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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信の方法であって、
　強い干渉を検出したことに応答して、下りリンクキャリアとして、第１のキャリアを割
り当てること、前記第１のキャリアは、強い干渉が検出されない場合、上りリンクと下り
リンクの両方のために用いられる、と、
　前記強い干渉が検出されたことに応答して、上りリンクキャリアとして、第２のキャリ
アを割り当てること、前記第２のキャリアは、強い干渉が検出されない場合、上りリンク
と下りリンクの両方のために用いられる、と、
　前記強い干渉を検出したことに応答して、第１の時間期間において前記下りリンクキャ
リアで第１の伝送を送ることと、
　前記強い干渉を検出したことに応答して、第２の時間期間において前記上りリンクキャ
リアで第２の伝送を受信することと、
　を備え、
　前記上りリンクキャリアは、前記下りリンクキャリアとは異なり、
　前記第１の時間期間においては送信のみが実行され、前記第２の時間期間においては受
信のみが実行される、
　方法。
【請求項２】
　時分割デュプレキシング（ＴＤＤ）動作に基づいて通信することと、
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　各時間期間において、送信のみ又は受信のみを実行するか、あるいはそのどちらも実行
しないことと、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の伝送を送ることと、前記第２の伝送を受信することは、少なくとも１つの他
の基地局と非同期的に動作する基地局によって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の伝送を送ることと、前記第２の伝送を受信することは、第１の下りリンク－
上りリンク分割を有する第１の基地局によって実行され、
　前記第１の基地局は、前記第１の下りリンク－上りリンク分割とは異なる第２の下りリ
ンク－上りリンク分割を有する第２の基地局の範囲に含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　第３の時間期間において第３のキャリアで第３の伝送を送ることと、
　第４の時間期間において前記第３のキャリアで第４の伝送を受信することと、
　を更に備え、前記第３のキャリアは、前記第１および第２のキャリアとは異なり、下り
リンクおよび上りリンクの両方のために使用される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記強い干渉が、第１の基地局から、あるいは前記第１の基地局によってサービスを提
供されるＵＥからであることを決定すること、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記強い干渉を決定することは、第２の基地局において、前記第１の基地局によってサ
ービスを提供されるＵＥからの強い干渉を検出することを備える、請求項６に記載の方法
。
【請求項８】
　前記強い干渉を決定することは、少なくとも１つのＵＥからの少なくとも１つの測定報
告に基づいて、前記第１の基地局からの強い干渉を決定することを備える、請求項６に記
載の方法。
【請求項９】
　前記強い干渉が、第２のユーザ機器（ＵＥ）によって、第１のＵＥからであることを検
出すること、を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１の伝送を送ることは、前記第１の時間期間において前記下りリンクキャリアで
制御情報を備える前記第１の伝送を送ることを備え、
　前記第２の伝送を受信することは、前記第２の時間期間において前記上りリンクキャリ
アで、データを備える前記第２の伝送を受信することを備え、
　前記下りリンクキャリアで送られた制御情報は、前記上りリンクキャリアで送られたデ
ータの第２の伝送のためのものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２の時間期間を、伝送を伴わないブランクサブフレームとして宣言すること、
　を更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のキャリアでの下りリンクにおけるデータ伝送のために第１のユーザ機器（Ｕ
Ｅ）をスケジューリングすることと、
　前記第２のキャリアでの上りリンクにおけるデータ伝送のために第２のＵＥをスケジュ
ーリングすることと、
　を更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
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　前記第１および第２のキャリアは、スペクトル帯における２つの異なる周波数範囲に対
応する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　複数のキャリアが利用可能であり、
　前記第１および第２のキャリアは、前記複数のキャリアのうちの２つであり、
　前記第２のキャリアは、前記複数のキャリアのうちの前記第１のキャリアから周波数に
おいて最も離れている、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信のための装置であって、
　強い干渉を検出したことに応答して、下りリンクキャリアとして、第１のキャリアを割
り当てる手段、前記第１のキャリアは、強い干渉が検出されない場合、上りリンクと下り
リンクの両方のために用いられる、と、
　前記強い干渉が検出されたことに応答して、上りリンクキャリアとして、第２のキャリ
アを割り当てる手段、前記第２のキャリアは、強い干渉が検出されない場合、上りリンク
と下りリンクの両方のために用いられる、と、
　前記強い干渉を検出したことに応答して、第１の時間期間において前記下りリンクキャ
リアで第１の伝送を送る手段と、
　前記強い干渉を検出したことに応答して、第２の時間期間において前記上りリンクキャ
リアで第２の伝送を受信する手段と、
　を備え、
　前記上りリンクキャリアは前記下りリンクキャリアとは異なり、
　前記第１の時間期間においては送信のみが実行され、前記第２の時間期間においては受
信のみが実行される、
　装置。
【請求項１６】
　時分割デュプレキシング（ＴＤＤ）動作に基づいて通信する手段と、
　各時間期間において、送信のみ又は受信のみを実行するか、あるいはそのどちらも実行
しない手段と、
　を更に備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　第３の時間期間において第３のキャリアで第３の伝送を送る手段と、
　第４の時間期間において前記第３のキャリアで第４の伝送を受信する手段と、
　を更に備え、
　前記第３のキャリアは、前記第１および第２のキャリアとは異なり、下りリンクおよび
上りリンクの両方のために使用される、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記強い干渉が、第１の基地局から、あるいは前記第１の基地局によってサービスを提
供されるＵＥからであることを決定する手段、を更に備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記強い干渉が、第２のユーザ機器（ＵＥ）によって第１のＵＥからであることを検出
する手段を備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１の伝送を送る手段は、前記第１の時間期間において、前記下りリンクキャリア
で、制御情報を備える前記第１の伝送を送る手段を備え、
　前記第２の伝送を受信する手段は、前記第２の時間期間において、前記上りリンクキャ
リアで、データを備える前記第２の伝送を受信する手段を備え、
　前記下りリンクキャリアで送られる前記制御情報は、前記上りリンクキャリアで送られ
るデータの第２の伝送のためのものである、請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
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　無線通信のための装置であって、
　強い干渉を検出したことに応答して、下りリンクキャリアとして、第１のキャリアを割
り当てること、前記第１のキャリアは、強い干渉が検出されない場合、上りリンクと下り
リンクの両方のために用いられる、と、
　前記強い干渉が検出されたことに応答して、上りリンクキャリアとして、第２のキャリ
アを割り当てること、前記第２のキャリアは、強い干渉が検出されない場合、上りリンク
と下りリンクの両方のために用いられる、と、
　前記強い干渉が検出されたことに応答して、第１の時間期間において前記下りリンクキ
ャリアで第１の伝送を送ることと、
　前記強い干渉が検出されたことに応答して、第２の時間期間において前記上りリンクキ
ャリアで第２の伝送を受信することと、
のために構成された少なくとも１つのプロセッサ、を備え、
　前記上りリンクキャリアは前記下りリンクキャリアとは異なり、
　前記第１の時間期間においては送信のみが実行され、前記第２の時間期間においては受
信のみが実行される、
　装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、時分割デュプレキシング（ＴＤＤ）動作に基づい
て通信するように、そして、各時間期間において、送信のみ又は受信のみを実行するか、
あるいはそのどちらも実行しないように構成されている、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、第３の時間期間において第３のキャリアで第３の
伝送を送るように、そして、第４の時間期間において前記第３のキャリアで第４の伝送を
