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(57)【要約】
【課題】ＥノードＢと関連したアップリンク制御情報及
びダウンリンクデータを送信する。
【解決手段】一つ以上の実施形態は、無線通信システム
における使用されるユーザ端末（ＵＥ）での具現方法を
提供する。上記方法は、上記ＵＥがシングルアップリン
クキャリア周波数及びダウンリンクキャリアアグリゲー
ション上で送信可能であることを示す表示を基地局に送
信するステップを含む。また、上記方法は、上記基地局
からアップリンクキャリア周波数スイッチングパターン
を受信するステップを含む。また、上記方法は、上記ア
ップリンクキャリア周波数スイッチングパターンに基づ
いて、アップリンクキャリア周波数をスイッチングする
ステップを含む。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるＵＥ(user equipment)の動作方法において、
　基地局から、全体伝送帯域幅内の第１伝送帯域幅を示す情報を受信するステップと、
　前記第１伝送帯域幅に伝送キャリア周波数をスイッチングするステップと、
　前記第１伝送帯域幅内でシグナリングを伝送するステップと、
　を含み、
　前記第１伝送帯域幅は、最大伝送帯域幅よりも小さいか同一であることを特徴とする方
法。
【請求項２】
　ＵＥ能力の表示を通じて、前記最大伝送帯域幅の表示を明示的にまたは暗示的に伝送す
るステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基地局に、前記ＵＥが前記伝送キャリア周波数をスイッチングするのに要求される
時間の間、表示を伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記情報は、前記第１伝送帯域幅及び少なくとも１つの第２伝送帯域幅を含む周期的な
パターンを含み、
　前記少なくとも１つの第２伝送帯域幅は、前記全体伝送帯域幅内にあり、前記最大伝送
帯域幅よりも小さいか同一であり、
　前記方法は、
　前記周期的なパターンによって、前記伝送キャリア周波数をスイッチングするステップ
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記伝送キャリア周波数をスイッチングするための時間は、サブフレームの１つ以上の
シンボルであり、
　前記サブフレームの前記１つ以上のシンボルにおいて、前記シグナリングがパンクチャ
ーリングされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記シグナリングは、ＰＵＳＣＨ（physical uplink shared channel）、ＰＵＣＣＨ（
physical uplink control channel）またはＳＲＳ（sounding reference signal）である
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１伝送帯域幅内でＰＲＡＣＨ（physical random access channel）を伝送するス
テップと、
　前記シグナリングの伝送前にランダムアクセス応答（random access response）を受信
するステップと、
　をさらに含み、
　前記ランダムアクセス応答は、タイミングアドバンス（timing advance, TA）命令を含
み、
　前記方法は、
　前記タイミングアドバンス命令に基づいて調整されたタイミングによって前記シグナリ
ングを伝送するステップと、をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１伝送帯域幅を示す前記情報は、ＤＣＩ（downlink control information）フォ
ーマットのフィールドに含まれ、
　前記フィールドは、
　前記全体伝送帯域幅内に含まれた複数の帯域幅によって決定された複数のビットを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項９】
　前記ＵＥが前記伝送キャリア周波数をスイッチングする時間の間、前記ＵＥは、シグナ
リングを伝送しないことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　無線通信システムにおけるＵＥにおいて、
　送受信部と、
　メモリと、
　基地局から、全体伝送帯域幅（ＢＷ）内の第１伝送帯域幅を示す情報を受信し、前記第
１伝送帯域幅に伝送キャリア周波数をスイッチングし、前記第１伝送帯域幅内でシグナリ
ングを伝送するプロセッサと、を含み、
　前記第１伝送帯域幅は、最大伝送帯域幅よりも小さいか同一であることを特徴とするＵ
Ｅ。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、
　ＵＥ能力の表示を通じて、前記最大伝送帯域幅の表示を明示的にまたは暗示的に伝送す
ることを特徴とする請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、
　前記伝送キャリア周波数をスイッチングするのに要求される時間の間、表示を伝送する
ことを特徴とする請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１３】
　前記伝送キャリア周波数をスイッチングするための時間は、サブフレームの１つ以上の
シンボルであり、
　前記サブフレームの前記１つ以上のシンボルにおいて、前記シグナリングがパンクチャ
ーリングされることを特徴とする請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記シグナリングは、ＰＵＳＣＨ（physical uplink shared channel）、ＰＵＣＣＨ（
physical uplink control channel）またはＳＲＳ（sounding reference signal）である
ことを特徴とする請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、
　前記第１伝送帯域幅内でＰＲＡＣＨ（physical random access channel）を伝送し、
　前記シグナリングを伝送する前に、タイミングアドバンス（timing advance, TA）命令
に基づいて前記シグナリングのためのタイミングを調整し、
　前記タイミングアドバンス命令を含むランダムアクセス応答を受信することを特徴とす
る請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記第１伝送帯域幅を示す前記情報は、ＤＣＩ（downlink control information）フォ
ーマットのフィールドに含まれ、
　前記フィールドは、
　前記全体伝送帯域幅内に含まれた複数の帯域幅によって決定された複数のビットを含む
ことを特徴とする請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　無線通信システムにおける基地局において、
　送受信部と、
　メモリと、
　ＵＥが、伝送キャリア周波数を、第１伝送帯域幅にスイッチングするために、全体伝送
帯域幅内の前記第１伝送帯域幅を示す情報を前記ＵＥに伝送し、前記第１伝送帯域幅内で
シグナリングを受信するプロセッサと、を含み、
　前記第１伝送帯域幅は、最大伝送帯域幅よりも小さいか同一であることを特徴とする基
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地局。
【請求項１８】
　前記シグナリングは、ＰＵＳＣＨ（physical uplink shared channel）、ＰＵＣＣＨ（
physical uplink control channel）またはＳＲＳ（sounding reference signal）である
ことを特徴とする請求項１７に記載の基地局。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、
　前記第１伝送帯域幅内でＰＲＡＣＨ（physical random access channel）を受信し、
　前記シグナリングを受信する前に、タイミングアドバンス（timing advance、TA）命令
に基づいて前記シグナリングの受信のためのタイミングを調整し、
　前記タイミングアドバンス命令を含むランダムアクセス応答を伝送することを特徴とす
る請求項１７に記載の基地局。
【請求項２０】
　前記第１伝送帯域幅を示す前記情報は、ＤＣＩ（downlink control information）フォ
ーマットのフィールドに含まれ、
　前記フィールドは、
　前記全体伝送帯域幅内に含まれた複数の帯域幅によって決定された複数のビットを含む
ことを特徴とする請求項１７に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に無線通信システムに関し、より具体的には、ＥノードＢ間またはサ
イト間キャリアアグリゲーションのためのアップリンクキャリアスイッチングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｒｅｌ－１０ ＬＴＥでは、ＵＥがダウンリンクキャリアアグリゲーションのための複
数のダウンリンクキャリア周波数とただ一つのアップリンクキャリア周波数で構成される
ことができる。一次コンポーネントキャリア（primary component carrier）は、（ＦＤ
Ｄシステムの場合は相異なる周波数、及びＴＤＤシステムの場合は同一の周波数上で）ダ
ウンリンク及びアップリンクキャリアのペアを含むが、二次コンポーネントキャリア（se
condary component carrier）は、アップリンクキャリア周波数無しで、単一のダウンリ
ンクキャリア周波数を含むことができる。二次コンポーネントキャリアと関連した階層１
アップリンク制御情報は、常に一次コンポーネントキャリア上で送信される。
【０００３】
　相異なるキャリア周波数が相異なるＥノードＢと関連しており、その関連したＥノード
Ｂが同一サイトに共に位置されない場合（サイト間ＥノードＢ間キャリアアグリゲーショ
ン）、ＵＥに対して二つ以上のダウンリンクキャリア周波数のアグリゲーションを可能に
することは利点がある。これは、非同一チャンネル（non-co-channel）二重接続としても
知られている。所定の配置シナリオでは、相異なる隣接ＥノードＢが相異なるダウンリン
ク及びアップリンクキャリアのペアで構成され得る。また、所定の配置シナリオでは、Ｅ
ノードＢがスローバックホール（slow backhaul）（例えば、４０ｍｓオン－ウェイ送信
レイテンシー）で相互接続されることもできる。
【０００４】
　ＥノードＢ間キャリアアグリゲーションが構成される場合、ＵＥに対するトラフィック
は、主に特定キャリアを通して移動されることができる。一例で、最善（best effort）
のＱｏＳを有するトラフィックは、主に一方のキャリアを通して移動され得る反面、より
厳格なＱｏＳを有するトラフィックは、主に他方のキャリアを通して移動されることがで
きる。他の例では、対応する経路損失がより低い場合もあるために、トラフィックが主に
一方のキャリアを通して移動されることもできる。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　第１のＥノードＢが一次コンポーネントキャリアと関連し、第２のＥノードＢが二次コ
ンポーネントキャリアと関連するキャリアアグリゲーションでＵＥが構成される場合には
、第１のＥノードＢがＸ２インターフェースを通して、第２のＥノードＢに、第２のコン
ポーネントキャリアに対応する階層１アップリンク制御情報を送信することが発生される
過度なレイテンシーのために、ＵＥが一次コンポーネントキャリアに、第２のコンポーネ
ントキャリアに対応する階層１アップリンク制御情報を送信することが望ましくない。し
たがって、サイト間ＥノードＢ間キャリアアグリゲーションが構成される場合には、関連
したＥノードＢに、無線を通して直接、そのＥノードＢと関連したアップリンク制御情報
及びダウンリンクデータを送信する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一実施形態によれば、無線通信システムにおける使用されるユーザ端末（ＵＥ）で具現
される方法が提供される。上記方法は、上記ＵＥがシングルアップリンクキャリア周波数
及びダウンリンクキャリアアグリゲーション上で送信可能であることを示す表示を基地局
に送信するステップと、上記基地局からアップリンクキャリア周波数スイッチングパター
ンを受信するステップと、上記アップリンクキャリア周波数スイッチングパターンに基づ
いて、アップリンクキャリア周波数をスイッチングするステップと、を含む。
【０００７】
　一実施形態によれば、無線通信システムにおける使用される基地局で具現される方法が
提供される。上記方法は、ユーザ端末（ＵＥ）がシングルアップリンクキャリア周波数及
びダウンリンクキャリアアグリゲーション上で送信可能であることを示す表示を受信する
ステップと、上記基地局からアップリンクキャリア周波数スイッチングパターンを送信す
るステップと、を含み、上記ＵＥは、上記アップリンクキャリア周波数スイッチングパタ
ーンに基づいて、アップリンクキャリア周波数をスイッチングすることを特徴とする。
【０００８】
　一実施形態によれば、無線通信システムにおける使用されるユーザ端末（ＵＥ）が提供
される。上記端末は、上記ＵＥがシングルアップリンクキャリア周波数及びダウンリンク
キャリアアグリゲーション上で送信可能であることを示す表示を基地局に送信し、また上
記基地局からアップリンクキャリア周波数スイッチングパターンを受信するように構成さ
れた送受信器と、上記アップリンクキャリア周波数スイッチングパターンに基づいて、ア
ップリンクキャリア周波数をスイッチングするように構成された制御器と、を含むことを
特徴とする。
【０００９】
　一実施形態によれば、無線通信システムにおける使用される基地局が提供される。上記
基地局は、ユーザ端末（ＵＥ）がシングルアップリンクキャリア周波数及びダウンリンク
キャリアアグリゲーション上で送信可能であることを示す表示を受信し、また上記基地局
からアップリンクキャリア周波数スイッチングパターンを送信するように構成された送受
信器を含み、上記ＵＥは、上記アップリンクキャリア周波数スイッチングパターンに基づ
いて、アップリンクキャリア周波数をスイッチングすることを特徴とする。
【００１０】
　本発明を詳細に説明するのに先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単
語及び語句の定義を開示することが望ましい。“含む（include）”及び “備える（comp
rise）”という語句だけではなく、その派生語（derivatives thereof）は、限定ではな
く、含みを意味する。“又は（or）”という用語は、“及び／又は（and/or）”の意味を
包括する。“関連した（associated with）”及び“それと関連した（associated therew
ith）”という語句だけではなく、その派生語句は、“含む（include）”、“含まれる（
be included within）”、“相互に連結する（interconnect with）”、“包含する（con
tain）”、“包含される（be contained within）”、“連結する（connect to or with
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）”、“結合する（couple to or with）”、“疎通する（be communicable with）”、
“協力する（cooperate with）”、“相互配置する（interleave）”、“並置する（juxt
apose）”、“近接する（be proximate to）”、“接する（be bound to or with）”、
“有する（have）”、及び“特性を有する（have a property of）”などを意味すること
ができる。制御部は、少なくとも１つの動作を制御する装置、システム又はその部分を意
味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのうちの２
つ以上の組合せで実現することができる。特定の制御部に関連する機能は、集中している
か、あるいは近距離、又は遠距離に分散されることもあることに留意すべきである。特定
の単語及び語句に関するこのような定義は、本明細書の全般にわたって規定されるもので
、当業者には、大部分の場合ではなくても、多くの場合において、このような定義がその
ように定義された単語及び語句の先行使用にはもちろん、将来の使用にも適用されるもの
であることが自明である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明のより完全な理解及びそれに従う利点は、添付された図面とともに考慮すれば、
後述する詳細な説明を参照してより容易に理解できる。また、図面中、同一の参照符号は
、同一であるか又は類似した構成要素を示す。
【図１】本発明による、無線ネットワークの一例を示す図である。
【図２】本発明による、ＥノードＢ（ｅＮＢ）の一例を示す図である。
【図３】本発明による、ユーザ端末（ＵＥ）の一例を示す図である。
【図４】本発明による、ＤＬ送信時間間隔（ＴＴＩ）の構造を示す図である。
【図５】本発明による、ＰＵＳＣＨ送信のためのＵＬ ＴＴＩの構造を示す図である。
【図６】本発明による、ＴＴＩでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信するための第１のＰＵＣＣ
Ｈフォーマット構造を示す図である。
【図７】本発明による、ＴＴＩでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信するための第２のＰＵＣＣ
Ｈフォーマット構造を示す図である。
【図８】本発明による、物理的アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）リソース割り
当ての一例を示す図である。
【図９】本発明による、アップリンクキャリア周波数スイッチングパターンの一例を示す
図である。
【図１０】本発明による、送信用アップリンクキャリア周波数を決定するためのプロセス
の一例を示す図である。
【図１１】本発明による、アップリンクキャリア周波数スイッチングパターンの一例を示
す図である。
【図１２】本発明による、構成可能なスイッチング周期パターンの一例を示す図である。
【図１３Ａ】本発明による、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨモニターリング動作の例を示す図
である。
【図１３Ｂ】本発明による、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨモニターリング動作の例を示す図
である。
【図１４Ａ】本発明による、サブフレームでのＰＵＳＣＨの例を示す図である。
【図１４Ｂ】本発明による、サブフレームでのＰＵＳＣＨの例を示す図である。
【図１５】本発明による、ＦＤＤ及びＴＤＤ結合動作のためのアップリンクＴＴＩスイッ
チングパターンを決定するためのプロセスの一例を示す図である。
【図１６】本発明による、ＦＤＤセルのＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールド
に対するビットの数を決定するためのプロセスの一例を示す図である。
【図１７】本発明による、１次セルがＦＤＤセルであるかＴＤＤセルであるか否かによっ
て、ＤＬ ＤＣＩフォーマットでのＤＬ ＤＡＩフィールドの存在を決定するためのプロセ
スの一例を示す図である。
【図１８】本発明による、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がエネイブルされているか否かによっ
て、ＤＬ ＤＣＩフォーマットでのＵＬ ＤＡＩフィールドの存在を決定するためのプロセ
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スの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　以下に説明する図１乃至図１８及びこの特許文献で本発明の開示原理を説明するために
使用される多様な実施形態は、ただ例示としてのみ提供され、開示の範囲を制限するいか
なる方法としても理解されてはならない。本発明の開示原理が適切に配列されるデバイス
又はシステムで実施可能であることは、当該技術分における通常の知識を持つ者には理解
できることであろう。
【００１４】
　図１は、本発明による無線ネットワーク１００の一例を示す。図１に示す無線ネットワ
ーク１００の実施形態は、単に説明のためのものである。無線ネットワーク１００の他の
実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく使用することができる。
【００１５】
　図１に示すように、無線ネットワーク１００は、ＥノードＢ(ｅＮＢ)１０１、ｅＮＢ１
０２、及びｅＮＢ１０３を含む。ｅＮＢ１０１は、ｅＮＢ１０２及びｅＮＢ１０３と通信
する。ｅＮＢ１０１は、インターネット、独自のインターネットプロトコル(ＩＰ)ネット
ワーク、あるいは他のデータネットワークのような少なくとも一つのＩＰネットワーク１
３０と通信する。
【００１６】
　ｅＮＢ１０２は、ｅＮＢ１０２のカバレッジ領域１２０内で複数の第１のユーザ端末(
ＵＥ）に対してネットワーク１３０に対する無線広帯域アクセスを提供する。複数の第１
のＵＥは、スモールビジネス(ＳＢ)に位置するＵＥ１１１、エンタプライズ(Ｅ)に位置す
るＵＥ１１２、ＷｉＦｉホットスポット(ＨＳ）に位置するＵＥ１１３、第１のレジデン
ス(Ｒ)に位置するＵＥ１１４、第２のレジデンス(Ｒ)に位置するＵＥ１１５、及びセルラ
ーフォン、無線ラップトップ、無線ＰＤＡのような移動デバイス(Ｍ)であるＵＥ１１６を
