は
、異なるパワークラスに属するか、異なるアソシエーションのタイプをサポートする、コ
ード
　　　　とを含む、コンピュータ可読媒体
　　　を含む、コンピュータプログラム製品。
［２３］通信に利用可能な複数のキャリアの中で、第１の基地局からの干渉がより少ない
キャリアを決定することと、
　　　　第２の基地局によって、前記キャリアで通信することであって、前記第１および
第２の基地局は、異なるパワークラスに属するか、異なるアソシエーションのタイプをサ
ポートする、こと
　　　とを含む、無線通信ネットワークで通信する方法。
［２４］前記第１の基地局は、高いパワークラスに属し、前記第２の基地局は、より低い
パワークラスに属する、［２３］に記載の方法。
［２５］前記第１の基地局は、制限のないアクセスをサポートし、前記第２の基地局は、
制限されたアクセスをサポートする、［２３］に記載の方法。
［２６］無線での測定値に基づいて、前記複数のキャリアの各々での干渉を決定すること
　　　をさらに含む、［２３］に記載の方法。
［２７］前記第１の基地局からのシグナリングに基づいて、前記複数のキャリアの各々で
の干渉を決定すること
　　　をさらに含む、［２３］に記載の方法。
［２８］通信に利用可能な複数のキャリアの中で、第１の基地局からの干渉がより少ない
キャリアを決定するための手段と、
　　　　第２の基地局によって、前記キャリアで通信するための手段であって、前記第１
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および第２の基地局は、異なるパワークラスに属するか、異なるアソシエーションのタイ
プをサポートする、手段
　　　とを含む、無線通信のための装置。
［２９］第１の送信パワーレベルで、第１のキャリアで、および、第２の送信パワーレベ
ルで、第２のキャリアで、動作する第１の基地局を検出することであって、前記第２の送
信パワーレベルは、前記第２のキャリアで動作する第２の基地局への干渉を低減するため
に、前記第１の送信パワーレベルよりも低く、前記第１および第２の基地局は、異なるパ
ワークラスに属するか、異なるアソシエーションのタイプをサポートする、ことと、
　　　　前記第１の送信パワーレベルで、前記第１のキャリアで、または、前記第２の送
信パワーレベルで、前記第２のキャリアで、または、その両方で、前記第１の基地局と通
信すること
　　　とを含む、無線通信ネットワークで通信する方法。
［３０］前記第１の基地局と通信することは、
　　　　前記第１および第２のキャリアの各々の受信信号品質を決定することと、
　　　　より高い受信信号品質を有する前記第１または第２のキャリアを選択することと
、
　　　　前記選択されたキャリアで、前記第１の基地局と通信すること
　　　とを含む、［２９］に記載の方法。
［３１］前記第１の基地局と通信することは、
　　　　前記第２のキャリアでの干渉が、閾値を上回る場合に、前記第１のキャリアを選
択することと、
　　　　前記第２のキャリアでの干渉が、閾値を下回る場合に、前記第２のキャリアを選
択することと、
　　　　前記選択されたキャリアで、前記第１の基地局と通信すること
　　　とを含む、［２９］に記載の方法。
［３２］前記第１の基地局と通信することは、
　　　　通信のために、前記第１または第２のキャリアを選択することと、
　　　　前記第１の基地局と、前記選択されたキャリアで、制御情報を交換することと、
　　　　前記第１の基地局と、前記選択されたキャリアで、データを交換すること
　　　とを含む、［２９］に記載の方法。
［３３］前記第１の基地局と通信することは、
　　　　前記第１の基地局と、前記第１のキャリアで、制御情報を交換することと、
　　　　前記第１の基地局と、前記第２のキャリアで、データを交換すること
　　　とを含む、［２９］に記載の方法。
［３４］前記第１の基地局を検出することは、
　　　　前記第１の基地局を含む複数の基地局から、前記第１または第２のキャリアで、
信号を受信することと、
　　　　　前記受信された信号に基づいて、前記複数の基地局の中から、通信のために、
前記第１の基地局を選択すること
　　　とを含む、［２９］に記載の方法。
［３５］第１のキャリアで、第１の送信パワーレベルで、および、第２のキャリアで、第
２の送信パワーレベルで、動作する第１の基地局を検出するための手段であって、前記第
２の送信パワーレベルは、前記第２のキャリアで動作する第２の基地局への干渉を低減す
るために、前記第１の送信パワーレベルよりも低く、前記第１および第２の基地局は、異
なるパワークラスに属するか、異なるアソシエーションのタイプをサポートする、手段と
、
　　　　前記第１のキャリアで、前記第１の送信パワーレベルで、または、前記第２のキ
ャリアで、前記第２の送信パワーレベルで、または、両方で、前記第１の基地局と通信す
るための手段
　　　とを含む、無線通信のための装置。
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［３６］前記第１の基地局と通信するための手段は、
　　　　通信のために、前記第１または第２のキャリアを選択するための手段と、
　　　　前記第１の基地局と、前記選択されたキャリアで、制御情報を交換するための手
段と、
　　　　前記第１の基地局と、前記選択されたキャリアで、データを交換するための手段
　　　とを含む、［３５］に記載の装置。
［３７］前記第１の基地局と通信するための手段は、
　　　　前記第１の基地局と、前記第１のキャリアで、制御情報を交換するための手段と
、
　　　　前記第１の基地局と、前記第２のキャリアで、データを交換するための手段
　　　とを含む、［３５］に記載の装置。
［３８］少なくとも１つのキャリアで通信することと、
　　　　前記少なくとも１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで制御情報を
交換することであって、前記第１のキャリアは、前記少なくとも１つのキャリアとは異な
