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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広帯域周波数資源内の狭帯域周波数資源を用いてアップリンク制御チャンネルを実現す
る無線通信システムにおける無線通信インフラストラクチャ・エンティティであって、
　無線送受信装置と、
　前記無線送受信装置に通信可能に結合されたコントローラと
　を備え、
　前記コントローラは、前記無線送受信装置に、前記無線通信インフラストラクチャ・エ
ンティティと通信するユーザ機器へ、前記広帯域周波数資源内のアップリンク制御チャン
ネルの周波数位置の変化を信号送信させるように構成され、
　前記アップリンク制御チャンネルは、前記広帯域周波数資源内で分離される少なくとも
一つのアップリンク制御チャンネル対を含み、前記アップリンク制御チャンネルの各々は
、対応するＰＵＣＣＨ資源領域内に位置しており、
　前記アップリンク制御チャンネルは、前記無線通信システム内で通信する複数のユーザ
機器による同時アップリンク送信に適応し、
　前記周波数位置の変化は、前記アップリンク制御チャンネルのうちの少なくとも一つが
、前記対応するＰＵＣＣＨ資源領域内において、前記広帯域周波数資源の端部からオフセ
ットされていることを示す、前記エンティティ。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記無線送受信装置に、前記アップリンク制御チャンネルのうち
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の少なくとも一つについての、基準位置に対する周波数オフセットを示すことによって、
前記周波数位置の変化を信号送信させるように構成されており、前記周波数オフセットは
、前記アップリンク制御チャンネルのうちの少なくとも一つが、前記対応するＰＵＣＣＨ
資源領域内において、前記広帯域周波数資源の端部からオフセットされていることを示す
、請求項１に記載のエンティティ。
【請求項３】
　前記アップリンク制御チャンネルは、資源ブロックを単位として特定されたＰＵＣＣＨ
資源領域内に位置するＰＵＣＣＨである、請求項１に記載のエンティティ。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記無線送受信装置に、前記無線通信インフラストラクチャ・エ
ンティティと通信するユーザ機器へ、前記アップリンク制御チャンネルのうちの少なくと
も一つに対して割り振られた狭帯域周波数資源上で調整されたアップリンク制御チャンネ
ルのうちの少なくとも一つに対する送信電力制限を信号送信させるように構成される、請
求項１に記載のエンティティ。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記無線送受信装置に、システム情報ブロック・メッセージ内の
ビット・フィールドを用いて前記送信電力制限を有効または無効にすることによって、送
信電力制限を信号送信させるように構成される、請求項４に記載のエンティティ。
【請求項６】
　無線通信システム内で通信するための無線通信ユーザ端末であって、
　無線送受信装置と、
　前記無線送受信装置に通信可能に結合されたコントローラと
　を備え、
　前記コントローラは、前記無線送受信装置を調整して広帯域周波数資源内の狭帯域アッ
プリンク制御チャンネル上で送信させるように構成され、
　前記アップリンク制御チャンネルは、前記広帯域周波数資源内で分離される少なくとも
一つのアップリンク制御チャンネル対を含み、前記アップリンク制御チャンネルの各々は
、対応するＰＵＣＣＨ資源領域内に位置しており、前記アップリンク制御チャンネルは、
前記無線通信システム内で通信する複数のユーザ端末による同時のアップリンク送信に適
応し、
　前記コントローラは、前記アップリンク制御チャンネルのうちの少なくとも一つの周波
数位置を、前記対応するＰＵＣＣＨ資源領域内において、前記広帯域周波数資源の端部か
ら変化させるように構成される、前記端末。
【請求項７】
　前記無線通信ユーザ端末はＥＵＴＲＡユーザ機器であり、
　前記アップリンク制御チャンネルはＰＵＣＣＨであり、
　前記コントローラは、ＥＵＴＲＡによって指定されるアップリンク制御チャンネル帯域
１３に調整する場合、前記周波数位置を変化させるように構成される、請求項６に記載の
端末。
【請求項８】
　前記コントローラは、前記周波数位置の変化を示す、前記無線通信システムの基地局か
らの信号送信の受信が無い状態で、異なる広帯域周波数資源内の狭帯域アップリンク制御
チャンネルに調整する場合、前記周波数位置を変化させるように構成される、請求項６に
