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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信を促進する方法であっ
て、
　複数の半二重インターレースの中から、通信に使用する半二重インターレースを決定す
ることと、前記複数の半二重インターレースにおける各半二重インターレースは、順方向
リンクおよび逆方向リンク用の時間的に重なり合わないフレームを含み、および
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信することと、を
備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信すること
は、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信することと、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信することを含む、方法。
【請求項２】
　前記使用する半二重インターレースを決定することは、端末に対する識別子に基づいて
、通信に使用する前記半二重インターレースを決定することを含む請求項１に記載の方法
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。
【請求項３】
　前記使用する半二重インターレースを決定することは、端末に対する媒体アクセス制御
識別子（ＭＡＣＩＤ）に基づいて、通信に使用する前記半二重インターレースを決定する
ことを含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信することは、
　前記第１の周波数チャネルを介して、前記使用が決定された半二重インターレースの順
方向リンクのフレームでデータを送信すること、および
　前記第２の周波数チャネルを介して、前記使用が決定された半二重インターレースの逆
方向リンクフレームでデータを受信することを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信することは、前記逆方向リンク上でシグナリングを受信することを含み、第２のセグメ
ントは、前記使用が決定された半二重インターレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントお
よびＯＦＤＭＡ制御セグメントのうちの１つ以上を含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信することは、前記順方向リンク上でシグナリングを送信することを含み、第１のセグメ
ントは、前記使用が決定された半二重インターレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントお
よびＯＦＤＭＡ制御セグメントのうちの１つ以を含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンク出力制御チャネル
（Ｆ－ＰＣＣＨ）上で少なくとも１つの出力制御コマンドを送信すること、および、順方
向リンクパイロット品質インジケータチャネル（Ｆ－ＰＱＩＣＨ）上で少なくとも１つの
パイロット品質インジケータを送信することの１つ以上を含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンク熱による干渉チャ
ネル（Ｆ－ＩＯＴＣＨ）および順方向リンク高速他セクター干渉チャネル（Ｆ－ＦＯＳＩ
ＣＨ）の１つ以上で干渉情報を送信することを含む請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンク共有制御チャネル
（Ｆ－ＳＣＣＨ）上でシグナリングを送信することを含む請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンクＣＱＩパイロット
チャネル（Ｆ－ＣＱＩＰＩＣＨ）および順方向リンクビーコンパイロットチャネル（Ｆ－
ＢＰＩＣＨ）の１つ以上で少なくとも１つのパイロットを送信することを含む請求項６に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記使用する半二重インターレースを決定することは、第１の半二重インターレースと
第２の半二重インターレースから前記半二重インターレースを選択することを含む請求項
１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信することは、
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームで第１の端末にリソースを割り
当てることと、
　前記複数の半二重インターレースの任意のフレームで第２の端末にリソースを割り当て
ることと、
　半二重を用いて前記第１の端末と通信することと、および
　全二重を用いて前記第２の端末と通信することと、を含む請求項１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信することは、ハ
イブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ）伝送によってデータを送信すること、およびＨ－
ＡＲＱ伝送によってデータを受信することの少なくとも１つを含む請求項１に記載の方法
。
【請求項１４】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける使用のための無線通信機器であっ
て、
　複数の半二重インターレースに関するデータを記憶するメモリと、なお、前記複数の半
二重インターレースの各々は、順方向リンクおよび逆方向リンク用の時間的に重なり合わ
ないフレームを含み、
　前記複数の半二重インターレースの中から、通信に使用する半二重インターレースを決
定し、
　使用のために決定される半二重インターレースのフレームを使用して通信するように構
成されたプロセッサと、を備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信すること
