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(57)【要約】
　第１のデュプレックスモード、前記第１のデュプレッ
クモードとは異なる第２のデュプレックスモード、並び
に前記第１及び第２のデュプレックモードのキャリアア
グリゲーションをサポートするアドバンスト無線通信ネ
ットワーク(１００)に用いるシグナリング方法が提供さ
れる。この方法は、ＵＥ(１０４～１０６)を、ＰＣｅｌ
ｌとしての第１のアクセスノード(１０１)を介した前記
ネットワーク(１００)とのデータ通信のために、第１の
デュプレックスモード且つ１以上のＴＢ(ｔｒａｎｓｐ
ｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ)を含む第１のＴＭ(ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎ ｍｏｄｅ)で設定する、ことを含む。また
、この方法は、前記ＵＥ(１０４～１０６)を、ＳＣｅｌ
ｌとしての第２のアクセスノード(１０３)を介した前記
ネットワーク(１００)とのデータ通信のために、第２の
デュプレックスモード且つ１以上のＴＢを含む第２のＴ
Ｍで設定する、ことも含む。前記第２のアクセスノード
(１０３)に関連した前記第２のＴＭは、前記第１のアク
セスノード(１０１)に関連した前記第１のＴＭとは独立
して、設定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いるＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ）により実施される方法であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル（ｐｒｉｍａｒｙ ｃｅｌｌ）上で、第１の基地局と通信
し、
　ＴＤＤによるセカンダリセル（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ）上で、第２の基地局と
通信し、
　前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを検出し、
　ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）フォ
ーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍ
ａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信する
、ことを含み、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子（ａｃｋ
ｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ ｍｅｓｓａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）である、
　方法。
【請求項２】
　第１の基地局及び第２の基地局を有し、且つＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴ
ＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通
信ネットワークに用いる前記第１の基地局により実施される方法であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
、ことを含み、
　前記第２の基地局は、ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを
検出し、
　前記ＵＥは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎ
ｎｅｌ）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ
 ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）を送信し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　方法。
【請求項３】
　第１の基地局及び第２の基地局を有し、且つＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴ
ＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通
信ネットワークに用いる前記第２の基地局により実施される方法であって、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
、ことを含み、
　前記第１の基地局は、ＦＤＤによるプライマリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを
検出し、
　前記ＵＥは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎ
ｎｅｌ）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ
 ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）を送信し、
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　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　方法。
【請求項４】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークにより実施される方法であっ
て、
　第１の基地局を介し、ＦＤＤによるプライマリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐ
ｍｅｎｔ）と通信し、
　第２の基地局を介し、ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを検出し、
　前記ＵＥから、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａ
ｎｎｅｌ）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉ
ｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎ
ｔ）を送信する、ことを含み、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　方法。
【請求項５】
　前記プライマリセルは、プライマリコンポーネントキャリア（ｐｒｉｍａｒｙ ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ）であり、前記セカンダリセルは、セカンダリコンポーネ
ントキャリア（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ）である、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの１以上のビットである、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥは、前記プライマリセルのために第１のＴＭ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍ
ｏｄｅ）で設定され、前記セカンダリセルのために第２のＴＭで設定される、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のＴＭは、前記１以上のＴＢを含む、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記第１の基地局へ送信される、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
／ＥＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏ
ｌ ｃｈａｎｎｅｌ）は、ダウンリンクＳＰＳ（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ）解放が前記サブフレームにおいて前記プライマリセル上で検出されたこ
と、を示す、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いるＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ）であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、第１の基地局と通信する第１のＲＦ（ｒａｄｉｏ 
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ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュールと、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、第２の基地局と通信する第２のＲＦモジュールと、
を備え、
　前記ＵＥは、前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを
検出し、
　前記ＵＥは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎ
ｎｅｌ）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ
 ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）を送信し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　ＵＥ。
【請求項１２】
　前記プライマリセルは、プライマリコンポーネントキャリアであり、前記セカンダリセ
ルは、セカンダリコンポーネントキャリアである、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１３】
　前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの１以上のビットである、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記ＵＥは、前記プライマリセルのために第１のＴＭ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍ
ｏｄｅ）で設定され、前記セカンダリセルのために第２のＴＭで設定される、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記第１のＴＭは、前記１以上のＴＢを含む、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記第１の基地局へ送信される、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
／ＥＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏ
ｌ ｃｈａｎｎｅｌ）は、ダウンリンクＳＰＳ（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ）解放が前記サブフレームにおいて前記プライマリセル上で検出されたこ
と、を示す、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１８】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いる基地局であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
ＲＦ（ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュール、を備え、
　他の基地局は、ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを
検出し、
　前記ＵＥは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎ
ｎｅｌ）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ
 ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）を送信し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
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　基地局。
