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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＦＤＤ（Frequency　Division　Duplex）のアップリンク帯域がアップリンクに使用さ
れる第１のモードと、前記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリン
クの両方に使用される第２のモードとの間で、前記アップリンク帯域についての動作モー
ドを切り替える切替部と、
　前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受
信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンスについての指示、及び、前記アッ
プリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミングアド
バンスについての指示を行う制御部と、
を備える装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記第１のタイミン
グアドバンスについての前記指示、及び前記第２のタイミングアドバンスについての前記
指示を行う、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１のタイミングアドバンスについての前記指示、及び前記第２のタイミングアド
バンスについての前記指示は、前記第２のモードをサポートする同一の端末装置への指示
である、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
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　前記制御部は、タイミングアドバンスコマンドの通知により、前記第１のタイミングア
ドバンスについての前記指示、及び前記第２のタイミングアドバンスについての前記指示
を行う、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記タイミングアドバンスコマンドは、前記第１のタイミングアドバンスのためのタイ
ミングアドバンスコマンドと、前記第２のタイミングアドバンスのためのタイミングアド
バンスコマンドとを含む、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記第１のタイミングアドバンスのための前記タイミングアドバンスコマンドは、第１
のタイミングアドバンスグループのためのコマンドであり、
　前記第２のタイミングアドバンスのための前記タイミングアドバンスコマンドは、前記
第１のタイミングアドバンスグループとは異なる第２のタイミングアドバンスグループの
ためのコマンドである、
請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記制御部は、タイミングアドバンスコマンドの通知により、前記第１のタイミングア
ドバンス及び前記第２のタイミングアドバンスのうちの一方についての指示を行い、前記
第１のタイミングアドバンスと前記第２のタイミングアドバンスとの間のオフセットを示
す情報の通知により、前記第１のタイミングアドバンス及び前記第２のタイミングアドバ
ンスのうちの他方についての指示を行う、請求項３に記載の装置。
【請求項８】
　前記第１のタイミングアドバンスについての前記指示は、前記第２のモードをサポート
しない第１の端末装置への指示であり、
　前記第２のタイミングアドバンスについての前記指示は、前記第２のモードをサポート
する第２の端末装置への指示である、
請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１の端末装置は、前記ダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミング
に基づいて前記アップリンク帯域についてのアップリンク送信タイミングを調整する端末
装置であり、
　前記第２の端末装置は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップ
リンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングに基づいて前記アップリンク帯域につ
いてのアップリンク送信タイミングを調整する端末装置である、
請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯
域における同期信号の送信のための処理を行う、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２のモードは、前記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリ
ンクの両方に使用され、且つ、無線フレームのうちの少なくとも所定のサブフレームにお
いて前記アップリンク帯域がダウンリンクに使用されるモードであり、
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、無線フレームのうち
の前記所定のサブフレームにおいて前記同期信号が送信されるように、前記アップリンク
帯域における前記同期信号の送信のための処理を行う、
請求項１０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、スマートフォンの普及により、移動体通信ネットワークにおけるトラフィックが
急増している。場所及び／又は時間帯によって、ダウンリンク（downlink：ＤＬ）のトラ
フィックとアップリンク（uplink：ＵＬ）のトラフィックの比率が変動する。そのため、
トラフィックに応じて、ＤＬのための無線リソースの量と、ＵＬのための無線リソースの
量とを柔軟に調整することにより、無線リソースを効率的に使用することが望まれる。
【０００３】
　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）では、複信方式として、ＦＤＤ（Frequency　Divisi
on　Duplex）及びＴＤＤ（Time　Division　Duplex）がサポートされている。ＴＤＤでは
、トラフィックに応じて、ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを動的に変更することによ
り、無線フレームにおけるＵＬサブフレームとＤＬサブフレームとの比率を変更すること
ができる。即ち、ＴＤＤでは、ＤＬのための無線リソースの量と、ＵＬのための無線リソ
ースの量とを柔軟に調整することができる。一方、ＦＤＤでは、ＤＬ帯域とＵＬ帯域とが
予め決まっているので、ＤＬのための無線リソースの量と、ＵＬのための無線リソースの
量とを柔軟に調整することができない。ＦＤＤにおいて、より多くのＤＬ帯域とより少な
いＵＬ帯域をキャリアアグリゲーションにより使用することも可能であるが、結果として
、ＵＬ帯域の無線リソースの使用率が下がり、無線リソースが効率的に使用されるとは言
えない。
【０００４】
　そこで、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する手法が検討されて
いる。当該手法は、フレキシブルデュプレクス（Flexible　Duplex）と呼ばれ得る。例え
ば、特許文献１には、ＦＤＤのＵＬ帯域をＴＤＤモードで使用する技術が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００６－５１８５６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合には、当該Ｕ
Ｌ帯域において無線通信が良好に行われない可能性がある。
【０００７】
　そこで、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯
域においてより良好に無線通信を行うことを可能にする仕組みが提供されることが望まし
い。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示によれば、ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモード
と、上記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用さ
れる第２のモードとの間で、上記アップリンク帯域についての動作モードを切り替える切
替部と、上記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリ
ンク受信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンスについての指示、及び、上
記アップリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミン
グアドバンスについての指示を行う制御部と、を備える装置が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１の
モードと、上記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に
使用される第２のモードとの間で、上記アップリンク帯域についての動作モードを切り替
える切替部と、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記アップリンク帯域
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に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク送信タイミングと、上記ア
ップリンク帯域についてのダウンリンク送信タイミングとを同期させる制御部と、を備え
る装置が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１の
モードと、上記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に
使用される第２のモードとの間での、上記アップリンク帯域についての動作モードの切替
えを示す情報を取得する取得部と、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、上
記アップリンク帯域におけるアップリンク送信のための処理を行い、上記動作モードが上
記第２のモードである場合に、上記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアッ
プリンク送信のための処理を行う制御部と、を備える装置が提供される。上記制御部は、
上記動作モードが上記第１のモードであるか又は上記第２のモードであるかによらず、上
記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信タ
イミングに基づいて、上記アップリンク帯域についてのアップリンク送信タイミングを調
整する。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方
に使用する場合に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線通信を行うことが可能になる。な
お、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記効果とともに、又は上記効果に代
えて、本明細書に示されたいずれかの効果、又は本明細書から把握され得る他の効果が奏
されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ＦＤＤのケースにおけるＴＡの一例を説明するための説明図である。
【図２】ＴＤＤのケースにおけるＴＡの一例を説明するための説明図である。
【図３】ＦＤＤ－ＬＴＥにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信の一例を説明するための説明図
である。
【図４】ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの例を説明するための説明図である
。
【図５】本開示の実施形態に係るシステムの概略的な構成の一例を示す説明図である。
【図６】基地局がマクロセルの基地局であるケースを説明するための説明図である。
【図７】基地局がスモールセルの基地局であるケースを説明するための説明図である。
【図８】同実施形態に係る基地局の構成の一例を示すブロック図である。
【図９】同実施形態に係る端末装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図１０】同実施形態に係る端末装置の無線通信部に含まれるハードウェアの一例を説明
するための説明図である。
【図１１】ＵＬ帯域におけるＵＬとＤＬとの切替えに起因するＤＬ送信タイミングの遅延
の一例を説明するための説明図である。
【図１２】第１のＴＡ及び第２のＴＡの例を説明するための説明図である。
【図１３】第１の実施形態に係る第１のモードでの処理の概略的な流れの一例を示すシー
ケンス図である。
【図１４】第１の実施形態に係る第２のモードでの処理の概略的な流れの一例を示すシー
ケンス図である。
【図１５】第２の実施形態に係る第２のモードでの処理の概略的な流れの一例を示すシー
ケンス図である。
【図１６】ＤＬ帯域及びＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングの例を説明するための説
明図である。
【図１７】第３の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
【図１８】第４の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
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【図１９】ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信されるサブフレームがＤＬサブ
フレームである例を説明するための説明図である。
【図２０】ＤＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションのために定義されたサブ
フレームの一例を説明するための説明図である。
【図２１】ＤＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信の
一例を説明するための説明図である。
【図２２】ＵＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信の
一例を説明するための説明図である。
【図２３】ＵＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションのために定義されたサブ
フレームの一例を説明するための説明図である。
【図２４】ＵＬ帯域において送信されるＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信の
一例を説明するための説明図である。
【図２５】第５の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。
【図２６】ｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブロック図である。
【図２７】ｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブロック図である。
【図２８】スマートフォンの概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【図２９】カーナビゲーション装置の概略的な構成の一例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付の図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する
。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．はじめに
　２．システムの概略的な構成
　３．各装置の構成
　　３．１．基地局の構成
　　３．３．端末装置の構成
　４．第１の実施形態
　　４．１．技術的課題
　　４．２．技術的特徴
　　４．３．処理の流れ
　５．第２の実施形態
　　５．１．技術的課題
　　５．２．技術的特徴
　　５．３．処理の流れ
　６．第３の実施形態
　　６．１．技術的課題
　　６．２．技術的特徴
　　６．３．処理の流れ
　７．第４の実施形態
　　７．１．技術的課題
　　７．２．技術的特徴
　　７．３．処理の流れ
　８．第５の実施形態
　　８．１．技術的課題
　　８．２．技術的特徴
　　８．３．処理の流れ
　９．応用例
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　　９．１．基地局に関する応用例
　　９．２．端末装置に関する応用例
　１０．まとめ
【００１５】
　＜＜１．はじめに＞＞
　はじめに、図１～図４を参照して、ＵＬ送信タイミングの調整、及びＡＣＫ（Acknowle
dgement）／ＮＡＣＫ（Negative　Acknowledgement）の送信タイミングを説明する。
【００１６】
　（１）ＵＬ送信タイミングの調整
　（ａ）タイミングアドバンス（Timing　Advance：ＴＡ）
　基地局（例えば、ｅＮＢ（evolved　Node　B））と端末装置（例えば、ＵＥ（User　Eq
uipment））との間の距離及び伝搬遅延は、端末装置によって異なる。そのため、複数の
端末装置からのＵＬ信号の基地局における受信タイミングが同期するように、上記複数の
端末装置の各々のＵＬ送信タイミングが調整される。より具体的には、例えば、基地局は
、タイミングアドバンス（ＴＡ）コマンドを端末装置に通知し、端末装置は、当該ＴＡコ
マンドに基づいて、ＵＬ送信タイミングを調整（adjust）する。
【００１７】
　（ａ－１）ＴＡの初期値
　例えば、端末装置がランダムアクセスプリアンブルを送信すると、基地局は、ＴＡ（例
えば、ＴＡ＝０～１２８２）を示すＴＡコマンドを含むランダムアクセスレスポンスを上
記端末装置へ送信する。そして、上記端末装置は、ＴＡからＮＴＡ（ＮＴＡ＝ＴＡ＊１６
）を算出する。そして、上記端末装置は、ＤＬ受信タイミングと、ＮＴＡとに基づいて、
ＵＬ送信タイミングを調整する。
【００１８】
　ＦＤＤのケースでは、ＴＡ（即ち、ＵＬ送信タイミングとＤＬ受信タイミングとのの差
分）は、ＮＴＡ＊ＴＳである。ＴＳは、１／３０．７２マイクロ秒（ｕｓ）である。
【００１９】
　一方、ＴＤＤのケースでは、ＴＡは、（ＮＴＡ＋６２４）＊ＴＳである。６２４＊ＴＳ

のオフセットは、基地局におけるＵＬ受信からＤＬ送信への切替えを許容するためのもの
である。
【００２０】
　このように、ＮＴＡから１つのＴＡが導かれるので、ＮＴＡは、ＴＡを示す情報である
と言える。
【００２１】
　（a－２）ＴＡの更新
　ランダムアクセス処理後には、基地局は、ＴＡの更新のために、ＴＡ（例えば、ＴＡ＝
０～６３）を示すＴＡコマンドを端末装置に通知する。そして、上記端末装置は、ＮＴＡ

，ｏｌｄ及びＴＡから、ＮＴＡ，Ｎｅｗ（ＮＴＡ，Ｎｅｗ＝ＮＴＡ，ｏｌｄ＋（ＴＡ－３
１）＊１６）を算出する。そして、上記端末装置は、ＤＬ受信タイミングと、ＮＴＡ，Ｎ