含む。ｅＮＢ１０３は、ｅＮＢ１０３のカバレッジ領域１２５内で複数の第２のＵＥに対
してネットワーク１３０に対する無線広帯域アクセスを提供する。複数の第２のＵＥは、
ＵＥ１１５及びＵＥ１１６を含む。一部の実施形態において、ｅＮＢ１０１ー１０３のう
ち一つ以上は、相互に通信でき、５Ｇ、ＬＴＥ、ＬＴＥーＡ、ＷｉＭＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉ又
は他の無線通信技術を使用してＵＥ１１１ー１１６と通信できる。
【００１７】
　ネットワークタイプに基づいて、“基地局”又は“アクセスポイント”のように、他の
公知の用語が“ＥノードＢ”又は“ｅＮＢ”の代わりに使用することができる。便宜のた
めに、用語“ＥノードＢ”及び“ｅＮＢ”は、本明細書では遠隔端末に無線アクセスを提
供するネットワークインフラストラクチャコンポーネントを表すために使われる。また、
ネットワークタイプに基づき、“移動局”、“加入者局”、“遠隔端末”、“無線端末”
、又は“ユーザデバイス”のような“ユーザ端末”又は“ＵＥ”の代わりに公知の他の用
語が使用される。説明の便宜上、用語“ユーザ端末”及び“ＵＥ”は、ＵＥがモバイルデ
バイス（例えば、携帯電話又はスマートフォン）であるか、又は一般的に固定装置（例え
ば、デスクトップコンピュータ又は自動販売機）と見なされるか否かにかかわらず、無線
でｅＮＢにアクセスする遠隔無線機器を意味するために本特許文献で使用される。
【００１８】
　点線は、例示及び説明だけの目的のためにほぼ円形として示されるサービスエリア１２
０及び１２５の概略的な範囲を示す。ｅＮＢと関連したサービスエリア、例えば、サービ
スエリア１２０及び１２５は、自然及び人工障害物と関連した無線環境においてｅＮＢの
構成及び変形により不規則な形状を含む他の形状を有することを明確に理解すべきである
。
【００１９】
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　以下でより詳細に説明されるように、一実施形態は、無線通信システムにおける基地局
で具現される方法を提供する。この方法は、ユーザ端末（ＵＥ）がシングルアップリンク
キャリア周波数及びダウンリンクキャリアアグリゲーションを送信可能であることを示す
表示を受信することを含む。また、この方法は、基地局からアップリンクキャリア周波数
スイッチングパターンを送信することを含む。ＵＥは、アップリンクキャリア周波数スイ
ッチングパターンに基づいて、アップリンクキャリア周波数をスイッチングする。
【００２０】
　図１は無線ネットワーク１００の一例を示すが、多様な変更が図１に対してなされるこ
とができる。例えば、無線ネットワーク１００は、適合した配列で任意の個数のｅＮＢ及
び任意の個数のＵＥも含むことができる。また、ｅＮＢ１０１は、任意の個数のＵＥとも
直接通信でき、無線広帯域アクセスを有する複数のＵＥをネットワーク１３０に提供する
。同様に、各ｅＮＢ１０２及び１０３は、ネットワーク１３０と直接通信し、直接無線広
帯域アクセスを有する複数のＵＥをネットワーク１３０に提供できる。さらに、ｅＮＢ１
０１，１０２，１０３は、外部の電話ネットワーク又は他のタイプのデータネットワーク
のような他の又は追加的な外部ネットワークにアクセスを提供できる。
【００２１】
　図２は、本発明によるｅＮＢ１０２の一例を示す。図２に示すｅＮＢ１０２の実施形態
は、ただ図示のためのものであり、図１でのｅＮＢ１０１及び１０３は、同一の又は類似
の構成を有することができる。しかしながら、ｅＮＢは、多様な構成が導入され、本発明
の範囲をｅＮＢの特定の具現に制限するものではない。
【００２２】
　図２に示すように、ｅＮＢ１０２は、複数のアンテナ２０５ａ乃至２０５ｎ、複数のＲ
Ｆ送受信器２１０ａ乃至２１０ｎ、送信(ＴＸ)処理回路２１５、及び受信(ＲＸ)処理回路
２２０を含む。また、ｅＮＢ１０２は、制御器／プロセッサ２２５、メモリ２３０、及び
バックホール又はネットワークインターフェース２３５を含む。
【００２３】
　ＲＦ送受信器２１０ａ乃至２１０ｎは、アンテナ２０５ａ乃至２０５ｎからネットワー
ク１００内でＵＥにより送信される信号のような、入力ＲＦ信号を受信する。ＲＦ送受信
器２１０ａ乃至２１０ｎは、入力ＲＦ信号をダウンコンバートしてＩＦ又は基底帯域信号
を生成する。ＩＦ又は基底帯域信号は、基底帯域又はＩＦ信号をフィルタリング、復号化
、及び/又はデジタル化を行うことにより処理された基底帯域信号を生成するＲＸ処理回
路２２０に送信される。ＲＸ処理回路２２０は、追加的なプロセッシングのために処理さ
れた基底帯域信号を制御器／プロセッサ２２５に送信する。
【００２４】
　ＴＸ処理回路２１５は、制御器／プロセッサ２２５から(音声データ、ウェブデータ、
電子メール、又は双方向ビデオゲームデータのような)アナログ又はデジタルデータを受
信する。ＴＸ処理回路２１５は、出力される基底帯域データを符号化、多重化、及び/又
はデジタル化を行うことにより処理された基底帯域又はＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信
器２１０ａ乃至２１０ｎは、ＴＸ処理回路２１５から出力される処理された基底帯域又は
ＩＦ信号を受信し、基底帯域又はＩＦ信号をアンテナ２０５ａ乃至２０５ｎを通じて送信
されるＲＦ信号にアップコンバートする。
【００２５】
　制御器／プロセッサ２２５は、ｅＮＢ１０２の全般的な動作を制御する一つ以上のプロ
セッサ又は他の処理装置を含むことができる。例えば、制御器／プロセッサ２２５は、公
知の基本原則に従って、ＲＦ送受信器２１０ａ乃至２１０ｎ、ＲＸ処理回路２２０、及び
ＴＸ処理回路２１５により順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信
を制御できる。また、制御器／プロセッサ２２５は、より進化した無線通信器能のような
追加的な機能をサポートすることができる。一例として、制御器／プロセッサ２２５は、
複数のアンテナ２０５ａ乃至２０５ｎからの出力信号が所望する方向に出力信号を効率的
に誘導する(steer)ように加重させる(weighted)ビームフォーミング又は指向性ルーティ
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ング動作をサポートできる。より多様な他の機能が制御器／プロセッサ２２５によりｅＮ
Ｂ１０２でサポートされ得る。一部の実施形態において、制御器／プロセッサ２２５は、
少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマイクロ制御器を含む。
【００２６】
　制御器／プロセッサ２２５は、基本ＯＳのようなメモリ２３０に存在するプログラム及
び他のプロセスを実行させることができる。制御器／プロセッサ２２５は、実行プロセス
により要求される場合、メモリ２３０の内部又は外部にデータを移動できる。
【００２７】
　また、制御器／プロセッサ２２５は、バックホール又はネットワークインターフェース
２３５に結合される。バックホール又はネットワークインターフェース２３５は、ｅＮＢ
１０２がバックホール接続を通じて、又はネットワークを介して他のデバイス又はシステ
ムと通信するように許可する。インターフェース２３５は、適合した有線又は無線接続を
通じて通信をサポートする。例えば、ｅＮＢ１０２は、セルラー通信システム(例えば、
５Ｇ、ＬＴＥ、又はＬＴＥーＡをサポートするシステム）の一部として実現される場合、
インターフェース２３５は、ｅＮＢ１０２が有線又は無線バックホール接続を通じて他の
ｅＮＢと通信することを許可する。ｅＮＢ１０２がアクセスポイントとして実現される場
合、インターフェース２３５は、ｅＮＢ１０２が有線又は無線ローカルアクセスネットワ
ークを介して、あるいはより大きいネットワーク(例えば、インターネット)への有線又は
無線接続を通じて通信することを許可する。インターフェース２３５は、イーサネット（
登録商標）又はＲＦ送受信器のように、有線又は、無線通信を通じて通信をサポートする
適合した構造を含む。
【００２８】
　メモリ２３０は、制御器／プロセッサ２２５に結合される。メモリ２３０の一部は、Ｒ
ＡＭを含み、メモリ２３０の他の部分は、フラッシュメモリ又は他のＲＯＭを含むことが
できる。
【００２９】
　図２は、ｅＮＢ１０２の一例を示すが、図２に対して多様な変更がなされることができ
る。例えば、ｅＮＢ１０２は、図２に示すような任意の個数の各エレメントを含む。特定
の実施形態において、アクセスポイントは複数のインターフェース２３５を含み、制御器
／プロセッサ２２５は、異なるネットワークアドレス間のデータをルーティングするルー
ティング機能をサポートする。もう一つの特定の実施形態として、ＴＸ処理回路２１５の
単一例示及びＲＸ処理回路２２０の単一例示を含むことを示すが、ｅＮＢ１０２は、それ
ぞれの多数の例(例えば、ＲＦ送受信器別に一つ）を含むことができる。図２での多様な
コンポーネントは、組合わされるか、追加的にサブ分割されるか、又は省略でき、他のコ
ンポーネントが特別な必要に応じて追加されることができる。
【００３０】
　図３は、本開示によるＵＥ１１６の一例を示す図である。図３に示されたＵＥ１１６の
一実施形態は、ただ説明のためのものであり、図１のＵＥ１１１－１１５は、同一の又は
類似の構成を有することができる。しかしながら、ＵＥには、多様な構成が導入され、し
たがって、図３は、本開示の範囲をＵＥの特定の具現で制限するものではない。
【００３１】
　図３に示されているように、ＵＥ１１６は、アンテナ３０５、無線周波数（radio freq
uency：ＲＦ）送受信器３１０、送信（transmit：ＴＸ）処理回路３１５、マイクロフォ
ン（microphone）３２０及び受信（receive：ＲＸ）処理回路３２５を含む。また、ＵＥ
１１６は、スピーカ３３０、メインプロセッサ（main processor）３４０、入／出力（in
put/output：Ｉ／Ｏ）インターフェース（interface：ＩＦ）３４５、キーパッド（keypa
d）３５０、ディスプレイ（display）３５５及びメモリ３６０を含む。メモリ３６０は、
オペレイティングシステム（operating system：ＯＳ）プログラム３６１及び一つ又はそ
れ以上のアプリケーション３６２を含む。
【００３２】
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　ＲＦ送受信器３１０は、アンテナ３０５からネットワーク１００のｅＮＢにより送信さ
れた入力ＲＦ信号を受信する。ＲＦ送受信器３１０は、上記入力ＲＦ信号をダウンコンバ
ーティングして、中間周波数（intermediate frequency:ＩＦ）又は基底帯域信号を生成
する。上記ＩＦ又は基底帯域信号は、ＲＸ処理回路３２５に送信され、ＲＸ処理回路３２
５は、上記基底帯域又はＩＦ信号をフィルタリング、デコーディング、及び／又はデジタ
ル化を行うことにより処理された基底帯域信号を生成する。ＲＸ処理回路３２５は、追加
の処理のために上記処理された基底帯域信号をスピーカ３３０（例えば、音声データの場
合）又はメインプロセッサ３４０（例えば、ウェブブラウジングデータの場合）に送信す
る。
【００３３】
　ＴＸ処理回路３１５は、マイクロフォン３２０からアナログ又はディジタル音声データ
を、あるいはメインプロセッサ３４０から他の送信基底帯域データ（例えば、ウェブデー
タ、電子メール、双方向ビデオゲームデータ）を受信する。ＴＸ処理回路３１５は、上記
送信基底帯域データを符号化、多重化及び／又はデジタル化を行うことにより処理された
基底帯域又はＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信器３１０は、ＴＸ処理回路３１５から上記
送信処理された基底帯域又はＩＦ信号を受信し、上記基底帯域又はＩＦ信号をアンテナ３
０５を通して送信されるＲＦ信号にアップコンバーティングする。
【００３４】
　メインプロセッサ３４０は、一つ又はそれ以上のプロセッサ又は他の処理装置を含むこ
とができ、ＵＥ１１６の全般的な動作を制御するためにメモリ３６０に記憶される基本Ｏ
Ｓプログラム３６１を実行できる。例えば、メインプロセッサ３４０は、公知の原則に滴
って、ＲＦ送受信器３１０、ＲＸ処理回路３２５及びＴＸ処理回路３１５による順方向チ
ャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御することができる。一部の実
施形態で、メインプロセッサ３４０は、少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマイク
ロ制御器を含む。
【００３５】
　メインプロセッサ３４０は、メモリ３６０に常駐している他のプロセス及びプログラム
を実行することができる。メインプロセッサ３４０は、実行プロセスにより要求される場
合、メモリ３６０内に又は外部にデータを移動させることができる。一部の実施形態で、
メインプロセッサ３４０は、ＯＳプログラム３６１に基づいて、又はｅＮＢ又はオペレー
タから受信される信号に応じてアプリケーション３６２を実行するように構成される。ま
た、メインプロセッサ３４０は、Ｉ／Ｏインターフェース３４５に結合され、Ｉ／Ｏイン
ターフェース３４５は、ラップトップコンピュータ及びハンドヘルドコンピュータなどの
ような他のデバイスに対する接続能力をＵＥ１１６に提供する。Ｉ／Ｏインターフェース
３４５は、このようなアクセサリーとメインプロセッサ３４０との間の通信経路である。
【００３６】
　また、メインプロセッサ３４０は、キーパッド３５０及びディスプレイユニット３５５
に結合される。ＵＥ１１６のオペレータは、キーパッド３５０を使用してＵＥ１６６にデ
ータを入力できる。ディスプレイ３５５は、例えばウェブサイトからのテキスト及び／又
は少なくとも制限されたグラフィックをレンダリング（rendering）できる液晶ディスプ
レイ又は他のディスプレイであり得る。
【００３７】
　メモリ３６０は、メインプロセッサ３４０に結合される。メモリ３６０の一部は、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができ、メモリ３６０の残り部分は、フラッシ
ュメモリ又は他のリードオンリメモリ（ＲＯＭ）を含み得る。
【００３８】
　図３がＵＥ１１６の一例を図示しているが、図３に対して多様な変更がなされることが
できる。例えば、図３での様々な構成要素が組み合せられ、より細分化されるか、又は省
略されるか、追加の構成要素が特定の必要に従っても付加されることができる。また、特
別な例として、メインプロセッサ３４０は、一つ又はそれ以上の中央処理装置（ＣＰＵｓ
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）及び一つ又はそれ以上のグラフィック処理装置（graphics processing unit：ＧＰＵ）
などのような複数のプロセッサに分割されることができる。また、図３では、 移動電話
機又はスマートフォンのように構成されたＵＥ１１６を示す一方、ＵＥは他のタイプの移
動又は固定デバイスとして動作するように構成され得る。
【００３９】
　本発明の一つ以上の実施形態は、無線通信システムに関し、より具体的には、周波数分
割デュプレクシング（Frequency Division Duplexing;ＦＤＤ）を使用するキャリアのア
グリゲーション、及び時間分割デュプレクシング（Time Division Duplexing；ＴＤＤ）
を使用するキャリアのアグリゲーションに関する。通信システムは、送信ポイント、例え
ば、基地局（ＢＳ）またはノードＢからユーザ端末（ＵＥ）に信号を伝達するダウンリン
ク（ＤＬ）、及びＵＥから受信ポイント、例えばノードＢに信号を伝達するアップリンク
（ＵＬ）を含む。一般的に、端末または移動局と呼ばれるＵＥは、固定的あるいは移動的
であり、携帯電話、パーソナルコンピューターディバイスなどであり得る。一般的に固定
局であるノードＢは、アクセスポイント又は他の等しい用語として称される。
【００４０】
　ＤＬ信号は、情報コンテンツを伝達するデータ信号、ＤＬ制御情報(ＤＣＩ)を伝達する
制御信号、及びパイロット信号として知られている基準信号(ＲＳ)を含む。ノードＢは、
各物理ＤＬ共有チャンネル(ＰＤＳＣＨ)あるいは物理ＤＬ制御チャンネル(ＰＤＣＣＨ)を
介してデータ情報又はＤＣＩを送信する。ノードＢは、ＵＥー共通ＲＳ(ＣＲＳ)、チャン
ネル状態情報ＲＳ(ＣＳＩ－ＲＳ)及び復調ＲＳ(ＤＭＲＳ)を含むＲＳの複数のタイプのう
ち一つ以上を送信する。ＣＲＳは、ＤＬシステム帯域幅(ＢＷ)を通じて送信され、ＵＥに
よりデータ又は制御信号を復調し、あるいは測定を実行するために使用され得る。ＣＲＳ
オーバーヘッドを減少させるために、ノードＢは、時間又は周波数ドメインでＣＲＳより
小さい密度を有するＣＳＩ－ＲＳを送信することができる。
【００４１】
　チャネル測定のために、非ゼロ（non-zero）電力ＣＳＩ－ＲＳ（ＮＺＰ ＣＳＩ－ＲＳ
）リソースが使用される。干渉測定報告（Interference Measurement Report：ＩＭＲ）
のために、ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ（ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）と関連したＣＳＩ干渉測定（Ｃ
ＳＩ－ＩＭ）リソースを使用できる。ＵＥはノードＢからの上位レイヤーシグナリングを
用いてＣＳＩ－ＲＳ送信パラメータを決定することができる。ＤＭＲＳは、各ＰＤＳＣＨ
のＢＷのみで送信され、ＵＥは、ＰＤＳＣＨで情報を復調するためにＤＭＲＳを使用する
ことができる。
【００４２】
　図４は、本発明による、ＤＬ送信時間間隔（Transmission Time Interval；ＴＴＩ）４
００の構造を示す図である。図４に示すＴＴＩ４００の実施形態は、ただ例示のためのも
のである。図１のＵＥ１１１－１１５は、同一の又は類似の構成を有することができる。
しかしながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図４はＵＥに対する任意の特定の具現で
本発明の範囲を制限するものではない。
【００４３】
　図４に示すように、ＴＴＩ４００は、ＯＦＤＭシンボル４０２、ＯＦＤＭシンボル４０
４、及びＯＦＤＭシンボル４０６を含む。一実施形態で、ＵＥは、ＴＴＩ４００で設定さ
れることができ、ＵＥは、ＴＴＩ４００によってそれのアップリンクキャリア周波数を再
調整（retune）することができる。
【００４４】
　図４を参照すると、ＤＬシグナリングは、直交周波数分割多重化（Orthogonal Frequen
cy Division Multiplexing；ＯＦＤＭ）を使用し、ＤＬ ＴＴＩは、時間ドメインにおい
てＮ＝１４ ＯＦＤＭシンボル及び周波数ドメインにおいてＫリソースブロック（Resourc
e Block；ＲＢ）を含む。第１のタイプの制御チャンネル（ＣＣＨ）は、第１のＯＦＤＭ
シンボル４０２で送信される（未送信を含み、Ｎ１＝０）。残りのＮ－Ｎ１ＯＦＤＭシン
ボル４０４は、主にＰＤＳＣＨの送信のために使用され、ＴＴＩの一部ＲＢでは、第２の
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タイプのＣＣＨ（ＥＣＣＨ）４０６を送信するために使用される。
【００４５】
　また、ＵＬ信号は、情報コンテンツを伝達するデータ信号、ＵＬ制御情報(ＵＣＩ)を伝
達する制御信号、及びＲＳを含む。ＵＥは、各物理ＵＬ共有チャンネル(ＰＵＳＣＨ)又は
物理ＵＬ制御チャンネル(ＰＵＣＣＨ)を介してデータ情報又はＵＣＩを送信する。ＵＥが
データ情報とＵＣＩを同時に送信する場合、ＵＥは、ＰＵＳＣＨでデータ情報とＵＣＩの
両方を多重化する。ＵＣＩは、ＰＤＳＣＨでのデータ転送ブロック(Transport Block：Ｔ
Ｂ)の正確又は不正確な検出を指示するハイブリッド自動再送要求認知(ＨＡＲＱーＡＣＫ
)情報、ＵＥがそれのバッファにデータを有するか否かを指示するサービス要求(ＳＲ)情
報、及びノードＢがＵＥに対するＰＤＳＣＨ又はＰＤＣＣＨ送信のための適合したパラメ
ータを選択することを可能にするチャンネル状態情報(ＣＳＩ)を含む。ＵＬ ＲＳは、Ｄ
ＭＲＳ及びサウンディングＲＳ（ＳＲＳ）を含む。ＤＭＲＳは、それぞれのＰＵＳＣＨ又
はＰＵＣＣＨのＢＷのみで送信され、主にノードＢでＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨの情報
に対するコヒーレント復調（coherent demodulation）を可能にする役割をする。ＳＲＳ
は、ＵＬ ＣＳＩをｅＮＢ１０２に提供するために、ＵＥ１１４により送信される。初期
アクセスのためにまたは後続同期化の目的に、ＵＥは、またランダムアクセスチャンネル
（Random Access CHannel；ＲＡＣＨ）を送信するように、ノードＢによって設定される
ことができる。
【００４６】
　図５は、本発明による、ＰＵＳＣＨ送信用ＵＬ ＴＴＩ５０２の構造５００を示す図で
ある。図５に示す構造５００の実施形態は、ただ例示のためのものである。図１のＵＥ１
１１－１１５は、同一の又は類似の構成を有することができる。しかしながら、ＵＥは、
多様な構成が導入され、図５はＵＥに対する任意の特定の具現で本発明の範囲を制限する
ものではない。
【００４７】
　図５に示すように、構造５００は、アップリンクＴＴＩ５０２、スロット５０４、シン
ボル５０６、ＤＭＲＳスロット５０８、リソースブロック５１０、及びシンボル５１２を
含む。一実施形態で、ＵＥは、構造５００で設定されることができ、ＵＥは、構造５００
によって自身のアップリンクキャリア周波数を再調整できる。
【００４８】
　図５を参照すると、ＵＬシグナリングは、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭ（Discrete Fourier T
ransform Spread OFDM）を使用し、ＵＬ ＴＴＩ５０２は、二つのスロットを含む。各ス
ロット５０４は、データ情報、ＵＣＩ、またはＲＳを送信するための
【００４９】
【数１】