【請求項１９】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いる基地局であって、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
ＲＦ（ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュール、を備え、
　他の基地局は、ＦＤＤによるプライマリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを
検出し、
　前記ＵＥは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎ
ｎｅｌ）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ
 ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）を送信し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　基地局。
【請求項２０】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークであって、
　ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、前記ＵＥと通信する第１の基地局と、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信する第２の基地局と、を備え、
　前記ＵＥは、前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームであるサブフレームを
検出し、
　前記ＵＥは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎ
ｎｅｌ）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ
 ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）を送信し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　無線通信ネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アドバンスト(ａｄｖａｎｃｅｄ)無線通信ネットワークにおける制御シグナ
リングに関する。
【０００２】
＜略語＞
　本明細書では、以下の略語を用いる。
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【背景技術】
【０００３】
　３ＧＰＰ Ｅ－ＵＴＲＡ(Ｅｖｏｌｖｅｄ ＵＭＴＳ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉ
ｏ Ａｃｃｅｓｓ)は、ＦＤＤ(ｆｕｌｌ ｄｕｐｌｅｘ)デュプレックスモード及びＴＤＤ(
ｈａｌｆ ｄｕｐｌｅｘ)デュプレックスモードの両者をサポートする。しかしながら、異
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なるデュプレックスモードを用いて同時接続される端末の動作は、規定されていない。Ｆ
ＤＤスペクトル及びＴＤＤスペクトルの両者を用いるネットワークオペレータにとっては
、ＦＤＤスペクトルリソース及びＴＤＤスペクトルリソース両者の同時使用を可能とし、
以て両スペクトルリソースを上手く(好ましくは完全に)活用可能とするメカニズムが望ま
しい。そのようなものとして、効率的なＴＤＤ及びＦＤＤのスペクトル使用、並びに異な
るテクノロジーの連携活用が、スループットの増加及びキャパシティ不足に適応すべく、
将来的なＬＴＥ展開にとってより重要となると予測される。
【０００４】
　ＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：キャリアアグリゲーション)の利用は
、３ＧＰＰ Ｒｅｌｅａｓｅ１０ ＬＴＥ開発及び３ＧＰＰ Ｒｅｌ．１１ ＬＴＥ ＣＡ改
善ワークの間に見出された通り、複数のキャリアコンポーネント(ｃａｒｒｉｅｒ ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔｓ)を一体化することによってピークデータレート及びスループットを増加
させる手段を提供する。将来的なＬＴＥ展開のシナリオは、ＴＤＤ又はＦＤＤの一方をＰ
Ｃｅｌｌとして利用可能とし、以て包括的なＬＴＥ ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡのサポートが望
まれるものと予測される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、包括的なＬＴＥ ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡをサポートするには幾つかの課題
が存在する。例えば、従来の３ＧＰＰ ＬＴＥ Ｒｅｌ．１０～１１ ＣＡシステムにおい
て、ＰＣｅｌｌは、常に最良のチャネル品質を有するサービングセル(ｓｅｒｖｉｎｇ ｃ
ｅｌｌ)である。そのようなものとして、ＳＣｅｌｌが２つのＴＢを活用し且つＰＣｅｌ
ｌが１つのＴＢのみを活用可能にするような設定(ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)は何ら存
在しない。さらに、ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡ動作のための効率的なＨＡＲＱ(Ｈｙｂｒｉｄ 
Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ)タイミングも何ら存在しない。
【０００６】
　従来の或るシステムは、ＦＤＤがＰＣｅｌｌとして設定され且つＴＤＤがＳＣｅｌｌと
して設定される場合に、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌのＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングがＦＤＤ 
ＰＣｅｌｌのＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱタイミングに従うべきと規定している。しかしながら
、ＴＤＤ ＳｃｅｌｌのＤＬ(Ｄｏｗｎｌｉｎｋ) ＨＡＲＱタイミングがＦＤＤ ＰＣｅｌ
ｌのＤＬ ＨＡＲＱタイミングに従う場合、異なるサービングセルからＨＡＲＱ－ＡＣＫ(
ＨＡＲＱ－Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)メッセージを効率的且つ確実に提供する方
法が不明確である。このような場合におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫに関する問題は、ＵＥ及び
ｅＮＢが、ＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ送信と関連ＨＡＲＱ－ＡＣＫとの間の
マッピングについて共通の理解を有していない虞があることである。この問題は、異なる
ＵＬ－ＤＬ設定を有する複数のＳＣｅｌｌが存在し、再設定(ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ)が生じる場合に増大される。
【０００７】
　さらに、ＳＣｅｌｌがｅＩＭＴＡで設定される場合、再設定期間は１０ｍｓと短時間で
あり得る。このような場合、採用されるＴＤＤ設定の観点からｅＮＢとＵＥとの間に曖昧
性が頻発し得る。特に、ＵＥがｅＩＭＴＡ再設定シグナリングの検出に失敗した場合、Ｕ
Ｅ及びｅＮＢがＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱ－ＡＣＫの観点で異なる理解を有し得る複数の無線
フレームが存在する可能性があり、このことは順次に、幾つかのＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨデータの不必要な再送、又はＵＥにより要求される或るＰＤＳＣＨ／ＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨデータのスケジューリング再送の欠落を引き起こす虞がある。
【０００８】
　明らかに当然のことながら、本明細書で従来技術の刊行物を参照する場合、この参照は
、当該刊行物がオーストラリア国又は他の国における周知常識の一部を形成することの認
定を構成するものでは無い。
【課題を解決するための手段】
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　本発明は、アドバンスト無線通信ネットワークにおける制御シグナリングを対象とし、
上述したデメリットの少なくとも一つを少なくとも部分的に解消するか、或いは消費者へ
有益又は営利な選択を提供し得る。
【００１０】
　前述の事項を考慮し、本発明は、一の態様において、第１のデュプレックスモード、前
記第１のデュプレックモードとは異なる第２のデュプレックスモード、並びに前記第１及
び第２のデュプレックモードのキャリアアグリゲーションをサポートするアドバンスト無
線通信ネットワークに用いるシグナリング方法、に広範に属する。この方法は、ＵＥ(ｕ
ｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ)を、ＰＣｅｌｌ(ｐｒｉｍａｒｙ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａ
ｒｒｉｅｒ)としての第１のアクセスノードを介した前記アドバンスト無線通信ネットワ
ークとのデータ通信のために、前記第１のデュプレックスモード且つ１以上のＴＢ(ｔｒ
ａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ)を含む第１のＴＭ(ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍｏｄｅ)
で設定し、前記ＵＥを、ＳＣｅｌｌ(ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒ
ｉｅｒ)としての第２のアクセスノードを介した前記アドバンスト無線通信ネットワーク
とのデータ通信のために、前記第２のデュプレックスモード且つ１以上のＴＢを含む第２
のＴＭで設定する、ことを含む。前記第２のアクセスノードに関連した前記第２のＴＭは
、前記第１のアクセスノードに関連した前記第１のＴＭとは独立して、設定される。
【００１１】
　或る実施形態によれば、前記第１のデュプレックスモードは、ＦＤＤ(ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)であっても良く、前記第２のデュプレックスモー
ドは、ＴＤＤ(ｔｉｍｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)であっても良い。幾つかの実施
形態において、前記第１のアクセスノードは、第１のキャリア周波数で動作し、前記第２
のアクセスノードは、第２のキャリア周波数で動作する。
【００１２】
　幾つかの実施形態によれば、前記ＵＥは、前記第２のアクセスノードを介した前記アド
バンスト無線通信ネットワークとのデータ通信のために、前記第１のＴＭよりも大きな数
のＴＢを有する前記第２のＴＭで設定される。特に、或る実施形態によれば、前記ＵＥは
、１つのＴＢを用いる前記第１のアクセスノードを介した前記アドバンスト無線通信ネッ
トワークとのデータ通信のために、且つ２つのＴＢを用いる前記第２のアクセスノードを
介した前記アドバンスト無線通信ネットワークとのデータ通信のために設定される。
【００１３】
　或る実施形態によれば、前記方法は、複数の確認メッセージ識別子(ａｃｋｎｏｗｌｅ
ｄｇｅｍｅｎｔ ｍｅｓｓａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)を含む確認メッセージ(ａｃｋｎ
ｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ ｍｅｓｓａｇｅ)を生成する、ことをさらに含み、前記第１のア
クセスノードの前記第１のＴＭの１以上のＴＢ各々、及び前記第２のアクセスノードの前
記第２のＴＭの１以上のＴＢ各々は、前記確認メッセージ識別子の一つに関連付けられる
。例えば、前記確認メッセージ識別子は、前記確認メッセージのビットであっても良い。
前記確認メッセージのビットは、ＰＣｅｌｌ ＴＢ用ビットの第１のサブセット(ｓｕｂｓ
ｅｔ)、及びＳＣｅｌｌ ＴＢ用ビットの第２のサブセットを含み得る。
【００１４】
　或る実施形態によれば、前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ(Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ)－ＡＣＫ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