受信するように構成されており、
　前記第３のキャリアは、前記第１および第２のキャリアとは異なり、下りリンクおよび
上りリンクの両方のために使用される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記強い干渉が、第１の基地局から、あるいは前
記第１の基地局によってサービスを提供されるＵＥからであることを決定するように構成
される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、強い干渉が、第２のユーザ機器（ＵＥ）によって
第１のＵＥからであることを検出するように構成される、
請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１の時間期間において、前記下りリンクキ
ャリアで、制御情報を備える前記第１の伝送を送るように、そして、前記第２の時間期間
において、前記上りリンクキャリアで、データを備える前記第２の伝送を受信するように
構成され、
　前記下りリンクキャリアで送られる前記制御情報は、前記上りリンクキャリアで送られ
たデータの第２の伝送のためのものである、請求項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　非一時的なコンピュータ読取可能記憶媒体であって、
　少なくとも１つのコンピュータに、強い干渉を検出したことに応答して、下りリンクキ
ャリアとして、第１のキャリアを割り当てさせるためのコード、前記第１のキャリアは、
強い干渉が検出されない場合、上りリンクと下りリンクの両方のために用いられる、と、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記強い干渉が検出されたことに応答して、上
りリンクキャリアとして、第２のキャリアを割り当てさせるためのコード、前記第２のキ
ャリアは、強い干渉が検出されない場合、上りリンクと下りリンクの両方のために用いら
れる、と、
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　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記強い干渉が検出されたことに応答して、前
記第１の時間期間において、前記下りリンクキャリアで、第１の伝送を送らせるためのコ
ードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記強い干渉が検出されたことに応答して、第
２の時間期間において、前記上りリンクキャリアで、第
２の伝送を受信させるためのコードと、
を備え、
　前記上りリンクキャリアは、前記下りリンクキャリアとは異なり、
　前記第１の時間期間においては送信のみが実行され、
　前記第２の時間期間においては受信のみが実行される、
　非一時的なコンピュータ読取可能記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本願は、「非同期時分割デュプレックス動作のための方法および装置Methods and Appa
ratus for Asynchronous Time Division Duplex Operation）」と題され、２００９年７
月２３日に出願された米国特許仮出願６１／２２７９１３号に対する優先権を主張する。
上記出願は、この譲受人に譲渡され、参照によって本明細書に組み込まれる。
【背景】
【０００２】
　Ｉ．分野
　本開示は一般に通信に関し、特に、無線通信のための技術に関する。
【０００３】
　ＩＩ．背景
　無線通信ネットワークは、例えば、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなどのような様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されてい
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
って複数のユーザを支援することができる多元接続ネットワークでありうる。このような
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Ｆ
ＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、単一キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワ
ークを含む。
【０００４】
　無線通信ネットワークは、多数のユーザ機器（ＵＥ）のための通信を支援しうる多数の
基地局を含みうる。ＵＥは、下りリンク(downlink)および上りリンク(uplink)によって基
地局と通信しうる。下りリンク（すなわち、順方向リンク）は、基地局からＵＥへの通信
リンクを意味し、上りリンク（すなわち、逆方向リンク）は、ＵＥから基地局への通信リ
ンクを意味する。無線ネットワークは、下りリンクおよび上りリンクでの非同期動作を支
援しうる。干渉が緩和され、優れた性能が達成されうるように、非同期動作でデータ伝送
を支援することが望ましいだろう。
【発明の概要】
【０００５】
　時分割デュプレキシング(time division duplexing)（ＴＤＤ）を利用して非同期無線
ネットワークおける干渉を緩和し、通信を支援するための技術が本明細書において説明さ
れる。ＴＤＤ無線ネットワークは一般に、同期的に動作し、全ての基地局に対して同じ下
りリンク－上りリンク分割（downlink-uplink partitioning）を使用しうる。これは、異
なる基地局からの下りリンク伝送と、異なるＵＥからの上りリンク伝送とが時間的にアラ
イメントされる(time aligned)ことを確実にしうる。これらの下りリンクおよび上りリン
ク伝送による干渉はその後、周知の様々なメカニズムによって緩和されうる。しかし、複
数の基地局にわたる同期動作および／あるいは共通下りリンク－上りリンク分割は、特定
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の動作シナリオにおいては達成されることができない。
【０００６】
　態様において、通信が支援されうる、また、異なるキャリアで下りリンク伝送および上
りリンク伝送を送ることによって非同期ＴＤＤ無線ネットワークにおける干渉が緩和され
る。各キャリアは、異なる周波数範囲に対応しうる。上りリンク伝送に対する下りリンク
伝送からの干渉、またその逆も、異なるキャリアで下りリンク伝送および上りリンク伝送
を送ることによって緩和されうる。
【０００７】
　一設計では、局(station)（例えば、基地局あるいはＵＥ）がＴＤＤ動作を支援し、例
えば、各サブフレームのような各時間期間(each time period)において、送信のみ又は受
信のみを行うか、あるいは、そのどちらも行わない。この局は、第１の時間期間において
第１のキャリアで第１の伝送を送り、第２の時間期間において第２のキャリアで第２の伝
送を受信しうる。一設計では、局は、第１の時間期間において第１のキャリアで下りリン
ク伝送を送り、第２の時間期間において第２のキャリアで上りリンク伝送を受信しうる基
地局でありうる。別の設計では、局は、第１の時間期間において第１のキャリアで上りリ
ンク伝送を送り、第２の時間期間において第２のキャリアで下りリンク伝送を受信しうる
ＵＥでありうる。
【０００８】
　一設計では、例えば、基地局および／あるいはＵＥによって、強い干渉が検出される場
合、下りリンクおよび上りリンクのためのキャリアの割当が実行されうる。強い干渉が検
出されると、第１のキャリアは、１つのリンク（例えば、下りリンクあるいは上りリンク
）のために使用され、第２のキャリアは、もう１つのリンク（例えば、上りリンクあるい
は下りリンク）のために使用されうる。強い干渉が検出されない場合、第１および第２の
キャリアは各々、下りリンクおよび上りリンクの両方のために使用されうる。
【０００９】
　本開示の様々な態様および特徴が、更に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、無線通信ネットワークを図示する。
【図２】図２は、例示的なＴＤＤフレーム構成を図示する。
【図３】図３は、２つのＵＥと通信する２つのｅＮＢを有するシナリオを示す。
【図４】図４は、２つのｅＮＢのための例示的な下りリンク－上りリンク分割を示す。
【図５】図５は、２つのキャリアでのＴＤＤ動作に対する干渉の緩和を示す。
【図６】図６は、ＴＤＤ動作に関する下りリンクおよび上りリンクのための複数のキャリ
アの割当を示す。
【図７】図７は、ＴＤＤ無線ネットワークにおける通信のための処理を示す。
【図８】図８は、ＴＤＤ無線ネットワークにおける通信のための装置を示す。
【図９】図９は、基地局およびＵＥのブロック図を示す。
【詳細な説明】
【００１１】
　本明細書において説明された技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡおよびその他のネットワークのような、様々な無線通信ネットワークのため
に使用されうる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば互いに置換可能
なように使用されうる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線接続（ＵＴＲＡ
）やｃｄｍａ２０００などのようなラジオ技術を実現しうる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭ
Ａ（ＷＣＤＭＡ）と、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）と、ＣＤＭＡのその他の
変形とを含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、ＩＳ－８５