【００５０】
を含む。各スロットでいくつかのＰＵＳＣＨシンボルは、ＤＭＲＳ５０８を送信するため
に使用される。送信ＢＷは、各ＲＢが
【００５１】

【数２】

【００５２】
サブキャリアまたはリソース要素（Resource Element；ＲＥ）を含むＲＢを含む。ＵＥに
はＰＵＳＣＨ送信ＢＷのために、
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【数３】

【００５３】
に対する
【００５４】

【数４】

【００５５】
が割り当てられる。最後のＴＴＩシンボルは、一つ以上のＵＥからのＳＲＳ送信５１２を
多重化するために使用されることができる。データ／ＵＣＩ／ＤＭＲＳ送信のために使用
されることができるＴＴＩシンボルの数は、
【００５６】

【数５】

【００５７】
であり、ここで、ＴＴＩがＳＲＳ送信をサポートし、ＰＵＳＣＨ送信ＢＷがＳＲＳ送信Ｂ
Ｗと少なくとも部分的にオーバーラップされる場合に、
【００５８】

【数６】

【００５９】
　図６は、本発明による、ＴＴＩでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信するための第１のＰＵＣ
ＣＨフォーマットの構造６００を示す図である。図６に示す構造６００の実施形態は、た
だ例示のためのものである。図１のＵＥ１１１－１１５は同一の又は類似の構造を有する
ことができる。しかしながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図６はＵＥに対する任意
の特定の具現で本発明の範囲を制限するものではない。
【００６０】
　図６に示すように、構造６００は、スロット６０２、シンボル６０４－６０６、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫビットｂ６０８、変調６１０、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンス６１２、及び
送信６１４を含む。一実施形態で、ＵＥは、構造６００で設定されることができ、ＵＥは
、構造６００によって自身のアップリンクキャリア周波数を再調整できる。
【００６１】
　図６を参照すると、ＴＴＩは二つのスロットを含み、各スロット６０２は、ＲＢでＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ信号（シンボル（６０４））またはＲＳ（シンボル（６０６））を送信する
ための
【００６２】
【数７】

【００６３】
を含む。ＨＡＲＱ－ＡＣＫビット６０８は、ＢＰＳＫ（Binary Phase Shift Keying）ま
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たはＱＰＳＫ（Quaternary Phase Shift Keying）変調を使用して、長さ
【００６４】
【数８】

【００６５】
のＺＣ（Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ）シーケンス６１２を変調する（６１０）。ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫビットは、データＴＢの正確な検出に対する肯定応答（ACKnowledgement；ＡＣＫ）
を伝送する場合に－１の数字値を有することができ、データＴＢの正確な検出に対する否
定応答（Negative ACKnowledgement；ＮＡＣＫ）を伝送する場合に１の数字値を有するこ
とができる。一般的に、データＴＢ受信の不在はＤＴＸと称され、ＮＡＣＫと同一の表現
を有する。変調されたＺＣシーケンスは、逆高速周波数変換（Inverse Fast Frequency T
ransform；ＩＦＦＴ）を実行した以後に送信される（６１４）。ＲＳは変調されないＺＣ
シーケンスを通して送信される。
【００６６】
　図６のような構造を有する第１のＰＵＣＣＨフォーマットは、１または２ＨＡＲＱ－Ａ
ＣＫビットのみの送信をサポートできる。ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信を選択するよ
うにするための複数のＰＵＳＣＨリソースが存在する場合には、ＰＵＣＣＨフォーマット
１ｂと称される図６でのような第１のＰＵＣＣＨフォーマットの使用及びＰＵＣＣＨリソ
ース選択の組合が、４ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットまで送信をサポートできる。また、ＰＵＣ
ＣＨフォーマット３と称される第２のＰＵＣＣＨフォーマットが、例えば、２２ビットま
でのような大きな数のＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを送信するのに使用されることもできる。
【００６７】
　図７は、本発明による、ＴＴＩでＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号を送信するための第２のＰＵＣ
ＣＨフォーマットの構造７００を示す図である。図７に示す構造７００の実施形態は、た
だ例示のためのものである。図１のＵＥ１１１－１１５は同一の又は類似の構造を有する
ことができる。しかしながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図７はＵＥに対する任意
の特定の具現で本発明の範囲を制限するものではない。
【００６８】
　図７に示すように、構造７００は、スロット７０２、ＨＡＲＱ－ＡＣＫビット７０４、
 直交カバーリングコード（ＯＣＣ）７０６、乗算器（multiplier）７０８、ＤＦＴプリ
ーコーダ７１０、ＩＦＦＴ７１２、シンボル７１４、シーケンス７１６、ＩＦＦＴ７１８
、及びシンボル７２０を含む。一実施形態で、ＵＥは、構造７００で設定されることがで
き、ＵＥは、構造７００によって自身のアップリンクキャリア周波数を再調整できる。
【００６９】
　図７を参照すると、ＴＴＩは２個のスロットを含み、各スロット７０２は、ＲＢでＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ信号またはＲＳを送信するためのシンボルを含む。ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送
信は、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭを使用する。ＲＭコード及びＱＰＳＫのようなブロックコー
ドを各々使用する、符号化及び変調以後に、同一のＨＡＲＱ－ＡＣＫビット７０４のセッ
トの各々には、乗算器７０８によってＯＣＣ７０６の要素が乗算され、ＤＦＴプリーコー
ダ７１０によって後続的にＤＦＴプリーコーディングされる。例えば、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
信号送信のためのスロット当たり５個のＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭシンボルの場合、長さ５の
ＯＣＣが使用される。出力値はＩＦＦＴ７１２を通過した後に、ＤＦＴ－Ｓ－ＯＦＤＭシ
ンボル７１４にマッピングされる。この動作は線形であるために、それらの相対的順序は
相互－変更され得る。同一又は相異なるＨＡＲＱ－ＡＣＫビットがＴＴＩの第２のスロッ
トで送信され得る。また、ＲＳが各スロットで送信され、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号に対する
コヒーレント復調を可能にする。ＲＳは、ＩＦＦＴ７１８を通過して他のＤＦＴ－Ｓ－Ｏ
ＦＤＭシンボル７２０にマッピングされる長さ
【００７０】
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【００７１】
のＺＣシーケンス７１６で構成される。
【００７２】
　ＵＥがセルｃに対して一つのデータＴＢでまたは２個のデータＴＢでＰＤＳＣＨ受信を
スケジューリングするＤＬ ＤＣＩフォーマットを検出してから、ＵＥがその２個のデー
タＴＢの受信に対する応答で生成される２個のＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報ビット間で（ＸＯＲ
演算を使用して）バンドリングを適用する場合（空間－ドメインバンドリング）、ＵＥは
、Ｏｃ＝１ ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報ビットを生成し（設定された送信モードが２個のデー
タＴＢに対して使用される時に、一つのデータＴＢが転送される場合、ＡＣＫは送信され
ないデータＴＢと仮定される）、そうでない場合には、ＵＥは、Ｏｃ＝２ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ情報ビットを生成する。
【００７３】
　ＵＥへのＰＤＳＣＨ送信またはＵＥからのＰＵＳＣＨ送信は、動的にスケジューリング
されるかまたは半永久的にスケジューリング（Semi-Persistently Scheduled；ＳＰＳ）
され得る。動的送信は、ＰＤＣＣＨにより転送され、ＰＤＳＣＨまたはＰＵＳＣＨ送信パ
ラメータを提供するフィールドを含むＤＣＩフォーマットによりトリガーされるが、ＳＰ
Ｓ送信パラメータは、無線リソース制御（Radio Resource Control；ＲＲＣ）シグナリン
グのような上位階層シグナリングを通してノードＢからＵＥに設定される。ＰＤＳＣＨ送
信をスケジューリングするＤＣＩフォーマットは、ＤＬ ＤＣＩフォーマットと称され、
ＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするＤＣＩフォーマットはＵＬ ＤＣＩフォーマット
と称される。
【００７４】
　ＴＤＤ通信システムにおいて、いくつかのＴＴＩでの通信方向はＤＬであり、いくつか
の他のＴＴＩでの通信方向はＵＬである。表１は、フレーム周期とも称される１０個のＴ
ＴＩの周期の間に現れるＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成を列挙したものである。“Ｄ”はＤＬ Ｔ
ＴＩを表して、“Ｕ”はＵＬ ＴＴＩを表し、また“Ｓ”は、ＤｗＰＴＳと称されるＤＬ
送信フィールド、ＧＰ（Guard Period）、及びＵｐＰＴＳと称されるＵＬ送信フィールド
を含む特別ＴＴＩを表す。いくつかの組合らは、全体持続時間が一つのＴＴＩである条件
下で、特別ＴＴＩの各フィールドの持続時間の間に存在する。
【００７５】



(16) JP 2019-216481 A 2019.12.19

10

20

30

【表１】

【００７６】
ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成
【００７７】
　時分割デュプレックス（Time Division Duplex；ＴＤＤ）システムでは、複数のＤＬ 
ＴＴＩでのＰＤＳＣＨ受信に従うＵＥからのＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信が、同一のＵＬ ＴＴ
Ｉで送信され得る。ＵＥからの関連ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信が同一のＵＬ ＴＴＩで行
われるＤＬ ＴＴＩの個数Ｍは、大きさＭのバンドリングウィンドウと称される。ＴＤＤ
動作に対する一つの結果は、データＴＢ（Transport Block）受信に従うＵＥまたはノー
ドＢからのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信が、ＤＬシグナリング及びＵＬシグナリングの両方
ともが相異なる周波数を使用して同一のＴＴＩでサポートされるＦＤＤに関するもの位、
早く発生しないことがあるということである。表２は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信がＵＬ
 ＴＴＩ ｎで行われるＤＬ ＴＴＩ ｎ－ｋ（ここで、ｋ∈Ｋ）を表すものである。例えば
、ＴＤＤ動作及びＵＬ－ＤＬ構成５の場合、ＴＴＩナンバー９でのデータＴＢ受信に従う
ＵＥからのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信は、１３個のＴＴＩ以後に行われるが、ＦＤＤ動作
の場合には、ＴＴＩでのデータＴＢ受信に従うＵＥからのＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信は常
に４個のＴＴＩ以後に行われる。
【００７８】
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【表２】