)メッセージのビットであっても良い。前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージのビット(ｊ＝０
～３)は、以下の表に従って割り当てられ得る。
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【００１５】
　或る実施形態によれば、前記第１のアクセスノードは、マクロカバレッジエリア(ｍａ
ｃｒｏ ｃｏｖｅｒａｇｅ ａｒｅａ)を有するマクロ基地局であり、前記第２のアクセス
ノードは、前記マクロカバレッジエリア内で小規模(ｓｍａｌｌ)カバレッジエリアを有す
る小規模基地局であり、前記ＵＥは、前記第１及び第２のアクセスノードを介したデータ
通信のために設定される場合、前記小規模カバレッジエリアに位置する。特に、前記第１
のアクセスノードは、マクロカバレッジ、システム情報(ｓｙｓｔｅｍ ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ)のブロードキャスト、モビリティ管理(ｍｏｂｉｌｉｔｙ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ)
の処理、及び制御プレーン(ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｌａｎｅ)の接続性を提供し得て、前記第
２のアクセスノートは、小規模セルカバレッジ、並びにユーザデータ送受信のためのユー
ザプレーン(ｕｓｅｒ ｐｌａｎｅ)の接続性を提供し得る。
【００１６】
　或る実施形態によれば、前記第２のアクセスノードは、自ノードのカバレッジエリアに
おける他のＵＥの有無に応じて、前記ＵＥに対しリソースをフレキシブルに割り当てる。
【００１７】
　他の態様において、発明は、第１のデュプレックスモード、前記第１のデュプレックモ
ードとは異なる第２のデュプレックスモード、並びに前記第１及び第２のデュプレックモ
ードのキャリアアグリゲーションをサポートするアドバンスト無線通信ネットワークに用
いるシグナリング方法に、に広範に属する。この方法は、ＵＥを、ＰＣｅｌｌとしての第
１のアクセスノードを介した前記ネットワークとのデータ通信のために、前記第１のデュ
プレックスモード且つ１以上のＴＢを含む第１のＴＭで設定し、前記ＵＥを、ＳＣｅｌｌ
としての第２のアクセスノードを介した前記ネットワークとのデータ通信のために、前記
第２のデュプレックスモード且つ１以上のＴＢを含む第２のＴＭで設定し、前記１以上の
ＴＢに対する確認メッセージ識別子を、前記１以上のＴＢの任意のコンポーネント(ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔｓ)の伝送方向とは独立して、割り当てる、ことを含む。
【００１８】
　或る実施形態によれば、前記送信方向は、ＵＬ(ｕｐｌｉｎｋ)伝送方向及びＤＬ(ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ)伝送方向の一方を含む。
【００１９】
　他の実施形態によれば、前記第１のデュプレックスモードは、ＦＤＤ(ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)であっても良く、前記第２のデュプレックスモー
ドは、ＴＤＤ(ｔｉｍｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)であっても良い。前記第１のア
クセスノードは、第１のキャリア周波数で動作し得て、前記第２のアクセスノードは、第
２のキャリア周波数で動作し得る。
【００２０】
　或る実施形態によれば、前記確認メッセージ識別子は、確認メッセージのビットであっ
ても良い。前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ(Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ 
Ｒｅｐｅａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ)－ＡＣＫ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)メッセージの
ビットであり得る。さらに、前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージは、データと多重化され、
ＰＵＳＣＨ上で送信され得る。
【００２１】
　或る実施形態によれば、前記確認メッセージ識別子は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／
１ｂ、チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ、及びＰＵＣＣＨフォーマット３
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の一つに従ったフィードバック(ｆｅｄ ｂａｃｋ)である。
【００２２】
　実施形態によれば、前記方法は、前記ＵＥが２つ未満のサービングセルのキャリアアグ
リゲーションをサポート可能であるかを判定し、前記確認メッセージ識別子を３ＧＰＰ 
ＬＴＥ ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに従ってフィードバックする、ことをさらに
含む。
【００２３】
　他の実施形態によれば、前記方法は、サブフレームのために、ダウリンク伝送(ＰＤＣ
ＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ)が、前記ＤＬサブフレーム用の前記第２のアクセスノ
ード上で発生しないと判定し、３ＧＰＰ ＬＴＥ ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに従
ったデータの前記サブフレームのために、前記確認メッセージ識別子をフィードバックす
る、ことをさらに含む。
【００２４】
　更に他の実施形態によれば、前記方法は、前記セカンダリアクセスノード上のＰＤＣＣ
Ｈ／ＥＰＤＣＣＨのＤＣＩフォーマットで、ＴＰＣフィールドデータを受信し、前記ＴＰ
Ｃフィールドデータに応じ、前記確認メッセージ識別子を、ＰＵＣＣＨリソース上での送
信用のＰＵＣＣＨフォーマットに従って割り当てる、ことをさらに含む。
【００２５】
　予め定義した値が、ＵＬ(ｕｐｌｉｎｋ)サブフレームの確認メッセージ識別子と関連付
けられる。前記予め定義した値は、ＮＡＣＫであり得る。
【００２６】
　本発明の或る実施形態は、ＰＣｅｌｌ上の１つのトランスポートブロック及びＳＣｅｌ
ｌ上の２つのトランスポートブロックをサポートする、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫチャネル選択用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ(ｊ)に対するトランスポートブロック
及びサービングセルの新たなマッピングを提供する。
【００２７】
　さらに、或る実施形態は、サブフレーム上の伝送方向の観点からの曖昧性に因り生じる
影響を軽減する、ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡシステム用のロバスト(ｒｏｂｕｓｔ)なＨＡＲＱ
－ＡＣＫコンカチネーション方法を提供する。
【００２８】
　或る実施形態は、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ及びＴＤＤで設定される単一のＳＣｅｌｌを伴う
ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡシステム用のフォールバック(ｆａｌｌ－ｂａｃｋ)方法を提供する
。
【００２９】
　最後に、本発明の或る実施形態は、ＵＬサブフレーム用のＤＴＸ又はＮＡＣＫ／ＤＴＸ
値を伴うＨＡＲＱ－ＡＣＫ識別子を生成し、ＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨとＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫとの間の関係の観点から、ＵＥとｅＮＢ(基地局)との間の共通理解を可能
にする方法を提供する。
【００３０】
　本明細書で説明する任意の特徴は、発明の範囲内で説明する任意の１以上の他の特徴と
任意の組合せで組み合わせることが可能である。
【００３１】
　本明細書中での従来技術の参照は、当該従来技術が公知常識の一部を形成することの承
認又は如何なる示唆として扱われるものでも、扱われるべきものでも無い。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、上述したデメリットの少なくとも一つを少なくとも部分的に解消する
か、或いは消費者へ有益又は営利な選択を提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
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【図１】本発明の実施形態に係る、アドバンスト無線通信システムを示している。
【図２Ａ】本発明の他の実施形態に係る、アドバンスト無線通信システムの一部分の簡略
化されたブロック図を示している。
【図２Ｂ】本発明の他の実施形態に係る、アドバンスト無線通信システムの残り部分の簡
略化されたブロック図を示している。
【図３】本発明の実施形態に係る、ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡシステムのためのＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫビットコンカチネーションを示している。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　発明の好ましい特徴、実施形態及びバリエーションは、当業者が発明を実施するために
十分な情報を提供する下記の実施形態の説明とは区別され得る。実施形態の説明は、前述
した発明の概要の範囲を何らか限定するものとして見做されるべきでは無い。実施形態の
説明は、次の通り幾つかの図面について言及する。
【００３５】
　図１は、本発明の実施形態に係る、アドバンスト無線通信システム１００を示している
。アドバンスト無線通信システム１００は、効率的なＦＤＤ及びＴＤＤのキャリアアグリ
ゲーションを可能にする。
【００３６】
　アドバンスト無線通信システム１００は、対を成すＤＬ及びＵＬキャリア周波数上でＦ
ＤＤ信号を送受信可能なマクロ基地局を表す複数のＦＤＤマクロアクセスノード１０１と
、対を成すＤＬ及びＵＬキャリア周波数上でＦＤＤ信号を送受信可能なピコ基地局を表す
複数のＦＤＤスモールセルアクセスノード１０２と、を含む。アドバンスト無線通信シス
テム１００は、さらに、単一の対を成さないキャリア周波数上でＤＬ及びＵＬ ＴＤＤ信
号を送受信可能なピコ基地局を表す複数のＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３と、
ＦＤＤ信号送受信、ＴＤＤ信号送受信及びＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーション形式
のＦＤＤ－ＴＤＤ信号送受信を行うことが可能な複数のアドバンストＵＥ(ｕｓｅｒ ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔｓ) １０４、１０５及び１０６と、を含む。
【００３７】
　ＦＤＤマクロアクセスノード１０１は、第１のキャリア周波数対Ｆ１上でマクロセル(
ｍａｃｒｏ－ｃｅｌｌｓ)を提供し、各マクロセルは、大規模カバレッジを提供する。Ｆ
ＤＤスモールセルアクセスノード１０２は、第２のキャリア周波数対Ｆ２上でスモールセ
ル(ｓｍａｌｌ－ｃｅｌｌｓ)を提供し、ＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３は、第
３の非対キャリア周波数Ｆ３上でスモールセルを提供する。
【００３８】
　第１のキャリア周波数Ｆ１と第２のキャリア周波数Ｆ２とは、同一であるか或いは異な
るキャリア周波数であり得る。さらに、第１のキャリア周波数Ｆ１のＵＬキャリア周波数
コンポーネントと、第３のキャリア周波数Ｆ３とは、同一であるか或いは異なるキャリア
周波数であり得る。
【００３９】
　ＦＤＤマクロアクセスノード１０１は、ＦＤＤスモールセルアクセスノード１０２及び
ＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３と、(図示を省略する)バックホールにより相互
接続される。本発明の或る実施形態によれば、アドバンスト無線通信システム１００は、
第１の展開シナリオ１１０によって示す如く、ＦＤＤキャリアがＰＣｅｌｌであり且つＴ
ＤＤキャリアがＳＣｅｌｌであるＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションを可能にする