記載の端末。
【請求項９】
　前記コントローラは、周波数オフセットを含む信号の受信に応答して、前記周波数位置
を変化させるように構成されており、前記周波数オフセットは、前記アップリンク制御チ
ャンネルのうちの少なくとも一つが、前記対応するＰＵＣＣＨ資源領域内において、前記
広帯域周波数資源の端部からオフセットされていることを示す、請求項６に記載の端末。
【請求項１０】
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　前記アップリンク制御チャンネルは、資源ブロックを単位として特定されたＰＵＣＣＨ
である、請求項６に記載の端末。
【請求項１１】
　無線通信システムにおいて通信する無線通信ユーザ端末であって、
　無線送受信装置と、
　前記無線送受信装置に通信可能に結合されたコントローラと
　を備え、
　前記コントローラは、前記無線送受信装置を調整して広帯域周波数資源内の狭帯域アッ
プリンク制御チャンネル上で送信させるように構成され、
　前記アップリンク制御チャンネルは、前記広帯域周波数資源内で分離される少なくとも
一つのアップリンク制御チャンネル対を含み、前記アップリンク制御チャンネルは、前記
無線通信システム内で通信する複数のユーザ端末による同時のアップリンク送信に適応し
、
　前記コントローラは、ＰＵＣＣＨフィードバック・モードからＰＵＳＣＨフィードバッ
ク・モードに変化させることによって、前記広帯域周波数資源内の前記アップリンク制御
チャンネルの周波数位置を変化させるように構成されている、端末。
【請求項１２】
　前記コントローラは、ＰＵＣＣＨフィードバック・モードからＰＵＳＣＨフィードバッ
ク・モードに変化させることによって、前記アップリンク制御チャンネルの周波数位置を
、前記広帯域周波数資源の端部から、前記広帯域周波数資源の中間部分へ変化させるよう
に構成されている、請求項１１に記載の端末。
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記無線通信システムの基地局からの信号の受信に応答して、前
記周波数位置を変化させるように構成されている、請求項１１に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般的に、無線通信に関し、より詳細には、無線通信システム内の隣接する動
作帯域に対する干渉低減および制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　いくつかの無線通信システムでは、隣接するチャンネルまたは動作帯域が、通信デバイ
スの二重フィルタＲＦ通過帯域または遷移帯域に含まれる結果、デバイスにおいて信号干
渉が起こる。たとえば図１において、ＥＵＴＲＡ帯域３３ＴＤＤアップリンク／ダウンリ
ンク（ＵＬ／ＤＬ）とＥＵＴＲＡ帯域１ＦＤＤＵＬとの間には５ＭＨｚの保護帯域のみが
存在する。公衆安全（ＰＳ）狭帯域（ＮＢ）ダウンリンク（ＤＬ）周波数帯域とＥＵＴＲ
Ａ帯域１３ＦＤＤアップリンク（ＵＬ）との間には２ＭＨｚの保護帯域のみが存在する。
同様に、帯域７ＦＤＤＵＬと帯域３８ＴＤＤＵＬ／ＤＬとの間には、特定の規制およびＵ
ＭＴＳ拡張帯域競売結果に依存して、潜在的に５ＭＨｚの保護帯域のみが存在する。その
結果、ＥＵＴＲＡＵＥ送信は、公衆安全機器、もしくは隣接帯域上で動作する別のＥＵＴ
ＲＡＵＥ受信と、またはＵＭＴＳ機器などと干渉する場合がある。
【０００３】
　図２に、隣接帯域上で動作する同じ場所に配置されたＵＥに悪影響を与えるユーザ機器
（ＵＥ）による送信を例示する。たとえばＵＥは、別のＥＵＴＲＡＵＥと干渉するかまた
は前述したように公共安全帯域上で動作するＵＥと干渉するＥＵＴＲＡＵＥの場合がある
。隣接する周波数帯域とのＵＥ送信干渉は一般的に、ＵＥの出力電力、送信帯域幅、およ
び隣接帯域に対する送信周波数の位置に依存する。たとえば、広帯域周波数資源の端の方
に配置された狭帯域周波数資源を用いて実現される制御チャンネルは、特に送信電力レベ
ルが高いほど、隣接帯域と干渉する傾向がある。ＥＵＴＲＡでは、ＰＵＣＣＨ制御チャン
ネルを広帯域周波数資源の反対端またはその付近に配置して、ダイバーシティを与えると
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ともに、データ・トラフィック送信用に用いる資源ブロック割り振りスペースの断片化を
回避している。より一般的には、隣接帯域上での干渉は、無線周波数（ＲＦ）障害によっ
て生成される周波数ドメイン・イメージに起因するスプリアス発射からもたらされる場合
もある。無線周波数障害はたとえば、直交（Ｉ／Ｑ）不平衡不完全性、局所発振器漏れお
よびＤＣ成分フィード・スルー、ならびに付随する、二重フィルタのＲＦ通過帯域または