は、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信することと、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信することを含む、無線通信機器。
【請求項１５】
　前記順方向リンク用のフレームと前記逆方向リンク用のフレームが、互いに隣接する請
求項１４に記載の無線通信機器。
【請求項１６】
　送信と受信の間で、または受信と送信の間で端末が切り替わることができる十分な長さ
のものであるガードタイムが、前記順方向リンク用のフレームと前記逆方向リンク用のフ
レームとの間に設けられる請求項１４に記載の無線通信機器。
【請求項１７】
　前記複数の半二重インターレースは、第１の半二重インターレースおよび第２の半二重
インターレースであり、前記第１の半二重インターレースおよび前記第２の半二重インタ
ーレースは、各フレームが前記第１の半二重インターレースと前記第２の半二重インター
レースの一方に含まれるように、前記順方向リンクおよび前記逆方向リンク用のフレーム
を含む請求項１４に記載の無線通信機器。
【請求項１８】
　前記第１の半二重インターレースは、前記順方向リンク用の１つおきのフレームと、前
記逆方向リンク用の１つおきのフレームとを含み、前記第２の半二重インターレースは、
前記順方向リンクおよび前記逆方向リンク用の残りのフレームを含む請求項１７に記載の
無線通信機器。
【請求項１９】
　奇数の媒体アクセス制御識別子（ＭＡＣＩＤ）を有する第１の端末は、前記第１の半二
重インターレースに割り当てられ、偶数のＭＡＣＩＤを有する第２の端末は、前記第２の
半二重インターレースに割り当てられる請求項１８に記載の無線通信機器。
【請求項２０】
　前記プロセッサは、前記第１の端末および前記第２の端末の少なくとも一方に対する新
たなＭＡＣＩＤを割り当てることによって、使用する半二重インターレースの決定を変更
するようにさらに構成されている請求項１８に記載の無線通信機器。
【請求項２１】
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　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信を促進する機器であっ
て、
　複数の半二重インターレースの中から、通信に使用する半二重インターレースを決定す
るための手段と、前記複数の半二重インターレースにおける各半二重インターレースは、
順方向リンクおよび逆方向リンク用のフレームを含み、
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するための手段
と、を備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信する手段
は、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信する手段と、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信する手段を含む、機器。
【請求項２２】
　前記使用する半二重インターレースを決定するための手段は、少なくとも部分的に端末
に対するＭＡＣＩＤに基づいて、使用する前記半二重インターレースを決定するための手
段をさらに備える請求項２１に記載の機器。
【請求項２３】
　前記端末に対する前記ＭＡＣＩＤを変更することによって、前記使用が決定された半二
重インターレースを変更するための手段をさらに備える請求項２２に記載の機器。
【請求項２４】
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するための手段
は、
　半二重を用いて第１の端末と通信するための手段と、
　全二重を用いて第２の端末と通信するための手段と、を含む請求項２１に記載の機器。
【請求項２５】
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するための手段
は、
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームで前記第１の端末にリソースを
割り当てるための手段と、
　前記複数の半二重インターレースの任意のフレームで第２の端末にリソースを割り当て
るための手段と、をさらに含む請求項２４に記載の機器。
【請求項２６】
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するための手段
は、
　前記使用が決定された半二重インターレースのフレームで、データおよびシグナリング
の少なくとも一方を前記第１の端末と交換するための手段と、
　前記複数の半二重インターレースの任意フレームで、データおよびシグナリングの少な
くとも一方を前記第２の端末と交換するための手段とをさらに含む請求項２４に記載の機
器。
【請求項２７】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ
実行可能命令を記憶したコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
　複数の半二重インターレースの各々が、時間的に重なり合わないフレームを有するよう
に、順方向リンクおよび逆方向リンクのフレームを複数の半二重インターレースの中に割
り付けるためのコードと、
　前記複数の半二重インターレースからの半二重インターレースにアクセス端末を関連付
けるためのコードと、および
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　前記関連付けられた半二重インターレースに対して割り付けられたフレームを使用して
前記アクセス端末と通信するためのコードと、を備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するため
のコードは、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信するためのコードと、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信するためのコードと、を含む、
コンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　前記複数の半二重インターレースは、第１の半二重インターレースおよび第２の半二重
インターレースであり、前記第１の半二重インターレースは、前記順方向リンク用の１つ
おきのフレームと、前記逆方向リンク用の１つおきのフレームとを含み、前記第２の半二
重インターレースは、前記順方向リンクおよび前記逆方向リンク用の残りのフレームを含
む請求項２７に記載のコンピュータ可読媒体。
【請求項２９】
　前記アクセス端末を半二重インターレースと関連付けるための命令は、
　前記アクセス端末のＭＡＣＩＤが奇数である場合、前記アクセス端末を前記第１の半二
重インターレースと関連付けるための命令と、
　前記アクセス端末のＭＡＣＩＤが偶数である場合、前記アクセス端末を前記第２の半二
重インターレースと関連付けるための命令とを含む請求項２８に記載のコンピュータ可読
媒体。
【請求項３０】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信を促進する方法であっ
て、
　複数の半二重インターレースからアクセスネットワークとの通信に選択された半二重イ
ンターレースと関連付けることと、各半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方
向リンク用の時間的に重なり合わないフレームを含み、および
　前記関連付けられた半二重インターレースのフレームを使用して前記アクセスネットワ
ークと通信することを備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信すること
は、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信することと、および
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信することを含む、方法。
【請求項３１】
　前記アクセスネットワークと通信することは、
　前記第１の周波数チャネルを介して、前記関連付けられた半二重インターレースの順方
向リンクのフレームでデータを受信すること、および
　前記第２の周波数チャネルを介して、前記関連付けられた半二重インターレースの逆方
向リンクのフレームでデータを送信することを含む請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信することは、前記逆方向リンク上でシグナリングを送信することを含み、前記関連付け
られた半二重インターレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントおよびＯＦＤＭＡ制御セグ
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メントの少なくとも１つを含む請求項３０に記載の方法。
【請求項３３】
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信することは、前記順方向リンク上でシグナリングを受信することを含み、前記関連付け
られた半二重インターレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントおよびＯＦＤＭＡ制御セグ
メントの少なくとも１つにおいて、前記順方向リンク上でシグナリングを受信することを
含む請求項３０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンク出力制御チャネル
（Ｆ－ＰＣＣＨ）上で少なくとも１つの出力制御コマンドを受信すること、および、順方
向リンクパイロット品質インジケータチャネル（Ｆ－ＰＱＩＣＨ）上で少なくとも１つの
パイロット品質インジケータを受信することの１つ以上を含む請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンク熱による干渉チャ
ネル（Ｆ－ＩＯＴＣＨ）および順方向リンク高速他セクター干渉チャネル（Ｆ－ＦＯＳＩ
ＣＨ）の１つ以上で干渉情報を受信することを含む請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンク共有制御チャネル
Ｆ－ＳＣＣＨ上でシグナリングを受信することを含む請求項３３に記載の方法。
【請求項３７】
　前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンクＣＱＩパイロット
チャネル（Ｆ－ＣＱＩＰＩＣＨ）および順方向リンクビーコンパイロットチャネル（Ｆ－
ＢＰＩＣＨ）の１つ以上で少なくとも１つのパイロットを受信することを含む請求項３３
に記載の方法。
【請求項３８】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信のための機器であって
、
　関連付けられた半二重インターレースに関するデータを記憶するメモリと、前記選択さ
れた半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方向リンク用の時間的に重なり合わ
ないフレームを含み、
　前記関連付けられた半二重インターレースのフレームを使用してアクセスネットワーク
と通信するように構成されたプロセッサと、を備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信する手段
は、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信する手段と、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信する手段を含む、機器。
【請求項３９】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信を促進する機器であっ
て、
　複数の半二重インターレースからアクセスネットアークとの通信のために選択された半
二重インターレースと関連付けるための手段と、各半二重インターレースは、順方向リン
クおよび逆方向リンク用のフレームを含み、