。
【００４０】
　そのようなものとして、ＰＣｅｌｌは、最良のチャネル品質を有するサービングセルで
無くても良い。これは、ＵＥ １０４、１０５及び１０６が、ＴＤＤスモールセルアクセ
スノード１０３に近接する一方で、ＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１から離れ得る
ためである。要するに、ＰＣｅｌｌは、マクロカバレッジを提供し、システム情報(ｓｙ
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ｓｔｅｍ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)をブロードキャストし、コントロールプレーン(ｃｏ
ｎｔｒｏｌ ｐｌａｎｅ)の接続性を提供するサービングセルであり得て、ＳＣｅｌｌ(ｓ)
は、スモールセル、及びユーザデータ送受信のためのユーザプレーン(ｕｓｅｒ ｐｌａｎ
ｅ)の接続性を提供するサービングセルであり得る。
【００４１】
　このような設定は、ＰＣｅｌｌレベルのハンドオーバを、ＵＥ １０４、１０５及び１
０６が一のＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３から他のＴＤＤスモールセルアクセ
スノード１０３へ移動するよう最小化することが可能である。ＦＤＤマクロセルアクセス
ノード１０１と比して、ＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３は、ＵＥ １０４、１
０５、１０６のＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３への近接が低いカップリングロ
スをもたらすため、より良好なリンク品質を提供可能である。
【００４２】
　第１の展開シナリオ１１０によれば、ＵＥ １０４は、初めにＦＤＤマクロセルアクセ
スノード１０１を検出して在圏する。ＵＥ １０４は、ＦＤＤマクロセルアクセスノード
１０１を介してＦＤＤキャリア上で、アドバンスト移動体ネットワークとのＲＲＣコネク
ションを確立する。モビリティに因り、ＵＥ １０４は、次いでＴＤＤスモールセルアク
セスノード１０３によりサービスされるスモールセルカバレッジへ進入する。ＦＤＤマク
ロセルアクセスノード１０１を経由する専用(ｄｅｄｉｃａｔｅｄ)ＲＲＣシグナリングを
介して、ＵＥ １０４は、ＴＤＤスモールセル測定を実行し、ＴＤＤスモールセルアクセ
スノード１０３によりサービスされる第２のＴＤＤキャリアコンポーネントを、更なるデ
ータ送受信用の補助的にアグリゲートされたキャリアとして追加するよう設定される。第
２のＴＤＤキャリアコンポートネントが、ＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１により
サービスされるアンカー(ａｎｃｈｏｒ)コンポーネントとしてのプライマリＦＤＤキャリ
アコンポーネントに加えて追加される。
【００４３】
　ＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１によりサービスされるプライマリキャリアコン
ポーネント(又はＰＣｅｌｌ)はＬＴＥ ＦＤＤであり、ＴＤＤスモールセルアクセスノー
ド１０３によりサービスされるセカンダリキャリアコンポーネント(ＳＣｅｌｌ)はＬＴＥ
－ＴＤＤである。第１の展開シナリオ１１０では、５つ迄のＳＣｅｌｌが存在し得る。シ
ナリオ１１０におけるＵＥ位置では、ＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１が、ＵＥ 
１０４を、ＰＣｅｌｌ上で１又は２つのＴＢを伴い、ＳＣｅｌｌ上で１つのＴＢを伴うＴ
Ｍを有するように設定しても良い。シナリオ１１１におけるＵＥ位置では、ＦＤＤマクロ
セルアクセスノード１０１が、ＵＥ １０４を、ＰＣｅｌｌ上で１つのＴＢを伴い、ＳＣ
ｅｌｌ上で１又は２つのＴＢを伴うＴＭを有するように設定しても良い。
【００４４】
　代替の実施形態によれば、アドバンスト無線通信システム１００は、第２の展開シナリ
オ１１２によって示す如く、ＦＤＤキャリアがＰＣｅｌｌであり且つフレキシブルなＴＤ
ＤキャリアがＳＣｅｌｌであるＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションを可能にする。
【００４５】
　第２の展開シナリオ１１２によれば、ＵＥ １０５は、ＦＤＤマクロセル基地局１０１
を検出して在圏する。ＵＥ １０５は、ＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１を介して
ＦＤＤキャリア上で、アドバンスト移動体ネットワークとのＲＲＣコネクションを確立す
る。ＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１を経由する専用ＲＲＣシグナリングを介して
、ＵＥ １０５は、ＴＤＤスモールセル測定を実行し、ＴＤＤスモールセルアクセスノー
ド１０３によりサービスされる第２のＴＤＤキャリアコンポーネントを、更なるデータ送
受信用の補助的にアグリゲートされたキャリアとして追加するよう設定される。第２のＴ
ＤＤキャリアコンポートネントが、ＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１によりサービ
スされるアンカーコンポーネントとしてのプライマリＦＤＤキャリアコンポーネントに加
えられる。マクロセルアクセスノード１０１によりサービスされるプライマリキャリアコ
ンポーネントはＬＴＥ ＦＤＤであり、ＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３により
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サービスされるセカンダリキャリアコンポーネントはフレキシブルなＬＴＥ－ＴＤＤであ
る。
【００４６】
　ＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３内のトラヒックは、新たなＵＥがＴＤＤスモ
ールセルアクセスノード１０３へ入るか、或いは既存のＵＥがＴＤＤスモールセルアクセ
スノード１０３から離れることに因って変化し得る。実例として図１を参照すると、ＵＥ
 １０６は、ＵＥモビリティ１２２に因りマクロセルアクセスノード１０１からＴＤＤス
モールセルアクセスノード１０３へハンドオーバし、及び／又はモビリティ１２３に因り
ＴＤＤピコセル１０３からＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１へハンドオーバし得る
。セルトラヒックが変化すると、ＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３は、セルＵＬ
－ＤＬ設定をフレキシブルに変更して、自身のカバレッジ内のアクティブＵＥ毎にユーザ
が体験するスループットを最適化し得る。第１の展開シナリオ１１０を参照して議論した
通り、ＵＥ １０５の位置に応じて、ＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌとの間での結果的なチャネ
ル品質の差が、ＳＣｅｌｌをＰＣｅｌｌよりも高い数のＴＢを伴うＴＭで設定することを
引き起こす。
【００４７】
　図２Ａ及び図２Ｂは、本発明の実施形態に係る、アドバンスト無線通信システム２００
の簡略化されたブロック図を示している。アドバンスト無線通信システム２００は、図１
のＦＤＤマクロセルアクセスノード１０１等のＦＤＤアクセスノードを表すＦＤＤアドバ
ンスト基地局２１０と、図１のＴＤＤスモールセルアクセスノード１０３等のＴＤＤアク
セスノードを表すＴＤＤアドバンスト基地局２３０と、を含む。アドバンスト無線通信シ
ステム２００は、さらに、図１のＵＥ １０４又は１０５等のシステム間ＦＤＤ－ＴＤＤ 
ＣＡを実行可能なＵＥを表すアドバンストＵＥ ２５０の簡略化されたブロック図を含む
。
【００４８】
　アドバンストＦＤＤ基地局２１０は、プロセッサ２１１と、プログラム指示及びデータ
ベースを含むメモリ２１２と、ＤＬキャリアコンポーネント上で動作する送信機及びＵＬ
キャリアコンポーネント上で動作する受信機を有するＦＤＤ ＲＦ(ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ)モジュール２１３と、セルにおいてセルラ無線周波数信号をＵＥへ送信し且
つセルにおいて無線周波数信号をＵＥから受信するためのアンテナアレイ２１４と、ＤＬ
トランスポートチャネル及び物理チャネルのコーディング及び信号処理、並びに制御信号
及びリファレンス信号処理を実行するためのＴＸモジュール２１５と、を含む。アドバン
ストＦＤＤ基地局２１０は、さらに、ＵＬチャネル受信、信号処理及びチャネルデコーデ
ィングを実行するためのＲＸモジュール２１６、を含む。以下でより詳細に議論する如く
、ＲＸモジュールは、さらに、ＰＵＣＣＨ上で受信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫシンボルをデ
コードし且つ解釈するためのＨＡＲＱ－ＡＣＫデマッピングモジュール２２５、を含む。
【００４９】
　アドバンストＴＤＤ基地局２３０は、プロセッサ２３１と、プログラム指示及びデータ
ベースを含むメモリ２３２と、同一のキャリアコンポーネント上で動作する送信機及び受
信機を有するＴＤＤ ＲＦ(ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)モジュール２３３と、セルに
おいてセルラ無線周波数信号をＵＥと送受信するためのアンテナアレイ２３４と、ＤＬト
ランスポートチャネル及び物理チャネルのコーディング及び信号処理、並びに制御信号及
びリファレンス信号処理を実行するためのＴＸモジュール２３５と、ＵＬチャネル受信、
信号処理及びチャネルデコーディングを実行するためのＲＸモジュール２３６と、を含む
。以下で更に議論する如く、ＲＸモジュールは、さらに、ＰＵＳＣＨ上で受信されるＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫシンボルをデコードし且つ解釈するためのＨＡＲＱ－ＡＣＫデマッピングモ
ジュール２２５、を含む。
【００５０】
　アドバンストＵＥ ２５０は、プロセッサ２５１と、プログラム指示及びデータベース
を含むメモリ２５２と、ＵＬキャリアコンポーネント上で動作する送信機及びＤＬキャリ
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ｃｙ)モジュール２５３と、セルラ無線周波数信号をサービシングＦＤＤ基地局へ送信し
且つ無線周波数信号をサービシングＦＤＤ基地局から受信するためのアンテナアレイ２５
４と、同一のキャリアコンポーネント上で動作する送信機及び受信機を有するＴＤＤ Ｒ
Ｆ(ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ)モジュール２５５と、セルラ無線周波数信号をサー
ビシングＴＤＤ基地局と送受信するためのアンテナアレイ２５６と、ＤＬトランスポート
チャネル及び物理チャネルの受信、信号処理並びにデコーディングを実行するためのＲＸ
モジュール２５７と、を含む。ＲＸモジュール２５７は、さらに、ＵＬチャネルエンコー
ディング及び送信を実行するＴＸモジュール２５８、を含む。以下でより詳細に議論する
如く、ＴＸモジュールは、送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫシンボルをエンコードするための
ＨＡＲＱ－ＡＣＫマッピング＆コンカチネーションモジュール２６５、を含む。
【００５１】
　本発明の第１の態様は、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌが１つのトランスポートブロック又は２つ
のトランスポートブロックをサポートするＴＭ(Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｍｏｄｅ)で
設定される一方、ＳＣｅｌｌが１つのトランスポートブロック又は２つのトランスポート
ブロックをサポートするＴＭで独立して設定される場合における、ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡ
システム用のＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック方法に関する。
【００５２】
　上述した通り、ＬＴＥ Ｒｅｌ．１０～１１ ＣＡシステムにおいて、ＰＣｅｌｌは常時
、最良のチャネル品質を有するサービングセルであり、以てＰＣｅｌｌは常時、ＳＣｅｌ
ｌと同一又はより高い数のＴＢ(例えば、ＳＣｅｌｌ上で２つのＴＢ且つＰＣｅｌｌ上で
１つのＴＢ)をサポートするＴＭで設定される。よって、旧来のＬＴＥ Ｒｅｌ’１０及び
１１ ＣＡは、以下の表１Ａに示す如く、３つの設定Ａ＝２、Ａ＝３及びＡ＝４から成る
。
【００５３】
【表１Ａ】