６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、グローバルシステムフォーモバイルコミ
ュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））のようなラジオ技術を実現しうる。ＯＦＤＭＡネ
ットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（Ｕ
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ＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、
ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）等のようなラジオ技術を実現
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－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの
最新リリースである。これは、下りリンクでＯＦＤＭＡを使用し、上りリンクでＳＣ－Ｆ
ＤＭＡを使用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧ
ＳＭは“第３世代パートナシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）と命名された団体からの文
書に説明されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは「第３世代パートナシッププロジ
ェクト２」（３ＧＰＰ２）と命名された団体からの文書に説明されている。本明細書にお
いて説明される技術は、上述された無線ネットワークおよびラジオ技術と同様に、その他
の無線ネットワークおよびラジオ技術のために使用されうる。明確化のために、本技術の
特定の態様は、ＬＴＥに関連して以下に説明され、ＬＴＥという用語が以下の説明の大部
分において使用される。
【００１２】
　図１は、ＬＴＥネットワークと、その他何らか無線ネットワークでありうる無線通信ネ
ットワーク１００を図示する。無線ネットワーク１００は、多数の発展型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）１１０と、その他何らかのネットワークエンティティとを含みうる。ｅＮＢは、ＵＥ
と通信するエンティティであり、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどとも称されう
る。各ｅＮＢ１１０は、特定の地理的エリアに対する通信カバレッジを提供し、カバレッ
ジエリア内に位置するＵＥのための通信を支援しうる。ネットワークキャパシティを改良
するために、ｅＮＢの全体カバレッジエリアは、より小さな複数（例えば、３つ）のエリ
アに分けられうる。より小さな各エリアは、それぞれのｅＮＢサブシステムによってサー
ビス提供されうる。３ＧＰＰにおいて、用語「セル」は、ｅＮＢの最小カバレッジエリア
および／あるいはこのカバレッジエリアにサービス提供するｅＮＢサブシステムを称しう
る。
【００１３】
　ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／あるいはその他のタイプの
セルのための通信カバレッジを提供しうる。図１に図示された例では、ｅＮＢ１１０ａ、
１１０ｂ、１１０ｃは、マクロセル１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのそれぞれに対するマ
クロｅＮＢでありうる。ｅＮＢ１１０ｘは、ピコセル１０２ｘのためのピコｅＮＢであり
うる。ｅＮＢ１１０ｙは、フェムトセル１０２ｙのためのホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）であ
りうる。用語「ｅＮＢ」および「基地局」は、本明細書において互いに置換可能なように
使用されうる。
【００１４】
　無線ネットワーク１００はまた、中継局を含みうる。中継局は、アップストリーム局（
例えば、ｅＮＢあるいはＵＥ）からのデータ伝送を受信し、ダウンストリーム局（例えば
、ＵＥあるいはｅＮＢ）へのデータ伝送を送ることかできるエンティティでありうる。中
継局は、その他のＵＥのための伝送を中継しうるＵＥでありうる。図１に図示される例で
は、中継局１１０ｚは、ｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｚ間の通信を容易にするために
、マクロｅＮＢ１１０ａおよびＵＥ１２０ｚと通信しうる。中継局はまた、中継ｅＮＢ、
中継基地局、中継（relay）とも称されうる。
【００１５】
　ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに結合され、これらのｅＮＢ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はまた、バックホールによ
って複数のｅＮＢと通信しうる。これらのｅＮＢはまた、例えば、無線あるいは有線バッ
クホールによって直接あるいは間接的に、互いに通信しうる。
【００１６】
　ＵＥ１２０は、無線ネットワークにわたって分散され、各ＵＥは据置式あるは移動式で
ありうる。ＵＥは、例えば、移動局、端末、アクセス端末、サブキャリアユニット、局な
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どとも称されうる。ＵＥは、例えば、セルラ電話、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、スマートフォン、ネットブック、スマートブック
などでありうる。
【００１７】
　無線ネットワーク１００は、時分割デュプレキシング（ＴＤＤ）あるいは周波数分割デ
ュプレキシング（ＦＤＤ）を利用しうる。ＴＤＤでは、下りリンクおよび上りリンクが同
じ周波数を共有しうる、また、下りリンクおよび上りリンク伝送は異なる時間期間におい
て同じ周波数チャネルで送られうる。ＦＤＤでは、下りリンクおよび上りリンクは、割り
当てられた個別の周波数チャネルでありうる。これらは、周波数において、十分に大きな
（例えば、システム帯域幅よりも大きな）距離で間隔を空けられうる。下りリンク伝送お
よび上りリンク伝送は、２つの周波数チャネルで同時に送られうる。
【００１８】
　図２は、ＬＴＥにおいて使用される例示的なＴＤＤフレーム構成２００を示す。伝送タ
イムラインは、ラジオフレームのユニットに分けられうる。各ラジオフレームは、予め定
められた持続時間（例えば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有しうる、また、２つの半フレーム
に分けられうる。各ラジオフレームはまた、０乃至９のインデックスで１０個のサブフレ
ームに分けられうる。データ伝送のために使用可能な各サブフレームは、２つのスロット
に分けられうる、また、２Ｌ個のシンボル期間を含みうる。各スロットは、拡張巡回プレ
フィックスに対してＬ＝６個のシンボル期間、あるいは、通常の巡回プレフィックスに対
してＬ＝７個のシンボル期間を含みうる。１つのＯＦＤＭＡシンボルが、各シンボル期間
において下りリンクで送信され、また、１つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボルが、各シンボル期
間において上りリンクで送信されうる。
【００１９】
　多数の下りリンク－上りリンク構成が、ＴＤＤに関して、ＬＴＥによって支援される。
各下りリンク－上りリンク構成は、各サブフレームが、下りリンクのために使用される下
りリンク（ＤＬ）サブフレームであるか、上りリンクのために使用される上りリンク（Ｕ
Ｌ）サブフレームであるか、あるいは特殊なサブフレームであるかを示す。すべての下り
リンク－上りリンク構成に関して、サブフレーム０乃至５は、下りリンクのために使用さ
れ、サブフレーム２は、上りリンクのために使用される。サブフレーム３、４、７、８、
９は各々、下りリンク－上りリンク構成に依存して、下りリンクあるいは上りリンクのい
ずれかのために使用されうる。サブフレーム１は、下りリンクパイロット時間スロット（
ＤｗＰＴＳ）、ガード期間（ＧＰ）、および上りリンクパイロット時間スロット（ＵｐＰ
ＴＳ）のための３つの特殊フィールドを有する特殊サブフレームである。サブフレーム６
は、下りリンク－上りリンク構成に依存して、（ｉ）ＤｗＰＴＳのみ又は３つ特殊フィー
ルド全てを有する特殊サブフレーム、あるいは（ｉｉ）下りリンクサブフレームでありう
る。ＤｗＰＴＳ、ＧＰ、ＤｗＰＴＳフィールドは、異なる特殊サブフレーム構成のための
異なる持続時間を有しうる。
【００２０】
　無線ネットワークは一般的に、ＴＤＤを利用する場合、同期的に動作する。同期動作で
は、無線ネットワークにおける全てのｅＮＢが、例えば、ＧＰＳ時間のような基準時間に
対してアライメントされたタイミングを有しうる。更に、ｅＮＢは、同じ下りリンク－上
りリンク分割(the same downlink-uplink partitioning)を有するので、異なるｅＮＢは
、（ｉ）同じ時間期間においてそれぞれのＵＥに(to their UEs)下りリンク伝送を送り、
（ｉｉ）同じ時間期間においてそれぞれのＵＥから(from their UEs)上りリンク伝送を受
信することができる。同期および共通下りリンク－上りリンク分割(common downlink-upl
ink partitioning)が複数のｅＮＢにわたって維持されない場合、ｅＮＢ間の干渉(eNB-to
-eNB interference)および／あるいはＵＥ間の干渉(UE-to-UE interference)が観測され
うる。
【００２１】



(9) JP 5442864 B2 2014.3.12