遷移帯域に含まれる相互変調生成物（通常３次であるが、他の相互変調次数も可能）であ
る。
【０００４】
　図３に、２ＭＨｚ保護帯域（図３において－５～－７ＭＨｚ）を伴う６ＭＨｚ公共安全
帯域に隣接する１０ＭＨｚＥＵＴＲＡチャンネルに対するスペクトル・モデルを例示する
。図３において、１０ＭＨｚＥＵＴＲＡチャンネルの位置は、－５ＭＨｚ～－７ＭＨｚに
ある２ＭＨｚ保護帯域を有する－７ＭＨｚ～－１３ＭＨｚに配置された公共安全帯域と共
に、－５ＭＨｚ～５ＭＨｚに示される。図３には、公共安全帯域に最も近い１０ＭＨｚＥ
ＵＴＲＡチャンネルの端付近（たとえば、－４．５ＭＨｚ付近の送信周波数）に配置され
た最大送信電力が２３ｄＢｍである１資源ブロック（ＲＢ）（１５ｋＨｚの副搬送波間隔
を伴う１２個の隣接する副搬送波からなる）送信に起因する電力スペクトル密度（ＰＳＤ
）を示す。最大電力２３ｄＢｍでの送信は、最大電力低減（ＭＰＲ）０ｄＢに対応する。
－３０ｄＢの局所発振器（ＬＯ）キャリア・フィード・スルー（ＤＣ成分）、および所望
の送信電力を３０ｄＢ下回わるＩ／Ｑイメージ（＋４．５ＭＨｚ付近に位置する）をもた
らすＩ／Ｑ不平衡を想定する。図３には、３次相互変調歪みスプリアス成分として、所望
のスペクトル成分（－４．５ＭＨｚ付近に位置する）とそのＩ／Ｑイメージ（「イメージ
・スプリアス」と標示する）との間の成分、および所望のスペクトル成分とＬＯ漏れまた
はキャリア・フィード・スルー（「Ｉ／Ｑスプリアス」と標示する）との間の成分を示す
。３次相互変調歪みスプリアス成分のＰＳＤは、ＲＢ電力の関数であり、ＭＰＲが１ｄＢ
増加するごとに３ｄＢだけ減る。イメージ・スプリアス帯域幅は、図３において１ＲＢ割
り振りまたは１８０ｋＨｚ帯域幅の場合に～０．５ＭＨｚである所望のＲＢ割り振り帯域
幅の３倍である。３次相互変調に起因するＬＯまたはＩ／Ｑスプリアス帯域幅は、より小
さい。３次相互変調歪みスプリアス成分の位置は割り振りＲＢ位置の関数であり、その位
置は、チャンネル端からのＲＢオフセットに応じて変化する。イメージおよびＩ／Ｑスプ
リアス発射は、二重フィルタを用いない場合には著しいことが理解できる。－３０ｄＢｍ
／１００ｋＨｚ（－２０ｄＢｍ／１ＭＨｚ）スプリアス発射は、通常は約－５０～－６０
ｄＢｍ／１００ｋＨｚ付近であるＵＥ間共存目標を満足しない。７００ＭＨｚ搬送周波数
に対して通常は６ＭＨｚオフセットに位置するＲＦフィルタ阻止帯域にスプリアス発射が
含まれる場合には、典型的な二重フィルタを用いても、減衰がもたらすのは緩和のみであ
る。図３では、－１２ＭＨｚから始まると図示される二重フィルタ阻止帯域によって、Ｉ
／Ｑスプリアス発射成分のおそらく限られた減衰（もしあれば）を伴うだけのイメージ・
スプリアス発射の緩和がもたらされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０１７３２７６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０１７３２６０号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００８／００２５２５４号明細書
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｒ４－０８０７１０、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＤＰ
Ｐ）ＴＳＧ　ＲＡＮ　第４ワークグループ（ＷＧ４）（無線）ミーティング第４６の２、
ｐ．１２
【非特許文献２】Ｒ４－０８１１１２、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＤＰ
Ｐ）ＴＳＧ　ＲＡＮ　第４ワークグループ（ＷＧ４）（無線）ミーティング第４６の２、
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ｐ．１０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、隣接する公共安全帯域ＤＬ帯域（（ＥＵＴＲＡＵＥ）送信機と（ＰＳＮＢ
）ＵＥ受信機との間の近接する地理的接近）に対する著しい干渉が起こる場合があり、無
線通信システム内の隣接する動作帯域に対する干渉低減および制御を得るための技術が求
められている。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】隣接する周波数帯域を例示する図である。
【図２】ユーザ端末間の干渉を例示する図である。
【図３】少なくとも１つが干渉を受ける隣接する周波数を例示する図である。
【図４】無線通信システムを例示する図である。