【００５４】
　表１Ａを参照すると、Ａ＝３のケースに対しては、ＰＣｅｌｌ上の２つのＴＢ用に２つ
のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットが存在し、ＳＣｅｌｌ上の１つのＴＢ用に１つのＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫビットが存在する。従って、１つのＴＢを有するＰＣｅｌｌ及び２つのＴＢを有する
ＳＣｅｌｌのためのＨＡＲＱ－ＡＣＫ設定は何ら存在しない。
【００５５】
　しかしながら、上述した通りに、ＰＣｅｌｌは、マクロカバレッジを提供し、システム
情報をブロードキャストし、モビリティ管理を実行し且つ制御プレーンの接続性を提供す
るマクロセルとして展開され得る。このため、ＳＣｅｌｌを、Ｐｃｅｌｌよりも多くのＴ
Ｂを有することを可能にするのが望ましい。そのようなものとして、新たなＨＡＲＱマッ
ピングテーブルが、表１Ｂにおいて提供される。このテーブルはエントリＡ＝３＊を含み
、以て以下に示す如く４つの利用可能な設定を提供する。
【００５６】
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【表１Ｂ】

【００５７】
　フォーマット１ｂ ＨＡＲＱ－ＡＣＫチャネル選択の送信のために、表２は、Ａ＝２用
のフォーマット１ｂ ＨＡＲＱ－ＡＣＫチャネル選択の送信を示し、表３は、Ａ＝３用の
フォーマット１ｂ ＨＡＲＱ－ＡＣＫチャネル選択の送信を示し、表４は、Ａ＝４用のフ
ォーマット１ｂ ＨＡＲＱ－ＡＣＫチャネル選択の送信を示している。
【００５８】