【００７９】
ダウンリンク関連セットインデックス：
【００８０】
　ＴＤＤシステムに対する追加的なＨＡＲＱ－レイテンシーを収容するために、ＨＡＲＱ
プロセスそれぞれの最大個数は、ＦＤＤシステムに対するものより大きい必要がある。Ｄ
Ｌ動作及びＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成２、３、４、及び５の場合には、８より大きなＨＡＲ
Ｑプロセスの個数が必要であり（各々、１０、９、１２、及び１５個のＨＡＲＱプロセス
が必要）、それぞれのＤＣＩフォーマットでのそれぞれのＤＬ ＨＡＲＱプロセスフィー
ルドは４ビットを含むが、ＤＬ ＨＡＲＱプロセスの最大個数が８個であるＦＤＤシステ
ムの場合には３ビットを含む。
【００８１】
　また、（ＴＤＤで）ＤＬ ＤＣＩフォーマットは、２ビットのＤＬ割り当てインデック
ス（DL Assignment Index；ＤＡＩ）フィールドを含む。ＤＬ ＤＡＩは、ノードＢがバン
ドリングウィンドウのＤＬ ＴＴＩでＵＥに送信するＤＬ ＤＣＩフォーマットに対するナ
ンバーを表すカウンターである。それぞれのＤＬ ＤＣＩフォーマットが、ノードＢがＵ
Ｅに送信する最初のことである場合、ＤＡＩフィールドの値は１であり、ＤＬ ＤＣＩフ
ォーマットが、ノードＢがＵＥに送信する２度目のことである場合には、それが２であり
、その他同様である。ＤＬ ＤＡＩフィールドの値を使用して、ＵＥは、以前のＤＬ ＴＴ
Ｉで任意のＤＣＩフォーマットの検出に失敗したか否かを決定でき、それぞれのバンドリ
ングウィンドウに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ信号送信でこのようなイベントを統合できる。
また、ＵＬ ＤＣＩフォーマットは、関連したバンドリングウィンドウのそれぞれのＴＴ
ＩでＵＥに送信されるＤＬ ＤＣＩフォーマット（ＰＤＳＣＨまたはＳＰＳ解除）の全体
数をＵＥに知らせるＵＬ ＤＡＩフィールドを含む。ＵＬ ＤＡＩフィールドの値を使用し
て、ＵＥは、それぞれのバンドリングウィンドウのＤＣＩフォーマットの数に対するそれ
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ぞれのＰＵＳＣＨでのＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を提供する。例えば、ＵＬ ＤＣＩフォーマ
ットは、０または４ＤＬ ＤＣＩフォーマットに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを含むこ
とを表す（少なくとも一つのＤＬ ＤＣＩフォーマットが検出される場合、ＵＥは、４を
選択し、そうでない場合には、０を選択）“００”の値を有する２ビットのＵＬ ＤＡＩ
フィールドを含むことができ、‘０１’、‘１０’または‘１１’の値は、１ＤＬ ＤＣ
Ｉフォーマット、２ＤＬ ＤＣＩフォーマット、及び３ＤＬ ＤＣＩフォーマットに対する
ＨＡＲＱ－ＡＣＫビットを含むことを各々表す。また、少なくともＤＬ ＴＴＩより多く
のＵＬ ＴＴＩを含むＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成０のために、ＵＬ ＤＣＩフォーマットはＰ
ＵＳＣＨスケジューリングが第１のＵＬ ＴＴＩ、第２のＵＬ ＴＴＩ、または第１の及び
第２のＵＬ ＴＴＩに適用されるか否かを表すＵＬインデックスを含む。
【００８２】
　小さなＢＷを有するキャリアの利用を改善するためにまたは相異なるキャリア周波数を
通した通信を容易にするために、通信システムは数個のキャリアのアグリゲーションを含
むことができる。例えば、一つのキャリアが１０ＭＨｚのＢＷを有する一方、他のキャリ
アが１.４ＭＨｚのＤＬ ＢＷを有することができるか、または一つのキャリアが９００Ｍ
Ｈｚの周波数で動作できる一方、他のキャリアは３.５ＧＨｚの周波数で動作することも
できる。この時、ＰＤＣＣＨ送信のスペクトル効率は、小さなＤＬ ＢＷで通常的に低い
ために、１０ＭＨｚのＤＬ ＢＷを有するキャリアから１.４ＭＨｚのＤＬ ＢＷを有する
キャリアでＰＤＳＣＨをスケジューリング（クロス－キャリアスケジューリング）するこ
とが望ましい。また、より高いキャリア周波数で経路損失がより大きく、通例的に制御情
報はデータ情報よりもさらに高い検出信頼性を要求すると同時に、再送信の利益を得られ
ないので、９００ＭＨｚキャリアから３.５ＧＨｚキャリアでＰＤＳＣＨをスケジューリ
ングすることが望ましい。
【００８３】
　キャリアアグリゲーション（ＣＡ）で、各キャリアはセルを表す。ＵＥは、ＰＤＳＣＨ
受信（ＤＬＣＡ）またはＰＵＳＣＨ送信（ＵＬ ＣＡ）のために、一つより多くのセルを
シグナリングする上位階層を通して、ノードＢによって設定されることができる。ＤＬ 
ＣＡまたはＵＬ ＣＡで設定されたＵＥの場合、それぞれのＰＤＣＣＨでのＵＥ－共通制
御情報は、１次セル（primary cell；ＰＣｅｌｌ）と称される単一セルのＤＬのみで送信
される。他のセルは二次セル（secondary cell;ＳＣｅｌｌ）と称される。ＵＥは、常時
自身の１次セルに接続した状態を維持し、二次セルへの接続は活性化または非活性化され
得る。
【００８４】
　ＣＡでは、ノードＢが第１のセルでＰＤＣＣＨを送信することによって、二次セルでＵ
Ｅをスケジューリングすることが可能である。この機能は、クロス－キャリアスケジュー
リング（cross-carrier scheduling）と称され、ＤＣＩフォーマットは、それぞれのセル
に対応する値を有するキャリアインジケータフィールド（Carrier Indicator Field；Ｃ
ＩＦ）を含む。例えば、ＣＩＦが３ビットで構成され、ＵＥが５個のセルで設定される場
合、それぞれの二進ＣＩＦ値は５個のセル各々を表す‘０００’、‘００１’、‘０１０
’、‘０１１’、及び‘１００’であり得る。ＵＥが２個のセルのＣＡで設定され、また
クロス－キャリアスケジューリングで設定される場合、ＰＤＣＣＨの全てが１次セルで送
信される。ＦＤＤキャリアとＴＤＤキャリアとの間のＣＡは、ＴＤＤ及びＦＤＤスペクト
ルの利用において、より大きな柔軟性を可能にし、モード間（inter-mode）ハンド－オー
バーなくても負荷バランシングを改善し、無視してもよい程の遅延を有するバックホール
接続のために、ＵＣＩがＴＤＤ動作と関連したレイテンシーを報告することを防止する。
【００８５】
　図８は、本発明による、物理的アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）リソース割
り当ての一例を示す図である。本発明に対する一つ以上の実施形態は、図８に示されたチ
ャート８００を認識して考慮する。ＵＥは、多様な構成が導入され、図８はＵＥに対する
任意の特定の具現で本発明の範囲を制限するものではない。
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【００８６】
　図８に示すように、時間経過によって、ＵＥは、一次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ
）の周波数８０２と二次コンポーネントキャリア（ＳＣＣ）の周波数との間でスイッチン
グする。他の実施形態では、特定ＵＥアーキテクチャーが一度にただ一つのアップリンク
キャリア周波数上のみで送信できる。例えば、ＵＥには送信用の単一電力増幅器のみが設
けられるか、単一送信ＲＦ回路のみが設けられる。
【００８７】
　アップリンクキャリア周波数スイッチングが非同一チャンネル二重接続（non-co-chann
el dual connectivity）をサポートすることを可能にする方法は、アップリンクキャリア
選択方式にも適用され得ることに留意しなければならない。このような実施形態で、Ｅノ
ードＢには、複数のアップリンクキャリアが設けられることができ、ＵＥが各キャリアに
対するチャンネルまたは負荷状態によって自身のアップリンクキャリア周波数をスイッチ
ングすることを可能にする方法が提供されている。
【００８８】
略語（Abbreviations）:
　ACK　　　 Acknowledgement
　ARQ　　　 Automatic Repeat Request
　CA　　　　Carrier Aggregation
　C-RNTI　　Cell RNTI
　CRS　　　 Common Reference Signal
　CSI　　　 Channel State Information 
　D2D　　　 Device-to-Device
　DCI　　　 Downlink Control Information
　DL　　　　Downlink
　DMRS　　　Demodulation Reference Signal
　EPDCCH　　Enhanced PDCCH
　FDD　　　 Frequency Division Duplexing
　HARQ　　　Hybrid ARQ
　IE　　　　Information Element
　MCS　　　 Modulation and Coding Scheme
　MBSFN　　 Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network
　O＆M　　　Operation and Maintenance
　PCell　　 Primary Cell
　PDCCH　　 Physical Downlink Control Channel
　PDSCH　　 Physical Downlink Shared Channel
　PMCH　　　Physical Multicast Channel
　PRB　　　 Physical Resource Block
　PSS　　　 Primary Synchronization Signal
　PUCCH　　 Physical Uplink Control Channel
　PUSCH　　 Physical Uplink Shared Channel
　QoS　　　 Quality of Service
　RACH　　　Random Access Channel
　RNTI　　　Radio Network Temporary Identifier
　RRC　　　 Radio Resource Control
　RS　　　　Reference Signals
　RSRP　　　Reference Signal Received Power
　SCell　　 Secondary Cell
　SIB　　　 System Information Block 
　SSS　　　 Secondary Synchronization Signal
　SR　　　　Scheduling Request
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　SRS　　　 Sounding RS
　TA　　　　Timing Advance
　TAG　　　 Timing Advance Group
　TDD　　　 Time Division Duplexing 
　TPC　　　 Transmit Power Control
　UCI　　　 Uplink Control Information
　UE　　　　User Equipment
　UL　　　　Uplink
UL-SCH　　UL Shared Channel
【００８９】
　本発明を実行するために考慮された最上のモードを含む、多数の特定の実施形態及び具
現を簡単に説明することにより、本発明の一つ以上の実施形態の様態、特徴、及び長所が
、次の詳細な説明から容易に確認されることができる。また、本発明は、他の実施形態及
び相異なる実施形態が可能であり、それらのいくつの細部事項は、それら全てが本発明の
史上及び範囲を抜け出さない範囲内で各種の明白な観点で修正され得る。したがって、図
面及び詳細な説明は、本質的に例示的なものとして見なされなければならなく、制約的な
ものと解釈されてはいけない。このような応用が添付の図面内に、限定でない例示の方法
として示されている。
【００９０】
　一つ以上の実施形態は、アップリンクキャリアスイッチングを提供する。例示的な一実
施形態で、ＵＥは、同時に複数のキャリア周波数上でダウンリンク送信を受信することが
できるようにダウンリンクキャリアアグリゲーションまたは二重接続することが可能であ
り、一度に一つのアップリンクキャリア周波数上のみで送信できる。
【００９１】
　他の状況では、任意の与えられた時間に、ＵＥは、シングルアップリンクキャリアに対
応する一つのアップリンク周波数上のみで送信できる。
【００９２】
　他の状況では、任意の与えられた時間に、ＵＥは、複数のアップリンクキャリア上での
送信を含むことができる一つのアップリンク周波数帯域上のみで送信できる。
【００９３】
　一つ以上の実施形態が第１の状況の脈絡で説明されるが、本発明の実施形態は、第２の
状況にも簡単な方式で適用され得ることを理解しなければならない。
【００９４】
　アップリンクキャリア周波数上のみで送信可能なＵＥがダウンリンクキャリアアグリゲ
ーションまたは二重接続で設定される場合、ＵＥは、複数のアップリンクキャリア周波数
のシステム情報として設定されることもできる。また、ＵＥは、アップリンクキャリアご
とのＵＥ－特定設定で設定されることもできる。例えば、各アップリンクキャリアのため
に、ＵＥは、例えば、ＲＲＣシグナリングを通して、対応するアップリンクキャリア周波
数、アップリンク帯域幅、アップリンクサイクリックプレフィックス長さ、アップリンク
電力制御設定、ランダムアクセスリソース設定、ＳＲＳ設定、ＣＳＩフィードバック設定
などで設定される。
【００９５】
　ＵＥが一度に一つのアップリンクキャリア周波数のみで送信できる場合、一つ以上の実
施形態は、ＵＥのアップリンクキャリア周波数を制御する方法を提供できる。ＵＥがその
期間の間には信号を送信しないアップリンク無線周波数へスイッチングするのに時間が必
要であり得、例えば、あるキャリア周波数から他のキャリア周波数へのスイッチングに０
.５ｍｓが必要であり得る。このようなスイッチング時間は、スペクトル効率の損失を招
くので、スイッチング周波数を最小化することが望ましいと考慮され得る。ＵＥ具現によ
っては、周波数スイッチングに必要な時間がマイクロ秒程度になることもでき、このよう
な場合、スイッチング時間は実質的にゼロであり、スペクトル効率損失が発生しないと考
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【００９６】
　図９は、本発明による、アップリンクキャリア周波数スイッチングパターン９００の一
例を示す図である。図９に示されたパターン９００の実施形態は、ただ例示のためのもの
である。図１のＵＥ１１１－１１５は同一の又は類似の構成を有することができる。しか
しながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図９はＵＥに対する任意の特定の具現で本発
明の範囲を制限するものではない。
【００９７】
　図９に示すように、パターン９００は、一次アップリンク（primary uplink；ｐ－ＵＬ
）キャリア周波数（ｆ１）９０２、二次アップリンク（secondary uplink;ｓ－ＵＬ）キ
ャリア周波数（ｆ２）９０４、及びスイッチング周期９０６を含む。一実施形態で、ＵＥ
は、パターン９００で設定されることができ、ＵＥは、パターン９００によって自身のア
ップリンクキャリア周波数を再調整できる。
【００９８】
　例えば、ＵＥは、初期に自身のキャリア周波数を周波数ｆ１ ９０２に調整（tune）し
、指定された開始時間に周期的方式に自身のアップリンクキャリア周波数を周波数ｆ２ 
９０４にスイッチングし、また周波数ｆ１ ９０２に再度スイッチングする以前に指定さ
れた時間周期の間に、周波数ｆ２ ９０４を維持できる。
【００９９】
　初期キャリア周波数は、キャリアアグリゲーション（例えば、一次コンポーネントキャ
リアまたはＭｅＮＢ（Master ENodeB）のコンポーネントキャリアのアップリンクキャリ
ア周波数）の設定以前のデフォルトアップリンクキャリア周波数であり得、またはキャリ
アアグリゲーション設定の一部としてネットワークにより設定されることができる。例え
ば、二次コンポーネントキャリア、または二次ＥノードＢ（Secondary ENodeB；ＳｅＮＢ
）のコンポーネントキャリアを制御するＥノードＢのアップリンクキャリア周波数が、初
期アップリンクキャリア周波数でもあり得る。初期アップリンクキャリア周波数は、ｐ－
ＵＬキャリア周波数と称され、ＵＥが周期的にスイッチングするキャリア周波数は、ｓ－
ＵＬキャリア周波数と称される。
【０１００】
　２個のキャリア周波数を使用して本発明を説明するが、これは例示であるだけで、本発
明は、簡単な方式で３個以上のキャリア周波数に拡張されることができる。
【０１０１】
アップリンクキャリア周波数スイッチング開始時間は、システムフレームナンバー（syst
em frame number；ＳＦＮ）及びシステムフレームの第１のサブフレームに対するサブフ
レームオフセットによって定義され得る。一例で、ｓ－ＵＬキャリア周波数へのスイッチ
ングは、次のような条件を満足するＳＦＮ及びサブフレームから開始する：
　　　　　 SFN mod T = FLOOR(ulRfSwitchOffset/10);
　　　　　 subframe = ulRfSwitchOffset mod 10;
【０１０２】
　ここで、ulRfSwitchOffset及びＴは、ネットワークにより設定され得る。一例で、ulRf
SwitchOffsetは［０…３９］であり、Ｔは“４”であり得る。これは、ＵＥが４個のフレ
ームごとに一度ずつｐ－ＵＬキャリア周波数でｓ－ＵＬキャリア周波数へのスイッチング
を可能にする。他の例示的設定が表３に現れている。アップリンクキャリア周波数スイッ
チングパターン設定に対する一接近方式では、表３のような表が予め定義され得、ここで
、各設定ＩＤは、周期Ｔ及びulRfSwitchOffsetの範囲を定義したものである。またネット
ワークは、上位階層シグナリング（ＲＲＣまたはＭＡＣ）によってまたは（ＰＤＣＣＨ／
ＥＰＤＣＣＨを使用する）動的制御シグナリングによって、ＵＥに設定ＩＤ及びulRfSwit
chOffsetをシグナリングまたは再設定できる。
【０１０３】
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【表３】

【０１０４】
アップリンクキャリア周波数スイッチ開始時間設定
【０１０５】
　ｓ－ＵＬキャリア周波数へのスイッチング時に、ＵＥは、（スイッチング周期を含む）
Ｙｍｓの周期の間に、自身のアップリンク周波数を維持し、ここで、Ｙは３ＧＰＰ標準で
予め定義され得、例えば、１０ｍｓまたは２０ｍｓであり得る。Ｙｍｓ以後に、ＵＥは、
自身のアップリンク周波数をｐ－ＵＬキャリア周波数で再度スイッチングする。一例で、
Ｙは上位階層シグナリング（例えば、ＲＲＣ）を通してネットワークによって設定され得
る。向上した柔軟性を提供するために、ＹはＭＡＣまたは（ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを
使用する）動的制御シグナリングを通して設定されることができる。
【０１０６】

【表４】

【０１０７】
　ＵＥがｓ－ＵＬキャリア周波数で自身のアップリンクキャリア周波数を維持させる時間
周期
【０１０８】
　他の設定方法では、開始時間及びＹが、表５に示すように、設定ＩＤ及びulRfSwitchOf
fsetを使用してネットワークによって結合的に設定されることができる。ネットワークは
、上位階層シグナリング（ＲＲＣまたはＭＡＣ）によってまたは（ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣ
ＣＨを使用する）動的制御シグナリングによって、ＵＥに設定ＩＤ及びulRfSwitchOffset
をシグナリング／再設定できる。
【０１０９】
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【表５】