ｅｗとに基づいて、ＵＬ送信タイミングを調整する。
【００２２】
　（a－３）ＴＡの例
　図１は、ＦＤＤのケースにおけるＴＡの一例を説明するための説明図である。図１を参
照すると、ＦＤＤのケースにおける基地局及び端末装置の送受信タイミングが示されてい
る。例えば、基地局では、ＤＬ送信タイミングとＵＬ受信タイミングとが同期している。
換言すると、当該基地局では、ＤＬフレームタイミングとＵＬフレームタイミングとが同
期している。一方、伝搬遅延に起因して、端末装置におけるＤＬ受信タイミングは、上記
基地局におけるＤＬ送信タイミングよりも遅く、上記端末装置におけるＵＬ送信タイミン
グは、上記基地局におけるＵＬ受信タイミングよりも早い。上記端末装置におけるＵＬ送
信タイミングは、上記端末装置におけるＤＬ受信タイミングよりも、ＴＡ９１だけ早い。
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【００２３】
　図２は、ＴＤＤのケースにおけるＴＡの一例を説明するための説明図である。図２を参
照すると、ＴＤＤのケースにおける基地局及び端末装置の送受信タイミングが示されてい
る。ＴＤＤのケースでも、伝搬遅延に起因して、端末装置におけるＤＬ受信タイミングは
、基地局におけるＤＬ送信タイミングよりも遅く、上記端末装置におけるＵＬ送信タイミ
ングは、上記基地局におけるＵＬ受信タイミングよりも早い。上記端末装置におけるＵＬ
送信タイミングは、上記端末装置におけるＤＬ受信タイミング９５よりも、ＴＡ９３だけ
早い。なお、基地局において、ＵＬ受信からＤＬ送信への切替えに、時間９７を要する。
同様に、端末装置においても、ＤＬ受信からＵＬ送信への切替えに、時間９９を要する。
【００２４】
　（ｂ）タイミングアドバンスグループ（Timing　Advance　Group：ＴＡＧ）
　端末装置は、キャリアアグリゲーションにより、最大５つのコンポーネントキャリア（
Component　Carrier：ＣＣ）を同時に使用することができる。端末装置は、ＤＬ受信タイ
ミングと、ＴＡを示す情報とに基づいて、プライマリセルのＰＵＣＣＨ（Physical　Upli
nk　Control　Channel）／ＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared　Channel）／ＳＲＳ
（Sounding　Reference　Signal）についてのＵＬ送信タイミングを調整する。さらに、
端末装置は、ＤＬ受信タイミングと、ＴＡを示す情報とに基づいて、セカンダリセルのＰ
ＵＳＣＨ／ＳＲＳについてのＵＬ送信タイミングを調整する。
【００２５】
　例えば、同一の基地局が、同期した複数のＣＣを使用する場合には、当該複数のＣＣに
共通のＴＡが使用される。この場合に、上記複数のＣＣは、同一のタイミングアドバンス
グループ（ＴＡＧ）に属し、上記ＴＡは、このＴＡＧのＴＡである。端末装置は、複数の
ＴＡＧのＴＡを管理する。端末装置は、あるＴＡＧに属するＣＣについてのＵＬ送信タイ
ミングを、当該あるＴＡＧのＴＡに基づいて調整する。ＴＡコマンドＭＡＣ（Medium　Ac
cess　Control）コントロールエレメントは、２ビットのＴＡＧ　ＩＤ、及び６ビットの
ＴＡコマンドを含む。
【００２６】
　（２）ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信
　（ａ）ＦＤＤ
　ＦＤＤ－ＬＴＥでは、ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、当該ＤＬデータが送
信されるサブフレームの４サブフレーム後のサブフレームにおいて送信される。以下、こ
の点について図３を参照して具体例を説明する。
【００２７】
　図３は、ＦＤＤ－ＬＴＥにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信の一例を説明するための説明
図である。図３を参照すると、ＦＤＤのＤＬ帯域のサブフレームと、ＦＤＤのＵＬ帯域の
サブフレームとが示されている。例えば、ＤＬデータが、サブフレーム番号が０であるサ
ブフレームで送信されると、当該ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、サブフレー
ム番号が４であるサブフレームで送信される。同様に、ＤＬデータが、サブフレーム番号
が１であるサブフレームで送信されると、当該ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは
、サブフレーム番号が５であるサブフレームで送信される。
【００２８】
　（ｂ）ＴＤＤ
　ＴＤＤのケースでは、ＤＬデータが送信されるサブフレームの４サブフレーム後のサブ
フレームが、ＵＬサブフレームであるとは限らない。そのため、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコン
フィギュレーションごとに、ＤＬデータが送信されるＤＬサブフレームと、当該ＤＬデー
タについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信されるＵＬサブフレームとの対応が、３ＧＰＰ（Th
ird　Generation　Partnership　Project）　ＴＳ３６．２１３　Ｔａｂｌｅ　１０．１
．３．１－１において規定されている。以下、図４を参照して、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコン
フィギュレーションの例を説明する。
【００２９】
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　図４は、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの例を説明するための説明図であ
る。図４を参照すると、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションとして、コンフィギ
ュレーション０～６が示されている。このように、ＴＤＤでは、コンフィギュレーション
によって、ＵＬサブフレーム及びＤＬサブフレームの数及び配置が異なる。なお、コンフ
ィギュレーション０～６は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に含まれるＴａｂｌｅ　４．
２－２に示されているものと同じである。
【００３０】
　＜＜２．システムの概略的な構成＞＞
　続いて、図５～図７を参照して、本開示の実施形態に係るシステム１の概略的な構成を
説明する。図５は、本実施形態に係るシステム１の概略的な構成の一例を示す説明図であ
る。図５を参照すると、システム１は、基地局１００及び端末装置２００を含む。
【００３１】
　（１）基地局１００
　基地局１００は、移動体通信システム（又はセルラーシステム）の基地局である。一例
として、当該移動体通信システムは、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、又はこれらに
準ずる通信規格に準拠したシステムである。基地局１００は、ＦＤＤをサポートし、ＦＤ
ＤのＤＬ帯域及びＵＬ帯域を使用して、（セル１０１内に位置する）端末装置との無線通
信を行う。例えば、上記ＵＬ帯域は、ＵＬのコンポーネントキャリア（ＣＣ）であり、上
記ＤＬ帯域は、ＤＬのＣＣである。
【００３２】
　とりわけ、基地局１００は、上記ＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモードと、上記Ｕ
Ｌ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの間で、上記ＵＬ
帯域についての動作モードを切り替える。
【００３３】
　例えば、上記動作モードが上記第１のモードである場合には、基地局１００は、上記Ｄ
Ｌ帯域において端末装置へのＤＬ信号を送信し、上記ＵＬ帯域において端末装置からのＵ
Ｌ信号を受信する。
【００３４】
　例えば、上記動作モードが上記第２のモードである場合には、基地局１００は、上記Ｄ
Ｌ帯域において端末装置へのＤＬ信号を送信し、さらに、上記ＵＬ帯域においてＤＬサブ
フレームで端末装置へのＤＬ信号を送信する。また、基地局１００は、上記ＵＬ帯域にお
いてＵＬサブフレームで端末装置からのＵＬ信号を受信する。
【００３５】
　（２）端末装置２００
　端末装置２００は、上記移動体通信システム（又はセルラーシステム）において通信可
能な端末装置である。とりわけ、基地局１００は、上記第２のモードをサポートする。
【００３６】
　例えば、上記動作モードが上記第１のモードである場合には、端末装置２００は、上記
ＤＬ帯域において基地局１００からのＤＬ信号を受信し、上記ＵＬ帯域において基地局１
００へのＵＬ信号を送信する。
【００３７】
　例えば、上記動作モードが上記第２のモードである場合には、端末装置２００は、上記
ＤＬ帯域において基地局１００からのＤＬ信号を受信し、さらに、上記ＵＬ帯域において
ＤＬサブフレームで基地局１００からのＤＬ信号を受信する。また、端末装置２００は、
上記ＵＬ帯域においてＵＬサブフレームで基地局１００へのＵＬ信号を送信する。
【００３８】
　（３）ＨｅｔＮｅｔ
　（ａ）マクロセルのケース
　例えば、基地局１００は、マクロセルの基地局である。即ち、セル１０１は、マクロセ
ルである。以下、この点について図６を参照して、具体例を説明する。
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【００３９】
　図６は、基地局１００がマクロセルの基地局であるケースを説明するための説明図であ
る。図６を参照すると、基地局１００及び端末装置２００が示されている。この例では、
基地局１００は、マクロセルの基地局であり、セル１０１は、スモールセル２１と重なる
マクロセルである。例えば、端末装置２００は、スモールセル２１内に位置する場合に、
スモールセル２１の基地局２０との無線通信を行うことが可能である。
【００４０】
　（ｂ）スモールセルのケース
　基地局１００は、スモールセルの基地局であってもよい。即ち、セル１０１は、スモー
ルセルであってもよい。以下、この点について図７を参照して、具体例を説明する。
【００４１】
　図７は、基地局１００がスモールセルの基地局であるケースを説明するための説明図で
ある。図７を参照すると、基地局１００及び端末装置２００が示されている。この例では
、基地局１００は、スモールセルの基地局であり、セル１０１は、マクロセル３１と重な
るスモールセルである。例えば、端末装置２００は、マクロセル３１内に位置する場合に
、マクロセル３１の基地局３０との無線通信を行うことが可能である。
【００４２】
　＜＜３．各装置の構成＞＞
　続いて、図８～図１０を参照して、本開示の実施形態に係る基地局１００及び端末装置
２００の構成を説明する
【００４３】
　＜３．１．基地局の構成＞
　まず、図８を参照して、本開示の実施形態に係る基地局１００の構成の一例を説明する
。図８は、本開示の実施形態に係る基地局１００の構成の一例を示すブロック図である。
図８を参照すると、基地局１００は、アンテナ部１１０、無線通信部１２０、ネットワー
ク通信部１３０、記憶部１４０及び処理部１５０を備える。
【００４４】
　（１）アンテナ部１１０
　アンテナ部１１０は、無線通信部１２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部１１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部１
２０へ出力する。
【００４５】
　（２）無線通信部１２０
　無線通信部１２０は、信号を送受信する。例えば、無線通信部１２０は、端末装置への
ＤＬ信号を送信し、端末装置からのＵＬ信号を受信する。
【００４６】
　（３）ネットワーク通信部１３０
　ネットワーク通信部１３０は、情報を送受信する。例えば、ネットワーク通信部１３０
は、他のノードへの情報を送信し、他のノードからの情報を受信する。例えば、上記他の
ノードは、他の基地局及びコアネットワークノードを含む。
【００４７】
　（４）記憶部１４０
　記憶部１４０は、基地局１００の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的に
又は恒久的に記憶する。
【００４８】
　（５）処理部１５０
　処理部１５０は、基地局１００の様々な機能を提供する。処理部１５０は、切替部１５
１及び制御部１５３を含む。なお、処理部１５０は、これらの構成要素以外の他の構成要
素をさらに含み得る。即ち、処理部１５０は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い
得る。
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【００４９】
　切替部１５１及び制御部１５３は、後に詳細に説明する。
【００５０】
　＜３．２．端末装置の構成＞
　まず、図９及び図１０を参照して、本開示の実施形態に係る端末装置２００の構成の一
例を説明する。図９は、本開示の実施形態に係る端末装置２００の構成の一例を示すブロ
ック図である。図９を参照すると、端末装置２００は、アンテナ部２１０、無線通信部２
２０、記憶部２３０及び処理部２４０を備える。
【００５１】
　（１）アンテナ部２１０
　アンテナ部２１０は、無線通信部２２０により出力される信号を電波として空間に放射
する。また、アンテナ部２１０は、空間の電波を信号に変換し、当該信号を無線通信部２
２０へ出力する。
【００５２】
　（２）無線通信部２２０
　無線通信部２２０は、信号を送受信する。例えば、無線通信部２２０は、基地局からの
ＤＬ信号を受信し、基地局へのＵＬ信号を送信する。以下、図１０を参照して、無線通信
部２２０に含まれるハードウェアの一例を説明する。
【００５３】
　図１０は、本開示の実施形態に係る端末装置２００の無線通信部２２０に含まれるハー
ドウェアの一例を説明するための説明図である。図１０を参照すると、無線通信部２２０
に含まれるＦＤＤ－ＤＬ受信回路２２１、ＦＤＤ－ＵＬ送信回路２２３、ＴＤＤ－ＤＬ受
信回路２２５が示されている。また、ＦＤＤのＵＬ帯域のため局部発振器（local　oscil
lator）２２７、及び、ＦＤＤのＤＬ帯域のための局部発振器２２９も示されている。さ
らに、アンテナ部２１０に含まれるアンテナ２１１も示されている。例えば、ＵＬ帯域に
ついての動作モードが、上記ＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモードである場合には、
ＦＤＤ－ＤＬ受信回路２２１及びＦＤＤ－ＵＬ送信回路２２３が用いられる。例えば、上
記動作モードが、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモ
ードである場合には、ＦＤＤ－ＤＬ受信回路２２１及びＦＤＤ－ＵＬ送信回路２２３に加
えて、ＴＤＤ－ＤＬ受信回路２２５が用いられる。より具体的に、時分割で、ＦＤＤ－Ｕ
Ｌ送信回路２２３及びＴＤＤ－ＤＬ受信回路２２５が用いられる。
【００５４】
　（３）記憶部２３０
　記憶部２３０は、端末装置２００の動作のためのプログラム及び様々なデータを一時的
に又は恒久的に記憶する。
【００５５】
　（４）処理部２４０
　処理部２４０は、端末装置２００の様々な機能を提供する。処理部２４０は、情報取得
部２４１及び制御部２４３を含む。なお、処理部２４０は、これらの構成要素以外の他の
構成要素をさらに含み得る。即ち、処理部２４０は、これらの構成要素の動作以外の動作
も行い得る。
【００５６】
　情報取得部２４１及び制御部２４３は、後に詳細に説明する。
【００５７】
　＜＜４．第１の実施形態＞＞
　続いて、図１１～図１４を参照して、本開示の第１の実施形態を説明する。
【００５８】
　＜４．１．技術的課題＞
　まず、図１１を参照して、第１の実施形態に係る技術的課題を説明する。
【００５９】
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　ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する手法が検討されている。当
該手法は、フレキシブルデュプレクスと呼ばれ得る。
【００６０】
　しかし、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合には、当該Ｕ
Ｌ帯域において無線通信が良好に行われない可能性がある。
【００６１】
　より具体的には、例えば、ＵＬ帯域におけるＵＬからＤＬへの切替えに起因して、当該
ＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングが遅れる。その結果、ＦＤＤのＤＬ帯域について
のＤＬ送信タイミングと、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ送信のタイミングとの間にずれが
生じ得る。そのため、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準として調整され
たＵＬ送信タイミングと、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準として調整
されたＵＬ送信タイミングとは、異なり得る。よって、基地局におけるＵＬ受信タイミン
グの同期が実現されない可能性がある。以下、この点について図１１を参照して切替えに
起因するＤＬ送信タイミングの遅延の具体例を説明する。
【００６２】
　図１１は、ＵＬ帯域におけるＵＬとＤＬとの切替えに起因するＤＬ送信タイミングの遅
延の一例を説明するための説明図である。図１１を参照すると、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬ
に使用される第１のモードでの基地局における送受信タイミングと、当該ＵＬ帯域が時分
割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードでの当該基地局における送受信タ
イミングとが、示されている。例えば、上記第１のモードでは、上記基地局においてＤＬ
送信タイミングとＵＬ受信タイミングとが同期している。一方、上記第２のモードでは、
上記ＵＬ帯域におけるＵＬからＤＬへの切替えに時間８１を要するため、上記基地局にお
いて、当該ＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングが、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信
タイミングよりも遅れる。その結果、端末装置でも、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タ
イミングが、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングよりも送れる。そのため、上記
ＤＬ帯域についての上記ＤＬ受信タイミングを基準として調整されるＵＬ送信タイミング
と、上記ＵＬ帯域についての上記ＤＬ受信タイミングを基準として調整されるＵＬ送信タ
イミングとが、異なる。よって、基地局におけるＵＬ受信タイミングの同期が実現されな
い可能性がある。
【００６３】
　そこで、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯
域においてより良好に無線通信を行うことを可能にする仕組みが提供されることが望まし
い。より具体的には、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用す
る場合に基地局におけるＵＬ受信タイミングの同期を実現することを可能にする仕組みが
提供されることが望ましい。
【００６４】
　＜４．２．技術的特徴＞
　次に、図１２を参照して、第１の実施形態に係る技術的特徴を説明する。
【００６５】
　（１）動作モードの切替え
　基地局１００（切替部１５１）は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモード
と、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの間で
、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える。
【００６６】
　（ａ）切替えのトリガ
　例えば、セル１０１においてＤＬのトラフィックがＵＬのトラフィックよりも十分に大
きくなり、且つ、上記第２のモードをサポートする端末装置の数が十分であれば、基地局
１００（切替部１５１）は、上記ＵＬ帯域についての上記動作モードを、上記第１のモー
ドから上記第２のモードに切り替える。
【００６７】
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　（ｂ）切替え前後でのＵＬ送信タイミング
　例えば、基地局１００は、上記ＵＬ帯域についての上記動作モードの切替えの前後で、
ＵＬ送信タイミング（換言すると、ＵＬフレームタイミング）を変更しない。これにより
、例えば、上記第２のモードをサポートしない端末装置（以下、「レガシー端末」と呼ぶ
）への影響をより小さくすることが可能になる。
【００６８】
　なお、上記第２のモードでは、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングは、上記動
作モードの切替えに起因する遅延の分だけ、上記ＵＬ帯域に対応するＦＤＤのＤＬ帯域に
ついてのＤＬ送信タイミングよりも遅くなる。この点については、図１１を参照して説明
したとおりである。
【００６９】
　（ｃ）切替えの通知
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記第１のモードと上記第２のモードとの
間での上記動作モードの切替えを示す情報（以下、「モード切替え情報」と呼ぶ）を、端
末装置２００に通知する。
【００７０】
　具体的には、例えば、基地局１００（制御部１５３）は、システム情報（System　Info
rmation）の中で、上記モード切替え情報を端末装置２００に通知する。あるいは、基地
局１００（制御部１５３）は、端末装置２００への個別のシグナリングにより、上記モー
ド切替え情報を端末装置２００に通知してもよい。例えば、当該個別のシグナリングは、
ＲＲＣ（Radio　Resource　Control）シグナリングであってもよい。
【００７１】
　（ｄ）切替えに応じた端末装置２００の動作
　端末装置２００（情報取得部２４１）は、上記モード切替え情報を取得する。端末装置
２００は、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、上記ＵＬ帯域においてＵＬ
送信を行い、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ帯域においてＤ
Ｌ受信及びＵＬ送信を行う。
【００７２】
　端末装置２００の制御部２４３は、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、
上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信のための処理を行い、上記動作モードが上記第２のモード
である場合に、上記ＵＬ帯域におけるＤＬ受信及びＵＬ送信のための処理を行う。
【００７３】
　（２）タイミングアドバンスについての指示
　第１の実施形態では、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ
受信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンス（timing　advance：ＴＡ）に
ついての指示、及び、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とする第２のＴ
Ａについての指示を行う。
【００７４】
　とりわけ第１の実施形態では、上記第１のＴＡについての上記指示、及び上記第２のＴ
Ａについての上記指示は、上記第２のモードをサポートする同一の端末装置２００への指
示である。
【００７５】
　一方、端末装置２００（制御部２４３）は、上記動作モードが上記第２のモードである
場合に、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第１のＴＡを示す情報に基
づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する。あるいは、端末装置２
００（制御部２４３）は、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ帯
域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第２のＴＡを示す情報とに基づいて、上記ＵＬ
帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する。
【００７６】
　（ａ）第２のモードでの指示
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　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２のモードである
場合に、上記第１のＴＡについての上記指示、及び上記第２のＴＡについての上記指示を
行う。
【００７７】
　（ｂ）第１のＴＡ及び第２のＴＡ
　例えば、上記第２のＴＡは、上記第１のＴＡよりも長い。以下、図１２を参照して、上
記第１のＴＡ及び上記第２のＴＡの具体例を説明する。
【００７８】
　図１２は、第１のＴＡ及び第２のＴＡの例を説明するための説明図である。図１２を参
照すると、ＵＬ帯域についての動作モードが第２のモードである場合における基地局１０
０及び端末装置２００の送受信タイミングが示されている。基地局１００では、ＵＬ帯域
におけるＵＬからＤＬへの切替えに時間４１を要するため、当該ＵＬ帯域についてのＤＬ
送信タイミングが、ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングよりも遅れる。その結果、端
末装置２００でも、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングが、上記ＤＬ帯域につい
てのＤＬ受信タイミングよりも送れる。そのため、基地局１００（制御部１５３）は、上
記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とする第１のＴＡ４３についての指示と
、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とする第２のＴＡ４５についての指
示とを行う。第２のＴＡ４５は、第１のＴＡ４３よりも長い。端末装置２００（制御部２
４３）は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、第１のＴＡ４３を示す情報と
に基づいて、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信タイミングを調整する。あるいは、端末装置
２００（制御部２４３）は、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、第２のＴＡ
４５を示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信タイミングを調整する。
【００７９】
　（ｃ）指示の手法
　（ｃ－１）タイミングアドバンスコマンドの通知
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、タイミングアドバンス（ＴＡ）コマンドの
通知により、上記第１のＴＡについての上記指示、及び上記第２のＴＡについての上記指
示を行う。
【００８０】
　　－個々のＴＡコマンド
　例えば、上記ＴＡコマンドは、上記第１のＴＡのためのＴＡコマンドと、上記第２のＴ
ＡためのＴＡコマンドとを含む。即ち、基地局１００（制御部１５３）は、上記第１のＴ
ＡのためのＴＡコマンドの通知により、上記第１のＴＡについての指示を行い、上記第２
のＴＡのためのＴＡコマンドの通知により、上記第２のＴＡについての指示を行う。
【００８１】
　例えば、端末装置２００（制御部２４３）は、上記第１のＴＡのための上記ＴＡコマン
ドに基づいて、上記第１のＴＡを示す情報を生成し、上記第２のＴＡのための上記ＴＡコ
マンドに基づいて、上記第２のＴＡを示す情報を生成する。
【００８２】
　具体的には、例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記第１のＴＡを調整するた
めのＴＡ１を示すＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。さらに、基地局１００（制
御部１５３）は、上記第２のＴＡを調整するためのＴＡ２を示すＴＡコマンドを端末装置
２００に通知する。例えば、端末装置２００は、ＴＡ１から、上記第１のＴＡについての
ＮＴＡ１を算出する。即ち、端末装置２００は、上記第１のＴＡを示す情報であるＮＴＡ

１を生成する。そして、端末装置２００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミング
とＮＴＡ１とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する。ある
いは、端末装置２００は、ＴＡ２から、上記第２のＴＡについてのＮＴＡ２を算出する。
即ち、端末装置２００は、上記第２のＴＡを示す情報であるＮＴＡ２を生成する。そして
、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングとＮＴＡ２とに基づい
て、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する。
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【００８３】
　これにより、例えば、２つのＴＡを別々に更新することが可能になる。そのため、端末
装置２００は、ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミング、及び上記ＵＬについてのＤＬ受
信タイミングのいずれに基づいても、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを適切
に調整することが可能になる。また、上記ＵＬ帯域とは遅延分散が異なる上記ＤＬ帯域に
おけるＤＬ受信タイミングではなく、上記ＵＬ帯域におけるＤＬ受信タイミングに基づい
て、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信タイミングを調整することにより、より高い精度での
タイミング調整が可能になる。
【００８４】
　　－タイミングアドバンスグループ（ＴＡＧ）
　例えば、上記第１のＴＡのための上記ＴＡコマンドは、第１のＴＡＧのためのコマンド
であり、上記第２のＴＡのための上記ＴＡコマンドは、上記第１のＴＡＧとは異なる第２
のＴＡＧのためのコマンドである。
【００８５】
　具体的には、例えば、基地局１００は、上記第１のＴＡのためのＴＡコマンドと上記第
１のＴＡＧのＴＡＧ　ＩＤとを含むＭＡＣコントロールエレメントを、端末装置２００へ
送信する。さらに、基地局１００は、上記第２のＴＡのためのＴＡコマンドと上記第２の
ＴＡＧのＴＡＧ　ＩＤとを含むＭＡＣコントロールエレメントを、端末装置２００へ送信
する。
【００８６】
　これにより、例えば、端末装置２００は、上記第１のＴＡのためのＴＡコマンドと、上
記第２のＴＡのためのＴＡコマンドとを区別することが可能になる。
【００８７】
　（ｃ－２）オフセットの通知
　基地局１００（制御部１５３）は、ＴＡコマンドの通知により、上記第１のＴＡ及び上
記第２のＴＡのうちの一方についての指示を行い、上記第１のＴＡと上記第２のＴＡとの
間のオフセットを示す情報（以下、「オフセット情報」と呼ぶ）の通知により、上記第１
のＴＡ及び上記第２のＴＡのうちの他方についての指示を行ってもよい。
【００８８】
　端末装置２００（制御部２４３）は、上記ＴＡコマンドに基づいて、上記第１のＴＡ及
び上記第２のＴＡのうちの上記一方を示す情報を生成し、当該情報と上記オフセット情報
とに基づいて、上記第１のＴＡ及び上記第２のＴＡのうちの上記他方を示す情報を生成し
てもよい。
【００８９】
　上記第１のＴＡ及び上記第２のＴＡのうちの一方は、上記第１のＴＡであり、上記第１
のＴＡ及び上記第２のＴＡのうちの他方は、上記第２のＴＡであってもよい。
【００９０】
　　－具体的な例
　具体的には、基地局１００（制御部１５３）は、上記第１のＴＡを調整するためのＴＡ

１を示すＴＡコマンドを端末装置２００に通知してもよい。端末装置２００は、ＴＡ１か
ら、上記第１のＴＡについてのＮＴＡ１を算出してもよい。即ち、端末装置２００は、上
記第１のＴＡを示す情報であるＮＴＡ１を生成してもよい。また、基地局１００（制御部
１５３）は、（例えば、システム情報の中で、又はシグナリングにより、）上記第１のＴ
Ａと上記第２のＴＡとの間のオフセットを示す情報（オフセット情報）であるＮＴＡ＿ｏ

ｆｆｓｅｔを端末装置２００に通知してもよい。端末装置２００は、ＮＴＡ１とＮＴＡ＿

ｏｆｆｓｅｔとから、ＮＴＡ２（例えば、ＮＴＡ１＋ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔ）を算出して
もよい。即ち、端末装置２００は、上記第２のＴＡを示す情報であるＮＴＡ２を生成して
もよい。なお、ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔは、所定値（例えば、６２４）であってもよい。
【００９１】
　　－オフセットの使用の手法
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　　－－動作モードの切替えの際の使用
　端末装置２００は、上記ＵＬ帯域の上記動作モードが上記第１のモードから上記第２の
モードに切り替わる際に、上記第１のＴＡを示す上記情報（例えば、ＮＴＡ１）と、上記
オフセット情報（例えば、ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔ）とから、上記第２のＴＡを示す上記情
報（例えば、ＮＴＡ２）を初期値として生成してもよい。その後、端末装置２００は、上
記第２のＴＡコマンドに基づいて、上記第２のＴＡを示す上記情報（例えば、ＮＴＡ２）
を生成（更新）してもよい。
【００９２】
　　－－継続的な使用
　あるいは、端末装置２００は、継続的に、上記第１のＴＡを示す上記情報（例えば、Ｎ