【表２】

【００５９】
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【００６０】
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【表４】

【００６１】
　ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＨが用いられる場合、ＰＵＣＣＨリソースは、次の通りに規定さ
れる。
【００６２】

【００６３】
　ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＨが用いられる場合、ＰＵＣＣＨのインデックスは、３ＧＰＰ 
ＬＴＥ Ｒｅｌ.１１仕様に適切に基づいて決定され得る。便宜上、以降の段落では、ＰＤ
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ＣＣＨを幾つかの例とするが、ＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡシステムにおけるＥＰＤＣＣＨの使
用を除外するものでは無い。
【００６４】
　発明の第２の態様は、ＰＣｅｌｌがＦＤＤサービングセルである場合に、ＦＤＤ－ＴＤ
Ｄ ＣＡシステムにおけるＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットをコンカチネート(ｃｏｎ
ｃａｔｅｎａｔｅ：結合)する方法を含む。
【００６５】
　ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ及びＴＤＤ ＳＣｅｌｌを含む最大で２つのサービングセルのキャリ
アアグリゲーションをサポートするＵＥのため、以下で更に詳細に議論する如く、３ＧＰ
Ｐ ＬＴＥで定義されるＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを、２以上のサービングセルで設定
される場合におけるＨＡＲＱ－ＡＣＫの送信用のチャネル選択に利用する。
【００６６】
　ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ及び少なくとも１つのＴＤＤ ＳＣｅｌｌを含む２以上のサービング
セルのキャリアアグリゲーションをサポートするＵＥのためには、以下で更に詳細に議論
する如く、ＵＥを高次レイヤで設定して、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ及び少なくとも１つのＴＤ
Ｄ ＳＣｅｌｌによる２以上のサービングセルで設定される場合におけるＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋの送信用に、チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ、又は３ＧＰＰ ＬＴＥ
で定義されるＰＵＣＣＨフォーマット３の一方を用いる。
【００６７】
　最後に、ＦＤＤがＰＣｅｌｌとして設定され且つ少なくとも１つのＳＣｅｌｌがＴＤＤ
サービングセルである場合、２以上の設定されたサービングセルのためのＰＵＣＣＨ上で
のＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック手順は、以下で更に詳細に議論する如く、ＰＵＣＣＨ
フォーマット１ａ／１ｂ、チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ、又はＰＵＣ
ＣＨフォーマット３のいずれかに基づくものである。
【００６８】
　＜チャネル選択ＨＡＲＱ手順を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ＞
【００６９】
　ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ及び１つのＴＤＤ ＳＣｅｌｌのみを有するＦＤＤ－ＴＤＤ ＣＡシ
ステムのためには、チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用いてＨＡＲＱ－
ＡＣＫをフィードバックすることが可能である。以降の段落では、特に明記しない限り、
ＦＤＤ ＰＣｅｌｌが、２つ迄のＴＢをサポートするＴＭで設定され、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ
が、１つのＴＢのみをサポートするＴＭで設定されるものとする。
【００７０】
　上述した通り、ＵＥは、再設定メッセージ／シグナリングの検出に失敗し得る。結果と
して、フォールバックメカニズムが使用される場合であっても、ＵＥ及びｅＮＢは、或る
サブフレームの伝送方向について異なる理解を有し得る。特に図３を参照すると、ＵＥは
、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１におけるパーシステント(ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ)・ウィンドウ
＃ｎ＋１の間に再設定シグナリングのデコードに失敗し、以てフレーム＃ｎ＋１において
ＴＤＤ設定＃１を誤って適用し得る。この問題を緩和又は少なくとも改善するため、ＦＤ
Ｄ ＰＣｅｌｌ及びＴＤＤ ＳＣｅｌｌからのＨＡＲＱ－ＡＫＣビットをコンカチネートす
る２つの方法が提供される。

＜オプション１：ＨＡＲＱ－ＡＣＫをＴＤＤサービングセル上のＵＬ及びＤＬサブフレー
ムのために生成＞
【００７１】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫシグナリングに用いるビットの数は、サービングセルの数及び各サー
ビングセルの伝送モードに基づいて決定される。ＴＤＤサービングセルにおけるサブフレ
ームがＵＥによってＵＬサブフレームであると見做される場合、対応ＨＡＲＱ－ＡＣＫビ
ットは、ＤＴＸ又はＮＡＣＫ／ＤＴＸとして割り当てられる。そして、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
シグナリングの送信は、表２、表３又は表４にそれぞれ従って、Ａ＝２、Ａ＝３又はＡ＝
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【００７２】
　チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ(ｊ)に対するト
ランスポートブロック及びサービングセルのマッピングは、上記の表１で規定される。
【００７３】

【００７４】

【００７５】
　また更に図３に示す如く、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(１)は、後にＦ
ＤＤサービングセル上のＤＬサブフレーム＃３(３０５)に関連付けられ、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ(２)は、ＴＤＤサービングセルにおけるサブフレーム＃３(３１１)に関連付けられる。
例えばＴＤＤ ＳＣｅｌｌがｅＩＭＴＡで設定される場合に高速シグナルされた再設定が
ＵＥにより検出されなかったために、ＵＥがパーシステント・ウィンドウ－ｎ＋１におい
て新たなシステム情報(すなわち、＃１から＃５へのＵＬ－ＤＬ設定変更)を見落とすなら
ば、ｅＮＢ及びＵＥは、サブフレーム＃３(３１１)、サブフレーム＃７(３１２)及びサブ
フレーム＃８(３１７)上での伝送方向の観点から異なる理解を有し得るであろう。
【００７６】
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　同様に、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ及びＴＤＤ ＳＣｅｌｌの両者が２つ迄のトランスポートブ
ロックをサポートするＴＭで設定される場合、表４をＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックの
ために採用する。

＜オプション２：フォールバック方法＞
【００７８】
　ＵＥがＦＤＤ ＰＣｅｌｌ上でのみＤＬ送信を検出する場合には、フォールバック方法
、すなわちＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いて、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌのためにＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫをフィードバックスすることが可能である。このことは、例えばＴＤＤ 
ＳＣｅｌｌにおけるサブフレームがＵＬサブフレームとして使用されるか、或いはＴＤＤ
 ＳＣｅｌｌのＤＬサブフレーム上でＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが検出され
ないために発生する。
【００７９】
　３ＧＰＰ ＬＴＥ Ｒｅｌ．８～１１で規定されるように、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ
／１ｂを使用すべきか否かは、要求されるＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの数に依存する。ＴＤ
Ｄサービングセル上の一のサブフレームがＵＬサブフレームであると判定された場合、そ
のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは生成されるべきでは無い。そのようなものとして、Ｆ
ＤＤ ＰＣｅｌｌ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫを、あたかもＵＥが１つのＦＤＤサービングセル
のみで設定されていたかの如く、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いてフィードバ
ックすることが可能である。
【００８０】
　そして、ｅＮＢ及びＵＥは、採用されるフィードバックスキームの観点から異なる理解
を有し得るが、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ上でのＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ送信用
のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットについて共通の解釈をすることができるだろう。
【００８１】
　例えば、図３(３００．１)に示す如く、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(
１)が、ＦＤＤサービングセル上のＤＬサブフレーム＃９(３０２)に関連付けられる。Ｔ
ＤＤ ＳＣｅｌｌ－１上のＤＬサブフレーム＃９(３０９)においてＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣ
Ｈ／ＥＰＤＣＣＨが検出されない場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(２)は生成されないだろうし、
ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを、ＵＥによりフォールバック方法として使用することが可
能である。
【００８２】
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【００８３】

【００８４】

【００８５】

【００８６】



(22) JP 2017-501594 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

【００８７】
　前述した通り、再設定エラーの場合には、ｅＮＢ及びＵＥがサブフレームの伝送方向の
観点から異なる理解を有し得る。例えば、図３に示すように、サブフレーム＃３(３１１)
、サブフレーム＃７(３１２)及びサブフレーム＃８(３１７)上で、ＵＥは、新たなシステ
ム情報(すなわち、ＴＤＤ設定＃５)をパーシステント・ウィンドウ－２の間に正しく受信
していなかった。これは、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌがｅＩＭＴＡで設定される場合に高速再設
定シグナリングがＵＥにより検出されない為であり得る。
【００８８】
　ＨＡＲ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(１)は、ＦＤＤサービングセル上のＤＬサブ
フレーム＃３(３０５)に関連付けられる。ＴＤＤサービングセルにおけるサブフレーム＃
３(３１１)はＵＥによりＵＬサブフレームとして見做されるため、関連したＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫは生成されないであろう。このような場合、ＵＥは、ＰＣｅｌｌ上でのＤＬ送信のた
めのＨＡＲＱ－ＡＣＫをフィードバックする際にＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを用い、ｅ
ＮＢは、チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを仮定したＨＡＲＱ－ＡＣＫフ
ィードバックが用いられていると解釈する。
【００８９】

【００９０】

【００９１】
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【００９２】
　上記の例から、ＵＥにて設定エラーが生じた場合であっても、ｅＮＢがＦＤＤ ＰＣｅ
ｌｌ上でのＤＬ送信用のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを受信し且つ正しく解釈可能であること
は明らかである。
【００９３】
　＜ＰＵＣＣＨフォーマット３ ＨＡＲＱ手順＞
【００９４】
　例えば対応ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ上でのダウンリンクＳＰＳ
解放を示すＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨの検出によって示されるＦＤＤ ＰＣｅｌｌ上での
みのＰＤＳＣＨ送信、又は対応ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが存在しないＦＤＤ ＰＣｅｌ
ｌ上でのＰＤＳＣＨ送信のために、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂを用いて、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫメッセージを送信する。但し、ＰＵＣＣＨフォーマット３が設定される。
【００９５】
　クロスキャリア(ｃｒｏｓｓ－ｃａｒｒｉｅｒ)スケジューリングが設定され、且つＴＤ
Ｄ ＳＣｅｌｌ上のサブフレームがＵＬサブフレームであると見做される場合、ＵＥは、
ＰＣｅｌｌ上でＴＤＤ ＳＣｅｌｌのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのブラインドデコードを
試みても、試みなくても良い。
【００９６】