る、こと
　　　とを含む、無線通信ネットワークで通信する方法。
［３９］前記制御情報は、前記少なくとも１つのキャリアでのデータ伝送のための、スケ
ジューリンググラント、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、確認応答（ＡＣＫ）
情報、または、それらの組合せを含む、［３８］に記載の方法。
［４０］前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、ダウンリンク用であり
、前記少なくとも１つのキャリアで通信することは、前記少なくとも１つのキャリアで、
少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）に、少なくとも１つのデータ送信を送ることを含み
、前記第１のキャリアで制御情報を交換することは、前記少なくとも１つのキャリアでの
前記少なくとも１つのデータ送信のために、前記第１のキャリアで、前記少なくとも１つ
のＵＥに、制御情報を送ることを含む、［３８］に記載の方法。
［４１］前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、アップリンク用であり
、前記少なくとも１つのキャリアで通信することは、前記少なくとも１つのキャリアで、
少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）から、少なくとも１つのデータ送信を受信すること
を含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換することは、前記少なくとも１つのキャリ
アでの前記少なくとも１つのデータ送信のために、前記第１のキャリアで、前記少なくと
も１つのＵＥから、制御情報を受信することを含む、［３８］に記載の方法。
［４２］前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、ダウンリンク用であり
、前記少なくとも１つのキャリアで通信することは、前記少なくとも１つのキャリアで、
基地局から、データ送信を受信することを含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換す
ることは、前記少なくとも１つのサブキャリアでの前記データ送信のために、前記第１の
キャリアで、前記基地局から、制御情報を受信することを含む、［３８］に記載の方法。
［４３］前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、アップリンク用であり
、前記少なくとも１つのキャリアで通信することは、前記少なくとも１つのキャリアで、
基地局に、データ送信を送ることを含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換すること
は、前記少なくとも１つのサブキャリアでの前記データ送信のために、前記第１のキャリ
アで、前記基地局に制御情報を送ることを含む、［３８］に記載の方法。
［４４］少なくとも１つのキャリアで通信するための手段と、
　　　　前記少なくとも１つのキャリアでの通信のために、第１のキャリアで、制御情報
を交換するための手段であって、前記第１のキャリアは、前記少なくとも１つのキャリア
と異なる、手段
　　　とを含む、無線通信のための装置。
［４５］前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、ダウンリンク用であり
、前記少なくとも１つのキャリアで通信するための手段は、前記少なくとも１つのキャリ
アで、少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）に、少なくとも１つのデータ送信を送るため
の手段を含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換するための手段は、前記少なくとも
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１つのキャリアでの前記少なくとも１つのデータ送信のために、前記第１のキャリアで、
前記少なくとも１つのＵＥに、制御情報を送るための手段を含む、［４４］に記載の装置
。
［４６］前記少なくとも１つのキャリアと前記第１のキャリアは、アップリンク用であり
、前記少なくとも１つのキャリアで通信するための手段は、前記少なくとも１つのキャリ
アで、少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）から、少なくとも１つのデータ送信を受信す
るための手段を含み、前記第１のキャリアで制御情報を交換するための手段は、前記少な
くとも１つのキャリアでの前記少なくとも１つのデータ送信のために、前記第１のキャリ
アで、前記少なくとも１つのＵＥから、制御情報を受信するための手段を含む、［４４］
に記載の装置。
［４７］通信に利用可能な複数のキャリアの各々についてのメトリックを決定することで
あって、前記メトリックは、信号強度以外の少なくとも１つのパラメータを含む、ことと
、
　　　　各キャリアについての前記メトリックに基づいて、前記複数のキャリアの中から
、通信用のキャリアを選択することと、
　　　　前記選択されたキャリアで通信すること
　　　とを含む、無線通信ネットワークで通信する方法。
［４８］前記メトリックは、受信信号品質を含み、前記通信用のキャリアを選択すること
は、通信用に、最も高い受信信号品質を持つキャリアを選択することを含む、［４７］に
記載の方法。
［４９］前記メトリックは、パスロスを含み、前記通信用のキャリアを選択することは、
通信用に、最も少ないパスロスを持つキャリアを選択することを含む、［４７］に記載の
方法。
［５０］前記メトリックは、負荷を含み、前記通信用のキャリアを選択することは、通信
用に、最も少ない負荷を持つキャリアを選択することを含む、［４７］に記載の方法。