ＴＡ１）と、上記オフセット情報（例えば、ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔ）とから、上記第２の
ＴＡを示す上記情報（例えば、ＮＴＡ２）を生成してもよい。
【００９３】
　　－通知の例
　　－－通知の手法
　基地局１００（制御部１５３）は、システム情報の中で、上記オフセット情報の通知を
行ってもよい。あるいは、基地局１００（制御部１５３）は、シグナリングにより、上記
オフセット情報の通知を行ってもよい。
【００９４】
　　－－通知のタイミング
　基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２の動作モードである場合
に限らず、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、上記オフセット情報の通知
を行ってもよい。即ち、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２の
動作モードである場合に限らず、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、上記
第２のＴＡについての上記指示を行ってもよい。
【００９５】
　　－その他
　基地局１００が上記オフセット情報（例えば、ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔ）を端末装置２０
０に通知する代わりに、上記オフセット情報が端末装置２００において予め記憶されてい
てもよい。
【００９６】
　（ｄ）端末装置２００におけるタイミング調整手法の選択
　（ｄ－１）ＵＬデータ
　例えば、基地局１００が、上記ＤＬ帯域において、ＵＬデータのスケジューリング情報
を端末装置２００に送信する。この場合に、例えば、端末装置２００（制御部２４３）は
、上記ＵＬデータの送信のために、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記
第１のＴＡを示す上記情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを
調整する。
【００９７】
　例えば、基地局１００が、上記ＵＬ域において、ＤＬサブフレームで、ＵＬデータのス
ケジューリング情報を端末装置２００に送信する。この場合に、例えば、端末装置２００
（制御部２４３）は、上記ＵＬデータの送信のために、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信
タイミングと、上記第２のＴＡを示す上記情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵ
Ｌ送信タイミングを調整する。
【００９８】
　（ｄ－２）ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
　例えば、端末装置２００（制御部２４３）は、上記ＤＬ帯域において送信されたＤＬデ
ータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のために、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイ
ミングと、上記第１のＴＡを示す上記情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送
信タイミングを調整する。
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【００９９】
　例えば、端末装置２００（制御部２４３）は、上記ＵＬ帯域において送信されたＤＬデ
ータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のために、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイ
ミングと、上記第２のＴＡを示す上記情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送
信タイミングを調整する。
【０１００】
　（３）その他
　（ａ）ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＵＬ帯域についての上記動作モードが
上記第２のモードである場合に、ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションに従って上記ＵＬ帯
域における無線通信を行う。
【０１０１】
　（ａ－１）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの例
　例えば、上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュ
レーションである。より具体的には、例えば、上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは
、図４に示されるコンフィギュレーション０～６のいずれかである。
【０１０２】
　なお、上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュレ
ーションではなく、別のコンフィギュレーション（例えば、ＦＤＤに固有のコンフィギュ
レーション）であってもよい。
【０１０３】
　（ａ－２）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの選択
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第１のモードから上
記第２のモードに切り替えられる場合に、ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを選択し、
当該ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを上記ＵＬ帯域に適用する。
【０１０４】
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、セル１０１におけるＤＬのトラフィックと
ＵＬのトラフィックとに基づいて、ＤＬサブフレームとＵＬサブフレームとの適切な比率
を有するＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを選択する。
【０１０５】
　（ａ－３）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの変更
　基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、
上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、複数のＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーション候補の中で変更してもよい。例えば、基地局１００（制御部１５３）は
、後述する第５の実施形態と同様に、上記ＵＬ帯域についての上記ＵＬ／ＤＬコンフィギ
ュレーションを変更してもよい。
【０１０６】
　（ａ－４）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの通知
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーションを示す情報（以下、「コンフィギュレーション情報」と呼ぶ）を端末装
置２００に通知する。
【０１０７】
　一例として、基地局１００（制御部１５３）は、システム情報の中で、上記コンフィギ
ュレーション情報を端末装置２００に通知する。上記コンフィギュレーション情報は、新
たな情報としてシステム情報の中に含まれてもよい。あるいは、上記コンフィギュレーシ
ョン情報は、上記ＵＬ帯域においてＤＬサブフレームで送信されるシステム情報の中に、
ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを示す情報として含まれてもよい。
【０１０８】
　別の例として、基地局１００（制御部１５３）は、端末装置２００への個別のシグナリ
ングにより、上記コンフィギュレーション情報を端末装置２００に通知する。
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【０１０９】
　（ｂ）ランダムアクセス
　（ｂ－１）ランダムアクセス時間周波数領域
　例えば、基地局１００は、ＳＩＢ（System　Information　Block）２の中で、ＰＲＡＣ
Ｈ（Physical　Random　Access　Channel）コンフィギュレーションインデックス及びＰ
ＲＡＣＨ周波数オフセットを報知する。これにより、例えば、端末装置２００は、ランダ
ムアクセスプリアンブルの送信が許可される無線リソース（ランダムアクセス時間周波数
領域）を知ることが可能になる。
【０１１０】
　ＦＤＤでは、１つのサブフレームにつき、１つのランダムアクセス時間周波数領域のみ
が配置される。無線フレームの中のいずれのサブフレームにランダムアクセス時間周波数
領域が配置されるかは、ＰＲＡＣＨコンフィギュレーションインデックスから知ることが
できる。どのリソースブロックにランダムアクセス時間周波数領域が配置されるかは、Ｐ
ＲＡＣＨ周波数オフセットから知ることができる。
【０１１１】
　例えば、基地局１００は、上記ＵＬ帯域についての上記動作モードが上記第２のモード
である場合に、ＵＬサブフレームに、ランダムアクセス時間周波数領域を配置する。
【０１１２】
　（ｂ－２）ランダムアクセス手続
　例えば、端末装置２００は、アイドル状態から接続状態への遷移のために、ランダムア
クセス時間周波数領域においてランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【０１１３】
　例えば、基地局１００は、ランダムアクセス応答を端末装置２００へ送信する。この際
に、基地局１００は、ＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。例えば、基地局１００
は、上記第１のＴＡのためのＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。あるいは、基地
局１００は、上記第１のＴＡのためのＴＡコマンドと、上記第２のＴＡのためのＴＡコマ
ンドとを、端末装置２００に通知してもよい。
【０１１４】
　（ｃ）同期信号の送信
　例えば、基地局１００は、上記ＵＬ帯域についての上記動作モードが上記第２のモード
である場合に、上記ＵＬ帯域において同期信号を送信する。
【０１１５】
　例えば、基地局１００の制御部２４３は、上記動作モードが上記第２のモードである場
合に、上記ＵＬ帯域における上記同期信号の送信のための処理を行う。具体的には、例え
ば、制御部２４３は、上記同期信号の生成、及び／又は無線リソースへの上記同期信号の
マッピングなどを行う。
【０１１６】
　これにより、例えば、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてより正確に同期をとる
ことが可能になる。
【０１１７】
　（ｃ－１）同期信号
　例えば、上記同期信号は、上記ＤＬ帯域において送信される同期信号と同様に、セルＩ
Ｄに対応する信号である。より具体的には、例えば、上記同期信号は、ＰＳＳ（Primary
　Synchronization　Signal）及びＳＳＳ（Secondary　Synchronization　Signal）であ
る。
【０１１８】
　（ｃ－２）所定のサブフレームでの送信
　例えば、上記第２のモードは、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用
され、且つ、無線フレームのうちの少なくとも所定のサブフレームにおいて上記ＵＬ帯域
がＤＬに使用されるモードである。そして、基地局１００の制御部２４３は、無線フレー
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ムのうちの上記所定のサブフレームにおいて、上記同期信号を送信する。
【０１１９】
　例えば、基地局１００の制御部２４３は、上記動作モードが上記第２のモードである場
合に、無線フレームのうちの上記所定のサブフレームにおいて同期信号が送信されるよう
に、上記ＵＬ帯域における同期信号の送信のための処理を行う。
【０１２０】
　一例として、通常のＴＤＤのケースと同様に、上記所定のサブフレームは、サブフレー
ム番号１、６であるサブフレーム（ＰＳＳ用のサブフレーム）、及びサブフレーム番号０
、５であるサブフレーム（ＳＳＳ用のサブフレーム）であってもよい。別の例として、通
常のＦＤＤのケースと同様に、上記所定のサブフレームは、サブフレーム番号０、５であ
るサブフレーム（ＰＳＳ及びＳＳＳ用のサブフレーム）であってもよい。
【０１２１】
　これにより、例えば、上記ＵＬ帯域において同期信号が確実に送信され、端末装置２０
０は上記ＵＬ帯域においてより確実に同期をとることが可能になる。
【０１２２】
　（ｃ－３）端末装置による動作
　例えば、端末装置２００（制御部２４３）は、上記同期信号に基づいて、上記ＵＬ帯域
における同期をとる。
【０１２３】
　（ｄ）スケジューリング
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、無線リソースの割当て（即ち、スケジュー
リング）を行う。
【０１２４】
　（ｄ－１）レガシー端末
　　－ＤＬリソースの割当て
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、レガシー端末（即ち、上記第２のモードを
サポートしない端末装置）には、ＤＬリソースとして、上記ＤＬ帯域の無線リソースを割
り当てる。
【０１２５】
　とりわけ、上記ＵＬ帯域についての上記動作モードが上記第２のモードである場合に、
例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＵＬ帯域のＵＬサブフレームの４サブフ
レーム前にあるサブフレーム内の、上記ＤＬ帯域の無線リソースを、レガシー端末に割り
当てる。これにより、例えば、当該レガシー端末は、上記無線リソースにおいて送信され
るＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを上記ＵＬ帯域において送信することが可能に
なる。
【０１２６】
　　－スケジューリング情報の通知
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＤＬ帯域において、スケジューリング
情報（即ち、無線リソースの割当てを示す情報）をレガシー端末に通知する。より具体的
には、例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＤＬ帯域のＰＤＣＣＨ（Physical
　Downlink　Control　Channel）において、上記ＤＬ帯域のＰＤＳＣＨ（Physical　Down
link　Shared　Channel）及び上記ＵＬ帯域のＰＵＳＣＨ（Physical　Uplink　Shared　C
hannel）についてのスケジューリング情報をレガシー端末に通知する。
【０１２７】
　（ｄ－２）端末装置２００
　　－ＤＬリソースの割当て
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、端末装置２００（即ち、上記第２のモード
をサポートする端末装置）には、ＤＬリソースとして、上記ＤＬ帯域の無線リソース、又
は上記ＵＬ帯域の無線リソース（ＤＬサブフレーム内の無線リソース）を割り当てる。
【０１２８】
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　端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＤＬサブフレームで送信されるリファレンス
信号に基づく測定を行い、測定結果を基地局１００に報告してもよい。そして、基地局１
００（制御部１５３）は、上記測定結果が良好であれば（例えば、受信電力が十分に大き
ければ）、上記ＵＬ帯域の無線リソース（ＤＬサブフレーム内の無線リソース）を端末装
置２００に割り当ててもよい。
【０１２９】
　　－スケジューリング情報の通知
　　－－ＤＬ帯域
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＤＬ帯域において、上記ＤＬ帯域につ
いてのスケジューリング情報を端末装置２００に通知する。より具体的には、例えば、基
地局１００（制御部１５３）は、上記ＤＬ帯域のＰＤＣＣＨにおいて、上記ＤＬ帯域のＰ
ＤＳＣＨについてのスケジューリング情報を端末装置２００に通知する。
【０１３０】
　　－－ＵＬ帯域（ＤＬリソース）
　例えば、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、基地局１００（制御部１５
３）は、上記ＤＬ帯域において、上記ＵＬ帯域のＤＬリソースについてのスケジューリン
グ情報を端末装置２００に通知する。より具体的には、例えば、基地局１００（制御部１
５３）は、上記ＤＬ帯域のＰＤＣＣＨにおいて、上記ＵＬ帯域のＰＤＳＣＨについてのス
ケジューリング情報を端末装置２００に通知する。即ち、クロスキャリアスケジューリン
グが行われる。
【０１３１】
　あるいは、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、基地局１００（制御部１
５３）は、上記ＵＬ帯域において、上記ＵＬ帯域のＤＬリソースについてのスケジューリ
ング情報を端末装置２００に通知してもよい。より具体的には、基地局１００（制御部１
５３）は、上記ＵＬ帯域のＰＤＣＣＨにおいて、上記ＵＬ帯域のＰＤＳＣＨについてのス
ケジューリング情報を端末装置２００に通知してもよい。
【０１３２】
　　－－ＵＬ帯域（ＵＬリソース）
　例えば、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、基地局１００（制御部１５
３）は、上記ＤＬ帯域において、上記ＵＬ帯域のＵＬリソースについてのスケジューリン
グ情報を端末装置２００に通知する。より具体的には、例えば、基地局１００（制御部１
５３）は、上記ＤＬ帯域のＰＤＣＣＨにおいて、上記ＵＬ帯域のＰＵＳＣＨについてのス
ケジューリング情報を端末装置２００に通知する。
【０１３３】
　あるいは、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、基地局１００（制御部１
５３）は、上記ＵＬ帯域において、上記ＵＬ帯域のＵＬリソースについてのスケジューリ
ング情報を端末装置２００に通知してもよい。より具体的には、基地局１００（制御部１
５３）は、上記ＵＬ帯域のＰＤＣＣＨにおいて、上記ＵＬ帯域のＰＵＳＣＨについてのス
ケジューリング情報を端末装置２００に通知してもよい。
【０１３４】
　（ｅ）ケイパビリティ情報の通知
　例えば、端末装置２００は、フレキシブルデュプレクス（Flexible　Duplex）の可否を
示すケイパビリティ情報を基地局１００に通知する。例えば、当該ケイパビリティ情報は
、端末装置２００がサポートする帯域組合せ（band　combination）ごとに、フレキシブ
ルデュプレクスの可否を示す。これにより、例えば、基地局１００は、端末装置２００が
上記第２のモードをサポートすることを知ることが可能になる。
【０１３５】
　なお、上記ケイパビリティ情報は、（端末装置２００がサポートする帯域組合せごとに
）ＤＬキャリアアグリゲーションの可否及びＵＬキャリアアグリゲーションの可否をさら
に示してもよい。
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【０１３６】
　＜４．３．処理の流れ＞
　次に、図１３及び図１４を参照して、第１の実施形態に係る処理の例を説明する。
【０１３７】
　（１）第１のモードでの処理
　図１３は、第１の実施形態に係る第１のモードでの処理の概略的な流れの一例を示すシ
ーケンス図である。
【０１３８】
　基地局１００は、第１のＴＡのためのＴＡコマンドを端末装置２００に通知する（Ｓ３
０１）。当該第１のＴＡは、ＦＤＤのＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とす
るＴＡである。
【０１３９】
　端末装置２００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第１のＴＡを
示す情報とに基づいて、ＦＤＤのＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ
３０３）。そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３０５
）。即ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０１４０】
　（２）第２のモードでの処理
　図１４は、第１の実施形態に係る第２のモードでの処理の概略的な流れの一例を示すシ
ーケンス図である。
【０１４１】
　基地局１００は、モード切替え情報を端末装置２００に通知する（Ｓ３２１）。当該モ
ード切替え情報は、第１のモードと第２のモードとの間での上記ＵＬ帯域についての動作
モードの切替えを示す情報である。とりわけ、上記モード切替え情報は、上記第１のモー
ドから上記第２のモードへの上記動作モードの切替えを示す。上記第１のモードは、上記
ＵＬ帯域がＵＬに使用されるモードであり、上記第２のモードは、上記ＵＬ帯域が時分割
によりＤＬ及びＵＬの両方に使用されるモードである。
【０１４２】
　基地局１００は、上記動作モードを上記第１のモードから上記第２のモードへ切り替え
る（Ｓ３２３）。
【０１４３】
　基地局１００は、第１のＴＡのためのＴＡコマンドを端末装置２００に通知する（Ｓ３
２５）。当該第１のＴＡは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴ
Ａである。さらに、基地局１００は、第２のＴＡのためのＴＡコマンドを端末装置２００
に通知する（Ｓ３２７）。当該第２のＴＡは、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミン
グを基準とするＴＡである。
【０１４４】
　端末装置２００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第１のＴＡを
示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ３２
９）。そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３３１）。
即ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０１４５】
　端末装置２００は、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第２のＴＡを
示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ３３
３）。そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３３５）。
即ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０１４６】
　以上、第１の実施形態を説明した。第１の実施形態によれば、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯
域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線
通信を行うことが可能になる。
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【０１４７】
　より具体的には、例えば、端末装置２００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミ
ング、及び上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングのいずれに基づいても、上記ＵＬ
帯域についてのＵＬ送信タイミングを適切に調整することができる。そのため、上記ＵＬ
帯域が時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用される場合でも、基地局１００におけるＵＬ受
信タイミングの同期が実現される。その結果、上記ＵＬ帯域においてより良好に無線通信
が行われ得る。
【０１４８】
　＜＜５．第２の実施形態＞＞
　続いて、図１５を参照して、本開示の第１の実施形態を説明する。
【０１４９】
　＜５．１．技術的課題＞
　第２の実施形態に係る技術的課題は、第１の実施形態に係る技術的課題と同じである。
よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１５０】
　＜５．２．技術的特徴＞
　次に、第２の実施形態に係る技術的特徴を説明する。
【０１５１】
　（１）動作モードの切替え
　基地局１００（切替部１５１）は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモード
と、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの間で
、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える。
【０１５２】
　動作モードの切替えについての説明は、第１の実施形態と第２の実施形態との間に差異
はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１５３】
　（２）タイミングアドバンスについての指示
　第２の実施形態では、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ
受信タイミングを基準とする第１のＴＡについての指示、及び、上記ＵＬ帯域についての
ＤＬ受信タイミングを基準とする第２のＴＡについての指示を行う。
【０１５４】
　とりわけ第２の実施形態では、上記第１のＴＡについての上記指示は、上記第２のモー
ドをサポートしないレガシー端末への指示であり、上記第２のＴＡについての上記指示は
、上記第２のモードをサポートする端末装置２００への指示である。
【０１５５】
　一方、上記レガシー端末は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第１
のＴＡを示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する
。とりわけ第２の実施形態では、端末装置２００（制御部２４３）は、上記動作モードが
上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第
２のＴＡを示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整す
る。これにより、例えば、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域が時分割でＤＬ及びＵＬの両
方に使用される場合でも、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを適切に調整する
ことができる。
【０１５６】
　（ａ）第２のモードでの指示
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２のモードである
場合に、上記第１のＴＡについての上記指示、及び上記第２のＴＡについての上記指示を
行う。
【０１５７】
　（ｂ）第１のＴＡ及び第２のＴＡ
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　例えば、上記第２のＴＡは、上記第１のＴＡよりも長い。
【０１５８】
　上記第１のＴＡ及び上記第２のＴＡの例の説明は、第１の実施形態と第２の実施形態と
の間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１５９】
　（ｃ）指示の手法
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、タイミングアドバンス（ＴＡ）コマンドの
通知により、上記第１のＴＡについての上記指示、及び上記第２のＴＡについての上記指
示を行う。
【０１６０】
　　－個々のＴＡコマンド
　例えば、上記ＴＡコマンドは、上記第１のＴＡのためのＴＡコマンドと、上記第２のＴ
ＡためのＴＡコマンドとを含む。即ち、基地局１００（制御部１５３）は、上記第１のＴ
ＡのためのＴＡコマンドの通知により、上記第１のＴＡについての指示を行い、上記第２
のＴＡのためのＴＡコマンドの通知により、上記第２のＴＡについての指示を行う。
【０１６１】
　例えば、上記レガシー端末は、上記第１のＴＡのための上記ＴＡコマンドに基づいて、
上記第１のＴＡを示す情報を生成する。端末装置２００（制御部２４３）は、上記第２の
ＴＡのための上記ＴＡコマンドに基づいて、上記第２のＴＡを示す情報を生成する。
【０１６２】
　（３）その他
　（ａ）ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション
　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションについての説明は、第１の実施形態と第２の実施形
態との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１６３】
　（ｂ）ランダムアクセス
　（ｂ－１）ランダムアクセス時間周波数領域
　ランダムアクセス時間周波数領域についての説明は、第１の実施形態と第２の実施形態
との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１６４】
　（ｂ－２）ランダムアクセス手続
　例えば、端末装置２００は、アイドル状態から接続状態への遷移のために、ランダムア
クセス時間周波数領域においてランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【０１６５】
　例えば、基地局１００は、ランダムアクセス応答を端末装置２００へ送信する。この際
に、基地局１００は、ＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。とりわけ、上記ＵＬ帯
域についての上記動作モードが上記第２のモードである場合には、基地局１００は、上記
第２のＴＡのためのＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。
【０１６６】
　なお、上記動作モードが上記第１のモードである場合には、基地局１００は、第１のＴ
Ａ（上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡ）のためのＴＡコマン
ドを、端末装置２００に通知する。ここでの「第１のＴＡ」とは、単に、上記ＤＬ帯域に
ついてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡを意味し、特定の端末（例えば、上記レガ
シー端末）のためのＴＡを意味しない。即ち、端末装置２００のための「第１のＴＡ」と
、上記レガシー端末のための「第１のＴＡ」とは、異なるＴＡである。
【０１６７】
　（ｃ）同期信号の送信
　同期信号の送信についての説明は、第１の実施形態と第２の実施形態との間に差異はな
い。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１６８】
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　（ｄ）スケジューリング
　スケーリングについての説明は、第１の実施形態と第２の実施形態との間に差異はない
。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１６９】
　（ｅ）ケイパビリティ情報の通知
　ケイパビリティ情報の通知についての説明は、第１の実施形態と第２の実施形態との間
に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１７０】
　＜５．３．処理の流れ＞
　次に、図１５を参照して、第２の実施形態に係る処理の例を説明する。
【０１７１】
　（１）第１のモードでの処理
　第１のモードでの処理についての説明は、第１の実施形態と第２の実施形態との間に差
異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１７２】
　（２）第２のモードでの処理
　図１５は、第２の実施形態に係る第２のモードでの処理の概略的な流れの一例を示すシ
ーケンス図である。
【０１７３】
　基地局１００は、モード切替え情報を端末装置２００に通知する（Ｓ３４１）。当該モ
ード切替え情報は、第１のモードと第２のモードとの間での上記ＵＬ帯域についての動作
モードの切替えを示す情報である。とりわけ、上記モード切替え情報は、上記第１のモー
ドから上記第２のモードへの上記動作モードの切替えを示す。上記第１のモードは、上記
ＵＬ帯域がＵＬに使用されるモードであり、上記第２のモードは、上記ＵＬ帯域が時分割
によりＤＬ及びＵＬの両方に使用されるモードである。
【０１７４】
　基地局１００は、上記動作モードを上記第１のモードから上記第２のモードへ切り替え
る（Ｓ３４３）。
【０１７５】
　基地局１００は、第１のＴＡのためのＴＡコマンドをレガシー端末に通知する（Ｓ３４
５）。当該第１のＴＡは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡ
である。さらに、基地局１００は、第２のＴＡのためのＴＡコマンドを端末装置２００に
通知する（Ｓ３４７）。当該第２のＴＡは、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミング
を基準とするＴＡである。
【０１７６】
　端末装置２００は、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第２のＴＡを
示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ３４
９）。そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３５１）。
即ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０１７７】
　上記レガシー端末は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記第１のＴＡ
を示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ３
５３）。そして、上記レガシー端末は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３５５