【００９７】
　ＰＵＣＣＨフォーマット３を用いる場合、すなわち、ＵＥがＰＵＣＣＨフォーマット１
ａ／１ｂへフォールバックしない場合、ＵＥがサブフレームをＤＬ／スペシャルサブフレ
ーム又はＵＬサブフレームとして扱うか否かに関わらず、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを各サ
ービングセル上での対応サブフレームのために生成する必要がある。
【００９８】
　図３(３００．２)に示すように、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ ２が２つのトランスポートブロッ
クをサポートするＴＭで設定されるとすると、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ(１)が、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ上のＤＬサブフレーム＃９(３０２)のために生成され、Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫ(２)が、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１上のＤＬサブフレーム＃９(３０９)のた
めに生成され、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(３)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(４)が、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ
－２上のＤＬサブフレーム＃９(３１３)のために生成される。ｅＮＢ側では、ｅＮＢが各
サービングセルのＴＭを知見し、よって各ＤＬ ＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ
用のＨＡＲＱ－ＡＣＫを知見しているため、送信を曖昧性無しでデコードすることが可能
である。
【００９９】
　更に図３に示すように、ＵＥがＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１上のサブフレーム＃２(３１０)
及びＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－２上のサブフレーム＃２(３１４)をＵＬサブフレームと見做す
ため、ＤＬサブフレームがＰＣｅｌｌ上に割り当てられ且つＵＬサブフレームがＳＣｅｌ
ｌ上に割り当てられる。従って、ＵＥは、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌのＤＬサブフレーム＃３(３
０３)上でＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを検出するのみである。よって、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット１ｂが、ＰＣｅｌｌ上の２つのＴＢ用の２つのＨＡＲＱ－ＡＣＫビッ
トをフィードバックするために採用される。ｅＮＢ側では、ＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／Ｅ
ＰＤＣＣＨをＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１のサブフレーム＃２(３１０)又はＴＤＤ ＳＣｅｌｌ
－２のサブフレーム＃２(３１４)上では送信しなかったため、ＰＵＣＣＨフォーマット１
ｂが予測されて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(１)を、送信を曖昧性無し
でデコードすることが可能である。
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【０１００】
　更に図３に示すように、ＵＥは、ＵＬ－ＤＬ再設定シグナリングを見落とし得るために
、ＵＬ－ＤＬ設定変更の検出に失敗し得る。そのようなものとして、ＵＥは、サブフレー
ム＃３(３１１)をＵＬサブフレームと見做し得て、ｅＮＢにより送信されたＰＤＳＣＨ／
ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨは、ＵＥにより本ＤＬサブフレーム上では受信されないであろ
う。ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを、ＵＥによりＵＬサブフレームとして見做されるサブフレ
ームのために生成しない場合、ｅＮＢは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫと対応ＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣ
Ｈ／ＥＰＤＣＣＨとの間の関係を理解するに際して問題を抱える。例えば、ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(１)がＦＤＤ ＰＣｅｌｌのために生成され、且つＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ(２)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(３)がＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－２のために生成される
場合、ｅＮＢは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(２)がＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１のＤＬサブフレーム＃
３(３１１)上でのＤＬ送信のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックであり、ＨＡＲＱ－
ＡＣＫ(３)がＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－２のＤＬサブフレーム＃３(３１５)上でのＤＬ送信の
ためのものであると認識し得る。この結果、ｅＮＢは、２つのＴＢをサポートするＴＭが
設定される場合における２つのＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを期待するため、ＴＤＤ ＳＣｅ
ｌｌ－１のＤＬサブフレーム＃３(３１１)上でのＤＬ送信は再送されないだろうし、ＴＤ
Ｄ ＳＣｅｌｌ－２のＤＬサブフレーム＃３(３１５)上でのＤＬ送信は再送されるであろ
う。
【０１０１】
　この曖昧性を解決するため、ＵＥは、ＵＬサブフレームのためのＨＡＲＱ－ＡＣＫビッ
トを生成することが可能である。これは、全てのＴＤＤフレームにおけるサブフレーム＃
２等の固定ＵＬサブフレームに対してさえ用いることが可能である。このような場合、関
連ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(ｊ)は“ＮＡＣＫ”で割り当てられる。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(
０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(１)が、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ上のＤＬサブフレーム＃３(３０５)
のために生成され、ＵＥはサブフレーム＃３(３１１)がＵＬ送信に用いられていると認識
するため、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(２)が、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ上のサブフレーム＃３(３１１)
のために“ＮＡＣＫ”の値で生成され、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(３)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(４)
が、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－２上のサブフレーム＃３(３１５)のために生成される。ｅＮＢ
側では、各サービングセルに関する設定ＴＭに基づき５ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセ
ージが期待されるため、ｅＮＢは、受信した５ビットのＨＡＲＱ－ＡＣＫを各サービング
セルにおけるＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ送信とリンク付けすることに何ら問
題を抱えないはずである。
【０１０２】
　ＰＵＳＣＨ及びＰＵＣＣＨの同時送信が設定されず、且つＵＬ送信がＨＡＲＱ－ＡＣＫ
フィードバックを伴うＵＬサブフレーム上でスケジュールされない場合、ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋビットは、データと多重されて、ＰＵＳＣＨ上で送信される。２以上の設定されたサー
ビングセルのためのＰＵＳＣＨ上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバック手順を、次の通り
に詳述する。
【０１０３】
　ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの数は、設定されたサービングセルの数及び各サービングセル
において設定されたＴＭに基づいて決定される。ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットは、サブフレー
ムがＴＤＤ ＳＣｅｌｌ上でＤＬサブフレーム又はＵＬサブフレームとして使用されるか
を問わず、サービングセルに亘る全てのサブフレームのために生成される。ＴＤＤサービ
ングセル上のサブフレーム＃２等の固定ＵＬサブフレームのために、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを
均一的な方法を提供するように生成することも可能である。
【０１０４】
　図３(３００．２)に示すように、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ ２が２つのトランスポートブロッ
クをサポートするＴＭで設定されているとすると、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－
ＡＣＫ(１)が、ＦＤＤ ＰＣｅｌｌ上のＤＬサブフレーム＃９(３０２)のために生成され
、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(２)が、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１上のＤＬサブフレーム＃９(３０９)
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のために生成され、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(３)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(４)が、ＴＤＤ ＳＣｅ
ｌｌ－２上のＤＬサブフレーム＃９(３１３)のために生成される。ＨＡＲＱビットの数、
及びデータとＨＡＲＱ－ＡＣＫとの間のＣＱＩオフセットに基づいて、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
のフィードバックに用いるシンボルの数が決定され、予め定義したＲＥ上でのシンボルが
ＨＡＲＱ－ＡＣＫシンボルによって上書きされる。ｅＮＢ側では、ＨＡＲＱ－ＡＣＫシン
ボルの数がＵＥ側と同様の方法を用いて算出され、予め定義したＲＥ上でのＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫシンボルがＨＡＲＱ－ＡＣＫデコーディングに使用される一方、残りのデータがＵＬ
データデコーディングに使用される。この結果、ｅＮＢ及びＵＥは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビ
ットとＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ送信との間の関係の観点から何ら曖昧性を
有さないはずである。
【０１０５】
　ＵＥ及びｅＮＢにとって、各サービングセルから提供されるＨＡＲＱ－ＡＣＫビットの
合計数の観点で共通の理解を有することは重要である。ビット数に曖昧性が生じたなら、
ｅＮＢは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックがＵＬデータと多重される場合に、そのデコ
ードに問題を抱え得る。
【０１０６】
　また更に図３(３００．２)に示すように、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ
(１)が、ＦＤＤサービングセル上のＤＬサブフレーム＃２(３０３)に関連付けられる。こ
のような場合、ＵＥ及びｅＮＢはサブフレーム＃２がＵＬサブフレームとして用いられる
との同一の理解を有するはずであるため、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(
１)のみをフィードバックすることが可能である。但し、均一的な方法を提供するため、
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(２)をＴＤＤサービングセル－１におけるサブフレーム＃２(３１０)の
ために生成し、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(３)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(４)をＴＤＤサービングセル
－２におけるサブフレーム＃２(３１４)のために生成することが可能である。ｅＮＢ側で
は、ｅＮＢはＨＡＲＱ－ＡＣＫビットが各サービングセルに亘る全てのサブフレームのた
めに生成されると知見しているため、５つのＨＡＲＱ－ＡＣＫビットが期待される。よっ
て、ｅＮＢ及びＵＥは、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットとＰＤＳＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈ送信との間の関係の観点で何ら曖昧性を有さない。
【０１０７】
　再び図３(３００．２)を参照すると、ＵＥ及びｅＮＢは、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１のサ
ブフレーム＃３(３１１)上での伝送方向の観点から異なる理解を有し得る。ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫがサブフレーム＃３のために生成されない場合、４つのＨＡＲＱ－ＡＣＫビットのみ
がＵＬサブフレーム＃７上でフィードバックされる。そのようなものとして、ＵＥは、自
身が生成すべきものよりも少ないＨＡＲＱ－ＡＣＫビット、すなわち５つのＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫビット以外の４つのＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを生成するであろう。この結果、ｅＮＢ
は、幾つかのデータをＨＡＲＱ－ＡＣＫシンボルとして扱い得て、ＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱ
－ＡＣＫのデコードに問題を生じさせるであろう。
【０１０８】
　しかしながら、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを、ＵＥによりＵＬサブフレームと見做される
サブフレーム＃３(３１１)等、ＵＬサブフレームと見做されるサブフレームに対してさえ
生成する場合、このような問題は回避される。例えば、そのような場合において、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ(０)及びＨＡＲＱ－ＡＣＫ(１)が、ＦＤＤサービングセル上のＤＬサブフレー
ム＃２(３０５)に関連付けられ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(２)が、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－１にお
けるサブフレーム＃２(３１１)に関連付けられ、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ(３)及びＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫ(４)が、ＴＤＤ ＳＣｅｌｌ－２におけるサブフレーム＃２(３１５)に関連付けられ
る。そして、ｅＮＢは、ＰＤＳＣＨ ＨＡＲＱ－ＡＣＫシンボルをデコードすることが可
能である。
【０１０９】
　本明細書及び特許請求の範囲において、“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ(備えた)”との文言、
並びに“ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ(備える)”及び“ｃｏｍｐｒｉｓｅ”を含むその派生文言は
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、記述した各数値を含むものであるが、１以上の更なる数値の包含を排除するものでは無
い。
【０１１０】
　本明細書に亘る“ｏｎｅ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ(一の実施形態)”又は“ａｎ ｅｍｂｏ
ｄｉｍｅｎｔ(実施形態)”への参照は、実施形態に関連した特定の特徴、構造又は特性が
、本発明の少なくとも一つの実施形態に含まれることを意味する。よって、本明細書に亘
る各種箇所における“ｉｎ ｏｎｅ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ(一の実施形態において)”又は
“ｉｎ ａｎ ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ(実施形態において”との表現の出現は、必ずしも同
一の実施形態を参照するものでは無い。さらに、特定の特徴、構造又は特性は、１以上の
組合せにおいて適切な方法で組み合わせても良い。
【０１１１】
　法律に従って、発明を、多かれ少なかれ構造的又は方法的な特徴に特有の言語で説明し
た。当然のことながら、本明細書で説明した手段は発明を実施する好ましい態様であるた
め、発明は、示し又は説明した特定の特徴へは限定されない。このため、発明は、添付の
特許請求の範囲の適切なスコープ内で(もしあれば)当業者により明らかに解釈される態様
又は改良のいずれかにおいて請求される。
【０１１２】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限
られない。
【０１１３】
(付記１)
　第１のデュプレックスモード、前記第１のデュプレックモードとは異なる第２のデュプ
レックスモード、並びに前記第１及び第２のデュプレックモードのキャリアアグリゲーシ
ョンをサポートするアドバンスト無線通信ネットワークに用いるシグナリング方法であっ
て、
　ＵＥ(ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ)を、ＰＣｅｌｌ(ｐｒｉｍａｒｙ ｃｏｍｐｏｎｅ
ｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ)としての第１のアクセスノードを介した前記アドバンスト無線通信
ネットワークとのデータ通信のために、前記第１のデュプレックスモード且つ１以上のＴ
Ｂ(ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ)を含む第１のＴＭ(ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍ
ｏｄｅ)で設定し、
　前記ＵＥを、ＳＣｅｌｌ(ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ)と
しての第２のアクセスノードを介した前記アドバンスト無線通信ネットワークとのデータ
通信のために、前記第２のデュプレックスモード且つ１以上のＴＢを含む第２のＴＭで設
定する、ことを含み、
　前記第２のアクセスノードに関連した前記第２のＴＭは、前記第１のアクセスノードに
関連した前記第１のＴＭとは独立して、設定される、
　シグナリング方法。
【０１１４】
(付記２)
　前記第１のデュプレックスモードは、ＦＤＤ(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ 
ｄｕｐｌｅｘ)であり、前記第２のデュプレックスモードは、ＴＤＤ(ｔｉｍｅ ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)である、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１１５】
(付記３)
　前記第１のアクセスノードは、第１のキャリア周波数で動作し、前記第２のアクセスノ
ードは、第２のキャリア周波数で動作する、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１１６】
(付記４)
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　前記ＵＥは、前記第２のアクセスノードを介した前記アドバンスト無線通信ネットワー
クとのデータ通信のために、前記第１のＴＭよりも大きな数のＴＢを有する前記第２のＴ
Ｍで設定される、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１１７】
(付記５)
　前記ＵＥは、１つのＴＢを用いる前記第１のアクセスノードを介した前記アドバンスト
無線通信ネットワークとのデータ通信のために、且つ２つのＴＢを用いる前記第２のアク
セスノードを介した前記アドバンスト無線通信ネットワークとのデータ通信のために設定
される、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１１８】
(付記６)
　複数の確認メッセージ識別子(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ ｍｅｓｓａｇｅ ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ)を含む確認メッセージ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ ｍｅｓｓａ
ｇｅ)を生成する、ことをさらに含み、
　前記第１のアクセスノードの前記第１のＴＭの１以上のＴＢ各々、及び前記第２のアク
セスノードの前記第２のＴＭの１以上のＴＢ各々は、前記確認メッセージ識別子の一つに
関連付けられる、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１１９】
(付記７)
　前記確認メッセージ識別子は、前記確認メッセージのビットである、
　ことを特徴とした付記６に記載のシグナリング方法。
【０１２０】
(付記８)
　前記確認メッセージのビットは、ＰＣｅｌｌ ＴＢ用ビットの第１のサブセット(ｓｕｂ
ｓｅｔ)、及びＳＣｅｌｌ ＴＢ用ビットの第２のサブセットを含む、
　ことを特徴とした付記７に記載のシグナリング方法。
【０１２１】
(付記９)
　前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ(Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅ
ａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ)－ＡＣＫ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)メッセージのビットで
ある、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１２２】
(付記１０)
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージのビット(ｊ＝０～３)は、以下の表に従って割り当て
られる、