【０１１０】
　開始時間と維持時間をスイッチングするアップリンクキャリア周波数の結合（joint）
設定
【０１１１】
　図１０は、本発明による、送信用アップリンクキャリア周波数を決定するためのプロセ
スの一例１０００を示す図である。ここで、ＵＥは、図１及び３でのＵＥ１１６を表すこ
とができる。図１０に示したプロセス１０００の実施形態は、ただ例示するためのもので
ある。本開示の範囲から逸脱しない、プロセス１０００の他の実施形態が使用されること
もできる。
【０１１２】
　動作１００２で、ＵＥは、アップリンクキャリア周波数ごとにアップリンク送信と関連
した独立パラメータで設定されることができる。動作１００４で、ＵＥは、ＵＬキャリア
周波数がｐ－ＵＬキャリア周波数であるかまたはｓ－ＵＬキャリア周波数であるか否かを
識別する。
【０１１３】
　動作１００６で、ＵＥのアップリンクキャリア周波数がｐ－ＵＬキャリア周波数で調整
される場合、ＵＥは、ｐ－ＵＬキャリア周波数のための設定によって、アップリンク信号
を送信する。動作１００８で、ＵＥのアップリンクキャリア周波数がｓ－ＵＬキャリア周
波数で調整される場合、ＵＥは、ｓ－ＵＬキャリア周波数のための設定によって、アップ
リンク信号を送信する。アップリンク送信と関連した設定は、ＳＲＳ、周期的ＣＳＩ報告
、ＰＵＣＣＨ（キャリアに対して定義／設定された場合）、ランダムアクセスリソース設
定、アップリンク電力制御設定などを含む。
【０１１４】
　図１１は、本発明による、パターン１１００をスイッチングするアップリンクキャリア
周波数の一例を示す図である。図１に示されたパターン１１００の実施形態は、ただ例示
のためのものである。図１のＵＥ１１１－１１５は同一の又は類似の構成を有することが
できる。しかしながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図１１はＵＥに対する任意の特
定の具現で本発明の範囲を制限するものではない。
【０１１５】
　図１１に示すように、パターン１１００は、アップリンク周波数（ｆ１）１１０２、ア
ップリンク周波数（ｆ２）１１０４、ダウンリンク周波数（ｆ１’）１１０６、及びダウ
ンリンク周波数（ｆ２’）１１０８を含む。一実施形態で、ＵＥは、パターン１１００で
設定されることができ、ＵＥは、パターン１１００によって自身のアップリンクキャリア
周波数を再調整できる。
【０１１６】
　一つ以上の実施形態で、ＵＥがネットワークから命令を受信する場合、アップリンクキ
ャリア周波数をスイッチングする。例えば、ＵＥは、初期に自身のキャリア周波数を周波
数ｆ１ １１０２で調整し、その命令に従うようにネットワークによってシグナリングさ
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れる周波数（ｆ２）１１０４で自身のアップリンクキャリア周波数をスイッチングできる
。
【０１１７】
　ＵＥは、アップリンクキャリア周波数各々に対するアイデンティティーを含む、それぞ
れの潜在的な目標アップリンクキャリア周波数と関連したシステム情報及びパラメータで
上位階層シグナリングによって設定されることができる。この時、アップリンクキャリア
周波数スイッチングのための命令は、目標アップリンクキャリア周波数アイデンティティ
ーを含む。シグナリングビットの数は、目標アップリンクキャリア周波数の数により定義
され得る。例えば、２個の可能なアップリンクキャリア周波数のみが存在する場合には、
単一ビットシグナリングのみが使用されることができる。小さな信号オーバーヘッドは、
ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨのような物理的ダウンリンク制御チャンネルで転送される
ことを適切にする。しかしながら、ＭＡＣ制御要素またはＲＲＣによるスイッチング命令
の伝送もまた実行可能な選択である。
【０１１８】
　ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨによる制御シグナリングを仮定すると、スイッチング命令を
搬送するための新たなＤＣＩフォーマットが定義され得る。ＤＣＩはＵＥ－特定であり得
る。すなわち、それはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのＵＥ－特定探索空間で転送されること
ができ、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのＣＲＣは、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩまたはＵＥＩＤでス
クランブリングされ得る。一ビットが、スイッチング命令を表すためにＤＣＩフォーマッ
ト（ダウンリンク割り当てのためのＤＣＩフォーマット（例えば、ＤＣＩフォーマット２
、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ、２Ｄ）またはＵＬグラント（UL grant）のためのＤＣＩフォーマッ
ト（例えば、ＤＣＩフォーマット０、４）に導入され得る。０のビット値は‘スイッチン
グしない’ことを意味し、１のビット値は‘スイッチングする’ことを意味する。他の実
施形態では、ＤＣＩがＵＥのグループに対して共通であることもでき、ＤＣＩがＰＤＣＣ
Ｈ／ＥＰＤＣＣＨの共通探索空間で転送されることができる。また、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨのＣＲＣをスクランブリングするための新たなＲＮＴＩが定義されることもできる
。新たなＤＣＩフォーマットが、ＵＥがモニターリングしなければならない既存の他のＤ
ＣＩフォーマットと相異なる大きさを有する場合、ＵＥには追加的なブラインドデコーデ
ィング（blind decoding）費用が存在するようになる。このようなオーバーヘッドを克服
するために、ＤＣＩは最終大きさが既存のＤＣＩフォーマットのいつの一つと同一になる
ようにするビットでパディングされ得る。他のオプションでは、特定ビットフィールドが
（誤検出に対する追加的保護の機能をすることができる）ネットワーク及びＵＥの両方に
一般的に知らされた特定値で固定され得るということを除外すれば、ＤＣＩフォーマット
が既存ＤＣＩフォーマットのうちの一つのフォーマットのデータ構造を再使用することが
できる。
【０１１９】
　キャリアアグリゲーションでは、ＳＩＢ－２によりまたはＲＲＣシグナリングにより、
各アップリンクキャリアでリンクされるダウンリンクキャリアが存在する。一オプション
では、ＵＥが但し現在のアップリンクキャリアにリンクされているダウンリンクキャリア
上でのスイッチング命令のモニターリングのみを必要とすることができる。これは後述す
るＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨモニターリング動作と一致する。
【０１２０】
　シグナリング方法（ＲＲＣ、ＭＡＣまたはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ）と関係なく、Ｕ
Ｅが新たな設定をデコーディングして適用するためには時間が必要である。一実施形態で
は、（再）設定メッセージを正常にデコーディングする場合、ＵＥが新たな設定を直ちに
適用できる。また、新たな設定を適用するための最大遅延（maximum delay）が定義され
ることもできる。このような動作の利点はレイテンシーが減少されるものである。しかし
ながら、ＵＥの全てが正確に同一の具現を有することではないので、ＵＥの正確なアップ
リンクキャリアスイッチングタイミングがネットワークに知られていれないこともある。
後述するようにこれがダウンリンクＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨモニターリング動作のよう
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な他のＵＥ動作に影響を与える一つの特別な場合に一時的なことではあるが、このような
曖昧性を防止することが望ましい。潜在的な曖昧性を防止するために、正確なスイッチン
グタイミングが定義され得る。
【０１２１】
　例示的な一実施形態で、ＵＥは、命令を受信してから、ｘｍｓ以後に新たな設定を適用
する。例えば、ｘｍｓは４ｍｓであるか、またはＵＥが制御シグナリングを処理及び適用
するのに十分に大きな他の値であり得る。
【０１２２】
　他の例示的な実施形態で、ＵＥは、スイッチング命令に対する成功的な受信を確認応答
するための肯定ＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信してから、ｘｍｓ以後に新たな設定を適用する。
ＥノードＢ間調整が関連する場合、ｘ値はネットワーク内部処理遅延を勘案する。
【０１２３】
　相異なる配置シナリオを許可するために（例えば、相異なるバックホールタイプを収容
するために）、遅延ｘはネットワークにより設定され得る。
【０１２４】
　図１２は、本発明による、構成可能なスイッチング周期パターン１２００ａ－ｂの一例
を示す図である。図１２に示されたパターン１２００ａ－ｂの実施形態は、ただ例示のた
めのものである。図１のＵＥ１１１－１１５は同一の又は類似の構成を有することができ
る。しかしながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図１２はＵＥに対する任意の特定の
具現で本発明の範囲を制限するものではない。
【０１２５】
　図１２に示すように、パターン１２００ａ－ｂは、一次アップリンク（ｐ－ＵＬ）キャ
リア周波数（ｆ１）１２０２、２次アップリンク（ｓ－ＵＬ）キャリア周波数（ｆ２）１
２０４、及びスイッチング周期１２０６を含む。一実施形態で、ＵＥは、パターン１２０
０ａ－ｂのうちの一つで設定されることができ、ＵＥは、パターン１２００ａまたは１２
００ｂによって自身のアップリンクキャリア周波数を再調整できる。
【０１２６】
　一実施形態で、パターン１２００ａを使用する場合、スイッチング周期１２０６は０.
５ｍｓであり、パターン１２００ｂを使用する場合、スイッチング周期１２０６は１.０
ｍｓであり得る。本発明の他の実施形態で、スイッチング周期１２０６は他の時間周期で
もあり得る。
【０１２７】
　一実施形態では、ＵＥがアップリンクキャリア周波数スイッチングを実行するための時
間がプロビジョニング（provisioning）され得る（例えば、０.５ｍｓまたは１ｍｓ）。
スイッチング周期（１２０６）の間、ＵＥは、アップリンク信号を送信しない。一例で、
ＵＥがサブフレームｘの第１のスロットの前半にアップリンク周波数をスイッチングする
場合、ＵＥは、サブフレームｘ＋１の第１のスロットの先頭に新たな周波数で送信し始め
ることができる。他の例では、ＵＥがサブフレームｘの第２のスロットの先頭に新たな周
波数で特定物理的信号、例えば、ＳＲＳを送信し始めることもでき、他の物理的信号は、
サブフレームｘ＋１のみから送信され得る。
【０１２８】
　一つ以上の実施形態は、アップリンクタイミングアラインメント（uplink timing alig
nment）を提供する。キャリア周波数から離れている時間が指定された時間よりも長い場
合、ＵＥは、物理的ランダムアクセスチャンネルを送信することによってランダムアクセ
ス手順を開始させることによって、キャリア周波数へのスイッチング以後にアップリンク
同期化を獲得するように要求されることができる。成功的なアップリンク同期化の獲得以
後に、ＵＥは、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ／ＳＲＳのような他の物理的信号の送信のみが許
可されることができる。ＬＴＥ Ｒｅｌ－１１では、タイミングアドバンスグループ（Tim
ing Advance Group；ＴＡＧ）当たり一つの時間アラインメントタイマー（Time Alignmen
t Timer；ＴＡＴ）があり得る。一次ＴＡＧのＴＡＴはｐＴＡＧと称され、二次ＴＡＧの
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ＴＡＴはｓＴＡＧと称される。ＴＡＧのＴＡＴが満了する場合、ＵＥは、そのＴＡＧに対
応するキャリアがこれ以上アップリンク同期化されなく、アップリンク送信を中断すると
仮定する。ｐＴＡＧが満了する場合、ＵＥは、全てのキャリア（ｓＴＡＧに対応するキャ
リアを含む）がこれ以上アップリンク同期化されないと仮定する。ネットワークにより開
始される場合、ＵＥは、ｓＴＡＧのキャリア上での物理的ランダムアクセスチャンネルの
送信のみが許可されることができる。
【０１２９】
　ＵＥが、前記パターンのうち、任意のパターンで説明されたようにアップリンクキャリ
ア周波数スイッチングパターンで設定される場合、一つ以上の実施形態は、ｐ－ＵＬキャ
リア周波数及びＳ－ＵＬキャリア周波数に対応するキャリアでアップリンク同期化を維持
することができる。ｐ－ＵＬキャリア周波数及びｓ－ＵＬキャリア周波数に対応するキャ
リアは、個別ＴＡＴを有する相異なるＴＡＧからなるように設定されることができる。キ
ャリアのＴＡＴは、ＵＥのアップリンクキャリア周波数がそのキャリア周波数で調整され
ない場合としても、継続実行されることができる。
【０１３０】
　アップリンクキャリア周波数をスイッチングする場合、ＵＥは、目標アップリンクのＴ
ＡＴが依然として実行中であるかをチェックする。ＴＡＴが実行の中でない場合、ネット
ワークがランダムアクセス手順の開始を待つ代わりに、ＵＥは、キャリアが二次コンポー
ネントキャリアに対応する場合としても、アップリンク同期化を獲得するためのランダム
アクセス手順を開始する。これによってアップリンク同期化を獲得するための時間遅延が
減少される。より速く獲得するために、ランダムアクセスリソース（プリアンブル及び時
間／周波数リソース）が、ＵＥに対してアップリンクキャリアごとに設定され得る。
【０１３１】
　一実施形態で、ＵＥが二重接続で設定されている時に、ｐＴＡＧのＴＡＴが満了する場
合、ＵＥは、他のＥノードＢに対応する全ての他のキャリアのＴＡＴも満了したと仮定し
ないこともある。
【０１３２】
　図１３ａ及び図１３ｂは、本発明による、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨモニターリング動
作の例を示す図である。図１３ａ及び図１３ｂに示されたモニターリング動作の実施形態
は、ただ例示のためのものである。図１のＵＥ１１１－１１５は同一の又は類似の動作を
有することができる。しかしながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図１３ａ及び図１
３ｂはＵＥに対する任意の特定の具現で本発明の範囲を制限するものではない。
【０１３３】
　図１３ａ及び図１３ｂに示すように、パターン１３００はアップリンク周波数（ｆ１／
ｆ２）１３０２、ダウンリンク周波数（ｆ１’）１３０４、及びダウンリンク周波数（ｆ