【図５】無線通信インフラストラクチャ・エンティティを例示する図である。
【図６】第１の典型的なアップリンク制御チャンネルオフセットを例示する図である。
【図７】第２の典型的なアップリンク制御チャンネルオフセットを例示する図である。
【図８】制御チャンネルオフセット、最大電力低減（ＭＰＲ）、および制御チャンネル資
源割り振り長さの間の関係を例示する表である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本開示の種々の態様、特徴、および優位性は、以下の詳細な説明を後述の添付図面とと
もに注意深く検討することによって、当業者に対してさらに十分に明らかになる。図面は
、明瞭さを得るために単純化されている場合があり、必ずしも一定の比率で描かれている
わけではない。
【００１０】
　図４において、無線通信システム１００が、地理的な領域上に分布されるネットワーク
を形成する１または複数の固定基地インフラストラクチャ・ユニットを備えている。基地
ユニットは、アクセス・ポイント、アクセス端末、基地、基地局、ノードＢ、ｅノードＢ
、ｅＮＢと呼んでも良いし、当該技術分野で用いられる他の専門用語を用いて呼んでも良
い。図４において、１または複数の基地ユニット１０１および１０２が、サービス領域（
たとえばセルまたはセル・セクタ）内の多くの遠隔ユニット１０３および１１０にサービ
スを提供している。遠隔ユニットは固定ユニットであっても良いし移動端末であっても良
い。遠隔ユニットは、加入者ユニット、モバイル、移動局、ユーザ、端末、加入者局、ユ
ーザ機器（ＵＥ）、端末と呼んでも良いし、当該技術分野で用いられる他の専門用語を用
いて呼んでも良い。
【００１１】
　図４において、一般的に、基地ユニット１０１および１０２は、ダウンリンク通信信号
１０４および１０５を送信して、時間および／または周波数ドメインにおいて遠隔ユニッ
トにサービス提供する。遠隔ユニット１０３および１１０は、１または複数の基地ユニッ
トと、アップリンク通信信号１０６および１１３を介して通信する。１または複数の基地
ユニットは、１または複数の送信機と１または複数の受信機とをダウンリンクおよびアッ
プリンク送信用に備えていても良い。遠隔ユニットも、１または複数の送信機と１または
複数の受信機とを備えていても良い。基地ユニットは一般的に、１または複数の対応する
基地ユニットと通信可能に結合される１または複数のコントローラを備える無線アクセス
・ネットワークの一部である。アクセス・ネットワークは一般的に、１または複数のコア
・ネットワークに通信可能に結合されている。コア・ネットワークは、とりわけインター
ネットおよび公衆交換電話網のような他のネットワークに結合されている場合がある。ア
クセスおよびコア・ネットワークのこれらの要素および他の要素は例示していないが、そ
れらは当業者によって一般的に良く知られている。
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【００１２】
　１つの実施においては、無線通信システムは、３ＧＰＰユニバーサル移動体通信システ
ム（ＵＭＴＳ）プロトコル（ＥＵＴＲＡ）の発展中のロング・ターム・エボリューション
（ＬＴＥ）に準拠しており、基地局は、ダウンリンク上で直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ
）変調方式を用いて送信し、ユーザ端末は、アップリンク上でシングル・キャリア周波数
分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）方式を用いて送信する。しかし、より一般的には、無線
通信システムは他の何らかのオープンな、または専用の通信プロトコルを実装しても良い
。本開示を、任意の特定の無線通信システム・アーキテクチャまたはプロトコルの実装に
限定することは意図していない。システムには、複数の隣接するか、またはオーバーラッ
プするシステムであって、それぞれ異なる無線通信プロトコル（たとえば、ＥＵＴＲＡお
よび公衆安全通信プロトコル）を実施するシステムが含まれていても良い。
【００１３】
　図５において、無線通信インフラストラクチャ・エンティティ５００は、対象範囲エリ
ア内の１または複数のユーザ機器と通信するコントローラ５２０と通信可能に結合された
送受信装置５１０を備える。コントローラは通常、メモリ５３０に記憶されるソフトウェ
アおよび／またはファームウェアによって制御されるデジタル・プロセッサとして実現さ
れる。こうして、コントローラはソフトウェア／ファームウェアによって構成されて、種
々の機能を行なう。しかし代替的に、コントローラを、ハードウェア等価なデバイスとし
て、またはハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせとして実現しても良い。基地ユ