　ことを特徴とした付記９に記載のシグナリング方法。
【０１２３】
(付記１１)
　前記第１のアクセスノードは、マクロカバレッジエリア(ｍａｃｒｏ ｃｏｖｅｒａｇｅ
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 ａｒｅａ)を有するマクロ基地局であり、前記第２のアクセスノードは、前記マクロカバ
レッジエリア内で小規模(ｓｍａｌｌ)カバレッジエリアを有する小規模基地局であり、前
記ＵＥは、前記第１及び第２のアクセスノードを介したデータ通信のために設定される場
合、前記小規模カバレッジエリアに位置する、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１２４】
(付記１２)
　前記第１のアクセスノードは、マクロカバレッジ、システム情報(ｓｙｓｔｅｍ ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ)のブロードキャスト、モビリティ管理(ｍｏｂｉｌｉｔｙ ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ)の処理、及び制御プレーン(ｃｏｎｔｒｏｌ ｐｌａｎｅ)の接続性を提供し、
　前記第２のアクセスノートは、小規模セルカバレッジ、並びにユーザデータ送受信のた
めのユーザプレーン(ｕｓｅｒ ｐｌａｎｅ)の接続性を提供する、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１２５】
(付記１３)
　前記第２のアクセスノードは、自ノードのカバレッジエリアにおける他のＵＥの有無に
応じて、前記ＵＥに対しリソースをフレキシブルに割り当てる、
　ことを特徴とした付記１に記載のシグナリング方法。
【０１２６】
(付記１４)
　第１のデュプレックスモード、前記第１のデュプレックモードとは異なる第２のデュプ
レックスモード、並びに前記第１及び第２のデュプレックモードのキャリアアグリゲーシ
ョンをサポートするアドバンスト無線通信ネットワークに用いるシグナリング方法であっ
て、
　ＵＥを、ＰＣｅｌｌとしての第１のアクセスノードを介した前記ネットワークとのデー
タ通信のために、前記第１のデュプレックスモード且つ１以上のＴＢを含む第１のＴＭで
設定し、
　前記ＵＥを、ＳＣｅｌｌとしての第２のアクセスノードを介した前記ネットワークとの
データ通信のために、前記第２のデュプレックスモード且つ１以上のＴＢを含む第２のＴ
Ｍで設定し、
　前記１以上のＴＢに対する確認メッセージ識別子を、前記１以上のＴＢの任意のコンポ
ーネント(ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ)の伝送方向とは独立して、割り当てる、
　ことを含むシグナリング方法。
【０１２７】
(付記１５)
　前記送信方向は、ＵＬ(ｕｐｌｉｎｋ)伝送方向及びＤＬ(ｄｏｗｎｌｉｎｋ)伝送方向を
含む、
　ことを特徴とした付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１２８】
(付記１６)
　前記第１のデュプレックスモードは、ＦＤＤ(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ 
ｄｕｐｌｅｘ)であり、前記第２のデュプレックスモードは、ＴＤＤ(ｔｉｍｅ ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)である、
　ことを特徴とした付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１２９】
(付記１７)
　前記第１のアクセスノードは、第１のキャリア周波数で動作し、前記第２のアクセスノ
ードは、第２のキャリア周波数で動作する、
　ことを特徴とした付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３０】
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(付記１８)
　前記確認メッセージ識別子は、確認メッセージのビットである、
　ことを特徴とした付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３１】
(付記１９)
　前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ(Ｈｙｂｒｉｄ Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｒｅｐｅ
ａｔ ｒｅＱｕｅｓｔ)－ＡＣＫ(ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)メッセージのビットで
ある、
　ことを特徴とした付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３２】
(付記２０)
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫメッセージは、データと多重化され、ＰＵＳＣＨ(ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｓｈａｒｅｄ ｃｈａｎｎｅｌ)上で送信される、
　ことを特徴とした付記１９に記載のシグナリング方法。
【０１３３】
(付記２１)
　前記確認メッセージ識別子は、ＰＵＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔ
ｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)フォーマット１ａ／１ｂ、チャネル選択を伴うＰＵＣＣＨフォー
マット１ｂ、及びＰＵＣＣＨフォーマット３の一つに従ったフィードバック(ｆｅｄ ｂａ
ｃｋ)である、
　ことを特徴とした付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３４】
(付記２２)
　前記ＵＥが２つ未満のサービングセルのキャリアアグリゲーションをサポート可能であ
るかを、判定し、
　前記生成した確認メッセージ識別子を、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂリソース上
でフィードバックする、
　ことをさらに含む付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３５】
(付記２３)
　サブフレームのために、ダウンリンク伝送(ＰＤＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)／ＥＰＤＣＣＨ(ｅｎｈａｎｃｅｄｐｈｙｓｉｃ
ａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)／ＰＤＳＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｓｈａｒｅｄ ｃｈａｎｎｅｌ))が、前記ＤＬサブフレーム用の前
記第２のアクセスノード上で発生しないと判定し、
　３ＧＰＰ(３ｒｄ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ｐｒｏｊｅｃｔ) Ｌ
ＴＥ(ｌｏｎｇ ｔｅｒｍ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ) ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ／１ｂに従
ったデータの前記サブフレームのために、前記確認メッセージ識別子をフィードバックす
る、
　ことをさらに含む付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３６】
(付記２４)
　前記セカンダリアクセスノード上のＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのＤＣＩ(ｄｏｗｎｌｉ
ｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ)フォーマットで、ＴＰＣ(ｔｒａｎｓｍｉ
ｔ ｐｏｗｅｒ ｃｏｎｔｒｏｌ)フィールドデータを受信し、
　前記生成した確認メッセージ識別子を、ＴＰＣフィールドで示されるフォーマット３の
ＰＵＣＣＨリソース上でフィードバックする、
　ことをさらに含む付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３７】
(付記２５)
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　予め定義した値が、ＵＬ(ｕｐｌｉｎｋ)サブフレームの確認メッセージ識別子と関連付
けられる、
　ことを特徴とした付記１４に記載のシグナリング方法。
【０１３８】
(付記２６)
　予め定義した値は、ＮＡＣＫ(ｎｅｇａｔｉｖｅ ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ)で
ある、
　ことを特徴とした付記２５に記載のシグナリング方法。
【０１３９】
　この出願は、２０１３年１２月１９日に出願されたオーストラリア国仮特許出願２０１
３９０４９７５号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【０１４０】
　１００, ２００　アドバンスト無線通信システム
　１０１　ＦＤＤマクロアクセスノード
　１０２　ＦＤＤスモールセルアクセスノード
　１０３　ＴＤＤスモールセルアクセスノード
　１０４, １０５, １０６, ２５０　ＵＥ
　２１０　ＦＤＤアドバンスト基地局
　２１１, ２３１, ２５１　プロセッサ
　２１２, ２３２, ２５２　メモリ
　２１３, ２５３　ＦＤＤ ＲＦモジュール
　２１４, ２３４　アンテナアレイ
　２１５, ２３５　ＴＸモジュール
　２１６, ２３６　ＲＸモジュール
　２２５　ＨＡＲＱ－ＡＣＫデマッピングモジュール
　２３０　ＴＤＤアドバンスト基地局
　２３２　ＴＤＤ ＲＦモジュール
　２５４, ２５６　アンテナ
　２５５　ＴＤＤ ＲＦモジュール
　２５７　ＲＸモジュール
　２５８　ＴＸモジュール
　２６５　ＨＡＲＱ－ＡＣＫマッピング＆コンカチネーションモジュール
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【手続補正書】
【提出日】平成27年5月8日(2015.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いるＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ）により実施される方法であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル（ｐｒｉｍａｒｙ ｃｅｌｌ）上で、第１の基地局と通信
し、
　ＴＤＤによるセカンダリセル（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｅｌｌ）上で、第２の基地局と
通信し、
　ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅ
ｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの伝送方向に関
わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、ＰＵＣ
ＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）フォーマット
１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ 
ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信する、ことを
含み、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子（ａｃｋ
ｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ ｍｅｓｓａｇｅ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）である、
　方法。
【請求項２】
　第１の基地局及び第２の基地局を有し、且つＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴ
ＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通
信ネットワークに用いる前記第１の基地局により実施される方法であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
、ことを含み、
　前記第２の基地局は、ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐ
ｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの
伝送方向に関わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、前記Ｕ
Ｅは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信
し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　方法。
【請求項３】
　第１の基地局及び第２の基地局を有し、且つＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓ
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ｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴ
ＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通
信ネットワークに用いる前記第２の基地局により実施される方法であって、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
、ことを含み、
　前記第１の基地局は、ＦＤＤによるプライマリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐ
ｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの
伝送方向に関わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、前記Ｕ
Ｅは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信
し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　方法。
【請求項４】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークにより実施される方法であっ
て、
　第１の基地局を介し、ＦＤＤによるプライマリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐ
ｍｅｎｔ）と通信し、
　第２の基地局を介し、ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅ
ｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの伝送方向に関
わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、前記Ｕ
Ｅから、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ
）フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送
信する、ことを含み、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　方法。
【請求項５】
　前記プライマリセルは、プライマリコンポーネントキャリア（ｐｒｉｍａｒｙ ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ）であり、前記セカンダリセルは、セカンダリコンポーネ
ントキャリア（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ ｃａｒｒｉｅｒ）である、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの１以上のビットである、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥは、前記プライマリセルのために第１のＴＭ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍ
ｏｄｅ）で設定され、前記セカンダリセルのために第２のＴＭで設定される、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のＴＭは、前記１以上のＴＢを含む、
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　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記第１の基地局へ送信される、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
／ＥＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏ
ｌ ｃｈａｎｎｅｌ）は、ダウンリンクＳＰＳ（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ）解放が前記サブフレームにおいて前記プライマリセル上で検出されたこ
と、を示す、
　ことを特徴とした請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いるＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ）であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、第１の基地局と通信する第１のＲＦ（ｒａｄｉｏ 
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュールと、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、第２の基地局と通信する第２のＲＦモジュールと、
を備え、
　前記ＵＥは、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐ
ｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの
伝送方向に関わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、前記Ｕ
Ｅは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信
し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　ＵＥ。
【請求項１２】
　前記プライマリセルは、プライマリコンポーネントキャリアであり、前記セカンダリセ
ルは、セカンダリコンポーネントキャリアである、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１３】
　前記確認メッセージ識別子は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫの１以上のビットである、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記ＵＥは、前記プライマリセルのために第１のＴＭ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｍ
ｏｄｅ）で設定され、前記セカンダリセルのために第２のＴＭで設定される、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記第１のＴＭは、前記１以上のＴＢを含む、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記第１の基地局へ送信される、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
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／ＥＰＤＣＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏ
ｌ ｃｈａｎｎｅｌ）は、ダウンリンクＳＰＳ（ｓｅｍｉ－ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ ｓｃｈ
ｅｄｕｌｉｎｇ）解放が前記サブフレームにおいて前記プライマリセル上で検出されたこ
と、を示す、
　ことを特徴とした請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１８】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いる基地局であって、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
ＲＦ（ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュール、を備え、
　他の基地局は、ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐ
ｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの
伝送方向に関わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、前記Ｕ
Ｅは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信
し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　基地局。
【請求項１９】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークに用いる基地局であって、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と通信する
ＲＦ（ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュール、を備え、
　他の基地局は、ＦＤＤによるプライマリセル上で、前記ＵＥと通信し、
　前記ＵＥは、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐ
ｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの
伝送方向に関わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、前記Ｕ
Ｅは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信
し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　基地局。
【請求項２０】
　ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ）並びにＴＤＤ及びＦＤＤのＣＡ(ｃａｒｒｉｅｒ ａｇ
ｇｒｅｇａｔｉｏｎ)をサポートする無線通信ネットワークであって、
　ＵＥ（ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）と、
　ＦＤＤによるプライマリセル上で、前記ＵＥと通信する第１の基地局と、
　ＴＤＤによるセカンダリセル上で、前記ＵＥと通信する第２の基地局と、を備え、
　前記ＵＥは、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐ
ｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、前記セカンダリセルの
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伝送方向に関わらず送信し、
　サブフレームが前記セカンダリセル用のアップリンクサブフレームである場合、前記Ｕ
Ｅは、ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ ｕｐｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ）
フォーマット１ａ／１ｂに従って、ＦＤＤ用のＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信
し、
　前記ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、前記サブフレームにおける前記プライマリセル上での１以上
のＴＢ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋｓ）に対応する確認メッセージ識別子である、
　無線通信ネットワーク。
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