２’）１３０６を含む。一実施形態で、ＵＥは、パターン１３００ａまたは１３００ｂで
設定されることができ、ＵＥは、パターン１３００ａまたは１３００ｂによって自身のア
ップリンクキャリア周波数を再調整できる。
【０１３４】
　一つ以上の実施形態では、ＵＥが動的または設定されたユニキャストダウンリンク割り
当て、動的または設定されたアップリンク割り当てを無視でき、またＵＥが関連アップリ
ンクキャリアで自身のアップリンク周波数を調整しない時に、ＤＬキャリアに（例えば、
ＳＩＢ２を通して）リンクされているアップリンクキャリア上でのＨＡＲＱ－ＡＣＫ、Ｐ
ＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨ送信を招くようになる、ＤＬキャリア上で受信される非周期的（ap
eriodic）ＣＳＩ／ＳＲＳ要請を無視することもできる。動的ダウンリンク／アップリン
ク割り当ては、対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨを有する（Ｃ－ＲＮＴＩまたはＵＥＩ
ＤによりスクランブリングされるＣＲＣを有する）ダウンリンク／アップリンク割り当て
を称し、設定されたダウンリンク／アップリンク割り当ては対応するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨ（半持続的スケジューリング（semi-persistent scheduling；ＳＰＳ）、活性化Ｐ
ＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのＣＲＣがＳＰＳ－ＲＮＴＩでスクランブリングされること）を
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有しないダウンリンク／アップリンク割り当てを称する。
【０１３５】
　これと同等に、ＵＥがサブフレームｋの先頭にｆ１からｆ２にキャリア周波数をスイッ
チングするように設定される場合、ＵＥは、動的または設定されたユニキャストダウンリ
ンク割り当て、動的または設定されたアップリンク割り当て、サブフレームｋ－ｍ－１を
含む時までの非周期的ＣＳＩ／ＳＲＳ要請のために、ｆ１上でのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈをモニターリングできる。ＵＥは、動的または設定されたユニキャストダウンリンク割
り当て、動的または設定されたアップリンク割り当て、次のサブフレームスイッチング以
前のサブフレームｋ－ｍからｍサブフレームまでの非周期的ＣＳＩ／ＳＲＳ要請のために
、ｆ１上でのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをモニターリングする必要がないこともある。一
方、ＵＥは、動的または設定されたユニキャストダウンリンク割り当て、動的または設定
されたアップリンク割り当て、次のサブフレームスイッチング以前のサブフレームｋ－ｍ
からｍサブフレームまでの非周期的ＣＳＩ／ＳＲＳ要請のために、ｆ２上でのＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨをモニターリングすることができる。このような原理の一例が図１３ａに
図示されており、ここで、ｍは４個のサブフレームであると仮定される。この例で、アッ
プリンクキャリアスイッチングが、周波数ｆ１からｆ２に、サブフレームｎ＋６で発生す
る場合、ＵＥは、サブフレームｎ＋２からｆ１（すなわち、ｆ１’）にリンクされている
ダウンリンクキャリア上で、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのモニターリングを中止し、サブ
フレームｎ＋３から（これを含む）ｆ２（すなわち、ｆ２’）にリンクされているダウン
リンクキャリア上でＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨのモニターリングを開始する。他の例が図
１３ｂに図示されており、ここでは、ＵＥがダウンリンクリソースの浪費を防止するため
に、サブフレームｎ＋３でないｎ＋２からダウンリンクキャリアｆ２’のモニターリング
を開始する。この実施形態で、ＵＥは、サブフレームｎ＋７でサブフレームｎ＋２で検出
される任意のダウンリンク割り当てでＨＡＲＱ－ＡＣＫを報告する。
【０１３６】
　一つ以上の実施形態は、半持続的スケジューリング（ＳＰＳ）を提供する。ＵＬＳＰＳ
活性化時に、ＵＥは、ＳＰＳセッションが非活性化されるまで、目標ＵＬキャリア周波数
上で周期的に送信するように要求される。ＳＰＳ送信間隔はネットワークによって、例え
ば１０、２０、３２、４０、６４、８０、１２８、１６０、３２０、６４０ｍｓで設定さ
れる。
【０１３７】
　一実施形態では、アップリンクキャリアスイッチング周波数を最小化するために、ＳＰ
Ｓが非活性化されるまで、ＵＥは、目標アップリンクキャリア周波数で調整された状態を
維持する。その後に、ＵＥは、図９に説明されたような、アップリンクキャリア周波数ス
イッチング動作を再開できる。
【０１３８】
　他の実施形態では、設定されているＳＰＳ送信間隔が特定値以下になる場合、ＳＰＳが
非活性化されるまで、ＵＥは、目標アップリンクキャリア周波数で調整された状態を維持
する。例えば、前記値は２０ｍｓまたは４０ｍｓであり得る。
【０１３９】
　ＥノードＢ間のキャリアアグリゲーションが存在する場合、ＵＥのＳＰＳ設定がＥノー
ドＢ間で交換でき、これはＳＰＳ送信間隔及びＳＰＳ活性化／非活性化のタイミングを含
む。これによって、ＥノードＢはＵＥのＵＬキャリアスイッチング状態に関してイン－シ
ンク（in-sync）され得る。
【０１４０】
　一つ以上の実施形態は、非理想的バックホール（non-ideal backhaul）を有する、ＦＤ
Ｄキャリア及びＴＤＤキャリアの結合動作を提供する。
【０１４１】
　いくつの追加的様態は、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルが１次セルであるか否かと関係な
く、それらの間の（数十ｍｓ以上の一方向レイテンシーで特徴される）非理想的バックホ
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ール接続を有するＦＤＤセルとＴＤＤセル間の結合動作またはＣＡをサポートするために
存在する。二次セルでのＰＵＣＣＨ送信は、一般的に複数のセルのアグリゲーションで設
定されるＵＥに対するオプションであり、これは非理想的バックホールと接続されるセル
間のＣＡで特に有用であり得る。本発明では、ＵＥが同時にＵＬ送信できないか、ＵＬキ
ャリアアグリゲーションをできない場合に焦点を合せる。
【０１４２】
　一つの様態は、ＦＤＤセルに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットの送信に応答して、ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ情報のＦＤＤセルで送信するためのＵＬ ＴＴＩの決定である。他の様態は
、ＦＤＤセルに対するＤＣＩフォーマットの各種フィールドの存在及びデメンショニング
（dimensioning）に対する決定であり、これはＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィ
ールド、ＤＬ ＤＡＩフィールド、及びＵＬ ＤＡＩフィールドを含む。
【０１４３】
　一つ以上の実施形態は、ＦＤＤセルに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットの送信に応答し
て、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報のＦＤＤセルで送信するためのＵＬ ＴＴＩを決定する必要が
あることを認知し、これを考慮したものである。
【０１４４】
　一つ以上の実施形態は、ＦＤＤ二次セルに対するＤＣＩフォーマットの各種フィールド
の存在及びデメンショニングを決定しなければならない他の必要があることを認知し、こ
れを考慮したものであり、これはＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールド、ＤＬ 
ＤＡＩフィールド、及びＵＬ ＤＡＩフィールドを含む。
【０１４５】
　次の実施形態のうちの一つ以上の実施形態では、キャリアに対するＵＣＩが、ＵＥによ
って、（１次セル上のまたは２次セル上の）ＰＵＣＣＨを通してまたは（１次セル上のま
たは２次セル上の）ＰＵＳＣＨを通して、キャリアと関連したＥノードＢに無線で送信さ
れると仮定できる。例えば、数十ｍｓ以上のセル間の無視できないバックホールレイテン
シーが（一方向）、例示的な配置シナリオで考慮されたが、セル間に理想的なバックホー
ルを有する配置シナリオにもまた適用され得る実施形態に対する必要条件ではない。
【０１４６】
　次の実施形態のうちの一つ以上の実施形態は、ＵＬキャリアアグリゲーションは不可で
あるが、ＤＬキャリアアグリゲーションは可能なＵＥ、すなわち、複数のＵＬキャリア上
での同時送信はできないが、複数のＤＬキャリア上での同時受信は可能なＵＥを考慮する
。しかしながら、ＵＥは一ミリ秒の何分の一のみに一つの周波数から他の周波数に自身の
ＵＬキャリア周波数をスイッチングできる。
【０１４７】
　次の実施形態のうちの一つ以上の実施形態は、例示的具現として単一のＦＤＤセル（１
次セル）及び単一のＴＤＤセル（二次セル）を考慮する；（一つのＦＤＤ１次セルを有す
る）複数のＦＤＤセルまたは複数のＴＤＤ二次セルに対する拡張は簡単であり、簡潔性及
び単純性のためにその説明は省略する。
【０１４８】
　ＵＬ ＣＡ能力を有しないＵＥは、相異なるキャリア周波数で同時に送信しないことが
ある。ＵＥがＦＤＤセル（１次セル）及びＴＤＤセル（２次セル）のＤＬキャリアアグリ
ゲーションで設定され、２セルの間に非理想的バックホール接続がある場合には、ＦＤＤ
セル及びＴＤＤセルの両方は、それぞれのセルに対するＵＬ制御情報及びＵＬデータを伝
送するために（各セルに対する相異なるＵＬキャリアで）ＵＥからのアップリンク送信を
要求する。これは、ＵＬ ＣＡ能力を有しないＵＥが２セル間で自身のＵＬキャリア周波
数をスイッチングできることを意味する。本発明の一つ以上の実施形態は、ＵＥに対して
セル間のＵＬ周波数スイッチング動作を提供することによって、ＵＥがＵＬ周波数上で送
信できる時点に対して、ネットワーク及びＵＥが同じ理解を有するようにする。
【０１４９】
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、本発明による、サブフレーム１４００ａ－ｂでのＰＵＳＣＨ
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形態は、ただ例示のためのものである。図１のＵＥ１１１－１１５は同一の又は類似の動
作を有することができる。しかしながら、ＵＥは、多様な構成が導入され、図１４Ａ及び
図１４ＢはＵＥに対する任意の特定の具現で本発明の範囲を制限するものではない。
【０１５０】
　図１４Ａ及び図１４Ｂに示すように、サブフレーム１４００は、スロット１４０２、シ
ンボル１４０４、基準信号１４０６、リソース要素１４０８、及びアップリンクスイッチ
ング時間周期１４１０を含む。一実施形態で、ＵＥは、サブフレーム１４００ａまたは１
４００ｂで設定されることができ、ＵＥは、サブフレーム１４００ａまたは１４００ｂに
よって自身のアップリンクキャリア周波数を再調整できる。
【０１５１】
　一実施形態では、ＵＥハードウェア具現で、ＵＬ周波数スイッチングするのに一ミリ秒
の数分の一かかる。ＵＥ具現がどの程度効率的であるかによって、ＵＬ周波数スイッチン
グ持続時間はＯＦＤＭシンボル持続時間未満（すなわち、０.５／７ｍｓ未満）ぐらい短
時間であり得、または時間スロット（すなわち、０.５ｍｓ）に対するものぐらい長時間
であり得る。プロトコルを設計する時には、通常的なＵＥハードウェア具現効率性が考慮
されなければならない。
【０１５２】
　ＵＬ周波数スイッチング持続時間がＣＰ長さよりも長い場合、ＵＬ周波数スイッチング
はプロトコルで明示的に考慮され得る。ＵＥがＴＤＤキャリアからＦＤＤキャリアへのＵ
Ｌ周波数スイッチングを適用するサブフレームは（ＦＤＤの場合、Ｄ－＞Ｄ／Ｓ－＞Ｄ／
Ｕ）、ＳＴＦサブフレーム（例えば、サブフレーム１４００ｂ））と称され、ＵＥがＦＤ
ＤキャリアからＴＤＤキャリアへのＵＬ周波数スイッチングを適用するサブフレームは（
ＦＤＤの場合、Ｄ／Ｕ－＞Ｄ／Ｓ－＞Ｄ）、ＳＦＴサブフレーム（例えば、サブフレーム
１４００ａ））と称される。スイッチングがＦＤＤからＴＤＤで行われるかまたはＴＤＤ
からＦＤＤで行われるか否かと関係なく、ＵＬ周波数スイッチング持続時間は同一であり
得ることに留意する。
【０１５３】
　一例で、プロトコルは、０.５ｍｓ以下のＵＬ周波数スイッチング持続時間を許可する
。すると、（スイッチングがＤ／Ｓサブフレームの第２のスロットの先頭で開始されると
仮定し）ＳＦＴサブフレームの第１のスロット（０.５ｍｓ）及び（スイッチングがＤ／
Ｓサブフレームの先頭で開始されると仮定し）ＳＴＦサブフレームの第２のスロット（０
.５ｍｓ）が、ＦＤＤキャリアでのＵＬ送信のために利用可能である。ＰＵＣＣＨ／ＰＵ
ＳＣＨがただ一つのスロット（ハーフサブフレーム）を使用して送信されることが可能で
ないこともあるが、ＳＲＳはＳＴＦサブフレーム内のサブフレームの最後のＳＣ－ＦＤＭ
シンボルで継続送信され得る。それとも、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨは、可能には、第１の
スロットで送信しないことから発生する性能損失の一部をオフセットするために送信電力
を、例えば二倍で増加させながら、ただ一つのスロット（ＳＦＴサブフレームの第１のス
ロット及びＳＦＴサブフレームの第２のスロットまたは、一般的には、ＵＬ送信のために
利用可能な多数のサブフレームシンボル）で送信されることもできる。一－スロットＰＵ
ＳＣＨのためのＵＬグラント用ＤＣＩフォーマットで表示されている伝送ブロックサイズ
（Transport Block Size；ＴＢＳ）は、ＰＵＳＣＨ送信が減少された個数の送信シンボル
を通じて行われるという事実を考慮してスケーリングされることもできる。例えば、２個
のスロットを含むサブフレームと比較する時、一つのスロットでは送信シンボルの半分が
利用可能であると仮定し、それぞれのＤＣＩフォーマットで表示されたＴＢＳは０.５の
ファクター（factor）ぐらいスケーリングされ得る。例えば、
【０１５４】
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【数１０】

【０１５５】
がサブフレーム内のデータに対する送信シンボルの最大個数であり、
【０１５６】

【数１１】

【０１５７】
がＵＬキャリア周波数をスイッチングした以後のデータに関する送信シンボルの個数であ
る場合、ＤＣＩフォーマットでシグナリングされるＴＢＳは、
【０１５８】

【数１２】

【０１５９】
によってまたはＵＬデータ送信が概略一つのスロットを通して行われる場合には０.５の
ような固定値によってスケーリングされ得る。
【０１６０】
　他の例で、プロトコルは、ＵＥの２個のカテゴリーに関する２個の相異なるＵＥ具現を
可能にする。ＵＥの一つのカテゴリーは０.５ｍｓ内でＵＬ周波数スイッチングを実行す
ることができる一方、ＵＥの他のカテゴリーは０.５ｍｓ内でＵＬ周波数スイッチングを
実行することができない。この場合、０.５ｍｓ内でＵＬ周波数スイッチングを実行可能
なＵＥは、ＳＲＳを送信できる反面、他のタイプのＵＥは、ＳＴＦサブフレームでＳＲＳ
を送信できない。ネットワークがこの２タイプのＵＥの区別を可能にするために、ＵＥ能
力シグナリングが導入でき、これによって、それぞれのＳＴＦサブフレームでＵＥに対す
るＳＲＳ送信のスケジューリングをするか否かを決定する以前にネットワークがＵＥ能力
を認識できるようになる。
【０１６１】
　ＵＬ周波数スイッチングが数マイクロ秒内で実行される場合、すなわちＸＳＣ－ＦＤＭ
シンボル（例えば、一つまたは２個または３個ＳＣ－ＦＤＭシンボル）内で実行される場
合には、Ｄ／ＳサブフレームでのＵＬリソース損失大部分は、ＰＵＣＣＨ及び／またはＰ
ＵＳＣＨが残りの
【０１６２】

【数１３】

【０１６３】
に対するＤ／Ｓサブフレームに対しても定義される場合に回復することができる。
【０１６４】
　一例で、プロトコルは、ＳＣ－ＦＤＭシンボル持続時間よりも長くない（すなわち、０
.５／７ｍｓ未満、Ｘ＝１）ＵＬ周波数持続時間を許可する。図１４ａに示すようにＳＦ

Ｔサブフレームの間には、最後のＳＣ－ＦＤＭシンボルがＵＬ周波数スイッチングのため
に使用される。図１４ｂに示すように、ＳＴＦサブフレームの間には、第１のＳＣ－ＦＤ
ＭシンボルがＵＬ周波数スイッチングのために使用される。この場合、
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【０１６５】
【数１４】

【０１６６】
は、ＵＬ送信のために使用されることができる。他の例で、ＵＥは、まるでセル－特定Ｓ
ＲＳがＳＦＴサブフレームに設定されているように、ＳＴＦ及びＳＦＴサブフレームの各
々でのＰＵＳＣＨ及び／またはＰＵＣＣＨ送信の許可される；しかしながら、ＵＥは、サ
ブフレームでのＳＲＳの送信は許可されない。ＳＴＦサブフレームにおいて、ＰＵＣＣＨ
フォーマット２は、パンクチャーリングされた（punctured）と考慮される第１のＳＣ－
ＦＤＭシンボルで送信できる。また、より短い時間－ドメインＯＣＣ（orthogonal cover
ing code）（より短い一つのシンボル）が使用される場合には、ＰＵＣＣＨフォーマット
１ａ／１ｂ／３が送信されることもできる；しかしながら、より短いＯＣＣを使用するＵ
Ｅと従来のＵＥをマルチプレキシングすることは可能でない。ＳＴＦサブフレームに対す
る他の方法で、ＵＥは、（パンクチャーリングされたと考慮される第１のＳＣ－ＦＤＭシ
ンボルで）ＰＵＣＣＨフォーマット２の送信が許可されるが、ＰＵＣＣＨフォーマット１
ａ／１ｂ／３は送信されることができない。
【０１６７】
　図１５は、本発明による、ＦＤＤ及びＴＤＤ結合動作に対するアップリンクＴＴＩスイ
ッチングパターンを決定するためのプロセスの一例（１５００）を示す図である。ＵＥは
、ここで、図１及び３でのＵＥ１１６を表すことができる。図１５に示したプロセス１５
００の実施形態は、ただ例示のためのものである。プロセス１５００の他の実施形態が本
発明の範囲から逸脱せず使用されることができる。
【０１６８】
　一つ以上の実施形態で、ＵＬ周波数スイッチング動作は、ＴＤＤセルのＴＤＤ ＵＬ－
ＤＬ構成により決定される。例えば、ＵＥは、デフォルトにより自身のＵＬ周波数をＦＤ
Ｄセルで調整し、ＴＤＤセルがＤＬからＵＬへスイッチングするＴＤＤセルの特別サブフ
レームの間には、ＴＤＤセルのＵＬ周波数でスイッチングする；ＴＤＤセルがＵＬからＤ
Ｌへスイッチングする場合には、ＵＥが自身のＵＬ周波数をＦＤＤセルでスイッチングす
る。表６は、ＵＥがＦＤＤセルに対するＤＬ及びＵＬサブフレームとして識別するフレー
ム内のサブフレームを表す。表６に示すように、全てのＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成において
、ＤＬサブフレーム（Ｄと表示）、ＵＬサブフレーム（Ｕと表示）、及びＵＥがＵＬ周波
数スイッチングを実行するサブフレーム（実施形態１でのようにＳＴＦまたはＳＦＴであ
り得、Ｓと表示）に対するＵＥの解析を決定する対応するＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成が存在
する。さらに表６を参照すると、ＵＥがＴＤＤセルに対するＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成２で
設定される場合、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成は、設定２になることで、ＵＥによって暗示的
に決定される。ＦＤＤセルでは、サブフレーム４、５、及び９がＤＬ及びＵＬサブフレー
ム（Ｄ／Ｕ）両方ともであり、サブフレーム１、３、６、８は、ＵＥがＤＬで受信して自
身のＵＬ周波数をスイッチングできるＤＬサブフレーム及びＵＬスイッチングサブフレー
ム（Ｄ／Ｓ）であり、またサブフレーム２及び７はＤＬ専用サブフレーム（Ｄ）である。
【０１６９】
　表６の例においては、ＦＤＤセルに対するＵＬサブフレームは存在しないので、ＴＤＤ
 ＵＬ－ＤＬ構成０は対応するＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成を有しないことに留意する。ＴＤＤ
 ＵＬ－ＤＬ構成０に対するＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成を可能にするために、ＤＬ／ＵＬ／Ｓ
サブフレームパターンは、ＦＤＤセルに対する少なくとも一つのＵＬサブフレームを可能
にするよう修正できる。例えば、Ｕサブフレームからスイッチングサブフレーム（ＴＤＤ
の特別サブフレームＳと区別するためにＳ’と表示）に変更されるＴＤＤセルのサブフレ
ーム９及び修正されたＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成は、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成０’として称さ
れる。これによって、表８に示すように、ＦＤＤセルのサブフレーム９、０及び１は、各
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めに利用可能な少なくとも一つのＵＬサブフレームが存在する。他の例では、Ｕサブフレ
ームからスイッチングサブフレーム（また、ＴＤＤの特別サブフレームＳと区別するため
にＳ’と表示）に変更されるＴＤＤセルのサブフレーム４及び９及び修正されたＴＤＤ 
ＵＬ－ＤＬ構成が、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成０”として称される。これによって、表８に
示すように、ＦＤＤセルのサブフレーム｛１、４、６、９｝及び｛０、５｝は各々、Ｄ／
Ｓ及びＤ／Ｕであり得、これによって、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成ＯＡのために利用可能な
少なくとも一つのＵＬサブフレームが存在する。もう一つの例では、ＰＵＣＣＨ／ＰＵＳ
ＣＨ／ＳＲＳが上述したようにＤ／Ｓサブフレームに対して定義される場合、ＴＤＤ Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成０はレガシー設定と同一であり得、サブフレーム｛０、１、５、６｝はＦＤ
Ｄセルに対するＤ／Ｓサブフレームで定義され得る。
【０１７０】
　ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成が、例えば、動的トラフィックに適応するように再設定される
場合、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成もそれによって再設定される。以下、前述したＵＬ周波数
スイッチング動作を実行するＵＥは、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成で設定またはエネイブル（e
nable）されると言及される。
【０１７１】
【表６】