ニットは、以下でさらに十分に述べるように、資源をＵＥに割り振るためのスケジューラ
機能５２１を備えている。一実施形態においては、無線通信インフラストラクチャ・エン
ティティは図４の基地ユニットの１つに対応している。
【００１４】
　いくつかのシステム（たとえば、ＥＵＴＲＡプロトコル・システム）では、基地ユニッ
トがスケジューリング機能を行なう。スケジューリング機能には、時間および／または周
波数資源をデータおよび制御通信に対して割り振ることが含まれる。ＥＵＴＲＡシステム
では、スケジューラがアップリンク制御チャンネルを１または複数のＵＥに割り振ること
を、情報の中でも特に、ハイブリッドＡＲＱフィードバック（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）、チャ
ンネル品質フィードバック（ＣＱＩ）、ランク表示子（ＲＩ）、プリコーディング・マト
リックス表示子（ＰＭＩ）を通信するために行なう。他のシステムでは、他の制御情報を
アップリンク制御チャンネル上で通信しても良い。ＥＵＴＲＡシステムでは、アップリン
ク制御情報を物理アップリンク・チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で通信する。より一般的には
、アップリンク制御情報を他の何らかのチャンネル上で通信しても良い。たとえば、ＥＵ
ＴＲＡでは、制御情報を物理アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）上で通信しても
良い。ＥＵＴＲＡでは、ＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨは、無線通信システム内で通信する
複数のユーザ機器による同時のアップリンク送信に適応する。ＥＵＴＲＡでは、このよう
な同時通信は、ＵＥが送信するアップリンク通信を直交コーディングすることによって実
現される。
【００１５】
　ＰＵＣＣＨは、広帯域周波数資源内の狭帯域周波数資源を用いることによって実現され
る。ここでＰＵＣＣＨは、広帯域周波数資源内で分離されるアップリンク制御チャンネル
対を備える。ＰＵＳＣＨを同様に構成しても良い。他の無線プロトコルにおいて用いられ
る他のアップリンク制御チャンネルを、同様に構成しても良い。アップリンク制御チャン
ネル対を広帯域周波数資源の対向する端部またはその付近に配置することで、ダイバーシ
ティをもたらすとともに、資源ブロック割り振りスペースの断片化を回避する。このスペ
ースの断片化を低減することによって、隣接する資源ブロックを単一のＵＥに割り振って
比較的高いデータ・レートをサポートすることが可能になる。いくつかの実施においては
、ＵＥを帯域の対向する端部における制御チャンネルの一方に、フレームごとに交互に割
り当てることによってダイバーシティを実現する。
【００１６】
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　本開示の一態様によれば、帯域外干渉を減らすために、広帯域周波数資源の端付近のア
ップリンク制御チャンネルを端から離して帯域の中間部分の方に再配置しても良く、およ
び／または電力制限をアップリンク制御チャンネル上で送信しているＵＥに課しても良い
。制御チャンネルの再配置は、静的であっても良いし、半静的（すなわち周期的に調整す
る）であっても良いし、動的に（たとえばＵＥ基準で）行なっても良い。アップリンク制
御チャンネル上で送信しているＵＥに課される送信電力制限（たとえば最大電力低減（Ｍ
ＰＲ））は一般的に、アップリンク制御チャンネルに対して割り振られた狭帯域周波数資
源（たとえば周波数および帯域幅）上で調整される。干渉は、一般にセル端またはその付
近に存在する高出力で送信しているＵＥに起因する場合があるが、セル端から離れたチャ
ンネル条件でも、より高い送信電力が引き出される場合がある。その結果、干渉は、比較
的大きなセルによって悪化させられる場合がある。アップリンク制御チャンネルをずらす
ためのこれらの方式および他の方式について、以下でさらに説明する。
【００１７】
　図６に、帯域の対向する端部に配置されたアップリンク制御チャンネル対（ＰＵＣＣＨ
領域１および領域２）を例示する。これは、現在のＥＵＴＲＡ規格の下でＰＵＣＣＨに対
して指定される位置である。例示を目的として、ＰＵＣＣＨ領域１の最初の４つの物理資
源ブロック（ＰＲＢ）は、隣接帯域（たとえば、図６に例示するような公共安全帯域）と
干渉することなく最大電力に到達することはできないと想定する。この干渉を減らすため
に、ＰＵＣＣＨ領域１を帯域端から離して帯域の中間部分の方にずらしても良い。図６に