）。即ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０１７８】
　以上、第２の実施形態を説明した。第２の実施形態によれば、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯
域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線
通信を行うことが可能になる。
【０１７９】
　より具体的には、例えば、端末装置２００は、上記動作モードが上記第２のモードであ
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る場合には、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングに基づかず、上記ＵＬ帯域につ
いてのＤＬ受信タイミングに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調
整する。そのため、上記ＵＬ帯域が時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用される場合でも、
基地局１００におけるＵＬ受信タイミングの同期が実現される。その結果、上記ＵＬ帯域
においてより良好に無線通信が行われ得る。また、端末装置２００のためのＴＡの数が増
えないので、シグナリングのオーバーヘッドの増加が抑えられ得る。
【０１８０】
　＜＜６．第３の実施形態＞＞
　続いて、図１６及び図１７を参照して、本開示の第３の実施形態を説明する。
【０１８１】
　＜６．１．技術的課題＞
　第３の実施形態に係る技術的課題は、第１の実施形態に係る技術的課題と同じである。
よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１８２】
　＜５．２．技術的特徴＞
　次に、図１６を参照して、第３の実施形態に係る技術的特徴を説明する。
【０１８３】
　（１）動作モードの切替え
　基地局１００（切替部１５１）は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモード
と、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの間で
、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える。
【０１８４】
　（ａ）切替えのトリガ
　上記動作モードの切替えのトリガについての説明は、第１の実施形態と第３の実施形態
との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１８５】
　（ｂ）切替えの通知
　上記動作モードの切替えの通知ついての説明は、第１の実施形態と第３の実施形態との
間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１８６】
　（ｃ）切替えに応じた端末装置２００の動作
　上記動作モードの切替えに応じた端末装置２００の動作ついての説明は、第１の実施形
態と第３の実施形態との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０１８７】
　（２）ダウンリンク送信のタイミング
　第３の実施形態では、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２の
モードである場合に、上記ＵＬ帯域に対応するＦＤＤのＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイ
ミングと、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングとを同期させる。以下、この点に
ついて、図１６を参照して具体例を説明する。
【０１８８】
　図１６は、ＤＬ帯域及びＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングの例を説明するための
説明図である。図１６を参照すると、ＵＬ帯域についての動作モードが第２のモードであ
る場合における基地局１００及び端末装置２００の送受信タイミングが示されている。基
地局１００では、ＵＬ帯域におけるＵＬからＤＬへの切替えに時間５１を要する。しかし
、第２の実施形態では、基地局１００は、時間５１を考慮して、上記ＵＬ帯域についての
ＤＬ送信タイミングを、ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングと同期させる。その結果
、端末装置２００では、例えば、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記Ｕ
Ｌ帯域についてのＤＬ受信タイミングとが同期する。そのため、端末装置２００は、ＤＬ
受信タイミング（上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミング、又は上記ＵＬ帯域につい
てのＤＬ受信タイミング）とＴＡ５３に基づいて、ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミン
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グを調整する。
【０１８９】
　これにより、例えば、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域が時分割でＤＬ及びＵＬの両方
に使用される場合でも、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを適切に調整するこ
とができる。
【０１９０】
　なお、本明細書において、「タイミングを同期させる」とは、「タイミング間の差が全
くなくなるように、当該タイミングを同期させる」ことを意味しなくてもよく、例えば、
「タイミング間の差が所定範囲内に収まるように、当該タイミングを同期させる」ことを
意味してもよい。
【０１９１】
　（３）アップリンク受信のタイミング
　（ａ）第２のモード
　例えば、少なくとも上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ帯域に
ついてのＵＬ受信タイミングは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングよりも所定
時間だけ早い。例えば、当該所定時間は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬからＤＬへの切替え
に要する時間である。
【０１９２】
　図１６を再び参照すると、基地局１００において、ＵＬ帯域についてのＵＬ受信タイミ
ングは、ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングよりも、時間５１（即ち、上記ＵＬ帯域
におけるＵＬからＤＬへの切替えに要する時間）だけ早い。
【０１９３】
　これにより、例えば、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域が時分割でＤＬ及びＵＬの両方
に使用される場合でも、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングと、上記ＵＬ帯域に
ついてのＤＬ送信タイミングとを同期させることが可能になる。
【０１９４】
　（ｂ）第１のモード
　（ｂ－１）第１の例
　第１の例として、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、基地局１００にお
いて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ受信タイミングは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信
タイミングと同期する。即ち、基地局１００は、上記動作モードが上記第１のモードから
上記第２のモードに切り替える際に、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ受信タイミングを上記
所定時間だけ早くする。
【０１９５】
　（ｂ－２）第２の例
　第２の例として、上記動作モードが上記第１のモードである場合にも、基地局１００に
おいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ受信タイミングは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送
信タイミングよりも上記所定時間だけ早くてもよい。即ち、基地局１００は、上記動作モ
ードの切替えがあったとしても、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ受信タイミングを変更しな
くてもよい。
【０１９６】
　（４）タイミングアドバンスについての指示
　（ａ）第１の例
　上述したように、第１の例として、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、
上記ＵＬ帯域についてのＵＬ受信タイミングは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミ
ングと同期する。また、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ帯域
についてのＵＬ受信タイミングは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングよりも上
記所定時間だけ早い。
【０１９７】
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記第１のモードから上記第２のモードへ
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の上記動作モードの切替えに応じて上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信のＴＡが上記所定時間
だけ長くなるように、当該ＴＡについての指示を行う。当該指示は、端末装置２００への
指示である。これにより、例えば、上記切替えに応じて上記ＵＬ帯域についてのＵＬ受信
タイミングを所定時間だけ早くすることが可能になる。その結果、例えば、ＵＬサブフレ
ームとＤＬサブフレームとの間での衝突が回避される。
【０１９８】
　（ａ－１）ＴＡコマンドの通知
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記切替えの６サブフレーム前のサブフレ
ームにおけるＴＡコマンドの通知により、上記ＴＡについての上記指示を行う。例えば、
当該ＴＡコマンドは、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信の上記ＴＡを上記所定時間だけ長く
する値（ＴＡ）を示す。これにより、例えば、上記切替えのタイミングで、上記ＴＡを上
記所定時間だけ長くすることが可能になる。
【０１９９】
　例えば、端末装置２００（制御部２４３）は、上記ＴＡコマンドに基づいて、上記ＵＬ
帯域におけるＵＬ送信のＴＡを示す情報（例えば、ＮＴＡ）を生成する。
【０２００】
　なお、例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記第２のモードから上記第１のモ
ードへの上記動作モードの切替えの前には、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信のＴＡが上記
所定時間だけ短くなるように、当該ＴＡについての指示を行う。例えば、基地局１００（
制御部１５３）は、上記切替えの６サブフレーム前のサブフレームにおけるＴＡコマンド
の通知により、上記ＴＡについての上記指示を行う。
【０２０１】
　（ａ－２）オフセットの通知
　基地局１００（制御部１５３）は、上記所定時間に対応するオフセットを示す情報（以
下、「オフセット情報」と呼ぶ）の通知により、上記ＴＡについての上記指示を行っても
よい。
【０２０２】
　端末装置２００（制御部２４３）は、上記オフセット情報に基づいて、上記ＵＬ帯域に
おけるＵＬ送信のＴＡを示す情報（例えば、ＮＴＡ）を生成してもよい。
【０２０３】
　　－具体的な例
　具体的には、基地局１００（制御部１５３）は、（例えば、システム情報の中で、又は
シグナリングにより、）オフセット情報ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔを端末装置２００に通知し
てもよい。端末装置２００は、ＮＴＡとＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔとから、新たなＮＴＡを算
出してもよい。即ち、端末装置２００は、上記ＴＡを示す情報であるＮＴＡを新たに生成
してもよい。なお、ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔは、所定値（例えば、６２４）であってもよい
。
【０２０４】
　　－オフセットの使用の手法（動作モードの切替えの際の使用）
　端末装置２００は、上記ＵＬ帯域の上記動作モードが上記第１のモードから上記第２の
モードに切り替わる際に、上記オフセット情報に基づいて、上記ＴＡを示す上記情報（例
えば、ＮＴＡ）を生成してもよい。その後、端末装置２００は、ＴＡコマンドに基づいて
、上記ＴＡを示す上記情報（例えば、ＮＴＡ）を生成（更新）してもよい。
【０２０５】
　　－通知の例
　基地局１００（制御部１５３）は、システム情報の中で、上記オフセット情報の通知を
行ってもよい。あるいは、基地局１００（制御部１５３）は、個別のシグナリングにより
、上記オフセット情報の通知を行ってもよい。当該個別のシグナリングは、ＲＲＣシグナ
リングであってもよい。
【０２０６】
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　　－その他
　基地局１００が上記オフセット情報（例えば、ＮＴＡ＿ｏｆｆｓｅｔ）を端末装置２０
０に通知する代わりに、上記オフセット情報が端末装置２００において予め記憶されてい
てもよい。
【０２０７】
　（ｂ）第２の例
　上述したように、第２の例として、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ受信タイミングは、上
記動作モードが上記第１のモードであるか上記第２のモードであるかによらず、上記ＤＬ
帯域についてのＤＬ送信タイミングよりも上記所定時間だけ早くてもよい。
【０２０８】
　この場合に、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードの上記切替えの有無に
よらず、通常通り、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信のＴＡについての指示を行ってもよい
。例えば、基地局１００（制御部１５３）は、通常通り、ＴＡコマンドの通知により、上
記ＴＡについての指示を行ってもよい。
【０２０９】
　（ｃ）端末装置２００の動作
　例えば、端末装置２００（制御部２４３）は、ＤＬ受信タイミングと、上記ＵＬ帯域に
おけるＵＬ送信のＴＡとに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整
する。上記動作モードが上記第１のモードである場合には、上記ＤＬ受信タイミングは、
上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングである。上記動作モードが上記第２のモード
である場合には、上記ＤＬ受信タイミングは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミン
グであってもよく、又は、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングであってもよい。
【０２１０】
　（５）その他
　（ａ）アップリンク帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの通知
　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションについての説明は、第１の実施形態と第３の実施形
態との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２１１】
　（ｂ）ランダムアクセス
　（ｂ－１）ランダムアクセス時間周波数領域
　ランダムアクセス時間周波数領域についての説明は、第１の実施形態と第３の実施形態
との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２１２】
　（ｂ－２）ランダムアクセス手続
　例えば、端末装置２００は、アイドル状態から接続状態への遷移のために、ランダムア
クセス時間周波数領域においてランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【０２１３】
　例えば、基地局１００は、ランダムアクセス応答を端末装置２００へ送信する。この際
に、基地局１００は、ＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。
【０２１４】
　（ｃ）同期信号
　例えば、上記動作モードが上記第２のモードであっても、上記ＵＬ帯域において同期信
号は送信されない。即ち、基地局１００は、上記動作モードが上記第２のモードであって
も、上記ＵＬ帯域において同期信号を送信しない。上記ＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイ
ミングは、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングと同期しているからである。これ
により、例えば、無線リソースが節約される。
【０２１５】
　あるいは、基地局１００は、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記Ｕ
Ｌ帯域において同期信号を送信してもよい。
【０２１６】
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　（ｄ）スケジューリング
　スケーリングについての説明は、第１の実施形態と第３の実施形態との間に差異はない
。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２１７】
　（ｅ）ケイパビリティ情報の通知
　ケイパビリティ情報の通知についての説明は、第１の実施形態と第３の実施形態との間
に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２１８】
　＜６．３．処理の流れ＞
　次に、図１７を参照して、第３の実施形態に係る処理の例を説明する。図１７は、第３
の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。なお、当該処理
の説明において、ＦＤＤのＵＬ帯域についての動作モードは、最初に、第１のモードにな
っているものとする。
【０２１９】
　基地局１００は、ＴＡのためのＴＡコマンドを端末装置２００に通知する（Ｓ３６１）
。
【０２２０】
　端末装置２００は、ＦＤＤのＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記ＴＡを示
す情報とに基づいて、ＦＤＤのＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ３
６３）。そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３６５）
。即ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０２２１】
　基地局１００は、モード切替え情報を端末装置２００に通知する（Ｓ３６７）。当該モ
ード切替え情報は、第１のモードと第２のモードとの間での上記ＵＬ帯域についての動作
モードの切替えを示す情報である。とりわけ、上記モード切替え情報は、上記第１のモー
ドから上記第２のモードへの上記動作モードの切替えを示す。上記第１のモードは、上記
ＵＬ帯域がＵＬに使用されるモードであり、上記第２のモードは、上記ＵＬ帯域が時分割
によりＤＬ及びＵＬの両方に使用されるモードである。
【０２２２】
　基地局１００は、上記動作モードの上記切替えの前に、ＴＡのためのＴＡコマンドを端
末装置２００に通知する（Ｓ３６９）。例えば、基地局１００は、上記切替えの６サブフ
レーム前のサブフレームにおいて、上記ＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。
【０２２３】
　基地局１００は、上記動作モードを上記第１のモードから上記第２のモードへ切り替え
る（Ｓ３７１）。また、基地局１００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングと
、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングとを同期させる（Ｓ３７３）。
【０２２４】
　端末装置２００は、上記ＤＬ帯域又は上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、
上記ＴＡを示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整す
る（Ｓ３７５）。そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ
３７７）。即ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０２２５】
　以上、第３の実施形態を説明した。第３の実施形態によれば、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯
域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線
通信を行うことが可能になる。
【０２２６】
　より具体的には、例えば、端末装置２００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミ
ング、及び上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングのいずれに基づいても、上記ＵＬ
帯域についてのＵＬ送信タイミングを適切に調整することができる。そのため、上記ＵＬ
帯域が時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用される場合でも、基地局１００におけるＵＬ受
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信タイミングの同期が実現される。その結果、上記ＵＬ帯域においてより良好に無線通信
が行われ得る。また、端末装置２００のためのＴＡの数が増えないので、シグナリングの
オーバーヘッドの増加が抑えられ得る。
【０２２７】
　＜＜７．第４の実施形態＞＞
　続いて、図１８を参照して、本開示の第４の実施形態を説明する。
【０２２８】
　＜７．１．技術的課題＞
　第４の実施形態に係る技術的課題は、第１の実施形態に係る技術的課題と同じである。
よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２２９】
　＜７．２．技術的特徴＞
　次に、第４の実施形態に係る技術的特徴を説明する。
【０２３０】
　（１）動作モードの切替え
　基地局１００（切替部１５１）は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモード
と、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの間で
、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える。
【０２３１】
　動作モードの切替えについての説明は、第１の実施形態と第４の実施形態との間に差異
はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２３２】
　（２）タイミングアドバンスについての指示
　第４の実施形態では、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第１の
モードであるか又は上記第２のモードであるかによらず、上記ＵＬ帯域に対応するＦＤＤ
のＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡについての指示を行う。当該
指示は、端末装置２００への指示である。なお、基地局１００（制御部１５３）は、上記
ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡについての指示を行わない。
【０２３３】
　一方、とりわけ第４の実施形態では、端末装置２００（制御部２４３）は、上記動作モ
ードが上記第１のモードであるか又は上記第２のモードであるかによらず、上記ＤＬ帯域
についてのＤＬ受信タイミングに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミング
を調整する。
【０２３４】
　具体的には、例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ
受信タイミングを基準とする上記ＴＡのためのＴＡコマンドの通知により、当該ＴＡにつ
いての上記指示を行う。端末装置（情報取得部２４１）は、上記ＴＡコマンドを取得する
。そして、端末装置２００（制御部２４３）は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミ
ングと、上記ＴＡを示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミング
を調整する。なお、端末装置２００（制御部２４３）は、上記ＴＡコマンドに基づいて、
上記ＴＡを示す上記情報を生成する。
【０２３５】
　図１１を再び参照すると、例えば、基地局１００は、上記ＵＬ帯域についての動作モー
ドによらず、ＴＡ４３（ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡ）のた
めのＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。端末装置２００（制御部２４３）は、上
記ＵＬ帯域についての動作モードによらず、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミング
と、ＴＡ４３を示す情報とに基づいて、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信タイミングを調整
する。
【０２３６】
　（３）その他
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　（ａ）アップリンク帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの通知
　ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションについての説明は、第１の実施形態と第４の実施形
態との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２３７】
　（ｂ）ランダムアクセス
　（ｂ－１）ランダムアクセス時間周波数領域
　ランダムアクセス時間周波数領域についての説明は、第１の実施形態と第４の実施形態
との間に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２３８】
　（ｂ－２）ランダムアクセス手続
　例えば、端末装置２００は、アイドル状態から接続状態への遷移のために、ランダムア
クセス時間周波数領域においてランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【０２３９】
　例えば、基地局１００は、ランダムアクセス応答を端末装置２００へ送信する。この際
に、基地局１００は、ＴＡコマンドを端末装置２００に通知する。
【０２４０】
　（ｃ）同期信号
　同期信号の送信についての説明は、第１の実施形態と第４の実施形態との間に差異はな
い。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２４１】
　（ｄ）スケジューリング
　スケーリングについての説明は、第１の実施形態と第４の実施形態との間に差異はない
。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２４２】
　（ｅ）ケイパビリティ情報の通知
　ケイパビリティ情報の通知についての説明は、第１の実施形態と第４の実施形態との間
に差異はない。よって、ここでは重複する記載を省略する。
【０２４３】
　＜７．３．処理の流れ＞
　次に、図１８を参照して、第４の実施形態に係る処理の例を説明する。図１８は、第４
の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。なお、当該処理
の説明において、ＦＤＤのＵＬ帯域についての動作モードは、最初に、第１のモードにな
っているものとする。
【０２４４】
　基地局１００は、ＦＤＤのＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡの
ためのＴＡコマンドを端末装置２００に通知する（Ｓ３８１）。
【０２４５】
　端末装置２００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記ＴＡを示す情
報とに基づいて、ＦＤＤのＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ３８３
）。そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３８５）。即
ち、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０２４６】
　基地局１００は、モード切替え情報を端末装置２００に通知する（Ｓ３８７）。当該モ
ード切替え情報は、第１のモードと第２のモードとの間での上記ＵＬ帯域についての動作
モードの切替えを示す情報である。とりわけ、上記モード切替え情報は、上記第１のモー
ドから上記第２のモードへの上記動作モードの切替えを示す。上記第１のモードは、上記
ＵＬ帯域がＵＬに使用されるモードであり、上記第２のモードは、上記ＵＬ帯域が時分割
によりＤＬ及びＵＬの両方に使用されるモードである。
【０２４７】
　基地局１００は、上記動作モードを上記第１のモードから上記第２のモードへ切り替え
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る（Ｓ３８９）。
【０２４８】
　基地局１００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とするＴＡのため
のＴＡコマンドを端末装置２００に通知する（Ｓ３９１）。
【０２４９】
　端末装置２００は、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングと、上記ＴＡを示す情
報とに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する（Ｓ３９３）。
そして、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ送信を行う（Ｓ３９５）。即ち、
端末装置２００は、上記ＵＬ帯域においてＵＬ信号を送信する。
【０２５０】
　以上、第４の実施形態を説明した。第４の実施形態によれば、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯
域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線
通信を行うことが可能になる。
【０２５１】
　より具体的には、例えば、端末装置２００は、上記動作モードが上記第１のモードであ
るか上記第２のモードであるかによらず、上記ＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングに
基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する。そのため、上記ＵＬ
帯域が時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用される場合でも、基地局１００におけるＵＬ受
信タイミングの同期が実現される。その結果、上記ＵＬ帯域においてより良好に無線通信
が行われ得る。また、端末装置２００のためのＴＡの数が増えないので、シグナリングの
オーバーヘッドの増加が抑えられ得る。
【０２５２】
　＜＜８．第５の実施形態＞＞
　続いて、図１９～図２５を参照して、本開示の第５の実施形態を説明する。
【０２５３】
　＜８．１．技術的課題＞
　まず、図１９を参照して、第５の実施形態に係る技術的課題を説明する。
【０２５４】
　ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する手法が検討されている。当
該手法は、フレキシブルデュプレクスと呼ばれ得る。
【０２５５】
　しかし、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合には、当該Ｕ
Ｌ帯域において無線通信が良好に行われない可能性がある。
【０２５６】
　より具体的には、例えば、ＤＬデータが、ＦＤＤのＤＬ帯域において、あるサブフレー
ムで送信されると、当該ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、ＦＤＤのＵＬ帯域に
おいて、当該あるサブフレームの４サブフレーム後のサブフレームで送信される。しかし
、上記ＵＬ帯域が、時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用される場合には、上記あるサブフ
レームの４サブフレーム後のサブフレームは、ＤＬサブフレームであり得る。そのため、
端末装置は、上記ＤＬデータについての上記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができなく
なり得る。あるいは、上記ＤＬ帯域においてＤＬデータが送信されるサブフレームが、Ｕ
Ｌサブフレームの４サブフレーム前のサブフレームにのみに限定され得る。以下、この点
について、図１９を参照して具体例を説明する。
【０２５７】
　図１９は、ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信されるサブフレームがＤＬサ
ブフレームである例を説明するための説明図である。図１９を参照すると、ＦＤＤのＤＬ