【０１７２】
ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成
【０１７３】
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【表７】

【０１７４】
ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成０で修正（０’及び０”と表示）
【０１７５】

【表８】

【０１７６】
ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成０、ＯＡ、ＯＢ
【０１７７】
　図１５を参照すると、ＦＤＤキャリア及びＴＤＤキャリアの結合動作に対するＵＬ送信
動作の決定するにおいて、動作１５０２では、ＵＥがＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がエネイブ
ルされているか否かを考慮する。エネイブルされている場合、動作１５０４では、ＦＤＤ
セルのＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がＴＤＤセルのＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成から暗示的に決定さ
れ、ＵＥは、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成及びＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成によってＵＬ周波数スイ
ッチングを実行する。そうでない場合には、動作１５０６で、ＵＥが従来の方式でＦＤＤ
セルで動作する。
【０１７８】
　一実施形態で、ＵＥは、ＤＬ専用サブフレームに対するＵＬで信号を送信しないことも
ある。表９はＦＤＤセルでのＵＬリソース損失のパーセントを表す。ＦＤＤセルがマクロ
セルであり、ＴＤＤセルが小さなセル（例えば、ピコ／フェムトセル）である配置シナリ
オにおいて、ＵＥトラフィック大部分がＴＤＤセルを通してルーティングされる場合、Ｆ
ＤＤに対するＵＬリソースの損失が許可されることができる。また、ネットワークは、Ｔ
ＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成及びＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成を再設定することにより、ＦＤＤセルの
ＵＬリソース必要に適応できる。例えば、ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成２からＴＤＤ ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成５への再設定は、６０％から３０％へＦＤＤのＵＬリソース損失を減少させる。
【０１７９】
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【表９】

【０１８０】
ＦＤＤセルに対する％ＵＬリソース損失
【０１８１】
　他の例示的な実施形態では、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がネットワークによって明示的に
シグナリングされる。ＵＬ送信及び周波数スイッチングパターンがそれぞれのＦＤＤ Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成に対して予め定義されている。ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成によって、ＵＥは、
ＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成に対する明示的シグナリングを受信しなかったとしても、ＴＤＤ 
ＵＬ－ＤＬ構成を導き出すことができる。例えば、ＵＥがＦＤＤ（一次）セルに対するＦ
ＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成２を受信した場合、ＵＥは、（表６によって）ＴＤＤ（二次）セル
に対するＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成２ということを導き出すことが
できる。
【０１８２】
　さらに他の例示的な実施形態では、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成及びＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成
の両方ともがネットワークによりシグナリングされる。この２個の設定に対する同一のサ
ブフレームが、例えば、ＦＤＤ及びＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の両方ともに対するＵＬサブ
フレームの場合のように、衝突動作を有するようになる場合には、そのような衝突を解決
するための規則が予め定義できる。一例で、ＵＥは、一般的にそれが１次セルであるから
、ＦＤＤ設定に従うように要求されることができる。他の例では、ＵＥが１次セルである
そのセルの設定に従うように要求されることもできる。ＴＤＤセルが１次セルである場合
には、ＵＥがＴＤＤ設定に従うようになる。
【０１８３】
　一つ以上の実施形態は、ＦＤＤ及びＴＤＤ結合動作において、ＦＤＤに対するＵＬ Ｈ
ＡＲＱ－ＡＣＫタイミング及びＵＬグラントタイミングを提供する。
【０１８４】
　ＵＥが、ＤＬ専用サブフレームまたはＤ／Ｓサブフレームに対応するサブフレーム上で
送信するようにスケジューリングまたは設定されると予想されないこともある。ＵＥは、
ユニキャストＰＤＳＣＨを受信するごとにＵＬ ＨＡＲＱ－ＡＣＫ（ＰＵＣＣＨでまたは
ＰＵＳＣＨで）を送信し、またＵＬ ＤＣＩフォーマットを検出するごとにＰＵＳＣＨを
送信するように構成されているので、ＦＤＤセルでＵＬ送信が許可される（すなわち、Ｄ
／Ｕサブフレーム）サブフレームでのＰＵＣＣＨまたはＰＵＳＣＨを確保するための方法
を定義する必要がある。以下では、ＵＥによるＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信が各ＰＤＳＣＨ受信
に対する応答で行われると考慮されるが、前述のＳＰＳ ＰＤＳＣＨを解除する（ＳＰＳ
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解除）ＤＬ ＤＣＩフォーマットに対する応答で行われることもでき、簡略化のために、
これに対しては追加説明を省略する。
【０１８５】
　一例では、ＦＤＤセルに対する従来のＵＬ ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミング及び従来のＵ
Ｌ ＤＣＩフォーマット送信タイミングが維持される。これは、ＵＥがＤ及びＤ／Ｓサブ
フレームではいずれのＵＬ信号も送信する必要が無いようにする制限が、ユニキャストＰ
ＤＳＣＨ及びＰＵＳＣＨスケジューリングに対して課せられなければならないことを意味
する。表１０を参照すると、それぞれのＰＤＳＣＨ及びＵＬ ＤＣＩフォーマットがシェ
ーディングされた（shaded）サブフレームで検出される場合のみに、ＵＥがＵＬ ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫを報告してＰＵＳＣＨを送信でき、ここで、シェーディングされたサブフレー
ムは、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成によって決定される。最初のインプリケイションはシェー
ディングされたサブフレーム上では、ＵＥがＤＬ ＤＣＩフォーマット及びＵＬ ＤＣＩフ
ォーマットに対するＰＤＣＣＨデコーディングをスキップ（ＰＤＣＣＨ）することが可能
になるということである。２度目のインプリケイションは、ＦＤＤセルに対するＨＡＲＱ
プロセスの数が減少できるということである。表１１は、ＦＤＤセルに対するＨＡＲＱプ
ロセスの最大数を示したものであり、ここで、この最大数はＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成によ
って決定される。このような接近方式は、従来のＦＤＤＨＡＲＱタイミングが変わらない
利点がある。しかしながら、このようなスケジューリング制限は、ユニキャストＤＬスル
ープットが減少するということを意味することもある。
【０１８６】
【表１０】

【０１８７】
　ＤＬ割り当て及びＵＬグラントがＦＤＤセル上で受信されることができる（シェーディ
ングされた）サブフレーム
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【０１８８】
【表１１】

【０１８９】
表１０を仮定した場合のＦＤＤに対するＨＡＲＱプロセスの最大個数
【０１９０】
　他の例では、ＦＤＤセル上でのＤＬスループット損失を最小化するために、ＵＥが利用
可能なＵＬサブフレームｎ＋ｋで（ここで、ｋ≧４、サブフレームｎで受信されたＰＤＳ
ＣＨに対する応答で、ＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信できるようにするために、ＦＤＤに対する
ＵＬ ＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングが修正される。このような接近方式を使用して、ＨＡ
ＲＱプロセスの最大個数は８個に継続維持されることができる。
【０１９１】
　本例の例示的な実施形態で、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信レイテンシーを最小化するた
めに、最初の利用可能なＵＬサブフレームでＨＡＲＱ－ＡＣＫを送信する。表１２には、
サブフレームｎ－ｋでのＰＤＳＣＨ受信に対する応答でＵＥがサブフレームｎでＨＡＲＱ
－ＡＣＫ信号を送信する例が示されており、ここで、ｋ∈ＫＦＤＤであり、
【０１９２】

【数１５】

【０１９３】
はＤＬ関連セットインデックスと称され、またＭＦＤＤは、ＦＤＤセルに対するＨＡＲＱ
－ＡＣＫバンドリングウィンドウサイズである。
【０１９４】
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【表１２】

【０１９５】
【数１６】

【０１９６】
　表１２内のＤＬ関連セットインデックスは、ＵＥがＰＤＳＣＨを受信するようになるＤ
ＬサブフレームとＵＥがそれぞれのＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するようになるＵＬサブ
フレーム間のレイテンシーを最小化するが、それぞれのＵＬ ＴＴＩで送信されるＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫ情報ペイロードの不均衡（imbalance）を引き起こす。例えば、ＦＤＤ ＵＬ－
ＤＬ構成４の場合、５個までのＤＬサブフレームに対するデータＴＢの検出に対応するＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫ情報がＵＬサブフレーム５で送信され、一個までのＤＬサブフレームに対
するデータＴＢの検出に対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報はＵＬサブフレーム０、６、７、
８及び９で送信される。このような不均衡は、相異なるＵＬサブフレーム及び非同等な（
unequal）それぞれのカバレッジで送信されるＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に対する非同等な受
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【０１９７】
　本例の他の例示的な実施形態では、ＦＤＤセルに対するＤＬ関連セットインデックスの
決定が、ＦＤＤセルに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報ペイロードバランシング（balancing
）を考慮する。表１３には、例えば設定３の場合、表１０でのサブフレーム６のＨＡＲＱ
－ＡＣＫペイロードがサブフレーム６、７、８、９及び０で分散される一例が示されてい
る。表１４には、隣接ＤＬサブフレームに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫが単一送信でグルーピ
ングされる他の例が示されている。両方ともの例において、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成２の
場合、ＵＬサブフレーム４及び９でのＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングウィンドウサイズが
４から３に減少され、ＵＬサブフレーム０及び５でのＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングウィ
ンドウサイズは１から２に増加し、これによって、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報ペイロードがサ
ブフレームにかけてより一層バランシングされる。
【０１９８】
【表１３】

【０１９９】
【数１７】

【０２００】
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【表１４】

【０２０１】
【数１８】

【０２０２】
　ＦＤＤセルに対するＤＬ関連セットインデックスＫＦＤＤの決定のための上記の例示的
な実施形態に対する組合（いくつかのＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の場合は、前記例と他の例
の間で同一）が、またＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成によって考慮されることもできる。例えば
、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成２の場合、表１２が考慮でき、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成３の場合
には、表１３または表１４が考慮できる。また、ＴＤＤセルに対するそれぞれのＨＡＲＱ
－ＡＣＫ情報を報告するための表２でのＤＬサブフレームの順序化とは異なり、ＦＤＤセ
ルに対するそれぞれのＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を報告するためのＤＬサブフレームの順序化
は、ＤＬサブフレームの順序に従う。その理由は、ＴＤＤセルでの特別ＤＬサブフレーム
の場合、同一のインデックスを有するＤＬサブフレームがＦＤＤセルでは一般ＤＬサブフ
レームになるからである。
【０２０３】
　一実施形態では、ＦＤＤセルのＵＬサブフレームでの最大ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報ペイロ
ードが、ＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングウィンドウサイズ、ＭＦＤＤ、ダウンリンク送信
モード、及びｎ個の他の関連ＲＲＣ設定パラメータ（ここで、例えばｎ＝０、１、２によ
って決定されることができる。ＭＦＤＤ＝１である場合には、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫペ
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ＦＤＤ≦４である場合には、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードを伝送するためにチャン
ネル選択を有するＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを使用する。ＭＦＤＤ＞４である場合には
、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードを伝送するためにＰＵＣＣＨフォーマット３または
ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂを使用することができる。一般的に、ＵＥは、ＭＴＤＤがＭ

ＦＤＤに置き換えられるＴＤＤセルの場合でのように、ＦＤＤセルのＰＵＣＣＨでＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫを送信する。
【０２０４】
　ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成１の場合、ＵＬサブフレーム０及び５に対するＭＦＤＤは５で
ある。一つのデータ伝送ブロックをサポートするダウンリンク送信モードが設定されてい
ると仮定し、またＨＡＲＱ－ＡＣＫ圧縮技術である時間－ドメインバンドリングが適用さ
れないと仮定すると、ＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードを搬送するのに使用されることができ
るＰＵＣＣＨフォーマットは、ＰＵＣＣＨフォーマット３になる（ＭＦＤＤ＞４であるか
ら、チャンネル選択を有するＰＵＣＣＨフォーマット１ｂは不可能）。チャンネル選択を
有するＰＵＣＣＨフォーマット１ｂがこの場合で使用できるようにするために、一実施形
態は、ＭＦＤＤを４に減少させることができる。一実施形態に対する一例では、ネットワ
ークスケジューリング制限が課せられることにより４と仮定されるようにすることができ
る。例えば、ネットワークは、サブフレームｎ－ｋ（ここで、ｋ∈｛７、６、５、４｝）
のみでスケジューリングできる。本実施形態の他の例では、５個のサブフレームの中の２
個のサブフレームに対してＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングが適用されることができる。例
えば、時間－ドメインＨＡＲＱ－ＡＣＫバンドリングは、サブフレームｎ－４及びｎ－５
上で論理的ＡＮＤ演算を使用して適用されることができる。上記の例は、その減少によっ
て（優秀な信頼性のために、より選好され得る）より多くのＰＵＣＣＨフォーマットがＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫペイロードを搬送するのに利用可能にできる他の場合に対して適用される
ことができる。例えば、前記接近方式は、表１３または表１４のサブフレーム４ＦＤＤ 
ＵＬ－ＤＬ構成２に対して適用されることができ、これによって、２個の伝送ブロックを
サポートするダウンリンク送信モードが設定されると仮定すると、最大ＨＡＲＱ－ＡＣＫ
ペイロードが４個にキャッピング（capping）できるようになる。
【０２０５】
　一実施形態で、空間－ドメインバンドリング（２個の伝送ブロックをサポートするＤＬ
送信モードに対するコードワードに（かける）わたったバンドリング）及び／または時間
－ドメインバンドリング（コードワードごとの、サブフレームに（かける）わたったバン
ドリング）のようなＨＡＲＱ－ＡＣＫ圧縮技術がＵＥに対して適用または設定される場合
には、ＦＤＤセルに対するＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報ペイロードの最大個数がより一層減少で
きる。時間－ドメインバンドリングの場合、
【０２０６】
【数１９】

【０２０７】
に対応するＨＡＲＱ－ＡＣＫに対する論理的ＡＮＤ演算が実行できる。この場合、ＨＡＲ
Ｑ－ＡＣＫペイロードサイズは、サブフレーム当たり２ビットまで減少され（一つの伝送
ブロックを有する送信モードの場合、１ビット）、ＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードを搬送す
るためにＰＵＣＣＨフォーマット１ｂが使用されることができる（または一つの伝送ブロ
ックを有する送信モードの場合、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａ）。また、
【０２０８】
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【数２０】

【０２０９】
でのサブセットサブフレームのみをバンドリングすることによる、部分的時間－ドメイン
バンドリングが可能であり得、例えば、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成６の場合、｛１３、１２
、１１、１０、９｝及び｛８、７、６、５、４｝が個別的にバンドリングされ得る。空間
－ドメインバンドリングの場合、サブフレームごとの、コードワードに（かける）わたっ
たＨＡＲＱ－ＡＣＫに対して論理的ＡＮＤ演算が実行できる。また、時間－ドメインバン
ドリング及び空間－ドメインバンドリングの組合が可能なこともある。
【０２１０】
　一つ以上の実施形態は、ＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードが圧縮される場合、例えば最大４
ビットのみのＨＡＲＱ－ＡＣＫペイロードがサブフレームで送信される必要がある場合に
利得を提供する。一例では、ＰＵＣＣＨフォーマット３がＦＤＤセルに対して使用または
設定されないこともある。これは、時間－ドメインバンドリングまたは空間－ドメインバ
ンドリングまたは両方ともの技術の組合で達成できる。
【０２１１】
　図１６は、本発明による、ＦＤＤセルのＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィール
ドに対するビットの数を決定するためのプロセスの一例（１６００）を示す図である。Ｕ
Ｅは、ここで、図１及び図３でのＵＥ１１６を表すことができる。図１６に示したプロセ
ス１６００の実施形態は、ただ例示のためのものである。プロセス１６００に対する他の
実施形態が本発明の範囲から逸脱せず使用されることができる。
【０２１２】
　一つ以上の実施形態は、ＦＤＤ及びＴＤＤ結合動作の場合にＦＤＤセルに対するそれぞ
れのＤＣＩフォーマットでＤＬ ＨＡＲＱプロセスフィールド、ＤＬ ＤＡＩフィールド、
及びＵＬ ＤＡＩフィールドを提供する。
【０２１３】
　ＵＥが上述したようなＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成を有するＦＤＤセル及びＴＤＤセルで設
定される場合、ＦＤＤセルに対する一つ以上のＤＬ ＤＣＩフォーマットの検出によるＰ
ＵＣＣＨでのＵＬ ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報の送信タイミングは、ＦＤＤセルでのＵＬサブ
フレームの利用可能性により決定され、従来のＦＤＤ動作とは異なり、これは毎サブフレ
ームで発生しないことがある。したがって、一つ以上のＤＬ ＤＣＩフォーマットの検出
に対する応答で、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するためのバンドリングウィンドウサイズ
は１より大きいことがある。ＦＤＤセルに対する一つ以上のＤＬ ＤＣＩフォーマットの
検出に対する応答で、ＵＥがＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を報告するために必要な追加レイテン
シーによって、レガシーＦＤＤセルの場合と比較する時、ＦＤＤセルでのＰＤＳＣＨ送信
のためのより多くの数のＤＬ ＨＡＲＱプロセスがサポートされる必要がある。例えば、
ノードＢからのＰＤＳＣＨ送信のエンドとＵＥでのそれぞれのＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報に対
する利用可能性間の３個サブフレームの遅延、ＵＥでのＨＡＲＱ－ＡＣＫ送信の先頭とノ
ードＢでの同一ＨＡＲＱプロセスに対するスケジューリング決定の利用可能性間の４個サ
ブフレームの遅延、及び（表１２、表１３及び表１４に示したような）ＦＤＤ ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成０及び６の場合にＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を報告するための最大１３個サブフレーム
の遅延を考慮すると、最大１７個サブフレームの遅延が発生でき、これによって、１７個
ＨＡＲＱプロセスの使用を必要とするようになる。表１５はそれぞれのＦＤＤ ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成のためのＨＡＲＱプロセスの最大数を表す。
【０２１４】
　ＴＤＤセルとＦＤＤセル間のＣＡの状況では、ＦＤＤ二次セルに対するＤＬ ＤＣＩフ
ォーマットのＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドが、レガシーＦＤＤセルの
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場合（単一－セルＦＤＤ動作を含む）より大きな数のビットを含むようになる。一方法で
、最大１７個の１７ＨＡＲＱプロセスをサポートするための、ＤＬ ＨＡＲＱプロセスイ
ンデックスフィールドに対するビットの数は５であり得る。しかしながら、ＦＤＤ ＵＬ
－ＤＬ構成０及び６のみが１７個ＨＡＲＱプロセスを必要とし、大多数の５－ビットＤＬ
 ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドは使用されない。
【０２１５】
　他の実施形態では、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成０及び６のためのＨＡＲＱプロセスの最大
数は１６個と定義され、したがって、ＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドに
対するビットの数は４個であり得る（ＴＤＤセルに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットのＤ
Ｌ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドに対するものと同様）。ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ
構成０及び６の場合、ＵＥは、最大１６個のＨＡＲＱプロセスのみを仮定する。図１６に
は、このような方法が示されている。
【０２１６】
　図１６を参照すると、ＦＤＤセルに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットを検出する時に、
動作１６０２では、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がエネイブルされているか否かをＵＥが考慮
する。エネイブルされている場合には、動作１６０４で、ＵＥに対するＤＬ ＤＣＩフォ
ーマットのＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドが４ビットを含み、そうでな
い場合には、動作１６０６で、ＵＥに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットのＤＬ ＨＡＲＱプ
ロセスインデックスフィールドは３ビットを含む。さらに他の方法で、ＤＬ ＨＡＲＱプ
ロセスインデックスフィールドに対するビットの数はＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成によって決
定されることができる。例えば、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成０及び６が設定されている場合
には、ＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドに対するビットの数が５となり、
そうでない場合には、ＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドに対するビットの
数が４となる。
【０２１７】
【表１５】