おいて、ＰＵＣＣＨ領域１は代替的なＰＵＣＣＨ領域１位置まで十分に遠くずれているた
め、ＵＥに課される送信電力制限がない（０ｄＢｍＭＰＲ）。ＰＵＣＣＨ領域２は、どの
隣接帯域とも干渉していないという想定の下で、ずらしていない。しかしより一般的には
、ＰＵＣＣＨ領域２も帯域の中間部分の方にずらしても良い。ＰＵＣＣＨ領域１および２
に対するオフセットは、同じであっても良いし異なっていても良い。
【００１８】
　一実施形態においては、アップリンク制御チャンネルのオフセットは、ＰＵＣＣＨの資
源領域全体がずれている資源ブロック数で特定される。ＥＵＴＲＡでは、資源領域は、Ｕ
Ｅの数、ＵＥ当たりのトラフィックなどを含むシステム変数で特定され、ネットワークに
よって算出される。したがって図６において、ＰＵＣＣＨ領域１全体は、１３個の資源ブ
ロックだけずれている。代替的な実施形態においては、アップリンク制御チャンネルのオ
フセットは、制御チャンネル資源の割り当てまたは割り振りが始まるＰＵＣＣＨの資源領
域内の資源ブロック数で特定される。たとえば、図７において、ＰＵＣＣＨ領域１および
２は、図６のＰＵＣＣＨ領域１および２に付随する４つの資源ブロックと比べて、約１８
個の資源ブロックを備えている。こうして図７において、制御チャンネル割当てを、領域
１および２内の任意の資源ブロック内で行なっても良い。この代替的な実施形態によれば
、オフセットは、領域内のどこで制御チャンネル資源の割り当てが始まるかを示している
。たとえば、図７において、領域１における最初の割り当てられた制御チャンネル資源は
ＰＲＢ１４である。別の代替的な実施形態によれば、オフセットは、ＰＵＣＣＨ番号オフ
セットに対応する。各ＵＥには、図７に示すようにＰＵＣＣＨ　ＰＲＢ対として示される
各ＰＵＣＣＨ領域（図７に示すようにＰＵＣＣＨ領域１および２）内のＰＲＢに存在する
ＰＵＣＣＨが割り当てられている。各ＰＵＣＣＨ　ＰＲＢ対は、ＰＵＣＣＨ　ＰＲＢ対内
でサポートされる特定のＰＵＣＣＨフォーマットに応じて、ある最大数のＰＵＣＣＨをサ
ポートすることができる。ＰＵＣＣＨ番号付けは、ＰＵＣＣＨ領域内の最初のＰＵＣＣＨ
ＰＲＢ上で始まる。ＰＵＣＣＨＰＲＢは、サポートされるＰＵＣＣＨフォーマットに応じ
て最大で１２個または１８個のＰＵＣＣＨを有して、最初のＰＵＣＣＨ　ＰＲＢが、たと
えばＰＵＣＣＨ＃１～＃１８を有するようにしても良い。ＰＵＣＣＨ番号付けは、ＰＵＣ
ＣＨ領域内の以後の各ＰＵＣＣＨ　ＰＲＢに続く。
【００１９】
　図７において、ＰＵＣＣＨ領域のＰＵＣＣＨ　ＰＲＢの数は、ＰＵＣＣＨが割り当てら
れるＰＵＣＣＨ　ＰＲＢの実際の数よりも多くすることができる。これは、過剰投資と言
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われる。この場合、ＵＥ　ＰＵＣＣＨ割り当て（すなわち、ＵＥが永続的にスケジュール
されるＰＵＣＣＨ割り当て）に対して用いられる最も小さいチャンネル番号は、ＰＵＣＣ
Ｈ領域内の最初のＪ１１個のチャンネルを省略しても良く、またＰＵＣＣＨ領域内にさら
に現れるＰＲＢに対応するチャンネル番号において開始することにより、ＰＵＣＣＨ領域
内の最初のＫ１１個のＰＲＢを省略しても良い。各ＰＵＣＣＨＰＲＢ対が１８個のＰＵＣ
ＣＨをサポートすると仮定すると、たとえば、割り当てられた唯一のＰＵＣＣＨ番号がＪ
１１（Ｊ１１＝Ｋ１１ｘ１８）よりも大きいということは、その割り当てられたＰＵＣＣ
Ｈ番号に対応する各ＰＵＣＣＨが、ＰＵＣＣＨ領域内のＰＲＢ番号Ｋ１１＋１またはそれ
以上に存在するであろうということを意味する。ＰＵＣＣＨ領域が、ＰＲＢに関して同じ
サイズで、同じＰＵＣＣＨ番号付け方式を用いていると仮定すると、ＰＵＣＣＨ番号が割
り当てられたＵＥは、一方のＰＵＣＣＨ領域のどのＰＲＢに、そのＰＵＣＣＨが存在する
かを決定することができる。一実施形態においては、異なるＰＵＣＣＨ番号オフセットを
各ＰＵＣＣＨ領域内で用いて、図７に示すように、ＰＵＣＣＨが、ＰＵＣＣＨ　ＰＲＢ対
が形成される各ＰＲＢ領域内の任意の組のＰＲＢにマッピングすることができるようにす
ることができる。たとえば、ＰＵＣＣＨ領域１内では、ＰＵＣＣＨ番号ｉ１は、ＰＵＣＣ
Ｈ番号オフセットＪ１＊ＮＰＵＣＣＨ＿ＰＥＲ＿ＰＲＢを用いて、ｉ１＝ｊ＋Ｊ１＊ＮＰ
ＵＣＣＨ＿ＰＥＲ＿ＰＲＢによって与えられ、ＰＵＣＣＨ領域２内では、ＰＵＣＣＨ番号
オフセットＪ２＊ＮＰＵＣＣＨ＿ＰＥＲ＿ＰＲＢを用いて、ｉ２＝ｊ＋Ｊ２＊ＮＰＵＣＣ
Ｈ＿ＰＥＲ＿ＰＲＢによって与えられる。なおｊは、０～ｍａｘｉｍｕｍ＿ＰＵＣＣＨ＿
ｃｈａｎｎｅｌ＿ｎｕｍｂｅｒ－１の範囲である。
【００２０】
　代替的な実施形態においては、Ｊ１によって、ＰＵＣＣＨ領域１の端のＰＲＢに対する