［５１］前記メトリックは、サービスの品質（ＱｏＳ）またはデータレート、または、両
方に基づいて決定された、アクセス品質を含み、前記通信用のキャリアを選択することは
、通信用に、最も高いアクセス品質を持つキャリアを選択することを含む、［４７］に記
載の方法。
［５２］前記選択されたキャリアで通信することは、
　　　　前記基地局のために、アンカーキャリアとして、前記選択されたキャリアを指定
することと、
　　　　前記選択されたキャリアを介して、前記基地局によって、制御情報を交換するこ
と
　　　とを含む、［４７］に記載の方法。
［５３］前記メトリックを決定すること、前記通信用のキャリアを選択すること、および
、前記選択されたキャリアで通信することは、ユーザ機器（ＵＥ）によって行われる、［
４７］に記載の方法。
［５４］前記メトリックを決定すること、前記通信用のキャリアを選択すること、および
、前記選択されたキャリアで通信することは、ネットワークエンティティによって行われ
る、［４７］に記載の方法。
［５５］前記複数のキャリアの各々についてのメトリックを決定することは、少なくとも
１つの基地局から前記ネットワークエンティティによって受信されたバックホール情報に
基づいて、各キャリアについての前記メトリックを決定することを含む、［５４］に記載
の方法。
［５６］前記複数のキャリアの各々についてのメトリックを決定することは、ユーザ機器
（ＵＥｓ）によって送られた報告に基づいて、各キャリアについての前記メトリックを決
定することを含む、［４７］に記載の方法。
［５７］前記複数のキャリアの各々についてのメトリックを決定することは、無線での測
定値に基づいて、各キャリアについての前記メトリックを決定することを含む、［４７］
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に記載の方法。
［５８］通信に利用可能な複数のキャリアの各々についてのメトリックを決定するための
手段であって、前記メトリックは、信号強度以外の少なくとも１つのパラメータを含む、
手段と、
　　　　各キャリアについての前記メトリックに基づいて、前記複数のキャリアの中から
、通信用のキャリアを選択するための手段と、
　　　　前記選択されたキャリアで通信するための手段
　　　とを含む、無線通信のための装置。
［５９］前記選択されたキャリアで通信するための手段は、
　　　　前記基地局のために、アンカーキャリアとして、前記選択されたキャリアを指定
するための手段と、
　　　　前記選択されたキャリアを介して、前記基地局によって、制御情報を交換するた
めの手段
　　　とを含む、［５８］に記載の装置。
［６０］少なくとも１つのキャリアについてのバー情報を決定することであって、各キャ
リアについての前記バー情報は、前記キャリアが使用を禁止されているかどうかを示す、
ことと、
　　　　ユーザ機器（ＵＥｓ）に、前記バー情報を同報すること
　　　とを含む、無線通信のための方法。
［６１］前記少なくとも１つのキャリアは、第１および第２のキャリアを含み、前記第１
のキャリアについてのバー情報は、前記第１のキャリアが禁止されていないことを示し、
前記第２のキャリアについてのバー情報は、前記第２のキャリアが禁止されていることを
示す、［６０］に記載の方法。
［６２］前記少なくとも１つのキャリアは、第１のキャリアを含み、前記第１のキャリア
についてのバー情報は、前記第１のキャリアが、第１のＵＥｓのセットに禁止されておら
ず、第２のＵＥｓのセットに禁止されていることを示す、［６０］に記載の方法。
［６３］少なくとも１つのキャリアについてのバー情報を決定するための手段であって、
各キャリアについての前記バー情報は、前記キャリアが使用を禁止されているかどうかを
示す、手段と、
　　　　ユーザ機器（ＵＥｓ）に前記バー情報を同報するための手段
　　　とを含む、無線通信のための装置。
［６４］前記少なくとも１つのキャリアは、第１および第２のキャリアを含み、前記第１
のキャリアについてのバー情報は、前記第１のキャリアが禁止されていないことを示し、
前記第２のキャリアについてのバー情報は、前記第２のキャリアが禁止されていることを
示す、［６３］に記載の装置。
［６５］前記少なくとも１つのキャリアは、第１のキャリアを含み、前記第１のキャリア
についてのバー情報は、前記第１のキャリアが、第１のＵＥｓのセットに禁止されておら
ず、第２のＵＥｓのセットに禁止されていることを示す、［６３］に記載の装置。



(28) JP 6049495 B2 2016.12.21

【図１】 【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４】



(29) JP 6049495 B2 2016.12.21

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(30) JP 6049495 B2 2016.12.21

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】



(31) JP 6049495 B2 2016.12.21

【図１８】



(32) JP 6049495 B2 2016.12.21

10

フロントページの続き

(72)発明者  ラビ・パランキ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
(72)発明者  アレクセイ・ワイ．・ゴロコブ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５

    合議体
    審判長  近藤　聡
    審判官  加藤　恵一
    審判官  北岡　浩

(56)参考文献  国際公開第２００６／１２６６１６（ＷＯ，Ａ１）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