帯域のサブフレームと、ＦＤＤのＵＬ帯域のサブフレームとが示されている。この例では
、当該ＵＬ帯域は時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用されている。例えば、ＤＬデー
タが、上記ＤＬ帯域において、サブフレーム番号が０であるサブフレームで送信されると
、当該ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、通常、上記ＵＬ帯域において、サブフ
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レーム番号が４であるサブフレームで送信される。しかし、上記ＵＬ帯域は、時分割でＤ
Ｌ及びＵＬの両方に使用されており、サブフレーム番号が４であるサブフレームは、ＤＬ
サブフレームであるので、端末装置は、上記ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送
信することができない。あるいは、基地局は、サブフレーム番号が０であるサブフレーム
で上記ＤＬデータを送信することができない。同様に、例えば、ＤＬデータが、上記ＤＬ
帯域において、サブフレーム番号が１であるサブフレームで送信されると、当該ＤＬデー
タについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、通常、上記ＵＬ帯域において、サブフレーム番号が５
であるサブフレームで送信される。しかし、上記ＵＬ帯域は、時分割でＤＬ及びＵＬの両
方に使用されており、サブフレーム番号が５であるサブフレームは、ＤＬサブフレームで
あるので、上記端末装置は、上記ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信すること
ができない。あるいは、上記基地局は、サブフレーム番号が１であるサブフレームで上記
ＤＬデータを送信することができない。
【０２５８】
　そこで、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯
域においてより良好に無線通信を行うことを可能にする仕組みが提供されることが望まし
い。より具体的には、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用す
る場合にＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを適切に送信することを可能にする仕組
みが提供されることが望ましい。
【０２５９】
　＜８．２．技術的特徴＞
　次に、図２０～図２４を参照して、第５の実施形態に係る技術的特徴を説明する。
【０２６０】
　（１）動作モードの切替え
　基地局１００（切替部１５１）は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモード
と、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの間で
、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える。
【０２６１】
　第５の実施形態における動作モードの切替えについての説明は、第１～第４の実施形態
のいずれかにおける動作モードの切替えについての説明と同じである。よって、ここでは
重複する記載を省略する。
【０２６２】
　（２）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＵＬ帯域についての上記動作モードが
上記第２のモードである場合に、ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションに従って上記ＵＬ帯
域における無線通信を行う。
【０２６３】
　（ａ）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの例
　例えば、上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュ
レーションである。より具体的には、例えば、上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは
、図４に示されるコンフィギュレーション０～６のいずれかである。
【０２６４】
　なお、上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションは、ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュレ
ーションではなく、別のコンフィギュレーション（例えば、ＦＤＤに固有のコンフィギュ
レーション）であってもよい。
【０２６５】
　（ｃ）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの変更
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２のモードである
場合に、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、複数のＵＬ／Ｄ
Ｌコンフィギュレーション候補の中で変更する。基地局１００（制御部１５３）は、上記
ＵＬ帯域についての上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを動的に（dynamically）変
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更してもよく、上記ＵＬ帯域についての上記ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを準静的
に（semi-statically）変更してもよく、
【０２６６】
　（ｃ－１）複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補
　例えば、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、ＴＤＤの複数のＵＬ／
ＤＬコンフィギュレーションである。より具体的には、例えば、上記複数のＵＬ／ＤＬコ
ンフィギュレーション候補は、図４に示されるコンフィギュレーション０～６のうちの２
つ以上である。一例として、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、図４
に示されるコンフィギュレーション０、１、３、４である。
【０２６７】
　なお、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、ＴＤＤの複数のＵＬ／Ｄ
Ｌコンフィギュレーションではなく、別の複数のコンフィギュレーション（例えば、ＦＤ
Ｄに固有の複数のコンフィギュレーション）であってもよい。
【０２６８】
　（ｃ－２）変更の手法
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、セル１０１におけるＤＬのトラフィックと
ＵＬのトラフィックとに基づいて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレー
ションを変更する。より具体的には、例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記Ｕ
Ｌ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを、ＤＬサブフレームとＵＬサブフ
レームとのより適切な比率を有するＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションに変更する。
【０２６９】
　上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの変更により、例えば、Ｄ
Ｌリソースの量とＵＬリソースの量とをより柔軟に調整することが可能になる。
【０２７０】
　（ｄ）ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションの通知
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフ
ィギュレーションを示す情報（以下、「コンフィギュレーション情報」と呼ぶ）を端末装
置２００に通知する。
【０２７１】
　一例として、基地局１００（制御部１５３）は、システム情報の中で、上記コンフィギ
ュレーション情報を端末装置２００に通知する。上記コンフィギュレーション情報は、新
たな情報としてシステム情報の中に含まれてもよい。あるいは、上記コンフィギュレーシ
ョン情報は、上記ＵＬ帯域においてＤＬサブフレームで送信されるシステム情報の中に、
ＴＤＤのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを示す情報として含まれてもよい。
【０２７２】
　別の例として、基地局１００（制御部１５３）は、端末装置２００への個別のシグナリ
ングにより、上記コンフィギュレーション情報を端末装置２００に通知する。例えば、当
該個別のシグナリングは、ＲＲＣシグナリングである。
【０２７３】
　（３）ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報の通知
　（ａ）ダウンリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレーム
　とりわけ第５の実施形態では、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上
記第２のモードである場合にＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレ
ームに関する情報（以下、「ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報」と呼ぶ）を
、端末装置２００に通知する。
【０２７４】
　一方、端末装置（情報取得部２４１）は、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関
連情報を取得する。さらに、端末装置２００は、上記動作モードが上記第２のモードであ
る場合に、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、ＤＬデータに
ついてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを上記ＵＬ帯域において送信する。端末装置２００の制御部２
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４３は、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
サブフレーム関連情報に基づいて、ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のため
の処理を行う。
【０２７５】
　これにより、例えば、上記ＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合にＤ
ＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを適切に送信することが可能になる。
【０２７６】
　（ａ－１）ＤＬデータ
　　－ＤＬ帯域において送信されるＤＬデータ
　例えば、上記ＤＬデータは、上記ＵＬ帯域に対応するＦＤＤのＤＬ帯域において送信さ
れるＤＬデータを含む。即ち、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上
記ＤＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフ
レームに関する情報である。また、端末装置２００の制御部２４３は、上記動作モードが
上記第２のモードである場合に、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基
づいて、上記ＤＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを上記
ＵＬ帯域において送信する。
【０２７７】
　これにより、例えば、上記ＤＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／
ＮＡＣＫを適切に送信することが可能になる。
【０２７８】
　　－ＵＬ帯域において送信されるＤＬデータ
　例えば、上記ＤＬデータは、上記ＵＬ帯域において送信されるＤＬデータをさらに含む
。即ち、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上記ＵＬ帯域において送
信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報で
もある。また、端末装置２００の制御部２４３は、上記動作モードが上記第２のモードで
ある場合に、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、上記ＵＬ帯
域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを上記ＵＬ帯域において送
信する。
【０２７９】
　これにより、例えば、上記ＵＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／
ＮＡＣＫも適切に送信することが可能になる。
【０２８０】
　（ａ－２）サブフレーム
　例えば、（上記ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する）上記サブフレーム
は、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補の間で共通のＵＬサブフレームで
ある。これにより、例えば、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション
が上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補の中で変更されたとしても、ＤＬデ
ータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを確実に送信することが可能になる。例えば、端末装置
２００が変更後のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを知る前に、当該変更後のＵＬ／Ｄ
Ｌコンフィギュレーションが適用されたとしても、端末装置２００は、ＤＬデータについ
てのＡＣＫ／ＮＡＣＫをＵＬサブフレームで送信することができる。
【０２８１】
　より具体的には、例えば、（上記ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する）
上記サブフレームは、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補のうちの第１の
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補のために定義された、ＤＬデータについてのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫの送信用のサブフレームである。このような場合に、上記第１のＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーション候補は、ＤＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションと
呼ばれ得る。以下、図２０を参照して、ＤＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーシ
ョンのために定義されたサブフレーム（ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信用
のサブフレーム）の例を説明する。
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【０２８２】
　図２０は、ＤＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションのために定義されたサ
ブフレームの一例を説明するための説明図である。図２０を参照すると、ＤＬリファレン
スＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションのために定義された、ＤＬデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫの送信用のサブフレームが示されている。このテーブルは、３ＧＰＰ　ＴＳ　
３６．２１３に含まれるＴａｂｌｅ　１０．１．３Ａ－１と同じものである。例えば、コ
ンフィギュレーション４のためには、サブフレーム番号が２、３であるサブフレームが、
ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信用のサブフレームとして定義されている。
より具体的には、サブフレーム番号が２であるサブフレームでは、当該サブフレームより
も７～１２サブフレーム前のサブフレーム（即ち、サブフレーム番号が０～５であるサブ
フレーム）で送信されたＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信される。また、サ
ブフレーム番号が３であるサブフレームでは、当該サブフレームよりも４～７サブフレー
ム前のサブフレーム（即ち、サブフレーム番号が６～９であるサブフレーム）で送信され
たＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信される。
【０２８３】
　例えば、上記第１のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、上記複数のＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーション候補のうちの、ＵＬサブフレームの数が最小であるＵＬ／ＤＬコ
ンフィギュレーション候補である。一例として、上述したように、上記複数のＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーション候補は、図４に示されるコンフィギュレーション０、１、３、４
である。この場合に、上記第１のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、図４に示さ
れるコンフィギュレーション４である。さらに、この場合に、ＤＬデータについてのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームは、図２０に示されるように、サブフレーム番号が
２、３であるサブフレームである。以下、図２１及び図２２を参照して、ＤＬデータにつ
いてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信の例を説明する。
【０２８４】
　図２１は、ＤＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信
の一例を説明するための説明図である。図２１を参照すると、ＦＤＤのＤＬ帯域のサブフ
レームと、ＦＤＤのＵＬ帯域のサブフレームとが示されている。この例では、当該ＵＬ帯
域についての動作モードは第２のモードであり、当該ＵＬ帯域は時分割によりＤＬ及びＵ
Ｌの両方に使用されている。また、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレー
ションは、コンフィギュレーション４である。例えば、ＤＬデータが、上記ＤＬ帯域にお
いて、サブフレーム番号が０～５のいずれかであるサブフレームで送信されると、当該Ｄ
ＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、上記ＵＬ帯域において、サブフレーム番号が２
であるサブフレーム（ＵＬサブフレーム）で送信される。また、例えば、ＤＬデータが、
上記ＤＬ帯域において、サブフレーム番号が６～９のいずれかであるサブフレームで送信
されると、当該ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、上記ＵＬ帯域において、サブ
フレーム番号が３であるサブフレーム（ＵＬサブフレーム）で送信される。
【０２８５】
　図２２は、ＵＬ帯域において送信されるＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信
の一例を説明するための説明図である。図２２を参照すると、ＦＤＤのＤＬ帯域のサブフ
レームと、ＦＤＤのＵＬ帯域のサブフレームとが示されている。この例では、当該ＵＬ帯
域についての動作モードは第２のモードであり、当該ＵＬ帯域は時分割によりＤＬ及びＵ
Ｌの両方に使用されている。また、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレー
ションは、コンフィギュレーション４である。例えば、ＤＬデータが、上記ＵＬ帯域にお
いて、サブフレーム番号が０、１、４、５のいずれかであるサブフレームで送信されると
、当該ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、上記ＵＬ帯域において、サブフレーム
番号が２であるサブフレーム（ＵＬサブフレーム）で送信される。また、例えば、ＤＬデ
ータが、上記ＵＬ帯域において、サブフレーム番号が６～９のいずれかであるサブフレー
ムで送信されると、当該ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、上記ＵＬ帯域におい
て、サブフレーム番号が３であるサブフレーム（ＵＬサブフレーム）で送信される。
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【０２８６】
　なお、当然ながら、（上記ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する）上記サ
ブフレームは、この例に限られない。例えば、上記サブフレームは、上記複数のＵＬ／Ｄ
Ｌコンフィギュレーション候補の間で共通の任意のＵＬサブフレームであってもよい。
【０２８７】
　このように、例えば、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬサブフレ
ームによらず、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、ＤＬデー
タについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを上記ＵＬ帯域において送信する。
【０２８８】
　（ａ－３）ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報
　例えば、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上記第１のＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーション候補を示す情報（以下、「ＤＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィ
ギュレーション情報」と呼ぶ）である。
【０２８９】
　上述したように、一例として、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、
図４に示されるコンフィギュレーション０～６のうちの２つ以上であり、上記ＤＬ－ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、インデックス０～６のいずれかである。
【０２９０】
　なお、当然ながら、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上記ＤＬリ
ファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション情報に限られず、他の情報であってもよい
。一例として、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上記動作モードが
上記第２のモードである場合にＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフ
レームを示す情報であってもよい。具体的には、図２０に示されるテーブルのいずれかの
行に相当する情報であってもよい。
【０２９１】
　（ａ－４）通知手法
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、個別のシグナリングにより、上記ＤＬ－Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報を端末装置２００に通知する。一例として、基地局
１００（制御部１５３）は、端末装置２００の状態がアイドル状態から接続状態へ遷移す
る際に、上記個別のシグナリングにより、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連
情報を端末装置２００に通知する。例えば、上記個別のシグナリングは、ＲＲＣシグナリ
ングである。
【０２９２】
　なお、基地局１００（制御部１５３）は、システム情報の中で、上記ＤＬ－ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫサブフレーム関連情報を端末装置２００に通知してもよい。当該システム情報は、
上記ＵＬ帯域で送信されるシステム情報であってもよく、上記ＤＬ帯域で送信されるシス
テム情報であってもよい。
【０２９３】
　（ｂ）アップリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレーム
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、上記動作モードが上記第２のモードである
場合にＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報（以
下、「ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報」と呼ぶ）を、端末装置２００に通
知する。
【０２９４】
　一方、例えば、端末装置（情報取得部２４１）は、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフ
レーム関連情報を取得する。さらに、例えば、端末装置２００は、上記動作モードが上記
第２のモードである場合に、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づい
て、ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを上記ＵＬ帯域において受信する。端末装置
２００の制御部２４３は、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ－
ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡ
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ＣＫの受信のための処理を行う。
【０２９５】
　これにより、例えば、上記ＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合にＵ
ＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを適切に受信することが可能になる。
【０２９６】
　（ｂ－１）アップリンクデータ
　上記アップリンクデータは、上記ＵＬ帯域において送信されるＵＬデータである。
【０２９７】
　（ｂ－２）サブフレーム
　例えば、（上記ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する）上記サブフレーム
は、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補の間で共通のＤＬサブフレームで
ある。例えば、当該ＤＬサブフレームは、純粋なＤＬサブフレームのみではなく、スペシ
ャルサブフレームも含む。これにより、例えば、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコン
フィギュレーションが上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補の中で変更され
たとしても、ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを確実に受信することが可能になる
。例えば、端末装置２００が変更後のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを知る前に、当
該変更後のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションが適用されたとしても、端末装置２００は
、ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫをＤＬサブフレームで受信することができる。
【０２９８】
　より具体的には、例えば、（上記ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する）
上記サブフレームは、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補のうちの第２の
ＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補のために定義された、ＵＬデータについてのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫの送信用のサブフレームである。このような場合に、上記第２のＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーション候補は、ＵＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションと
呼ばれ得る。以下、図２３を参照して、ＵＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーシ
ョンのために定義されたサブフレーム（ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信用
のサブフレーム）の例を説明する。
　図２３は、ＵＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションのために定義されたサ
ブフレームの一例を説明するための説明図である。図２３を参照すると、ＵＬリファレン
スＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションのために定義された、ＵＬデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫの送信用のサブフレームが示されている。このテーブルは、３ＧＰＰ　ＴＳ　
３６．２１３に含まれるＴａｂｌｅ　９．１．２－１と同じものである。例えば、コンフ
ィギュレーション０では、ＵＬデータが、サブフレーム番号が２であるサブフレームで送
信されると、当該ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、４サブフレーム後のサブフ
レーム（即ち、サブフレーム番号が６であるサブフレーム）で送信される。また、コンフ
ィギュレーション０では、ＵＬデータが、サブフレーム番号が３であるサブフレームで送
信されると、当該ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、７サブフレーム後のサブフ
レーム（即ち、サブフレーム番号が０であるサブフレーム）で送信される。同様に、ＵＬ
データが、サブフレーム番号が４、７、８、９であるサブフレームで送信されると、当該
ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、それぞれ、６，４、７、６サブフレーム後の
サブフレーム（即ち、サブフレーム番号が０、１、５、５であるサブフレーム）で送信さ
れる。このように、コンフィギュレーション０のためには、サブフレーム番号が０、１、
５、６であるサブフレームが、ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信用のサブフ
レームとして定義されている。
【０２９９】
　例えば、上記第２のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、上記複数のＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーション候補のうちの、ＤＬサブフレームの数が最小であるＵＬ／ＤＬコ
ンフィギュレーション候補である。例えば、当該ＤＬサブフレームは、純粋なＤＬサブフ
レームのみではなく、スペシャルサブフレームも含む。一例として、上述したように、上
記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、図４に示されるコンフィギュレーシ
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ョン０、１、３、４である。この場合に、上記第２のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション
候補は、図４に示されるコンフィギュレーション０である。さらに、この場合に、ＵＬデ
ータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームは、図２３に示されるように、
サブフレーム番号が０、１、５、６であるサブフレームである。以下、図２４を参照して
、ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信の例を説明する。
【０３００】
　図２４は、ＵＬ帯域において送信されるＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信
の一例を説明するための説明図である。図２４を参照すると、ＦＤＤのＤＬ帯域のサブフ
レームと、ＦＤＤのＵＬ帯域のサブフレームとが示されている。この例では、当該ＵＬ帯
域についての動作モードは第２のモードであり、当該ＵＬ帯域は時分割によりＤＬ及びＵ
Ｌの両方に使用されている。また、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレー
ションは、コンフィギュレーション４である。例えば、ＵＬデータが、上記ＵＬ帯域にお
いて、サブフレーム番号が２であるサブフレームで送信されると、当該ＵＬデータについ
てのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、上記ＵＬ帯域において、サブフレーム番号が６であるサブフレ
ーム（ＤＬサブフレーム）で送信される。また、例えば、ＵＬデータが、上記ＵＬ帯域に
おいて、サブフレーム番号が３であるサブフレームで送信されると、当該ＵＬデータにつ
いてのＡＣＫ／ＮＡＣＫは、上記ＵＬ帯域において、サブフレーム番号が０であるサブフ
レーム（ＤＬサブフレーム）で送信される。
【０３０１】
　なお、当然ながら、（上記ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する）上記サ
ブフレームは、この例に限られない。例えば、上記サブフレームは、上記複数のＵＬ／Ｄ
Ｌコンフィギュレーション候補の間で共通の任意のＤＬサブフレームであってもよい。
【０３０２】
　このように、例えば、端末装置２００は、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬサブフレ
ームによらず、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、ＵＬデー
タについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを上記ＵＬ帯域において送信する。
【０３０３】
　（ｂ－３）ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報
　例えば、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上記第２のＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーション候補を示す情報（以下、「ＵＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィ
ギュレーション情報」と呼ぶ）である。
【０３０４】
　上述したように、一例として、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補は、
図４に示されるコンフィギュレーション０～６のうちの２つ以上であり、上記ＤＬ－ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、インデックス０～６のいずれかである。
【０３０５】
　なお、当然ながら、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上記ＵＬリ
ファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション情報に限られず、他の情報であってもよい
。一例として、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、上記動作モードが
上記第２のモードである場合にＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフ
レームを示す情報であってもよい。具体的には、図２３に示されるテーブルのいずれかの
行に相当する情報であってもよい。
【０３０６】
　（ａ－４）通知手法
　例えば、基地局１００（制御部１５３）は、個別のシグナリングにより、上記ＵＬ－Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報を端末装置２００に通知する。一例として、基地局
１００（制御部１５３）は、端末装置２００の状態がアイドル状態から接続状態へ遷移す
る際に、上記個別のシグナリングにより、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連
情報を端末装置２００に通知する。例えば、上記個別のシグナリングは、ＲＲＣシグナリ
ングである。
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【０３０７】
　なお、基地局１００（制御部１５３）は、システム情報の中で、上記ＵＬ－ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫサブフレーム関連情報を端末装置２００に通知してもよい。当該システム情報は、
上記ＵＬ帯域で送信されるシステム情報であってもよく、上記ＤＬ帯域で送信されるシス
テム情報であってもよい。
【０３０８】
　（４）その他
　（ａ）測定（measurements）
　上述したように、例えば、（上記ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する）
上記サブフレームは、上記複数のＵＬ／ＤＬコンフィギュレーション候補の間で共通のＤ
Ｌサブフレームである。例えば、当該ＤＬサブフレームは、純粋なＤＬサブフレームのみ
ではなく、スペシャルサブフレームも含む。この場合に、例えば、端末装置２００（制御
部２４３）は、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、上記ＵＬ
帯域についての測定を制御する。
【０３０９】
　具体的には、例えば、端末装置２００は、（上記ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを送信する）上記サブフレームで上記ＵＬ帯域において送信されるリファレンス信号に
基づいて、上記ＵＬ帯域についての測定を行う。例えば、上記リファレンス信号は、ＣＲ
Ｓ（Cell-specific　Reference　Signal）であり、上記測定は、ＲＳＲＰ（Reference　S
ignal　Received　Power）及び／又はＲＳＲＱ（Reference　Signal　Received　Quality
）の測定である。
【０３１０】
　これにより、例えば、端末装置２００は、リファレンス信号が確実に送信されるサブフ
レーム（即ち、ＤＬサブフレーム）を対象として測定を行うことが可能になる。そのため
、例えば、測定の誤りが回避される。
【０３１１】
　（ｂ）ランダムアクセス
　第５の実施形態におけるランダムアクセスについての説明は、第１～第４の実施形態の
いずれかにおけるランダムアクセスについての説明と同じである。よって、ここでは重複
する記載を省略する。
【０３１２】
　（ｃ）同期信号
　第５の実施形態における同期信号の送信についての説明は、第１～第４の実施形態のい
ずれかにおける同期信号の送信についての説明と同じである。よって、ここでは重複する
記載を省略する。
【０３１３】
　（ｄ）スケジューリング
　第５の実施形態におけるスケジューリングについての説明は、第１～第４の実施形態の
いずれかにおけるスケジューリングについての説明と同じである。よって、ここでは重複
する記載を省略する。
【０３１４】
　（ｅ）ケイパビリティ情報の通知
　第５の実施形態におけるケイパビリティ情報の通知についての説明は、第１～第４の実
施形態のいずれかにおけるケイパビリティ情報の通知についての説明と同じである。よっ
て、ここでは重複する記載を省略する。
【０３１５】
　＜８．３．処理の流れ＞
　次に、図２５を参照して、第５の実施形態に係る処理の例を説明する。図２５は、第５
の実施形態に係る処理の概略的な流れの一例を示すシーケンス図である。なお、当該処理
の説明において、ＦＤＤのＵＬ帯域についての動作モードは、最初に、第１のモードにな
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っているものとする。
【０３１６】
　基地局１００（制御部１５３）は、ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報を端
末装置２００に通知する（Ｓ４０１）。当該ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情
報は、ＦＤＤのＵＬ帯域についての動作モードが第２のモードである場合にＤＬデータに
ついてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報である。上記第２のモー
ドは、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用されるモードである。例え
ば、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、ＤＬリファレンスＵＬ／ＤＬ
コンフィギュレーションを示す情報である。
【０３１７】
　基地局１００（制御部１５３）は、ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報を端
末装置２００に通知する（Ｓ４０３）。当該ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情
報は、上記ＵＬ帯域についての動作モードが第２のモードである場合にＵＬデータについ
てのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報である。例えば、上記ＵＬ－
ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報は、ＵＬリファレンスＵＬ／ＤＬコンフィギュレ
ーションを示す情報である。
【０３１８】
　基地局１００は、モード切替え情報を端末装置２００に通知する（Ｓ４０５）。当該モ
ード切替え情報は、第１のモードと上記第２のモードとの間での上記ＵＬ帯域についての
動作モードの切替えを示す情報である。とりわけ、上記モード切替え情報は、上記第１の
モードから上記第２のモードへの上記動作モードの切替えを示す。上記第１のモードは、
上記ＵＬ帯域がＵＬに使用されるモードである。
【０３１９】
　基地局１００は、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを端末装
置２００に通知する（Ｓ４０７）。
【０３２０】
　基地局１００は、上記動作モードを上記第１のモードから上記第２のモードへ切り替え
る（Ｓ４０９）。
【０３２１】
　基地局１００は、ＤＬデータを端末装置２００へ送信する（Ｓ４１１）。例えば、基地
局１００は、上記ＵＬ帯域において、ＤＬサブフレームでＤＬデータを端末装置２００へ
送信する。あるいは、基地局１００は、上記ＤＬ帯域において、ＤＬデータを端末装置２
００へ送信する。すると、端末装置２００は、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム
関連情報に基づいて、上記ＵＬ帯域において、上記ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを基地局１００へ送信する（Ｓ４１３）。
【０３２２】
　端末装置２００は、上記ＵＬ帯域において、ＵＬデータを基地局１００へ送信する（Ｓ
４１５）。すると、基地局１００は、上記ＵＬ帯域において、ＤＬサブフレームで、上記
ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを端末装置２００へ送信する（Ｓ４１７）。端末
装置２００は、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、上記ＵＬ
帯域において、上記ＵＬデータについての上記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信する。
【０３２３】
　基地局１００は、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションを変更す
る（Ｓ４１９）。
【０３２４】
　基地局１００は、ＤＬデータを端末装置２００へ送信する（Ｓ４２１）。例えば、基地
局１００は、上記ＵＬ帯域において、ＤＬサブフレームでＤＬデータを端末装置２００へ
送信する。あるいは、基地局１００は、上記ＤＬ帯域において、ＤＬデータを端末装置２
００へ送信する。すると、端末装置２００は、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム
関連情報に基づいて、上記ＵＬ帯域において、上記ＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣ
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Ｋを基地局１００へ送信する（Ｓ４２３）。
【０３２５】
　端末装置２００は、上記ＵＬ帯域において、ＵＬデータを基地局１００へ送信する（Ｓ
４２５）。すると、基地局１００は、上記ＵＬ帯域において、ＤＬサブフレームで、上記
ＵＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを端末装置２００へ送信する（Ｓ４２７）。端末
装置２００は、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、上記ＵＬ
帯域において、上記ＵＬデータについての上記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信する。
【０３２６】
　なお、基地局１００は、いずれかのタイミングで、変更されたＵＬ／ＤＬコンフィギュ
レーションを端末装置２００に通知する。端末装置２００には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信
（Ｓ４２３、Ｓ４２７）前に、上記変更されたＵＬ／ＤＬコンフィギュレーションが通知
されてもよく、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信（Ｓ４２３、Ｓ４２７）後に、上記変更されたＵ
Ｌ／ＤＬコンフィギュレーションが通知されてもよい。いずれにせよ、端末装置２００は
、上記ＤＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレーム関連情報に基づいて、上記ＤＬデータについ
てＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することができ（Ｓ４２３）、上記ＵＬ－ＡＣＫ／ＮＡＣＫサ
ブフレーム関連情報に基づいて、上記ＵＬデータについての上記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信
することができる（Ｓ４２７）。
【０３２７】
　以上、第４の実施形態を説明した。第５の実施形態によれば、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯
域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線
通信を行うことが可能になる。
【０３２８】
　より具体的には、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する
場合にＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫが適切に送信される。また、例えば、ＦＤ
ＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合にＵＬデータについてのＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫが適切に送信される。
【０３２９】
　第１～第４の実施形態のうちのいずれかと第５の実施形態とが組み合せられてもよい。
具体的には、第１～第４の実施形態のいずれかにおける基地局１００（特に、制御部１５
３）は、第５の実施形態における基地局１００（特に、制御部１５３）の動作を行っても
よい。また、第１～第４の実施形態のいずれかにおける端末装置２００（特に、制御部２
４３）は、第５の実施形態における端末装置２００（制御部２４３）の動作を行ってもよ
い。
【０３３０】
　＜＜９．応用例＞＞
　本開示に係る技術は、様々な製品へ応用可能である。例えば、基地局１００は、マクロ
ｅＮＢ又はスモールｅＮＢなどのいずれかの種類のｅＮＢ（evolved　Node　B）として実
現されてもよい。スモールｅＮＢは、ピコｅＮＢ、マイクロｅＮＢ又はホーム（フェムト
）ｅＮＢなどの、マクロセルよりも小さいセルをカバーするｅＮＢであってよい。その代
わりに、基地局１００は、ＮｏｄｅＢ又はＢＴＳ（Base　Transceiver　Station）などの
他の種類の基地局として実現されてもよい。基地局１００は、無線通信を制御する本体（
基地局装置ともいう）と、本体とは別の場所に配置される１つ以上のＲＲＨ（Remote　Ra
dio　Head）とを含んでもよい。また、後述する様々な種類の端末が一時的に又は半永続
的に基地局機能を実行することにより、基地局１００として動作してもよい。さらに、基
地局１００の少なくとも一部の構成要素は、基地局装置又は基地局装置のためのモジュー
ルにおいて実現されてもよい。
【０３３１】
　また、例えば、端末装置２００は、スマートフォン、タブレットＰＣ（Personal　Comp
uter）、ノートＰＣ、携帯型ゲーム端末、携帯型／ドングル型のモバイルルータ若しくは
デジタルカメラなどのモバイル端末、又はカーナビゲーション装置などの車載端末として
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実現されてもよい。また、端末装置２００は、Ｍ２Ｍ（Machine　To　Machine）通信を行
う端末（ＭＴＣ（Machine　Type　Communication）端末ともいう）として実現されてもよ
い。さらに、端末装置２００の少なくとも一部の構成要素は、これら端末に搭載されるモ
ジュール（例えば、１つのダイで構成される集積回路モジュール）において実現されても
よい。
【０３３２】
　＜９．１．基地局に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図２６は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第１の例を示すブ
ロック図である。ｅＮＢ８００は、１つ以上のアンテナ８１０、及び基地局装置８２０を
有する。各アンテナ８１０及び基地局装置８２０は、ＲＦケーブルを介して互いに接続さ
れ得る。
【０３３３】
　アンテナ８１０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、基地局装置８２０による無線信号の送受信のた
めに使用される。ｅＮＢ８００は、図２６に示したように複数のアンテナ８１０を有し、
複数のアンテナ８１０は、例えばｅＮＢ８００が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対
応してもよい。なお、図２６にはｅＮＢ８００が複数のアンテナ８１０を有する例を示し
たが、ｅＮＢ８００は単一のアンテナ８１０を有してもよい。
【０３３４】
　基地局装置８２０は、コントローラ８２１、メモリ８２２、ネットワークインタフェー
ス８２３及び無線通信インタフェース８２５を備える。
【０３３５】
　コントローラ８２１は、例えばＣＰＵ又はＤＳＰであってよく、基地局装置８２０の上
位レイヤの様々な機能を動作させる。例えば、コントローラ８２１は、無線通信インタフ
ェース８２５により処理された信号内のデータからデータパケットを生成し、生成したパ
ケットをネットワークインタフェース８２３を介して転送する。コントローラ８２１は、
複数のベースバンドプロセッサからのデータをバンドリングすることによりバンドルドパ
ケットを生成し、生成したバンドルドパケットを転送してもよい。また、コントローラ８
２１は、無線リソース管理（Radio　Resource　Control）、無線ベアラ制御（Radio　Bea
rer　Control）、移動性管理（Mobility　Management）、流入制御（Admission　Control
）又はスケジューリング（Scheduling）などの制御を実行する論理的な機能を有してもよ
い。また、当該制御は、周辺のｅＮＢ又はコアネットワークノードと連携して実行されて
もよい。メモリ８２２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、コントローラ８２１により実行され
るプログラム、及び様々な制御データ（例えば、端末リスト、送信電力データ及びスケジ
ューリングデータなど）を記憶する。
【０３３６】
　ネットワークインタフェース８２３は、基地局装置８２０をコアネットワーク８２４に
接続するための通信インタフェースである。コントローラ８２１は、ネットワークインタ
フェース８２３を介して、コアネットワークノード又は他のｅＮＢと通信してもよい。そ
の場合に、ｅＮＢ８００と、コアネットワークノード又は他のｅＮＢとは、論理的なイン
タフェース（例えば、Ｓ１インタフェース又はＸ２インタフェース）により互いに接続さ
れてもよい。ネットワークインタフェース８２３は、有線通信インタフェースであっても
よく、又は無線バックホールのための無線通信インタフェースであってもよい。ネットワ
ークインタフェース８２３が無線通信インタフェースである場合、ネットワークインタフ
ェース８２３は、無線通信インタフェース８２５により使用される周波数帯域よりもより
高い周波数帯域を無線通信に使用してもよい。
【０３３７】
　無線通信インタフェース８２５は、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）又はＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄなどのいずれかのセルラー通信方式をサポートし、アンテナ８１０を介し
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て、ｅＮＢ８００のセル内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８２５は、典型的には、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ８２６及びＲＦ回路８２７な
どを含み得る。ＢＢプロセッサ８２６は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化
／逆多重化などを行なってよく、各レイヤ（例えば、Ｌ１、ＭＡＣ（Medium　Access　Co
ntrol）、ＲＬＣ（Radio　Link　Control）及びＰＤＣＰ（Packet　Data　Convergence　
Protocol））の様々な信号処理を実行する。ＢＢプロセッサ８２６は、コントローラ８２
１の代わりに、上述した論理的な機能の一部又は全部を有してもよい。ＢＢプロセッサ８
２６は、通信制御プログラムを記憶するメモリ、当該プログラムを実行するプロセッサ及
び関連する回路を含むモジュールであってもよく、ＢＢプロセッサ８２６の機能は、上記
プログラムのアップデートにより変更可能であってもよい。また、上記モジュールは、基
地局装置８２０のスロットに挿入されるカード若しくはブレードであってもよく、又は上
記カード若しくは上記ブレードに搭載されるチップであってもよい。一方、ＲＦ回路８２
７は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８１０を介して無線信
号を送受信する。
【０３３８】
　無線通信インタフェース８２５は、図２６に示したように複数のＢＢプロセッサ８２６
を含み、複数のＢＢプロセッサ８２６は、例えばｅＮＢ８００が使用する複数の周波数帯
域にそれぞれ対応してもよい。また、無線通信インタフェース８２５は、図２６に示した
ように複数のＲＦ回路８２７を含み、複数のＲＦ回路８２７は、例えば複数のアンテナ素
子にそれぞれ対応してもよい。なお、図２６には無線通信インタフェース８２５が複数の
ＢＢプロセッサ８２６及び複数のＲＦ回路８２７を含む例を示したが、無線通信インタフ
ェース８２５は単一のＢＢプロセッサ８２６又は単一のＲＦ回路８２７を含んでもよい。
【０３３９】
　図２６に示したｅＮＢ８００において、図８を参照して説明した切替部１５１及び／又
は制御部１５３は、無線通信インタフェース８２５において実装されてもよい。あるいは
、これらの構成要素の少なくとも一部は、コントローラ８２１において実装されてもよい
。一例として、ｅＮＢ８００は、無線通信インタフェース８２５の一部（例えば、ＢＢプ
ロセッサ８２６）若しくは全部、及び／又はコントローラ８２１を含むモジュールを搭載
し、当該モジュールにおいて切替部１５１及び／又は制御部１５３が実装されてもよい。
この場合に、上記モジュールは、プロセッサを切替部１５１及び／又は制御部１５３とし
て機能させるためのプログラム（換言すると、プロセッサに切替部１５１及び／又は制御
部１５３の動作を実行させるためのプログラム）を記憶し、当該プログラムを実行しても
よい。別の例として、プロセッサを切替部１５１及び／又は制御部１５３として機能させ
るためのプログラムがｅＮＢ８００にインストールされ、無線通信インタフェース８２５
（例えば、ＢＢプロセッサ８２６）及び／又はコントローラ８２１が当該プログラムを実
行してもよい。以上のように、切替部１５１及び／又は制御部１５３を備える装置として
ｅＮＢ８００、基地局装置８２０又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを
切替部１５１及び／又は制御部１５３として機能させるためのプログラムが提供されても
よい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
【０３４０】
　また、図２６に示したｅＮＢ８００において、図８を参照して説明した無線通信部１２
０は、無線通信インタフェース８２５（例えば、ＲＦ回路８２７）において実装されても
よい。また、アンテナ部１１０は、アンテナ８１０において実装されてもよい。また、ネ
ットワーク通信部１３０は、コントローラ８２１及び／又はネットワークインタフェース
８２３において実装されてもよい。
【０３４１】
　（第２の応用例）
　図２７は、本開示に係る技術が適用され得るｅＮＢの概略的な構成の第２の例を示すブ
ロック図である。ｅＮＢ８３０は、１つ以上のアンテナ８４０、基地局装置８５０、及び
ＲＲＨ８６０を有する。各アンテナ８４０及びＲＲＨ８６０は、ＲＦケーブルを介して互
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いに接続され得る。また、基地局装置８５０及びＲＲＨ８６０は、光ファイバケーブルな
どの高速回線で互いに接続され得る。
【０３４２】
　アンテナ８４０の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、ＲＲＨ８６０による無線信号の送受信のために
使用される。ｅＮＢ８３０は、図２７に示したように複数のアンテナ８４０を有し、複数
のアンテナ８４０は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域にそれぞれ対応し
てもよい。なお、図２７にはｅＮＢ８３０が複数のアンテナ８４０を有する例を示したが
、ｅＮＢ８３０は単一のアンテナ８４０を有してもよい。
【０３４３】
　基地局装置８５０は、コントローラ８５１、メモリ８５２、ネットワークインタフェー
ス８５３、無線通信インタフェース８５５及び接続インタフェース８５７を備える。コン
トローラ８５１、メモリ８５２及びネットワークインタフェース８５３は、図２６を参照
して説明したコントローラ８２１、メモリ８２２及びネットワークインタフェース８２３
と同様のものである。
【０３４４】
　無線通信インタフェース８５５は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、ＲＲＨ８６０及びアンテナ８４０を介して、ＲＲＨ
８６０に対応するセクタ内に位置する端末に無線接続を提供する。無線通信インタフェー
ス８５５は、典型的には、ＢＢプロセッサ８５６などを含み得る。ＢＢプロセッサ８５６
は、接続インタフェース８５７を介してＲＲＨ８６０のＲＦ回路８６４と接続されること
を除き、図２６を参照して説明したＢＢプロセッサ８２６と同様のものである。無線通信
インタフェース８５５は、図２７に示したように複数のＢＢプロセッサ８５６を含み、複
数のＢＢプロセッサ８５６は、例えばｅＮＢ８３０が使用する複数の周波数帯域にそれぞ
れ対応してもよい。なお、図２７には無線通信インタフェース８５５が複数のＢＢプロセ
ッサ８５６を含む例を示したが、無線通信インタフェース８５５は単一のＢＢプロセッサ
８５６を含んでもよい。
【０３４５】
　接続インタフェース８５７は、基地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）を
ＲＲＨ８６０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８５７は、基
地局装置８５０（無線通信インタフェース８５５）とＲＲＨ８６０とを接続する上記高速
回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０３４６】
　また、ＲＲＨ８６０は、接続インタフェース８６１及び無線通信インタフェース８６３
を備える。
【０３４７】
　接続インタフェース８６１は、ＲＲＨ８６０（無線通信インタフェース８６３）を基地
局装置８５０と接続するためのインタフェースである。接続インタフェース８６１は、上
記高速回線での通信のための通信モジュールであってもよい。
【０３４８】
　無線通信インタフェース８６３は、アンテナ８４０を介して無線信号を送受信する。無
線通信インタフェース８６３は、典型的には、ＲＦ回路８６４などを含み得る。ＲＦ回路
８６４は、ミキサ、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ８４０を介して無
線信号を送受信する。無線通信インタフェース８６３は、図２７に示したように複数のＲ
Ｆ回路８６４を含み、複数のＲＦ回路８６４は、例えば複数のアンテナ素子にそれぞれ対
応してもよい。なお、図２７には無線通信インタフェース８６３が複数のＲＦ回路８６４
を含む例を示したが、無線通信インタフェース８６３は単一のＲＦ回路８６４を含んでも
よい。
【０３４９】
　図２７に示したｅＮＢ８３０において、図８を参照して説明した切替部１５１及び／又
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は制御部１５３は、無線通信インタフェース８５５及び／又は無線通信インタフェース８
６３において実装されてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、コン
トローラ８５１において実装されてもよい。一例として、ｅＮＢ８３０は、無線通信イン
タフェース８５５の一部（例えば、ＢＢプロセッサ８５６）若しくは全部、及び／又はコ
ントローラ８５１を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて切替部１５１及び
／又は制御部１５３が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを
切替部１５１及び／又は制御部１５３として機能させるためのプログラム（換言すると、
プロセッサに切替部１５１及び／又は制御部１５３の動作を実行させるためのプログラム
）を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを切替部１５
１及び／又は制御部１５３として機能させるためのプログラムがｅＮＢ８３０にインスト
ールされ、無線通信インタフェース８５５（例えば、ＢＢプロセッサ８５６）及び／又は
コントローラ８５１が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、切替部１５１及
び／又は制御部１５３を備える装置としてｅＮＢ８３０、基地局装置８５０又は上記モジ
ュールが提供されてもよく、プロセッサを切替部１５１及び／又は制御部１５３として機
能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取
り可能な記録媒体が提供されてもよい。
【０３５０】
　また、図２７に示したｅＮＢ８３０において、例えば、図８を参照して説明した無線通
信部１２０は、無線通信インタフェース８６３（例えば、ＲＦ回路８６４）において実装
されてもよい。また、アンテナ部１１０は、アンテナ８４０において実装されてもよい。
また、ネットワーク通信部１３０は、コントローラ８５１及び／又はネットワークインタ
フェース８５３において実装されてもよい。
【０３５１】
　＜９．２．端末装置に関する応用例＞
　（第１の応用例）
　図２８は、本開示に係る技術が適用され得るスマートフォン９００の概略的な構成の一
例を示すブロック図である。スマートフォン９００は、プロセッサ９０１、メモリ９０２
、ストレージ９０３、外部接続インタフェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マ
イクロフォン９０８、入力デバイス９０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線
通信インタフェース９１２、１つ以上のアンテナスイッチ９１５、１つ以上のアンテナ９
１６、バス９１７、バッテリー９１８及び補助コントローラ９１９を備える。
【０３５２】
　プロセッサ９０１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣ（System　on　Chip）であってよく、ス
マートフォン９００のアプリケーションレイヤ及びその他のレイヤの機能を制御する。メ
モリ９０２は、ＲＡＭ及びＲＯＭを含み、プロセッサ９０１により実行されるプログラム
及びデータを記憶する。ストレージ９０３は、半導体メモリ又はハードディスクなどの記
憶媒体を含み得る。外部接続インタフェース９０４は、メモリーカード又はＵＳＢ（Univ
ersal　Serial　Bus）デバイスなどの外付けデバイスをスマートフォン９００へ接続する
ためのインタフェースである。
【０３５３】
　カメラ９０６は、例えば、ＣＣＤ（Charge　Coupled　Device）又はＣＭＯＳ（Complem
entary　Metal　Oxide　Semiconductor）などの撮像素子を有し、撮像画像を生成する。
センサ９０７は、例えば、測位センサ、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び加速度センサ
などのセンサ群を含み得る。マイクロフォン９０８は、スマートフォン９００へ入力され
る音声を音声信号へ変換する。入力デバイス９０９は、例えば、表示デバイス９１０の画
面上へのタッチを検出するタッチセンサ、キーパッド、キーボード、ボタン又はスイッチ
などを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９１０は、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの画面を
有し、スマートフォン９００の出力画像を表示する。スピーカ９１１は、スマートフォン
９００から出力される音声信号を音声に変換する。