10

20

30

40

50

　図３は、２つのｅＮＢ１、２が２つのＵＥ１、２のそれぞれと通信しているシナリオに
おける、ｅＮＢ間の干渉およびＵＥ間の干渉を図示する。図３に図示される例において、
ｅＮＢ１、２は同期しておらず、異なるタイミングを有する。ｅＮＢ１は、下りリンクで
ＵＥ１に対してデータを送信し、ｅＮＢ１からの下りリンク伝送は、ｅＮＢ２に対する干
渉伝送と見なされうる。ｅＮＢはその後、ｅＮＢ１からのｅＮＢ間の干渉を観測しうる。
同様に、ＵＥ２は、上りリンクでｅＮＢ２に対してデータを送信し、ＵＥ２からの上りリ
ンク伝送は、ＵＥ１に対する干渉伝送と見なされうる。ＵＥ１はその後、ＵＥ２からのＵ
Ｅ間の干渉を観測しうる。
【００２２】
　図４は、非同期動作を伴う、図３のｅＮＢ１、２のための例示的な下りリンク－上りリ
ンク分割を図示する。図４に図示されるように、非同期動作のために、ｅＮＢ１のための
サブフレームの開始は、ｅＮＢ２のためのサブフレームの開始と時間的にアライメントさ
れない。更に、ｅＮＢ１のための下りリンク－上りリンク分割は、ｅＮＢ２のための下り
リンク－上りリンク分割とは異なる。
【００２３】
　ｅＮＢ１、２のための非同期タイミングおよび異なる下りリンク－上りリンク分割は、
図３に説明されるような、ｅＮＢ間の干渉およびＵＥ間の干渉を引き起こしうる。時間Ｔ
１から時間Ｔ２への時間間隔および／あるいは時間Ｔ３から時間Ｔ４への時間間隔の間、
同じ周波数チャネルにおいて、ｅＮＢ１は下りリンクでＵＥ１に対してデータを送信し、
ＵＥ２は上りリンクでｅＮＢ２に対してデータを送信しうる。ｅＮＢ２は、ｅＮＢ１から
の干渉を観測しうる、また、ｅＮＢ間の干渉のために、ＵＥ２からの上りリンク伝送を受
信することが困難でありうる。更に、ＵＥ１は、ＵＥ２からの干渉を観測しうる、また、
ＵＥ間の干渉のために、ｅＮＢ１からの下りリンク伝送を受信することが困難でありうる
。
【００２４】
　図３および図４に図示されるように、ｅＮＢ２からの下りリンク伝送が、ｅＮＢ２にお
いて、ＵＥ２からの上りリンク伝送の受信に干渉するときに、ｅＮＢ間の干渉が生じうる
。下記の理由のうちの１又は複数が原因で、ｅＮＢ間の干渉が問題となりうる。　
　　１．干渉するｅＮＢ１が、所望のＵＥ２(desired UE2)のものよりも、非常に高い最
大送信電力を有しうる。　
　　２．受信電力がＮＢ２において予め定められた範囲内(within a predetermined rang
e)に含まれることを確実にするように、干渉するｅＮＢ１の送信電力が、電力制御される
ことができない（一方、ＵＥsの送信電力は電力制御されうる）。　
　　３．周波数間シナリオにおいて、ｅＮＢ１、２は、互いに対して非常に近接している
（また、共同設置されることすらある）。この場合、干渉ｅＮＢ１の受信電力は、ｅＮＢ
２におけるＵＥ２の受信電力よりも非常に高くなるだろう。
【００２５】
　同様に、ＵＥ間の干渉は、ＵＥ２からの上りリンク伝送が、ＵＥ１においてｅＮＢ１か
らの下りリンク伝送の受信に干渉するときに生じうる。次の理由が原因で、ＵＥ間の干渉
が問題となりうる。
【００２６】
　　１．干渉ＵＥ２は、ＵＥ１が受信しようとしているｅＮＢ１と比較して、被害ＵＥ１
（victim UE1)に、より近くになり得る（例えば、ＵＥ１、２は同じ空間(the same room)
にありうる）。
【００２７】
　上述されたように、複数のｅＮＢにわたる下りリンク－上りリンク分割の調整および同
期は、例えば、ＬＴＥ　ＴＤＤネットワーク、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）を支援
するＷＣＤＭＡ　ＴＤＤネットワーク、ＴＤ－ＳＣＤＭＡネットワークなどのような、Ｔ
ＤＤを利用する無線ネットワークにおけるｅＮＢ間の干渉およびＵＥ間の干渉を回避する
ために使用されうる。しかし、同期を達成することは、多くの場合において、非現実的あ
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るいは非実際的でありうる。例として、屋内フェムトセルあるいはホームｅＮＢでは、全
てのホームｅＮＢおよびマクロｅＮＢ間での同期を達成することは困難でありうる。ホー
ムｅＮＢは、どこにでも設置されうる、また、マクロｅＮＢに関連して非同期的に動作し
うる。別の例として、異なる複数のネットワークオペレータが、ＴＤＤのために同じ周波
数スペクトルを共有しうる。共通タイミング基準および／あるいは共通下りリンク－上り
リンク分割を有することは、異なるネイバ（neighbor）に属する複数の基地局（例えば、
ホームｅＮＢ）にとって困難である可能性がある。
【００２８】
　態様において、ＴＤＤを利用する非同期無線ネットワークにおけるｅＮＢ間の干渉およ
び／あるいはＵＥ間の干渉は、異なる周波数範囲において下りリンク伝送および上りリン
ク伝送を送ることによって緩和されうる。その後、上りリンク伝送に対する下りリンク伝
送からの干渉、またその逆も、緩和されうる。
【００２９】
　一設計では、複数のキャリアが利用可能でありうる。各キャリアは、周波数の範囲に対
応しうる。複数のキャリアは、同じ帯域幅あるいは異なる帯域幅を有しうる。少なくとも
１つのキャリアは下りリンクのために割り当てられ、そのようなキャリアの各々は下りリ
ンクキャリアと称されうる。少なくとも１つのその他のキャリアは上りリンクのために割
り当てられ、そのようなキャリアの各々は上りリンクキャリアと称されうる。ｅＮＢは（
複数の）下りリンクキャリアで下りリンク伝送を送り、ＵＥは（複数の）上りリンクキャ
リアで上りリンク伝送を送りうる。ｅＮＢおよび／あるいはＵＥの受信機は、隣接キャリ
ア間でフィルタリングを実行しうる。その結果、深刻なｅＮＢ間の干渉および／あるいは
深刻なＵＥ間の干渉の尤度は低減されうる。２つより多くのキャリアが利用可能な場合、
（複数の）上りリンクキャリアから可能な限り遠く離れた（複数の）下りリンクキャリア
を選択することが有益でありうる。
【００３０】
　図５は、２つのｅＮＢ１、２および２つのキャリアＸ、Ｙを有するシナリオにおいて、
ｅＮＢ間の干渉および／あるいはＵＥ間の干渉を緩和する例を図示する。図５に図示され
た例では、キャリアＸは下りリンクのために割り当てられ、キャリアＹは上りリンクのた
めに割り当てられうる。ｅＮＢ１は、図４に図示されるｅＮＢ１のための下りリンク－上
りリンク分割を使用し、ｅＮＢ２は、図４に図示されるｅＮＢ２のための下りリンク－上
りリンク分割を使用する。しかし、下りリンク伝送はキャリアＸのみにおいて送られ、上
りリンク伝送はキャリアＹのみにおいて送られる。各ｅＮＢは、システム帯域幅の半分の
みを使用しうる。
【００３１】
　時間Ｔ１から時間Ｔ２の時間間隔および／あるいは時間Ｔ３から時間Ｔ４の時間間隔の
間、ｅＮＢ１は、キャリアＸでＵＥ１に対して下りリンクでデータを送信しうる、また、
ＵＥ２は、キャリアＹでｅＮＢ２に対して上りリンクでデータを送信しうる。ｅＮＢ２は
、キャリアＹでＵＥ２から所望の上りリンク伝送を受信し、キャリアＸでｅＮＢ１からの
干渉を観測しうる。ｅＮＢ２は、ｅＮＢ１からの干渉を十分にフィルタリングし、ＵＥ２
からの上りリンク伝送を正しく復号することができる。ｅＮＢ間の干渉は、このように、
異なるキャリアで下りリンク伝送および上りリンク伝送を送ることによって緩和されうる
。
【００３２】
　更に、時間Ｔ１から時間Ｔ２の時間間隔および／あるいは時間Ｔ３から時間Ｔ４の時間
間隔の間に、ＵＥ１は、キャリアＸでｅＮＢ１から所望の下りリンク伝送を受信し、キャ
リアＹでＵＥ２からの干渉を観測しうる。ＵＥ１は、ＵＥ２からの干渉を十分にフィルタ
リングし、ｅＮＢ１からの下りリンク伝送を正しく復号しうる。ＵＥ間の干渉は、このよ
うに、異なるキャリアで下りリンク伝送および上りリンク伝送を送ることによって緩和さ
れうる。
【００３３】
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　図５は、２つのキャリアが使用のために利用可能である例を図示する。一般的に、任意
の数のキャリアが利用可能でありうる。各キャリアは、下りリンク又は上りリンクに割り
当てられるか、あるいは、下りリンクおよび上りリンクの両方のために割り当てられうる
。（複数の）下りリンクキャリアは、干渉を緩和するために、（複数の）上りリンクキャ
リアから周波数において可能な限りに遠く離れるように選択されうる。
【００３４】
　図６は、ｅＮＢ間の干渉および／あるいはＵＥ間の干渉を緩和するように、下りリンク
および上りリンクのためのキャリアを割り当てる設計を図示する。この設計では、スペク
トル帯(spectrum band)の一方の端(one end)における１又は複数のキャリアが、下りリン
クのために割り当てられうる。スペクトル帯の他方の端(the other end)における１又は
複数のその他のキャリアが、上りリンクのために割り当てられうる。スペクトル帯の真中
に近い１又は複数の残りのキャリアが、下りリンクおよび上りリンクの両方のために割り
当てられ、このようなキャリアの各々は、下りリンク／上りリンクキャリアと称されうる
。下りリンクキャリアの数は、上りリンクキャリアの数と一致する場合もあれば、しない
場合もある。
【００３５】
　図６に図示されるように、各下りリンクサブフレームでは、下りリンク伝送が、下りリ
ンクキャリアおよび下りリンク／上りリンクキャリアで送られうる。各上りリンクサブフ
レームでは、上りリンク伝送が、上りリンクキャリアおよび下りリンク／上りリンクキャ
リアで送られうる。このように、下りリンクキャリアは、下りリンクサブフレームのみに
おいて使用され、上りリンクキャリアは、上りリンクサブフレームのみにおいて使用され
うる。しかし、下りリンク／上りリンクキャリアは、下りリンクおよび上りリンクサブフ
レームの両方で使用されうる。
【００３６】
　ｅＮＢは様々なやり方で下りリンクおよび上りリンクのためにキャリアを割り当てうる