ＰＲＢオフセットが、ＰＵＣＣＨ番号付けが始まるＰＵＣＣＨ領域１内のＰＲＢ（この例
では、ＰＵＣＣＨ領域１内の最初のＰＲＢと標示される）に与えられ、Ｊ２によって、Ｐ
ＵＣＣＨ領域２の端のＰＲＢに対するＰＲＢオフセットが、ＰＵＣＣＨ番号付けが始まる
ＰＵＣＣＨ領域２内のＰＲＢ（この例では、ＰＵＣＣＨ領域２内の最初のＰＲＢと標示さ
れる）に与えられる。
【００２１】
　ＰＵＣＣＨ資源をずらすこと（過剰投資の場合を含む）が可能であるほとんどまたはす
べての実施形態において、ネットワークは、ＰＵＣＣＨ送信が用いていない周波数資源内
でアップリンク・データ送信を始めることができる。また、実施形態の説明では、オフセ
ットは一般的に、帯域の端に対して規定されているが、他のオフセット、たとえば中心、
またはあらかじめ規定された他の基準のような別の任意の基準に対するオフセットを用い
ても良く、機能的に同等である。
【００２２】
　別の実施形態においては、アップリンク制御チャンネルには、第３のアップリンク制御
チャンネルも含まれている。第３のアップリンク制御チャンネルは、広帯域周波数資源内
の最外部アップリンク制御チャンネル対の間に配置される。図６において、第３の制御チ
ャンネル資源を、資源ブロック領域内に、干渉を受ける隣接帯域から離してＰＵＣＣＨ領
域１と領域２の間に配置することができる。制御チャンネル資源対間に位置する第３の制
御チャンネル資源を用いることによって、スケジューラに、より高い電力で送信している
ＵＥに第３の制御チャンネルを割り当てる柔軟性を与えるか、または必要に応じて、過剰
な帯域外発射のような他の何らかの基準を満たすことを可能とする。
【００２３】
　別の実施形態によれば、アップリンク制御チャンネルの位置の変更を、アップリンク制
御チャンネル・フィードバック・モードを変えることによって行なっても良い。ＥＵＴＲ
Ａシステムでは、たとえば、フィードバック・モードをＰＵＣＣＨフィードバック・モー
ドからＰＵＳＣＨフィードバック・モードに変えても良い。すなわち、普通はＰＵＣＣＨ
上で通信されるフィードバック情報を、ＰＵＳＣＨ上で通信することができる。モード変
更は、種々の条件に基づいてトリガされることが可能である。たとえば、ＰＵＣＣＨフィ
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ードバック・モードからＰＵＳＣＨフィードバック・モードへの変更は、とりわけ、ＰＵ
ＣＣＨ上で送られるＣＱＩ報告が、ＣＱＩが特定の閾値を下回ったことを示す場合か、ま
たは推定されるＵＥの送信電力レベルが閾値を上回る場合にトリガされるようにしても良
い。１つの実施においては、ＵＥに信号を送って、ＣＱＩ、ＰＭＩ、およびＲＩを報告す
るために用いられるＰＵＣＣＨ資源の使用を中止し、その代わりに、隣接帯域に悪影響を
与えない割り当てられたＰＵＳＣＨ資源上でＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩをスケジューリングす
る場合に、ＭＰＲ＋ＲＢＡマップを用いるようにする。別の実施形態においては、ＵＥは
、ＰＵＣＣＨ上ではＣＱＩの報告を続けるが、公共安全帯域に隣接するＰＵＣＣＨ　ＰＲ
Ｂ上では送信電力を小さくして報告することを、ＰＵＣＣＨ上で送られるＣＱＩ報告がＣ
ＱＩが特定の閾値を下回ったことを示す場合か、または推定されるＵＥの送信電力レベル
が閾値を上回る場合に行なう。この場合、ＵＥはＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩの報告をＰＵＳＣ
Ｈ上でも行なうようにスケジュールされ、ＰＵＣＣＨおよびＰＵＳＣＨフィードバック送
信がその後にソフト合成される。
【００２４】
　また送信電力低減をＵＥに課して、帯域外干渉を防止するか、または減らしても良い。
図６では、たとえば、６ｄＢｍの最大電力低減（ＭＰＲ）が、公共安全帯域上での帯域外
発射干渉を十分に減らすために必要であることが示されている。この場合、制御チャンネ
ルはずらしていない。アップリンク制御チャンネル上で送信しているＵＥに課されるＭＰ
Ｒは一般的に、アップリンク制御チャンネルに対して割り振られる周波数および帯域幅上
で調整される。図８の表に典型的な関係を例示する。特に、表では、資源ブロック（ＰＲ
Ｂ）内での最小のオフセットを、特定の割り振り長さ（ＰＲＢ）および対応する最大電力
低減（ＭＰＲ）に対して例示する。たとえば、制御チャンネル長が１１～３０ＰＲＢの場
合には、最小のオフセットは１４ＰＲＢで、２０ＭＰＲである。１つの実施においては、
ＭＰＲは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージ内のビット・フィールドを用いて
有効および無効にされる。
【００２５】