(46) JP 6617717 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

【０３５４】
　無線通信インタフェース９１２は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９１
２は、典型的には、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９１３は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９１４は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９１６を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９１２は、ＢＢプロセッサ９１３及びＲＦ回路９１４を集積
したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９１２は、図２８
に示したように複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
なお、図２８には無線通信インタフェース９１２が複数のＢＢプロセッサ９１３及び複数
のＲＦ回路９１４を含む例を示したが、無線通信インタフェース９１２は単一のＢＢプロ
セッサ９１３又は単一のＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０３５５】
　さらに、無線通信インタフェース９１２は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ（Local　Area　Network）方式などの他の種類
の無線通信方式をサポートしてもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ
９１３及びＲＦ回路９１４を含んでもよい。
【０３５６】
　アンテナスイッチ９１５の各々は、無線通信インタフェース９１２に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９１６の接続先を切り替
える。
【０３５７】
　アンテナ９１６の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９１２による無線信号
の送受信のために使用される。スマートフォン９００は、図２８に示したように複数のア
ンテナ９１６を有してもよい。なお、図２８にはスマートフォン９００が複数のアンテナ
９１６を有する例を示したが、スマートフォン９００は単一のアンテナ９１６を有しても
よい。
【０３５８】
　さらに、スマートフォン９００は、無線通信方式ごとにアンテナ９１６を備えてもよい
。その場合に、アンテナスイッチ９１５は、スマートフォン９００の構成から省略されて
もよい。
【０３５９】
　バス９１７は、プロセッサ９０１、メモリ９０２、ストレージ９０３、外部接続インタ
フェース９０４、カメラ９０６、センサ９０７、マイクロフォン９０８、入力デバイス９
０９、表示デバイス９１０、スピーカ９１１、無線通信インタフェース９１２及び補助コ
ントローラ９１９を互いに接続する。バッテリー９１８は、図中に破線で部分的に示した
給電ラインを介して、図２８に示したスマートフォン９００の各ブロックへ電力を供給す
る。補助コントローラ９１９は、例えば、スリープモードにおいて、スマートフォン９０
０の必要最低限の機能を動作させる。
【０３６０】
　図２８に示したスマートフォン９００において、図９を参照して説明した情報取得部２
４１及び／又は制御部２４３は、無線通信インタフェース９１２において実装されてもよ
い。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ９０１又は補助コント
ローラ９１９において実装されてもよい。一例として、スマートフォン９００は、無線通
信インタフェース９１２の一部（例えば、ＢＢプロセッサ９１３）若しくは全部、プロセ
ッサ９０１、及び／又は補助コントローラ９１９を含むモジュールを搭載し、当該モジュ
ールにおいて情報取得部２４１及び／又は制御部２４３が実装されてもよい。この場合に
、上記モジュールは、プロセッサを情報取得部２４１及び／又は制御部２４３として機能
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させるためのプログラム（換言すると、プロセッサに情報取得部２４１及び／又は制御部
２４３の動作を実行させるためのプログラム）を記憶し、当該プログラムを実行してもよ
い。別の例として、プロセッサを情報取得部２４１及び／又は制御部２４３として機能さ
せるためのプログラムがスマートフォン９００にインストールされ、無線通信インタフェ
ース９１２（例えば、ＢＢプロセッサ９１３）、プロセッサ９０１、及び／又は補助コン
トローラ９１９が当該プログラムを実行してもよい。以上のように、情報取得部２４１及
び／又は制御部２４３を備える装置としてスマートフォン９００又は上記モジュールが提
供されてもよく、プロセッサを情報取得部２４１及び／又は制御部２４３として機能させ
るためのプログラムが提供されてもよい。また、上記プログラムを記録した読み取り可能
な記録媒体が提供されてもよい。
【０３６１】
　また、図２８に示したスマートフォン９００において、例えば、図９を参照して説明し
た無線通信部２２０は、無線通信インタフェース９１２（例えば、ＲＦ回路９１４）にお
いて実装されてもよい。また、アンテナ部２１０は、アンテナ９１６において実装されて
もよい。
【０３６２】
　（第２の応用例）
　図２９は、本開示に係る技術が適用され得るカーナビゲーション装置９２０の概略的な
構成の一例を示すブロック図である。カーナビゲーション装置９２０は、プロセッサ９２
１、メモリ９２２、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）モジュール９２４、センサ
９２５、データインタフェース９２６、コンテンツプレーヤ９２７、記憶媒体インタフェ
ース９２８、入力デバイス９２９、表示デバイス９３０、スピーカ９３１、無線通信イン
タフェース９３３、１つ以上のアンテナスイッチ９３６、１つ以上のアンテナ９３７及び
バッテリー９３８を備える。
【０３６３】
　プロセッサ９２１は、例えばＣＰＵ又はＳｏＣであってよく、カーナビゲーション装置
９２０のナビゲーション機能及びその他の機能を制御する。メモリ９２２は、ＲＡＭ及び
ＲＯＭを含み、プロセッサ９２１により実行されるプログラム及びデータを記憶する。
【０３６４】
　ＧＰＳモジュール９２４は、ＧＰＳ衛星から受信されるＧＰＳ信号を用いて、カーナビ
ゲーション装置９２０の位置（例えば、緯度、経度及び高度）を測定する。センサ９２５
は、例えば、ジャイロセンサ、地磁気センサ及び気圧センサなどのセンサ群を含み得る。
データインタフェース９２６は、例えば、図示しない端子を介して車載ネットワーク９４
１に接続され、車速データなどの車両側で生成されるデータを取得する。
【０３６５】
　コンテンツプレーヤ９２７は、記憶媒体インタフェース９２８に挿入される記憶媒体（
例えば、ＣＤ又はＤＶＤ）に記憶されているコンテンツを再生する。入力デバイス９２９
は、例えば、表示デバイス９３０の画面上へのタッチを検出するタッチセンサ、ボタン又
はスイッチなどを含み、ユーザからの操作又は情報入力を受け付ける。表示デバイス９３
０は、ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイなどの画面を有し、ナビゲーション機能又は再生
されるコンテンツの画像を表示する。スピーカ９３１は、ナビゲーション機能又は再生さ
れるコンテンツの音声を出力する。
【０３６６】
　無線通信インタフェース９３３は、ＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄなどのいずれ
かのセルラー通信方式をサポートし、無線通信を実行する。無線通信インタフェース９３
３は、典型的には、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５などを含み得る。ＢＢプロ
セッサ９３４は、例えば、符号化／復号、変調／復調及び多重化／逆多重化などを行なっ
てよく、無線通信のための様々な信号処理を実行する。一方、ＲＦ回路９３５は、ミキサ
、フィルタ及びアンプなどを含んでもよく、アンテナ９３７を介して無線信号を送受信す
る。無線通信インタフェース９３３は、ＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５を集積
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したワンチップのモジュールであってもよい。無線通信インタフェース９３３は、図２９
に示したように複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
なお、図２９には無線通信インタフェース９３３が複数のＢＢプロセッサ９３４及び複数
のＲＦ回路９３５を含む例を示したが、無線通信インタフェース９３３は単一のＢＢプロ
セッサ９３４又は単一のＲＦ回路９３５を含んでもよい。
【０３６７】
　さらに、無線通信インタフェース９３３は、セルラー通信方式に加えて、近距離無線通
信方式、近接無線通信方式又は無線ＬＡＮ方式などの他の種類の無線通信方式をサポート
してもよく、その場合に、無線通信方式ごとのＢＢプロセッサ９３４及びＲＦ回路９３５
を含んでもよい。
【０３６８】
　アンテナスイッチ９３６の各々は、無線通信インタフェース９３３に含まれる複数の回
路（例えば、異なる無線通信方式のための回路）の間でアンテナ９３７の接続先を切り替
える。
【０３６９】
　アンテナ９３７の各々は、単一の又は複数のアンテナ素子（例えば、ＭＩＭＯアンテナ
を構成する複数のアンテナ素子）を有し、無線通信インタフェース９３３による無線信号
の送受信のために使用される。カーナビゲーション装置９２０は、図２９に示したように
複数のアンテナ９３７を有してもよい。なお、図２９にはカーナビゲーション装置９２０
が複数のアンテナ９３７を有する例を示したが、カーナビゲーション装置９２０は単一の
アンテナ９３７を有してもよい。
【０３７０】
　さらに、カーナビゲーション装置９２０は、無線通信方式ごとにアンテナ９３７を備え
てもよい。その場合に、アンテナスイッチ９３６は、カーナビゲーション装置９２０の構
成から省略されてもよい。
【０３７１】
　バッテリー９３８は、図中に破線で部分的に示した給電ラインを介して、図２９に示し
たカーナビゲーション装置９２０の各ブロックへ電力を供給する。また、バッテリー９３
８は、車両側から給電される電力を蓄積する。
【０３７２】
　図２９に示したカーナビゲーション装置９２０において、図９を参照して説明した情報
取得部２４１及び／又は制御部２４３は、無線通信インタフェース９３３において実装さ
れてもよい。あるいは、これらの構成要素の少なくとも一部は、プロセッサ９２１におい
て実装されてもよい。一例として、カーナビゲーション装置９２０は、無線通信インタフ
ェース９３３の一部（例えば、ＢＢプロセッサ９３４）若しくは全部及び／又はプロセッ
サ９２１を含むモジュールを搭載し、当該モジュールにおいて情報取得部２４１及び／又
は制御部２４３が実装されてもよい。この場合に、上記モジュールは、プロセッサを情報
取得部２４１及び／又は制御部２４３として機能させるためのプログラム（換言すると、
プロセッサに情報取得部２４１及び／又は制御部２４３の動作を実行させるためのプログ
ラム）を記憶し、当該プログラムを実行してもよい。別の例として、プロセッサを情報取
得部２４１及び／又は制御部２４３として機能させるためのプログラムがカーナビゲーシ
ョン装置９２０にインストールされ、無線通信インタフェース９３３（例えば、ＢＢプロ
セッサ９３４）及び／又はプロセッサ９２１が当該プログラムを実行してもよい。以上の
ように、情報取得部２４１及び／又は制御部２４３を備える装置としてカーナビゲーショ
ン装置９２０又は上記モジュールが提供されてもよく、プロセッサを情報取得部２４１及
び／又は制御部２４３として機能させるためのプログラムが提供されてもよい。また、上
記プログラムを記録した読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい。
【０３７３】
　また、図２９に示したカーナビゲーション装置９２０において、例えば、図９を参照し
て説明した無線通信部２２０は、無線通信インタフェース９３３（例えば、ＲＦ回路９３
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５）において実装されてもよい。また、アンテナ部２１０は、アンテナ９３７において実
装されてもよい。
【０３７４】
　また、本開示に係る技術は、上述したカーナビゲーション装置９２０の１つ以上のブロ
ックと、車載ネットワーク９４１と、車両側モジュール９４２とを含む車載システム（又
は車両）９４０として実現されてもよい。即ち、情報取得部２４１及び／又は制御部２４
３を備える装置として車載システム（又は車両）９４０が提供されてもよい。車両側モジ
ュール９４２は、車速、エンジン回転数又は故障情報などの車両側データを生成し、生成
したデータを車載ネットワーク９４１へ出力する。
【０３７５】
　＜＜１０．まとめ＞＞
　ここまで、図５～図２９を参照して、本開示の実施形態に係る通信装置及び各処理を説
明した。本開示に係る実施形態によれば、
【０３７６】
　（１）第１～第４の実施形態
　第１の実施形態／第２の実施形態では、基地局１００は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使
用される第１のモードと、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される
第２のモードとの間で、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える切替部１５１と
、上記ＵＬ帯域に対応するＦＤＤのＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準とする
第１のＴＡについての指示、及び、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングを基準と
する第２のＴＡについての指示を行う制御部１５３と、を備える。
【０３７７】
　第３の実施形態では、基地局１００は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモ
ードと、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの
間で、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える切替部１５１と、上記動作モード
が上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ帯域に対応するＦＤＤのＤＬ帯域についての
ＤＬ送信タイミングと、上記ＵＬ帯域についてのＤＬ送信タイミングとを同期させる制御
部１５３と、を備える。
【０３７８】
　第４の実施形態では、端末装置２００は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１の
モードと、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードと
の間での、上記ＵＬ帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する情報取得部
２４１と、上記動作モードが上記第１のモードである場合に、上記ＵＬ帯域におけるＵＬ
送信のための処理を行い、上記動作モードが上記第２のモードである場合に、上記ＵＬ帯
域におけるＤＬ受信及びＤＬ送信のための処理を行う制御部２４３と、を備える。制御部
２４３は、上記動作モードが上記第１のモードであるか又は上記第２のモードであるかに
よらず、上記ＵＬ帯域に対応するＦＤＤのＤＬ帯域についてのＤＬ受信タイミングに基づ
いて、上記ＵＬ帯域についてのＵＬ送信タイミングを調整する。
【０３７９】
　これにより、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合
に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線通信を行うことが可能になる。具体的には、例え
ば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に、基地局における
ＵＬ受信タイミングの同期が実現される。
【０３８０】
　（２）第５の実施形態
　第５の実施形態では、基地局１００は、ＦＤＤのＵＬ帯域がＵＬに使用される第１のモ
ードと、上記ＵＬ帯域が時分割によりＤＬ及びＵＬの両方に使用される第２のモードとの
間で、上記ＵＬ帯域についての動作モードを切り替える切替部１５１と、上記動作モード
が上記第２のモードである場合にＤＬデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブ
フレームに関する情報を、端末装置２００に通知する制御部１５３と、を備える。
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【０３８１】
　これにより、例えば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合
に当該ＵＬ帯域においてより良好に無線通信を行うことが可能になる。具体的には、例え
ば、ＦＤＤのＵＬ帯域を時分割でＤＬ及びＵＬの両方に使用する場合に、ＤＬデータにつ
いてのＡＣＫ／ＮＡＣＫが適切に送信される。
【０３８２】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態を説明したが、本開示は係る例
に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範
疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについ
ても当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
【０３８３】
　例えば、基地局及び端末装置を含むシステムがＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、又
はこれらに準ずる通信規格に準拠したシステムである例を説明したが、本開示は係る例に
限定されない。例えば、システムは、他の通信規格に準拠したシステムであってもよい。
【０３８４】
　また、本明細書の処理における処理ステップは、必ずしもフローチャート又はシーケン
ス図に記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理における処理
ステップは、フローチャート又はシーケンス図として記載した順序と異なる順序で実行さ
れても、並列的に実行されてもよい。
【０３８５】
　また、本明細書の装置（例えば、基地局、基地局装置若しくは基地局装置のためのモジ
ュール、又は、端末装置若しくは端末装置のためのモジュール）に備えられるプロセッサ
（例えば、ＣＰＵ、ＤＳＰなど）を上記装置の構成要素（例えば、切替部及び／若しくは
制御部、又は、情報取得部及び／若しくは制御部）として機能させるためのコンピュータ
プログラム（換言すると、上記プロセッサに上記装置の構成要素の動作を実行させるため
のコンピュータプログラム）も作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記
録した記録媒体も提供されてもよい。また、上記コンピュータプログラムを記憶するメモ
リと、上記コンピュータプログラムを実行可能な１つ以上のプロセッサとを備える装置（
例えば、基地局、基地局装置若しくは基地局装置のためのモジュール、又は、端末装置若
しくは端末装置のためのモジュール）も提供されてもよい。また、上記装置の構成要素（
例えば、切替部及び／若しくは制御部、又は、情報取得部及び／若しくは制御部）の動作
を含む方法も、本開示に係る技術に含まれる。
【０３８６】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的又は例示的なものであって限定的
ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記効果とともに、又は上記効果に代えて、本
明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０３８７】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　ＦＤＤ（Frequency　Division　Duplex）のアップリンク帯域がアップリンクに使用さ
れる第１のモードと、前記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリン
クの両方に使用される第２のモードとの間で、前記アップリンク帯域についての動作モー
ドを切り替える切替部と、
　前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受
信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンスについての指示、及び、前記アッ
プリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミングアド
バンスについての指示を行う制御部と、
を備える装置。
（２）
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記第１のタイミン
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グアドバンスについての前記指示、及び前記第２のタイミングアドバンスについての前記
指示を行う、前記（１）に記載の装置。
（３）
　前記第１のタイミングアドバンスについての前記指示、及び前記第２のタイミングアド
バンスについての前記指示は、前記第２のモードをサポートする同一の端末装置への指示
である、前記（１）又は（２）に記載の装置。
（４）
　前記制御部は、タイミングアドバンスコマンドの通知により、前記第１のタイミングア
ドバンスについての前記指示、及び前記第２のタイミングアドバンスについての前記指示
を行う、前記（３）に記載の装置。
（５）
　前記タイミングアドバンスコマンドは、前記第１のタイミングアドバンスのためのタイ
ミングアドバンスコマンドと、前記第２のタイミングアドバンスのためのタイミングアド
バンスコマンドとを含む、前記（４）に記載の装置。
（６）
　前記第１のタイミングアドバンスのための前記タイミングアドバンスコマンドは、第１
のタイミングアドバンスグループのためのコマンドであり、
　前記第２のタイミングアドバンスのための前記タイミングアドバンスコマンドは、前記
第１のタイミングアドバンスグループとは異なる第２のタイミングアドバンスグループの
ためのコマンドである、
前記（５）に記載の装置。
（７）
　前記制御部は、タイミングアドバンスコマンドの通知により、前記第１のタイミングア
ドバンス及び前記第２のタイミングアドバンスのうちの一方についての指示を行い、前記
第１のタイミングアドバンスと前記第２のタイミングアドバンスとの間のオフセットを示
す情報の通知により、前記第１のタイミングアドバンス及び前記第２のタイミングアドバ
ンスのうちの他方についての指示を行う、前記（３）～（６）のいずれか１項に記載の装
置。
（８）
　前記第１のタイミングアドバンスについての前記指示は、前記第２のモードをサポート
しない第１の端末装置への指示であり、
　前記第２のタイミングアドバンスについての前記指示は、前記第２のモードをサポート
する第２の端末装置への指示である、
前記（１）又は（２）に記載の装置。
（９）
　前記第１の端末装置は、前記ダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミング
に基づいて前記アップリンク帯域についてのアップリンク送信タイミングを調整する端末
装置であり、
　前記第２の端末装置は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップ
リンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングに基づいて前記アップリンク帯域につ
いてのアップリンク送信タイミングを調整する端末装置である、
前記（８）に記載の装置。
（１０）
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯
域における同期信号の送信のための処理を行う、前記（１）～（９）のいずれか１項に記
載の装置。
（１１）
　前記第２のモードは、前記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリ
ンクの両方に使用され、且つ、無線フレームのうちの少なくとも所定のサブフレームにお
いて前記アップリンク帯域がダウンリンクに使用されるモードであり、
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　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、無線フレームのうち
の前記所定のサブフレームにおいて前記同期信号が送信されるように、前記アップリンク
帯域における前記同期信号の送信のための処理を行う、
前記（１０）に記載の装置。
（１２）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替える切替部と、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域に対応するＦ
ＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク送信タイミングと、前記アップリンク帯
域についてのダウンリンク送信タイミングとを同期させる制御部と、
を備える装置。
（１３）
　前記アップリンク帯域についてのアップリンク受信タイミングは、少なくとも前記動作
モードが前記第２のモードである場合に、前記ダウンリンク帯域についてのダウンリンク
送信タイミングよりも所定時間だけ早い、前記（１２）に記載の装置。
（１４）
　前記所定時間は、前記アップリンク帯域におけるアップリンクからダウンリンクへの切
替えに要する時間である、前記（１３）に記載の装置。
（１５）
　前記アップリンク帯域についてのアップリンク受信タイミングは、前記動作モードが前
記第１のモードである場合に、前記ダウンリンク帯域についてのダウンリンク送信タイミ
ングと同期し、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記ダウンリンク帯域
についてのダウンリンク送信タイミングよりも前記所定時間だけ早く、
　前記制御部は、前記第１のモードから前記第２のモードへの前記動作モードの切替えに
応じて前記アップリンク帯域におけるアップリンク送信のタイミングアドバンスが前記所
定時間だけ長くなるように、当該タイミングアドバンスについての指示を行う、