。一設計では、割当はｅＮＢによって明示的に実行され、割り当てられたキャリアはＵＥ
に明示的に伝達されうる。別の設計では、割当は適切なスケジューリングポリシーによっ
て非明示的に実行されうる。例えば、ｅＮＢは、１又は複数のキャリアで（例えば、デー
タや制御情報などのための）下りリンク伝送をスケジューリングし、１又は複数のその他
のキャリアで（例えば、データや制御情報のための）上りリンク伝送をスケジューリング
しうる。ｅＮＢは、制御情報が送信されるロケーション（例えば、キャリア）を伝達する
ためにシステム情報をブロードキャストしうる。ｅＮＢはまた、（ｉ）下りリンクデータ
が送信されるロケーションを伝達するための下りリンク許可と、（ｉｉ）上りリンクデー
タが送信されうるロケーションを伝達するための上りリンク許可とを送信しうる。ＵＥは
、ｅＮＢからのシステム情報、下りリンク許可、および上りリンク許可にしたがって動作
しうる。ＵＥが、ｅＮＢによる下りリンクおよび上りリンクのためのキャリアの割当に気
付いている必要はなくてもよい。
【００３７】
　無線ネットワークのために利用可能なキャリアは、スペクトル帯の一部であり、互いに
対して比較的近接（例えば、隣接）しうる。この場合、このスペクトル帯で動作する複数
のｅＮＢおよび／あるいはＵＥは、異なるキャリアででさえも、このスペクトル帯で同時
に送信および受信することができない。これは、近くのキャリアからの干渉の不十分なフ
ィルタリングが原因でありうる。
【００３８】
　一設計では、キャリアは、ｅＮＢ間の干渉および／あるいはＵＥ間の干渉を緩和するた
めに必要とされる場合にのみ、下りリンクおよび上りリンクに割り当てられうる。この設
計は、必要とされる場合にのみ、例えば、強い干渉が検出される場合にのみ、下りリンク
あるいは上りリンクに対して所与のキャリアを割り当てることによって、非効率性を低減
しうる。
【００３９】
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　一設計では、ｅＮＢは、その他のｅＮＢからの強い干渉を検出しうる。これは、その他
のｅＮＢによって送信された同期信号、基準信号、および／あるいはその他の信号の受信
電力を測定することによって達成されうる。強い干渉が検出される場合、ｅＮＢは、キャ
リアを割り当て、ｅＮＢ間の干渉を緩和するために、バックホールによって、その他のｅ
ＮＢ、あるいは設計されたネットワークエンティティ（例えば、図１のネットワークコン
トローラ１３０）と通信しうる。
【００４０】
　その他の設計では、ＵＥは、その他のＵＥからの強い干渉を検出しうる。これは、その
他のＵＥによって送信された基準信号および／あるいはその他の信号の受信電力を測定す
ることによって達成されうる。代替的あるいは追加的に、ＵＥは、例えば非同期ｅＮＢの
ようなその他のｅＮＢからの強い干渉を検出しうる。何れの場合においても、強い干渉が
検出されると、ＵＥはこの条件をサービス提供中のｅＮＢに報告しうる。このサービス提
供中のｅＮＢはその後、キャリアを割り当て、ＵＥ間の干渉を緩和するために、近くのｅ
ＮＢあるいは設計されたネットワークエンティティと通信しうる。
【００４１】
　一設計では、ＵＥは、特定のキャリアＸで、その他のＵＥからの強い干渉を検出しうる
。強い干渉が検出されると、ＵＥは別のキャリアＹで送信することを（複数の）干渉ＵＥ
に要求しうる。代替的に、ＵＥは、この条件をｅＮＢに通知し、このｅＮＢに対して、ネ
イバｅＮＢを用いて干渉回避アルゴリズムを開始することを要求しうる。ＵＥはその後、
（複数の）干渉ＵＥからの干渉を観測することなく、キャリアＸで下りリンク伝送を受信
しうる。（複数の)干渉ＵＥは、キャリアＸで上りリンク伝送を送ることを回避しうるが
、キャリアＸ、Ｙの両方で下りリンク伝送を受信できる。
【００４２】
　下りリンクおよび上りリンクキャリアでの通信は、様々なやり方で支援されうる。一設
計では、ＴＤＤシステムは、マルチキャリア動作を支援するために拡張されうる。一設計
では、別のキャリアでのデータ伝送を支援するために、制御情報が１つのキャリアで送ら
れることを可能にするようクロスキャリア動作が支援されうる。具体的にいうと、許可（
grant)やアクノレッジメント（ＡＣＫ）などのような下りリンク制御情報（ＣＤＩ）は、
例えば、１つのキャリア（下りリンクキャリア）で送られうる、また、別のキャリア（上
りリンクキャリア）での上りリンクデータ伝送に適用可能でありうる。したがって、チャ
ネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、事前符号化マトリクスインジケータ（ＰＭＩ）、ラン
クインジケータ（ＲＩ）、ＡＣＫ、スケジューリング要求（ＳＲ）などのような上りリン
ク制御情報（ＵＣＩ）は、１つのキャリア（上りリンクキャリア）で送られうる、また、
別のキャリア（下りリンクキャリア）での下りリンクデータ伝送に適用可能でありうる。
その他の機能がまた、下りリンクキャリアおよび上りリンクキャリアでの通信を可能にす
るために支援されうる。
【００４３】
　別の設計では、ＦＤＤハーフデュプレクスシステムは、マルチキャリアＴＤＤ動作を支
援するように変形されうる。ＦＤＤハーフデュプレクスシステムは、ＵＥが同時に送信お
よび受信することができないと仮定しうる。ＴＤＤを支援するために、ＦＤＤハーフデュ
プレクスシステムは更に、ｅＮＢもまた同時に送信および送信することができないと仮定
しうる。ＦＤＤハーフデュプレクスシステムは通常、各サブフレームにおいて制御情報お
よび／あるいは基準信号を送信することをｅＮＢに要求しうる。ＴＤＤ動作を支援するた
めに、ＦＤＤハーフデュプレクスシステムは、ｅＮＢが受信している上りリンクサブフレ
ームにおいて、このｅＮＢがブランクサブフレームを送信できるようにするよう変形され
うる。ブランクサブフレーム(blank subframes)は、ｅＮＢが、データも、制御情報も、
基準信号も送信することが予期されていないサブフレームでありうる。ｅＮＢは、全ての
上りリンクサブフレームをブランクサブフレームとして宣言し、これらのブランクサブフ
レームを伝達するシステム情報をブロードキャストしうる。ＵＥは、ｅＮＢからブランク
サブフレームを受信することをスキップしうる。
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【００４４】
　本明細書において説明される技術は、時間同期を用いることなく、無線ネットワークに
おける非同期ＴＤＤ動作を支援しうる。この技術は、ｅＮＢ間の干渉および／あるいはＵ
Ｅ間の干渉を、周波数間および周波数内の両方で緩和しうる。この技術は、非効率性を最
小限にしながら性能を改良するために、必要とされる場合に、また必要に応じて、用いら
れうる。
【００４５】
　図７は、無線通信のための処理７００の設計を示す。処理７００は、ＵＥか、基地局／
ｅＮＢか、中継か、あるいはその他何らかのエンティティでありうる局によって実行され
うる。局は、ＴＤＤ動作に基づいて通信し（ブロック７１２)、各時間期間において、送
信のみ又は受信のみを実行するか、あるいはそのどちらも実行しない（ブロック７１４）
。各時間期間は、サブフレームあるいはその他の時間ユニットに対応しうる。局は、第１
の時間期間において第１のキャリアで第１の伝送を送り（ブロック７１６）、第２の時間
期間において第２のキャリアで第２の伝送を受信しうる（ブロック７１８）。第２のキャ
リアは、第１のキャリアとは異なりうる。局は、第１の時間期間においては送信のみを実
行し、第２の時間期間においては受信のみを実行しうる。
【００４６】
　一設計では、第１のキャリアが１つのリンク（例えば、下りリンクあるいは上りリンク
）のために使用され、第２のキャリアがもう１つのリンク（例えば、上りリンクあるいは
下りリンク）のために使用されうる。一設計では、局は、第３の時間期間において第３の
キャリアで第３の伝送を送り、第４の時間期間において第３のキャリアで第４の伝送を受
信しうる。第３のキャリアは、第１および第２のキャリアとは異なり、下りリンクおよび
上りリンクの両方のために使用されうる。一般的に、任意の数のキャリアが利用可能であ
り、各キャリアは、下りリンクか、上りリンクか、あるいはそれら両方のために使用され
うる。
【００４７】
　一設計では、処理７００は基地局によって実行され、第１のキャリアは下りリンクのた
めに使用され、第２のキャリアは上りリンクのために使用されうる。基地局は、ブロック
７１６において、第１の時間期間において第１のキャリアで下りリンク伝送を送り、ブロ
ック７１８において、第２の時間期間において第２のキャリアで上りリンク伝送を受信し
うる。
【００４８】
　別の設計では、処理７００はＵＥによって実行され、第１のキャリアは上りリンクのた
めに使用され、第２のキャリアは下りリンクのために使用されうる。ＵＥは、ブロック７
１６において、第１の時間期間において第１のキャリアで上りリンク伝送を送り、ブロッ
ク７１８において、第２の時間期間において第２のキャリアで下りリンク伝送を受信しう
る。
【００４９】
　一設計では、キャリア割当(carrier allocation)は、複数の基地局間での非同期動作お
よび／あるいは、異なる下りリンク－上りリンク分割に起因して実行されうる。局(stati
on)は、少なくとも１つの他の基地局と非同期的に動作する基地局でありうる。代替的あ
るいは追加的に、基地局は第１の下りリンク－上りリンク分割を有し、第１の下りリンク
－上りリンク分割とは異なる第２の下りリンク－上りリンク分割を有する第２の基地局の
範囲内に含まれうる。
【００５０】
　一設計では、強い干渉が検出されると、キャリア割当が実行されうる。一設計では、局
は、別の基地局から、あるいはその別の基地局によってサービス提供されるＵＥからの強
い干渉を決定しうる基地局でありうる。例えば、基地局は、（ｉ）上りリンクを測定し、