　広帯域周波数資源内の狭帯域周波数資源を用いてアップリンク制御チャンネルを実現す
る無線通信システム内の無線通信インフラストラクチャ・エンティティ（たとえばＥＵＴ
ＲＡ基地局）によって、広帯域周波数資源内のアップリンク制御チャンネルに対する位置
の変化が１または複数のＵＥに通信される。図５において、たとえば、オフセット信号送
信機能５２２によって、コントローラは、送受信装置５１０に、無線通信インフラストラ
クチャ・エンティティと通信するユーザ機器に広帯域周波数資源内のアップリンク制御チ
ャンネルに対する位置の変化を信号送信させるように、構成されている。示唆されるよう
に、制御チャンネルの位置の変化を、スケジュールされたアップリンク制御チャンネル対
の一方または両方に対する物理資源ブロックについての基準位置に対するオフセットを示
すことによって、信号送信しても良い。一実施形態においては、基準位置はＵＥによって
演繹的に知られる。たとえば基準位置は、ＥＵＴＲＡプロトコル規格によって指定される
デフォルトのＰＵＣＣＨ位置であっても良い。あるいは基準位置は、信号送信において提
供されても良い。一般的に、オフセットは、前述したようなオフセットの規定方法に一致
する方法で通信されなければならない。たとえば、制御チャンネル資源対間の第３の制御
チャンネル資源を用いる場合、第３の制御チャンネルを用いるかまたは第３の制御チャン
ネルと制御チャンネル資源の対の一方のみとを用いるように、ＵＥに信号送信するかまた
は割り当てても良い。第３の制御チャンネルによって、スケジューラに、第３の制御チャ
ンネルをより高い電力で送信しているＵＥに割り当てる柔軟性が与えられる。たとえば、
スケジューラは、高出力ユーザ機器を第３のアップリンク制御チャンネルとアップリンク
制御チャンネル対の一方とに割り当てても良く、また比較的低電力のユーザ機器を帯域端
付近の制御チャンネル対に割り当てても良い。図５において、スケジューラ５２１がこの
機能を行なっても良い。図５において、コントローラはモード変更機能５２４も備え、送
受信装置に、制御チャンネルの位置の変化をＰＵＣＣＨフィードバック・モードとＰＵＳ
ＣＨフィードバック・モードとの間の変化として信号送信させる。またコントローラは、
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電力制御（たとえば、ＭＰＲ）を、前述したような制御チャンネル割り振りに基づいて決
定するための電力低減制御機能を備えている。その結果、本明細書に記載した基地局のこ
れらの機能および他の機能を、ソフトウェア／ファームウェア・ベースのコントローラが
行なう。
【００２６】
　代替的な実施においては、ユーザ端末は、アップリンク制御チャンネルの位置の変化を
示す信号送信がネットワークから無い状態で、異なる広帯域周波数資源内の狭帯域アップ
リンク制御チャンネルに調整するときには、狭帯域アップリンク制御チャンネル対の少な
くとも一方をずらすように構成されている。したがって、たとえば、無線通信ユーザ端末
は、送受信装置に通信可能に結合されたコントローラを備えており、コントローラは、送
受信装置を調整して帯域周波数資源内の狭帯域アップリンク制御チャンネル上で送信させ
るように、また異なる広帯域周波数資源内の狭帯域アップリンク制御チャンネルに調整す
る場合に、狭帯域アップリンク制御チャンネル対の少なくとも一方をずらすように、構成
されている。１つの実施においては、無線通信ユーザ端末はＥＵＴＲＡＵＥであり、アッ
プリンク制御チャンネルはＰＵＣＣＨであり、コントローラは、ＥＵＴＲＡによって指定
されるアップリンク制御チャンネル帯域１３に調整したときに狭帯域アップリンク制御チ
ャンネル対の少なくとも一方をずらすように構成されている。
【００２７】
　本開示およびそのベスト・モードについて、所有権を確立し当業者が製造および使用で
きる仕方で説明してきたが、当然のことながら、本明細書で開示した代表的な実施形態に
は均等物が存在し、本発明の範囲および趣旨から逸脱することなく変更および変形を施し
ても良いものであり、本発明の範囲および趣旨は代表的な実施形態によって限定されるの
ではなく添付の請求項によって限定されるものである。
【符号の説明】
【００２８】
１００　無線通信システム
１０１、１０２　基地ユニット
１０３、１１０　遠隔ユニット
１０４、１０５　ダウンリンク通信信号
１０６、１１３　アップリンク通信信号
５００　無線通信インフラストラクチャ・エンティティ
５１０　送受信装置
５２０　コントローラ
５２１　スケジューラ機能
５２２　オフセット信号送信機能
５２４　モード変更機能
５２６　ＭＰＲ制御機能
５３０　メモリ
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