前記（１３）又は（１４）に記載の装置。
（１６）
　前記制御部は、前記切替えの６サブフレーム前のサブフレームにおけるタイミングアド
バンスコマンドの通知により、前記タイミングアドバンスについての前記指示を行う、前
記（１５）に記載の装置。
（１７）
　前記制御部は、前記所定時間に対応するオフセットを示す情報の通知により、前記タイ
ミングアドバンスについての前記指示を行う、前記（１５）に記載の装置。
（１８）
　前記動作モードが前記第２のモードであっても、前記アップリンク帯域において同期信
号は送信されない、前記（１２）～（１７）のいずれか１項に記載の装置。
（１９）
　前記制御部は、前記アップリンク帯域についてのアップリンク／ダウンリンクコンフィ
ギュレーションを示す情報を、端末装置に通知する、前記（１）～（１８）のいずれか１
項に記載の装置。
（２０）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
取得部と、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
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制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記動作モードが前記第１のモードであるか又は前記第２のモードであ
るかによらず、前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダ
ウンリンク受信タイミングに基づいて、前記アップリンク帯域についてのアップリンク送
信タイミングを調整する、
装置。
（２１）
　プロセッサにより、
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受
信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンスについての指示、及び、前記アッ
プリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミングアド
バンスについての指示を行うことと、
を含む方法。
（２２）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受
信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンスについての指示、及び、前記アッ
プリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミングアド
バンスについての指示を行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
（２３）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受
信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンスについての指示、及び、前記アッ
プリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミングアド
バンスについての指示を行うことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
（２４）
　プロセッサにより、
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域に対応するＦ
ＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク送信タイミングと、前記アップリンク帯
域についてのダウンリンク送信タイミングとを同期させることと、
を含む方法。
（２５）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域に対応するＦ
ＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク送信タイミングと、前記アップリンク帯
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域についてのダウンリンク送信タイミングとを同期させることと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
（２６）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域に対応するＦ
ＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク送信タイミングと、前記アップリンク帯
域についてのダウンリンク送信タイミングとを同期させることと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
（２７）
　プロセッサにより、
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードであるか又は前記第２のモードであるかによらず、
前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信
タイミングに基づいて、前記アップリンク帯域についてのアップリンク送信タイミングを
調整することと、
を含む方法。
（２８）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードであるか又は前記第２のモードであるかによらず、
前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信
タイミングに基づいて、前記アップリンク帯域についてのアップリンク送信タイミングを
調整することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
（２９）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードであるか又は前記第２のモードであるかによらず、
前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信
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タイミングに基づいて、前記アップリンク帯域についてのアップリンク送信タイミングを
調整することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
（３０）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
取得部と、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯
域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該
ダウンリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする第１のタイミ
ングアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてアップリンク送
信タイミングを調整し、又は、前記アップリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミ
ングと、当該アップリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする
第２のタイミングアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてア
ップリンク送信タイミングを調整する、
装置。
（３１）
　プロセッサにより、
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域に対応するＦ
ＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該ダウンリンク帯
域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンス
を示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてアップリンク送信タイミングを
調整し、又は、前記アップリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該ア
ップリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミン
グアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてアップリンク送信
タイミングを調整することと、
を含む方法。
（３２）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
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　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域に対応するＦ
ＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該ダウンリンク帯
域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンス
を示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてアップリンク送信タイミングを
調整し、又は、前記アップリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該ア
ップリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミン
グアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてアップリンク送信
タイミングを調整することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
（３３）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域に対応するＦ
ＤＤのダウンリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該ダウンリンク帯
域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする第１のタイミングアドバンス
を示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてアップリンク送信タイミングを
調整し、又は、前記アップリンク帯域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該ア
ップリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タイミングを基準とする第２のタイミン
グアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク帯域についてアップリンク送信
タイミングを調整することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
（３４）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
取得部と、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
制御部と、
を備え、
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯
域についてのダウンリンク受信タイミングと、当該アップリンク帯域についての当該ダウ
ンリンク受信タイミングを基準とするタイミングアドバンスを示す情報とに基づいて、前
記アップリンク帯域についてアップリンク送信タイミングを調整する、
装置。
（３５）
　プロセッサにより、
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
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記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域についてのダ
ウンリンク受信タイミングと、当該アップリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タ
イミングを基準とするタイミングアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク
帯域についてアップリンク送信タイミングを調整することと、
を含む方法。
（３６）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域についてのダ
ウンリンク受信タイミングと、当該アップリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タ
イミングを基準とするタイミングアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク
帯域についてアップリンク送信タイミングを調整することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
（３７）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯域についてのダ
ウンリンク受信タイミングと、当該アップリンク帯域についての当該ダウンリンク受信タ
イミングを基準とするタイミングアドバンスを示す情報とに基づいて、前記アップリンク
帯域についてアップリンク送信タイミングを調整することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
【０３８８】
　また、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　ＦＤＤ（Frequency　Division　Duplex）のアップリンク帯域がアップリンクに使用さ
れる第１のモードと、前記アップリンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリン
クの両方に使用される第２のモードとの間で、前記アップリンク帯域についての動作モー
ドを切り替える切替部と、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータについてのＡＣＫ
（Acknowledgement）／ＮＡＣＫ（Negative　Acknowledgement）を送信するサブフレーム
に関する情報を、端末装置に通知する制御部と、
を備える装置。
（２）
　前記ダウンリンクデータは、前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯
域において送信されるダウンリンクデータを含む、前記（１）に記載の装置。
（３）



(58) JP 6617717 B2 2019.12.11

10

20

30

40

50

　前記ダウンリンクデータは、前記アップリンク帯域において送信されるダウンリンクデ
ータをさらに含む、前記（２）に記載の装置。
（４）
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯
域についてのアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーションを、複数のアップリン
ク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補の中で変更し、
　前記サブフレームは、前記複数のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション
候補の間で共通のアップリンクサブフレームである、
前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の装置。
（５）
　前記サブフレームは、前記複数のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション
候補のうちの第１のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補のために定
義された、ダウンリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信用のサブフレームであ
り、
　前記情報は、前記第１のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補を示
す情報である、
前記（４）に記載の装置。
（６）
　前記第１のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補は、前記複数のア
ップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補のうちの、アップリンクサブフレ
ームの数が最小であるアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補である、
前記（５）に記載の装置。
（７）
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合にアップリンクデータに
ついてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する他の情報を、端末装置に通知
する、前記（１）～（６）のいずれか１項に記載の装置。
（８）
　前記アップリンクデータは、前記アップリンク帯域において送信されるアップリンクデ
ータである、前記（７）に記載の装置。
（９）
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記アップリンク帯
域についてのアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーションを、複数のアップリン
ク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補の中で変更し、
　前記アップリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する前記サブフレームは、
前記複数のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補の間で共通のダウン
リンクサブフレームである、
前記（７）又は（８）に記載の装置。
（１０）
　前記アップリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する前記サブフレームは、
前記複数のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補のうちの第２のアッ
プリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補のために定義された、アップリンク
データについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信用のサブフレームであり、
　前記他の情報は、前記第２のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補
を示す情報である、
前記（９）に記載の装置。
（１１）
　前記第２のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補は、前記複数のア
ップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補のうちの、ダウンリンクサブフレ
ームの数が最小であるアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーション候補である、
前記（１０）に記載の装置。
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（１２）
　前記制御部は、個別のシグナリングにより、前記情報を端末装置に通知する、前記（１
）～（１１）のいずれか１項に記載の装置。
（１３）
　前記制御部は、システム情報の中で、前記情報を端末装置に通知する、前記（１）～（
１２）のいずれか１項に記載の装置。
（１４）
　前記制御部は、前記アップリンク帯域についてのアップリンク／ダウンリンクコンフィ
ギュレーションを示す情報を、端末装置に通知する、前記（１）～（１３）のいずれか１
項に記載の装置。
（１５）
　プロセッサにより、
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報を、端末装置に通知することと、
を含む方法。
（１６）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
取得部と、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
制御部と、
を備え、
　前記取得部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータに
ついてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報を取得し、
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記サブフレームに
関する前記情報に基づいて、ダウンリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のた
めの処理を行う、
装置。
（１７）
　前記ダウンリンクデータは、前記アップリンク帯域に対応するＦＤＤのダウンリンク帯
域において送信されるダウンリンクデータを含む、前記（１６）に記載の装置。
（１８）
　前記ダウンリンクデータは、前記アップリンク帯域において送信されるダウンリンクデ
ータをさらに含む、前記（１７）に記載の装置。
（１９）
　前記取得部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合にアップリンクデータに
ついてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する他の情報を取得し、
　前記制御部は、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記サブフレームに
関する前記他の情報に基づいて、アップリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの受信
のための処理を行う、
前記（１６）～（１８）のいずれか１項に記載の装置。
（２０）
　前記アップリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する前記サブフレームは、
前記アップリンク帯域についての複数のアップリンク／ダウンリンクコンフィギュレーシ
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ョン候補の間で共通のダウンリンクサブフレームであり、
　前記制御部は、前記他の情報に基づいて、前記アップリンク帯域についての測定を制御
する、
前記（１９）に記載の装置。
（２１）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報を、端末装置に通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
（２２）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間で、前記アップリンク帯域についての動作モードを切り替えることと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報を、端末装置に通知することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
（２３）
　プロセッサにより、
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報を取得することと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記サブフレームに関する前記情報
に基づいて、ダウンリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のための処理を行う
ことと、
を含む方法。
（２４）
　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報を取得することと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記サブフレームに関する前記情報
に基づいて、ダウンリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のための処理を行う
ことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
（２５）
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　ＦＤＤのアップリンク帯域がアップリンクに使用される第１のモードと、前記アップリ
ンク帯域が時分割によりダウンリンク及びアップリンクの両方に使用される第２のモード
との間での、前記アップリンク帯域についての動作モードの切替えを示す情報を取得する
ことと、
　前記動作モードが前記第１のモードである場合に、前記アップリンク帯域におけるアッ
プリンク送信のための処理を行い、前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前
記アップリンク帯域におけるダウンリンク受信及びアップリンク送信のための処理を行う
ことと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合にダウンリンクデータについてのＡＣＫ
／ＮＡＣＫを送信するサブフレームに関する情報を取得することと、
　前記動作モードが前記第２のモードである場合に、前記サブフレームに関する前記情報
に基づいて、ダウンリンクデータについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信のための処理を行う
ことと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録した読み取り可能な記録媒体。
【符号の説明】
【０３８９】
　１　　　　システム
　１００　　基地局
　１５１　　切替部
　１５３　　制御部
　２００　　基地局
　２４１　　情報取得部
　２４３　　制御部
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】
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