別の基地局によってサービス提供されるＵＥからの強い干渉を検出しうる、および／ある
いは（ｉｉ）少なくとも１つのＵＥからの少なくとも１つの測定報告に基づいて、他の基
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地局からの強い干渉を決定しうる。基地局が強い干渉を決定することに応答して(in resp
onse to)、第１のキャリアは下りリンクのみのために使用され、第２のキャリアは上りリ
ンクのみのために使用されうる。別の設計では、局は、別のＵＥからの強い干渉を検出し
うるＵＥでありうる。ＵＥが強い干渉を検出することに応答して、第１のキャリアは上り
リンクのために使用され、第２のキャリアは下りリンクのために使用されうる。両方の設
計に関して、強い干渉が検出されない場合は、第１および第２のキャリアが下りリンクお
よび上りリンクの両方のために使用されうる。キャリア割当はまた、その他のやり方でイ
ネーブルされることができる。
【００５１】
　一設計では、キャリア割当は明示的に実行され、（複数の）下りリンクキャリアおよび
／あるいは（複数の）上りリンクキャリアはＵＥに対してシグナリングされうる。別の設
計では、キャリア割当は非明示的に実行されうる。例えば、第１のＵＥは、第１のキャリ
アでの下りリンクにおけるデータ伝送のためにスケジューリングされ、第２のＵＥは、第
２のキャリアでの上りリンクにおけるデータ伝送のためにスケジューリングされうる。
【００５２】
　一般的に、第１および第２の伝送は各々、データか、制御情報か、基準信号か、その他
何らかの情報か、あるいはそれらの組み合わせを備えうる。一設計では、第１の伝送は制
御情報を備え、第２の伝送はデータを備えうる、あるいは、その逆である。
【００５３】
　一設計では、クロスサブフレーム制御が支援されうる。局は、第１の時間期間において
第１のキャリアで、制御情報を備える第１の伝送を送りうる。局は、第２の時間期間にお
いて第２のキャリアで、データを備える第２の伝送を受信しうる。第１のキャリアにおけ
る制御情報は、第２のキャリアで送られるデータの第２の伝送に適用可能でありうる。一
設計では、ブランクサブフレームが支援されうる。第２の時間期間は、伝送を伴わないブ
ランクサブフレームとして宣言されうる。
【００５４】
　一設計では、複数のキャリアが利用可能であり、第１および第２のキャリアは、複数の
キャリアのうちの２つでありうる。各キャリアは、スペクトル帯における異なる周波数範
囲に対応しうる。一設計では、第２のキャリアは、周波数において、複数のキャリアのう
ちの第１のキャリアから最も離れたものでありうる。
【００５５】
　図８は、無線通信のための装置８００の設計を示す。装置８００は、ＴＤＤ動作に基づ
いて通信するモジュール８１２と、各時間期間において、送信のみ又は受信のみを実行す
る、あるいはそのどちらも実行しないモジュール８１４と、第１の時間期間において第１
のキャリアで第１の伝送を送るモジュール８１６と、第２の時間期間において第２のキャ
リアで第２の伝送を受信するモジュール８１８とを含む。第２のキャリアは第１のキャリ
アとは異なりうる。第１の時間期間においては送信のみが実行され、第２の時間期間にお
いては受信のみが実行されうる。
【００５６】
　図８におけるモジュールは、例えば、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイ
ス、電子構成要素、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など
、あるいはそれら任意の組み合わせを備えうる。
【００５７】
　図９は、図１および図３の複数の基地局／ｅＮＢのうちの１つと、複数のＵＥのうちの
１つとでありうる基地局／ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。基
地局１１０は、Ｔ個のアンテナ９３４ａ乃至９３４ｔを装備し、ＵＥ１２０は、Ｒ個のア
ンテナ９５２ａ乃至９５２ｒを装備しうる。ここで一般に、Ｔ≧１およびＲ≧１である。
【００５８】
　基地局１１０において、送信プロセッサ９２０は、データソース９１２からのデータと
、コントローラ／プロセッサ９４０からの制御情報を受信しうる。制御情報は、例えば、
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システム情報、下りリンク許可、上りリンク許可、ＡＣＫなどを備えうる。プロセッサ９
２０は、データおよび制御情報を処理（例えば、符号化および変調）して、データシンボ
ルおよび制御シンボルをそれぞれ取得しうる。プロセッサ９２０はまた、１又は複数の基
準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信（ＴＸ）多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）
プロセッサ９３０は、データシンボル、制御シンボル、および／あるいは適用可能であれ
ば基準シンボルに空間処理（例えば、事前符号化）を実行し、Ｔ個の変調器（ＭＯＤ）９
３２ａ乃至９３２ｔにＴ個の出力シンボルストリームを提供しうる。各変調器９３２は、
（例えば、ＯＦＤＭなどのための）それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力
サンプルストリームを取得しうる。各変調器９３２は更に、出力サンプルストリームを処
理（例えば、アナログにコンバート、増幅、フィルタ、およびアップコンバート）して、
下りリンク信号を取得しうる。変調器９３２ａ乃至９３２ｔからのＴ個の下りリンク信号
は、Ｔ個のアンテナ９３４ａ乃至９３４ｔのそれぞれによって送信されうる。
【００５９】
　ＵＥ１２０において、アンテナ９５２ａ乃至９５２ｒは、基地局１１０およびその他の
基地局から下りリンク信号を受信し、復調器（ＤＥＭＯＤ）９５４ａ乃至９５４ｒのそれ
ぞれに受信された信号を提供しうる。各復調器９５４は、それぞれの受信された信号を調
整（例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート、デジタル化）して、入力サンプルを取
得しうる。各復調器９５４は更に、（例えば、ＯＦＤＭなどのための）入力サンプルを処
置して、受信されたシンボルを取得しうる。ＭＩＭＯ検出器９５６は、Ｒ個の復調器９５
４ａ乃至９５４ｒの全てから、受信されたシンボルを取得し、適用可能であれば、受信さ
れたシンボルにＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを提供しうる。受信プロセッ
サ９５８は、検出されたシンボルを処理（例えば、復調および復号）し、ＵＥ１２０のた
めの復号されたデータをデータシンク９６０に提供し、復号された制御情報をコントロー
ラ／プロセッサ９８０に提供しうる。
【００６０】
　上りリンクでは、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ９６４が、データソース９６２
からのデータおよびコントローラ／プロセッサ９８０からの制御情報を受信しうる。プロ
セッサ９６４は、データおよび制御情報を処理（例えば、符号化および変調）して、デー
タシンボルおよび制御シンボルをそれぞれ取得しうる。プロセッサ９６４はまた、１又は
複数の基準信号のための基準シンボルを生成しうる。送信プロセッサ９６４からのシンボ
ルは、適用可能であればＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９６６によって事前符号化され、更に
、（例えば、ＳＣ－ＦＤＭやＯＦＤＭなどのための）変調器９５４ａ乃至９５４ｒによっ
て処理され、基地局１１０およびおそらくその他何らかの基地局に送信されうる。基地局
１１０において、ＵＥ１２０およびその他のＵＥからの上りリンク信号は、アンテナ９３
４によって受信され、復調器９３２によって処理され、適用可能であればＭＩＭＯ検出器
９３６によって検出され、更に、受信プロセッサ９３８によって処理されて、ＵＥ１２０
およびその他のＵＥによって送られる復号されたデータと制御情報が取得されうる。プロ
セッサ９３８は、復号されたデータをデータシンク９３９に提供し、復号された制御情報
をコントローラ／プロセッサ９４０に提供しうる。
【００６１】
　コントローラ／プロセッサ９４０、９８０は、基地局１１０およびＵＥ１２０のそれぞ
れにおける動作を指示しうる。プロセッサ９４０および／あるいはその他のプロセッサ、
および基地局１１０におけるモジュールは、図７の処理７００および／あるいは本明細書
において説明される技術のためのその他の処理を実行あるいは指示しうる。プロセッサ９
８０および／あるいはその他のプロセッサ、およびＵＥ１２０におけるモジュールは、図
７の処理７００および／あるいは本明細書において説明される技術のためのその他の処理
を実行あるいは支持しうる。メモリ９４２、９８２はまた、基地局１１０およびＵＥ１２
０のためのデータおよびプログラムコードをそれぞれ格納しうる。スケジューラ９４４は
、下りリンクおよび／あるいは上りリンクでのデータ伝送のためにＵＥをスケジューリン
グしうる。
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【００６２】
　当業者は、情報および信号が、任意の様々な異なる技法および技術を使用して表されう
るということを理解するだろう。例えば、上記の説明を通して参照されうるデータ、命令
群、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、
磁界あるいは磁気粒子、光学界または光学粒子、あるいはそれら任意の組み合わせによっ
て表わされうる。
【００６３】
　当業者は更に、本明細書における開示に関連付けて説明された様々な例示的な論理ブロ
ック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電気ハードウェア、コンピュ