【０２１８】
ＦＤＤセルに対するＨＡＲＱプロセスの最大数
【０２１９】
　ＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールドのように、ＵＥからのＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ情報送信は、通例的に連続的なＴＴＩで発生できないために、ＦＤＤセルに対するそれ
ぞれのバンドリングウィンドウサイズは、１個より大きなＴＴＩであり得る。したがって
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、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がエネイブルされた場合には、ＦＤＤセルに対するＤＬ ＤＣＩ
フォーマットが、ＴＤＤセルに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットでのＤＬ ＤＡＩフィール
ドと同じように、バンドリングウィンドウでのＤＬ ＤＣＩフォーマットのカウンターと
して機能するＤＬ ＤＡＩフィールドを含む必要がある。ＴＤＤセルの場合、ＤＬ ＤＣＩ
フォーマットでのこのようなＤＬ ＤＡＩフィールドの存在は、ＴＤＤセル及びＦＤＤセ
ルに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットでのＤＬ ＨＡＲＱプロセスインデックスフィールド
に対する同一のサイズと共に、それがＴＤＤセルに対するものと予定されているかまたは
ＦＤＤセルに対するものと予定されているか否かに関係なく同一のサイズを有するＤＬ 
ＤＣＩフォーマットを引き起こすようになる。ＦＤＤセルに対するＤＬ ＤＡＩフィール
ドは、４より大きいことがあるが、２ビットを含むことができ、ＵＥは、同一のバンドリ
ングウィンドウ内の最後の検出されたＤＬ ＤＣＩフォーマットのインデックスに基づい
て、バンドリングウィンドウでのそれぞれのＤＬ ＤＣＩフォーマットに対するインデッ
クスを決定できる。例えば、‘００’のＤＬ ＤＡＩフィールド二進値が（仮に該当する
と）１、または５のＤＬ ＤＣＩフォーマットインデックスにマッピングされるかまたは
（仮に該当すると）同一のバンドリングウィンドウ内の９のＤＬ ＤＣＩフォーマットイ
ンデックスにマッピングされることができ、ＵＥは、‘０１’、または‘１０’、または
‘１１’の二進値を有するＤＬ ＤＡＩフィールドを含む単一のＤＬ ＤＣＩフォーマット
を事前に検出した場合には５の値を決定できる。
【０２２０】
　図１７は、本発明による、１次セルがＦＤＤセルであるかＴＤＤセルであるか否かによ
って、ＤＬ ＤＣＩフォーマットでのＤＬ ＤＡＩフィールドの存在を決定するためのプロ
セスの一例（１７００）を示す図である。ＵＥは、ここで、図１及び図３でのＵＥ１１６
を表すことができる。図１７に示したプロセス１７００の実施形態は、ただ例示のための
ものである。プロセス１７００に対する他の実施形態が本発明の範囲から逸脱せず使用さ
れることができる。
【０２２１】
　図１７を参照すると、ＦＤＤセルまたはＴＤＤセルに対するＤＬ ＤＣＩフォーマット
を検出する時に、動作１７０２、ＵＥは、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がエネイブルされてい
るか否かを考慮する。エネイブルされている場合には、動作１７０４、ＤＬ ＤＡＩフィ
ールドがＵＥに対するＤＬ ＤＣＩフォーマットに含まれる。そうでない場合には、動作
７０４で、ＵＥは、レガシー方式でＦＤＤセルで動作し、ＤＬ ＤＡＩフィールドがＵＥ
に対するＤＬ ＤＣＩフォーマットに含まれないようになる。
【０２２２】
　ＦＤＤセルでの動作の場合、ＰＵＳＣＨ送信でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をマルチプレキシ
ングするようにＵＥに指示するＵＬ ＤＡＩフィールドが、ＰＵＳＣＨ送信をスケジュー
リングするＵＬ ＤＣＩフォーマット内に含まれる必要がないこともある。これは、ＨＡ
ＲＱ－ＡＣＫ情報がＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするＵＬ ＤＣＩフォーマットと
同一のＴＴＩで（及び同一のセルで）送信されるＤＬ ＤＣＩフォーマットによって生成
され、これによって、ＵＥがＤＣＩフォーマットの全部を検出するか、ＤＣＩフォーマッ
トの全部をのがす可能性が高いからであり、また以前のＴＴＩでＤＬ ＤＣＩフォーマッ
トの検出によるＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報がそれぞれの以前のＰＵＳＣＨまたはＰＵＣＣＨで
既に送信されたからである。したがって、ＰＵＳＣＨ送信でＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をマル
チプレキシングするように、ＵＬ ＤＣＩフォーマットでのＵＬ ＤＡＩフィールドの使用
による、ＵＥに対する追加の明示的指示が必須ではないようになる。
【０２２３】
　ＵＬ周波数スイッチングを有する動作の場合、以前のＴＴＩでのＦＤＤセルに対するＤ
Ｌ ＤＣＩフォーマット検出によるＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報は、ＵＥがＦＤＤセルでＰＵＳ
ＣＨを送信するＴＴＩ以前に送信されないこともある。これは、ＵＥがＰＵＣＣＨで該当
ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を送信するようにするための、それぞれのＵＬ ＴＴＩがＦＤＤ Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成に対して存在しないこともあるからであり、またはＵＥが、送信されたＰＵ
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ＳＣＨでＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をマルチプレキシングするために、以前のＴＴＩでＰＵＳ
ＣＨ送信を行わないこともあるからである。したがって、ＦＤＤセルでのＰＵＳＣＨ送信
は、ＰＵＳＣＨ送信をスケジューリングするＵＬ ＤＣＩフォーマットのＴＴＩ以前のそ
れぞれのＴＴＩで、ＤＬ ＤＣＩフォーマット検出によってＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報を含む
必要があることもある。ＦＤＤセル（ＦＤＤ ＵＬ－が設定を有する）に対するＤＬ ＤＡ
Ｉフィールドは、４より大きいことがあるが、２ビットを含むことができ、ＵＥは、ＵＬ
 ＤＡＩフィールドの値に基づいて、また同一のバンドリングウィンドウ内の検出された
ＤＬ ＤＣＩフォーマットの数にも基づいて、マルチプレキシングするＨＡＲＱ－ＡＣＫ
情報ビットの数を決定できることに留意する。
【０２２４】
　図１８は、本発明による、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がエネイブルされるか否かによって
、ＤＬ ＤＣＩフォーマットでのＵＬ ＤＡＩフィールドの存在を決定するためのプロセス
の一例（１８００）を示す図である。ＵＥは、ここで、図１及び図３でのＵＥ１１６を表
すことができる。図１８に示したプロセス１８００の実施形態は、ただ例示のためのもの
である。プロセス１８００に対する他の実施形態が本発明の範囲から逸脱せず使用される
ことができる。
【０２２５】
　図１８を参照すると、ＦＤＤセルに対するＵＬ ＤＣＩフォーマットを検出する時に、
動作１８０２で、ＵＥは、ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成がエネイブルされているか否かを考慮
する。エネイブルされている場合には、動作１８０４で、ＵＬ ＤＡＩフィールドがＵＥ
に対するＵＬ ＤＣＩフォーマットに含まれる。そうでない場合には、動作１８０６で、
ＵＥがレガシーＦＤＤセルで動作し、ＵＬ ＤＡＩフィールドはＵＥに対するＵＬ ＤＣＩ
フォーマットに含まれないようになる。
【０２２６】
【数２１】

【０２２７】
を有するＵＬ ＤＡＩフィールドを含み、ＵＥがＰＵＣＣＨでＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報をマ
ルチプレキシングできるＴＴＩでＰＵＳＣＨをスケジューリングするＵＬ ＤＣＩフォー
マットの検出時に、ＰＵＣＣＨフォーマット３がＦＤＤセルに対して設定されている場合
には、ＵＥが
【０２２８】
【数２２】

【０２２９】
でマルチプレキシングし、ここで、ＯＦＤＤはＦＤＤセルに対するサブフレーム当たりＨ
ＡＲＱ－ＡＣＫビットの最大数である。ＵＥは、それぞれの検出されたＤＣＩフォーマッ
トでのＤＬ ＤＡＩフィールドの値から、ＤＬ ＴＴＩと各ＨＡＲＱ－ＡＣＫ情報間の関連
性を決定できる。
【０２３０】
　一つ以上の実施形態は、ＵＥバッファ状態報告（Buffer Status Report；ＢＳＲ）の機
能としてＵＬスイッチングを提供する。
【０２３１】
　上述したようにＵＬスイッチング設定を容易にするために、ネットワークノードがＵＥ
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のＲＲＣ設定を制御して（通例的には、ＥノードＢが１次セルを制御）、他のキャリアに
対するＵＥのバッファ状態報告を獲得することは利得となり得る。このような方式では、
ネットワークがＵＥに対するＴＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成及びＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成に関する
適切な決定を行うことができる。他のキャリアに対するＵＥのバッファ状態報告は、他の
ＥノードＢからのＸ２シグナリングを通して獲得されるかまたは複数のキャリアに対する
ＢＳＲが少なくとも１次セルで送信される場合にはＵＥから直接獲得できる。
【０２３２】
　ＵＬスイッチング動作がまたそれぞれのキャリアに対するＵＥのバッファ状態により暗
示的に決定されることもできる。ＵＥが特定キャリアに対するバッファにいずれのデータ
も有していない場合には、ＨＡＲＱ－ＡＣＫ、ＣＳＩ及びＳＲＳを送信することでなく、
ＵＬデータ送信のための対応ＵＬキャリア周波数へスイッチングする必要がない。したが
って、それぞれのキャリアに対するＢＳＲの認識に基づいて、ネットワークは、上述した
ようにＵＬ送信のためのキャリアスイッチングをエネイブルするか、またはＰＵＣＣＨま
たはＳＲＳ送信に対する例外が可能なＵＬ送信のためのキャリアスイッチングを中断する
ようにＵＥに指示することもできる。ＵＬスイッチングは、ＵＥが特定キャリアに対する
ノンエンプティ（non-empty）バッファを報告した以後に再度アクティブされることがで
きる。上述した内容は、二次セルが遅延－許容サービス（delay-tolerant service）をサ
ポートし、１次セルでは遅延－敏感サービス（delay-sensitive service）がサポートさ
れる場合に、特に適用されることができる。
【０２３３】
　上述したことよりはあまり頻繁でなくＵＬキャリアスイッチングが行われ、これによっ
て、ＵＥがフレーム当たり（または一フレームよりもあまり頻繁でなく）一つのＵＬサブ
フレームでＨＡＲＱ－ＡＣＫフィードバックを二次セルに提供でき、前記ＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋフィードバックは、複数のＤＬサブフレームを通した二次セルでのＰＤＳＣＨ受信に対
する応答である状況に対する、別途のＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングが定義され得る。
【０２３４】
　遅延－敏感サービスに利得となり得る他の実施形態では、ＵＬスイッチングがＵＥによ
り開始される。ＢＳＲの上位階層シグナリングと関連した遅延またはＥノードＢ間情報交
換と関連したバックホール遅延を防止するために、ＵＥは、ＰＵＣＣＨで“スイッチイン
ジケータ（switch indicator）”を送信するように設定されることができる。スイッチイ
ンジケータは、１－ビット情報を伝送し、ここでの正の値（例えば、二進数０）は、ＵＥ
が二次セルで送信するデータを有しているということを１次セルに表し（したがって、上
述したように、エネイブルされるようにするＵＬキャリアスイッチングを要請）、また、
ここでの負の値（例えば、二進数１）は、ＵＥがＵＬデータに対するエンプティバッファ
を有しているということを二次セルに表示し、デセイブルされるようにするＵＬキャリア
スイッチングを要請するものである。スイッチインジケータの送信のためのＰＵＣＣＨ構
造は、ＰＵＣＣＨフォーマット１ａに関することであり得る。
【０２３５】
　一つ以上の実施形態は、非－理想的バックホールを有するＦＤＤ及びＦＤＤ結合動作を
提供する。
【０２３６】
　上述した実施形態は、キャリアの間に非－理想的バックホールを有するＦＤＤ及びＦＤ
Ｄ結合動作（ＥノードＢ間ＣＡ）の場合に拡張されることができる。ＦＤＤセル（セル１
）が他のＦＤＤセル（セル２）とアグリゲーションされる場合、セル２のＵＬ周波数スイ
ッチングパターンは、セル１のパターンを補完できる。例えば、セル１が、表６でのよう
にＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成４と定義されたＵＬ周波数スイッチングパターンで設定される
場合、セル２の対応するＵＬ周波数スイッチングパターンは、サブフレーム０、５、６、
７、８及び９に対してＤ；サブフレーム１及び４に対してＤ／Ｓ；サブフレーム２及び３
に対してＤ／Ｕであり得る。表６内の各ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の場合、対応する相補的
ＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成が存在する。これが表１６に示されている（ここで、表６内の元
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来のＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成６は、それが設定０と同一であるので、削除された）。第１
のＦＤＤセルが第１のＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成で設定される場合、ＵＥは、第２のＦＤＤ
セルの第２のＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成を決定でき、したがって、第２のＦＤＤセルに対す
るＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成の明示的シグナリングが不要となる。
【０２３７】
【表１６】

【０２３８】
非－理想的バックホールを有するＦＤＤ及びＦＤＤキャリアアグリゲーションのためのＦ
ＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成
【０２３９】
　また、ＤＬ関連セットインデックス表ＫＦＤＤも表１６のＦＤＤ ＵＬ－ＤＬ構成６－
１１を含むように拡張される必要がある。より詳細な事項は、本明細書に記載された実施
形態を使用して容易に処理されることができるので、ここで省略する。
【０２４０】
　上述した実施形態は、２個のＦＤＤセル間のキャリアアグリゲーションの場合に適用さ
れることができる。
【０２４１】
本開示は、実施形態で説明されたが、様々な変更及び修正が当業者に提案されることがで
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される。
【符号の説明】
【０２４２】
１００　無線ネットワーク
１０１－１０３　ｅＮＢ
１１１－１１６　ＵＥ
１２０、１２５　カバレッジ領域
１３０　ネットワーク
２０５　アンテナ
２１０　送受信器
２１５　ＴＸ処理回路
２２０　ＲＸ処理回路
２２５　プロセッサ
２３０　メモリ
２３５　インターフェース
３０５　アンテナ
３１０　送受信器
３１５　ＴＸ処理回路
３２０　マイクロフォン
３２５　ＲＸ処理回路
３３０　スピーカ
３４０　メインプロセッサ
３４５　インターフェース
３５０　キーパッド
３５５　ディスプレイ
３６０　メモリ
４００　ＴＴＩ
４０２、４０４　ＯＦＤＭシンボル
５０４　スロット
５０６　シンボル
５１０　ＲＢ
６０４－６０６　シンボル
７０８　乗算器
７１０　ＤＦＴプリーコーダ
７１２　ＩＦＦＴ
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