ータソフトウェア、あるいはこれら両方の組み合わせとして実現されうるということを理
解するだろう。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に例示するために、
多様な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般にそれ
らの機能の観点から上記で説明されている。そのような機能がハードウェアあるいはソフ
トウェアのどちらとして実現されるかは、システム全体に課せられている特定のアプリケ
ーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、各特定のアプリケーションのために方
式を変化させることによって、述べられた機能性を実施しうるが、こういった実施の決定
は本開示の範囲からの逸脱をまねくものと解釈されるべきではない。
【００６４】
　本明細書における開示に関連付けて説明された多様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）あるいはそ
の他のプログラマブルロジックデバイス、離散ゲートもしくはトランジスタロジック、離
散ハードウェア構成要素、あるいは本明細書において説明された機能を実行するために設
計された、それら任意の組合せによって実現あるいは実行されうる。汎用プロセッサは、
マイクロプロセッサでありうるが、代替例として、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、あるいはステートマシンでありうる。例えば、ＤＳＰとマ
イクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結した１、
あるいは複数のマイクロプロセッサ、もしくはその他任意のこのような構成のようなコン
ピューティングデバイスの組み合わせとして、プロセッサが実現されうる。
【００６５】
　本明細書における開示に関連付けて説明された方法あるいはアルゴリズムのステップは
、直接ハードウェアにおいて、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に
おいて、あるいはそれら２つの組み合わせにおいて実現されうる。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、ＥＥＰＲＯ
Ｍ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、あるいは
当該技術分野において周知のその他任意の形態の記憶媒体に存在しうる。典型的な記憶媒
体は、記憶媒体からの情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるプロセッ
サのようなプロセッサと結合される。代替例においては、記憶媒体はプロセッサに統合さ
れうる。プロセッサ及び記憶媒体はＡＳＩＣ内に存在しうる。ＡＳＩＣはユーザ端末内に
存在しうる。代替例においては、プロセッサおよび記憶媒体は離散的な構成要素としてユ
ーザ端末内に存在しうる。
【００６６】
　１または複数の典型的な設計において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、あるいはそれら任意の組み合わせで実現されうる。ソフトウェアに
おいて実現される場合、機能は、１あるいは複数の命令群あるいはコードとして、コンピ
ュータ読取可能媒体に格納されうる、もしくはそれによって送信されうる。コンピュータ
読取可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプロ
グラムの伝達を容易にする任意の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用
コンピュータあるいは特殊用途コンピュータによってアクセスされうる任意の利用可能な
媒体である。限定ではなく例として、このようなコンピュータ読取可能媒体は、ＲＡＭや
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、ＲＯＭや、ＥＥＰＲＯＭや、ＣＤ－ＲＯＭもしくはその他の光学ディスク記憶装置や、
磁気ディスク記憶装置もしくはその他の磁気記憶デバイスや、あるいは命令群もしくはデ
ータ構造の形態で希望のプログラムコード手段を伝えるあるいは格納するために使用され
うる、また、汎用あるいは特殊用途コンピュータ、あるいは汎用あるいは特殊用途プロセ
ッサによってアクセスされうる、その他任意の媒体を備えうる。更に、任意のコネクショ
ンが、コンピュータ読取可能媒体と適切に称される。例えば、同軸ケーブルや、光ファイ
バケーブルや、ツイストペアや、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）や、あるいは、赤外線、
無線、及びマイクロ波のような無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、あるいはそ
の他の遠隔ソースからソフトウェアが送信される場合、同軸ケーブルや、光ファイバケー
ブルや、ツイストペアや、ＤＳＬや、あるいは赤外線、無線、及びマイクロ波のような無
線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるようなディスク（ｄｉｓｋ）及
びディスク（ｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）、レーザディスク
（ｄｉｓｃ）、光学ディスク、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｋ）、
フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）及びブルーレイ（登録商標）ディスク（ｄ
ｉｓｃ）を含む。ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は通常データを磁気的に再生する一方、
ディスク（ｄｉｓｃ）はレーザを用いてデータを光学的に再生する。上記のものによる組
合せも、コンピュータ読取可能媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００６７】
　本開示の以上の説明は、当業者が本開示を製造あるいは使用できるように提供される。
本開示に対する様々な修正は当業者にとって容易に明らかであり、またここで定義された
包括的は原理は、本開示の精神あるいは範囲から逸脱することなく、他の変形に対し適用
されることができる。したがって、本開示は、ここにおいて説明された例および設計に限
定されるようには意図されておらず、ここにおいて開示された原理および新規な特徴に整
合する最も広い範囲が与えられるべきである。
　以下に、本願願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載の発明を付記する。
［１］　無線通信の方法であって、　第１の時間期間において第１のキャリアで第１の伝
送を送ることと、　第２の時間期間において第２のキャリアで第２の伝送を受信すること
と、　を備え、　前記第２のキャリアは前記第１のキャリアとは異なり、前記第１の時間
期間においては送信のみが実行され、前記第２の時間期間においては受信のみが実行され
る、　方法。
［２］　時分割デュプレキシング（ＴＤＤ）動作に基づいて通信することと、　各時間期
間において、送信のみ又は受信のみを実行するか、あるいはそのどちらも実行
しないことと、　を更に備える　［１］に記載の方法。
［３］　前記第１の伝送を送ることと、前記第２の伝送を受信することは、少なくとも１
つの他の基地局と非同期的に動作する基地局によって実行される、　［１］に記載の方法
。
［４］　前記第１の伝送を送ることと、前記第２の伝送を受信することは、第１の下りリ
ンク－上りリンク分割を有する第１の基地局によって実行され、前記第１の基地局は、前
記第１の下りリンク－上りリンク分割とは異なる第２の下りリンク－上りリンク分割を有
する第２の基地局の範囲に含まれる、　［１］に記載の方法。
［５］　前記第１のキャリアは下りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは上り
リンクのために使用され、前記第１の伝送を送ることは、前記第１の時間期間において前
記第１のキャリアで下りリンク伝送を送ることを備え、前記第２の伝送を受信することは
、前記第２の時間期間において前記第２のキャリアで上りリンクを受信することを備える
、　［１］に記載の方法。
［６］　前記第１のキャリアは上りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは下り
リンクのために使用され、前記第１の伝送を送ることは、前記第１の時間期間において前
記第１のキャリアで上りリンク伝送を送ることを備え、前記第２の伝送を受信することは
、前記第２の時間期間において前記第２のキャリアで下りリンク伝送を受信することを備
える、　［１］に記載の方法。
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［７］　第３の時間期間において第３のキャリアで第３の伝送を送ることと、　第４の時
間期間において前記第３のキャリアで第４の伝送を受信することと、　を更に備え、前記
第３のキャリアは、前記第１および第２のキャリアとは異なり、下りリンクおよび上りリ
ンクの両方のために使用される、　［１］に記載の方法。
［８］　第１の基地局からの、あるいは前記第１の基地局によってサービス提供されるＵ
Ｅからの強い干渉を決定すること、　を更に備え、強い干渉を決定することに応答して、
前記第１のキャリアは下りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは上りリンクの
ために使用される、　［１］に記載の方法。
［９］　前記強い干渉を決定することは、第２の基地局において、前記第１の基地局によ
ってサービス提供されるＵＥからの強い干渉を検出することを備える、　［８］に記載の
方法。
［１０］　前記強い干渉を決定することは、少なくとも１つのＵＥからの少なくとも１つ
の測定報告に基づいて、前記第１の基地局からの強い干渉を決定することを備える、　［
８］に記載の方法。
［１１］　前記第１および第２のキャリアは、強い干渉が検出されない場合、前記下りリ
ンクおよび上りリンクの両方のために使用される、［８］に記載の方法。
［１２］　第２のＵＥによって、第１のユーザ機器（ＵＥ）から強い干渉を検出すること
、　を備え、強い干渉を検出することに応答して、前記第１のキャリアは上りリンクのた
めに使用され、前記第２のキャリアは下りリンクのために使用される、　［１］に記載の
方法。
［１３］　前記第１の伝送を送ることは、前記第１の時間期間において前記第１のキャリ
アで制御情報を備える前記第１の伝送を送ることを備え、前記第２の伝送を受信すること
は、前記第２の時間期間において前記第２のキャリアで、データを備える前記第２の伝送
を受信することを備え、前記第１のキャリアで送られた制御情報は、前記第２のキャリア
で送られたデータの第２の伝送のためのものである、　［１］に記載の方法。
［１４］　前記第２の時間期間を、伝送を伴わないブランクサブフレームとして宣言する
こと、　を更に備える　［１］に記載の方法。
［１５］　前記第１のキャリアでの下りリンクにおけるデータ伝送のために第１のユーザ
機器（ＵＥ）をスケジューリングすることと、　前記第２のキャリアでの上りリンクにお
けるデータ伝送のために第２のＵＥをスケジューリングすることと、　を更に備える　［
１］に記載の方法。
［１６］　前記第１および第２のキャリアは、スペクトル帯における２つの異なる周波数
範囲に対応する、　［１］に記載の方法。
［１７］　複数のキャリアが利用可能であり、前記第１および第２のキャリアは、前記複
数のキャリアのうちの２つであり、前記第２のキャリアは、前記複数のキャリアのうちの
前記第１のキャリアから周波数において最も離れている、　［１］に記載の方法。
［１８］　無線通信のための装置であって、　第１の時間期間において第１のキャリアで
第１の伝送を送る手段と、　第２の時間期間において第２のキャリアで第２の伝送を受信
する手段と、　を備え、前記第２のキャリアは前記第１のキャリアとは異なり、前記第１
の時間期間においては送信のみが実行され、前記第２の時間期間においては受信のみが実
行される、　装置。
［１９］　時分割デュプレキシング（ＴＤＤ）動作に基づいて通信する手段と、　各時間
期間において、送信のみ又は受信のみを実行するか、あるいはそのどちらも実行しない手
段と、　を更に備える［１８］に記載の装置。
［２０］　前記第１のキャリアは下りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは上
りリンクのために使用され、前記第１の伝送を送る手段は、前記第１の時間期間において
前記第１のキャリアで下りリンク伝送を送る手段を備え、前記第２の伝送を受信する手段
は、前記第２の時間期間において前記第２のキャリアで上りリンクを受信する手段を備え
る、　［１８］に記載の装置。
［２１］　前記第１のキャリアは上りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは下
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りリンクのために使用され、前記第１の伝送を送る手段は、前記第１の時間期間において
前記第１のキャリアで上りリンク伝送を送る手段を備え、前記第２の伝送を受信する手段
は、前記第２の時間期間において前記第２のキャリアで下りリンク伝送を受信する手段を
備える、　［１８］に記載の装置。
［２２］　第３の時間期間において第３のキャリアで第３の伝送を送る手段と、　第４の
時間期間において前記第３のキャリアで第４の伝送を受信する手段と、　を更に備え、前
記第３のキャリアは、前記第１および第２のキャリアとは異なり、下りリンクおよび上り
リンクの両方のために使用される、　［１８］に記載の装置。
［２３］　第１の基地局からの、あるいは前記第１の基地局によってサービス提供される
ＵＥからの強い干渉を決定する手段、を更に備え、強い干渉を決定することに応答して、
前記第１のキャリアは下りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは上りリンクの
ために使用される、　［１８］に記載の装置。
［２４］　第２のＵＥによって第１のユーザ機器（ＵＥ）から強い干渉を検出する手段を
備え、強い干渉を検出することに応答して、前記第１のキャリアは上りリンクのために使
用され、前記第２のキャリアは下りリンクのために使用される、　［１８］に記載の装置
。
［２５］　前記第１の伝送を送る手段は、前記第１の時間期間において前記第１のキャリ
アで制御情報を備える前記第１の伝送を送る手段を備え、前記第２の伝送を受信する手段
は、前記第２の時間期間において前記第２のキャリアでデータを備える前記第２の伝送を
受信する手段を備え、前記第１のキャリアで送られる前記制御情報は、前記第２のキャリ
アで送られるデータの第２の伝送のためのものである、　［１８］に記載の装置。
［２６］　無線通信のための装置であって、　第１の時間期間において第１のキャリアで
第１の伝送を送るように、そして、第２の時間期間において第２のキャリアで第２の伝送
を受信するように構成された少なくとも１つのプロセッサ、を備え、前記第２のキャリア
は前記第１のキャリアとは異なり、前記第１の時間期間においては送信のみが実行され、
前記第２の時間期間においては受信のみが実行される、　装置。
［２７］　前記少なくとも１つのプロセッサは、時分割デュプレキシング（ＴＤＤ）動作
に基づいて通信するように、そして、各時間期間において、送信のみ又は受信のみを実行
するか、あるいはそのどちらも実行しないように構成されている、　［２６］に記載の装
置。
［２８］　前記第１のキャリアは下りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは上
りリンクのために使用され、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１の時間期間に
おいて前記第１のキャリアで下りリンク伝送を送るように、そして、前記第２の時間期間
において前記第２のキャリアで上りリンク伝送を受信するように構成されている、　［２
６］に記載の装置。
［２９］　前記第１のキャリアは上りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは下
りリンクのために使用され、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１の時間期間に
おいて前記第１のキャリアで上りリンク伝送を送るように、そして、前記第２の時間期間
において前記第２のキャリアで下りリンク伝送を受信するように構成されている、　［２
６］に記載の装置。
［３０］　前記少なくとも１つのプロセッサは、第３の時間期間において第３のキャリア
で第３の伝送を送るように、そして、第４の時間期間において前記第３のキャリアで第４
の伝送を受信するように構成されており、前記第３のキャリアは、前記第１および第２の
キャリアとは異なり、下りリンクおよび上りリンクの両方のために使用される、［２６］
に記載の装置。
［３１］　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１の基地局からの、あるいは前記第１
の基地局によってサービス提供されるＵＥからの強い干渉を決定するように構成され、強
い干渉を決定することに応答して、前記第１のキャリアは下りリンクのために使用され、
前記第２のキャリアは上りリンクのために使用される、［３１］に記載の装置。
［３２］　前記少なくとも１つのプロセッサは、第２のＵＥによって第１のユーザ機器（
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ＵＥ）から強い干渉を検出するように構成され、強い干渉を検出することに応答して、前
記第１のキャリアは上りリンクのために使用され、前記第２のキャリアは下りリンクのた
めに使用される、［２６］に記載の装置。
［３３］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１の時間期間において前記第１の
キャリアで制御情報を備える前記第１の伝送を送るように、そして、前記第２の時間期間
において前記第２のキャリアでデータを備える前記第２の伝送を受信するように構成され
、前記第１のキャリアで送られる前記制御情報は、前記第２のキャリアで送られたデータ
の第２の伝送のためのものである、［２６］に記載の装置。
［３４］　非一時的なコンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータプログラム製品で
あって、前記コンピュータ読取可能媒体は、　　少なくとも１つのコンピュータに、第１
の時間期間において第１のキャリアで第１の伝送を送らせるためのコードと、　　前記少
なくとも１つのコンピュータに、第２の時間期間において第２のキャリアで第２の伝送を
受信させるためのコードと、　　を備え、前記第２のキャリアは、前記第１のキャリアと
は異なり、前記第１の時間期間においては送信のみが実行され、前記第２の時間期間にお
いては受信のみが実行される、　コンピュータプログラム製品。

【図１】 【図２】



(21) JP 5442864 B2 2014.3.12

【図３】 【図４】
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