　前記関連付けられた半二重インターレースのフレームを使用して前記アクセスネットワ
ークと通信するための手段とを備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
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関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信する手段
は、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信する手段と、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信する手段を含む、機器。
【請求項４０】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ
実行可能命令を記憶したコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、
　複数の半二重インターレースから選択された半二重インターレースと関連付けることと
、前記複数の半二重インターレースの各々は、前記複数の半二重インターレースの各々が
時間的に重なり合わないフレームを有するように、順方向リンクおよび逆方向リンクのフ
レームを割り付けており、および
　前記関連付けられた半二重インターレースに対する割り付けられたフレームを使用して
アクセスネットワークと通信すること、を備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するため
のコードは、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信するためのコードと、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信するためのコードを含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
　周波数分割二重（ＦＤＤ）無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ
実行可能命令を実行するプロセッサであって、前記命令は、
　複数の半二重インターレースから選択された半二重インターレースのフレームでリソー
スの割当てを受信すること、
　前記割り当てられたリソースを使用してアクセスネットワークと通信することを備え、
　ここで、前記順方向リンクは、複数の周波数のサブバンドを備える第１の周波数チャネ
ルに関連しており、逆方向リンクは、複数のサブバンドを備える第２の周波数チャネルに
関係し、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信すること
は、
　前記順方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第１の制御セグメントを送
信することと、
　前記逆方向リンク上の複数の周波数サブバンドの１つに及ぶ第２の制御セグメントを受
信することを含む、プロセッサ。
【請求項４２】
　前記アクセスネットワークと通信することは、前記選択された半二重インターレースの
フレームで前記アクセスネットワークとデータを交換することを含む請求項４１に記載の
プロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（相互参照）
　本願は、本願明細書中で参照として引用され、２００６年５月１８日に出願された「Ｈ
ＡＬＦ－ＤＵＰＬＥＸ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＩＮ　Ａ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　
ＤＩＶＩＳＩＯＮ　ＤＵＰＬＥＸ　ＳＹＳＴＥＭ」という名称の米国仮出願第６０／８０
１，７６３号の利益を主張するものである。
【０００２】
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　本開示は、広義には無線通信に関し、より具体的には、無線通信システムにおいてデー
タを伝送するための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、様々な通信サービスを提供するために広範に配備されており、そ
のような無線通信システムを介して、例えば、音声、ビデオ、パケットデータ、ブロード
キャスト、およびメッセージサービスを提供することができる。これらのシステムは、利
用可能なシステムリソースを共有することによって複数の端末に対する通信をサポートす
ることが可能な多元接続システムとすることができる。そのような多元接続システムの例
には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、
周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）システムが挙げられる。
【０００４】
　従来より、アクセスネットワーク（ＡＮ）とも呼ばれる無線通信システムは、順方向リ
ンクおよび逆方向リンク上での基地局と端末（例えば、アクセス端末またはＡＴ）との間
のデータ伝送に、周波数分割二重通信（ＦＤＤ）または時分割二重通信（ＴＤＤ）のいず
れかを利用している。順方向リンク（または「ダウンリンク」）とは、基地局から１つ以
上の端末への通信リンクのことを指し、一方、逆方向リンク（または「アップリンク」）
とは、端末から１つ以上の基地局への通信リンクのことを指す。ＦＤＤを利用する無線通
信システムにおいては、別個の周波数チャネルが、順方向リンクおよび逆方向リンクに使
用される。端末は、順方向リンク（ＦＬ）周波数チャネル上でデータを受信するのと同時
に、逆方向リンク（ＲＬ）周波数チャネル上でデータを伝送することができる。対照的に
、ＴＤＤを利用する無線通信システムにおいては、単一の周波数チャネルが、順方向リン
クと逆方向リンクの双方に使用される。そのようなシステムにおける伝送タイムラインは
、各時間間隔に区分化され、ある時間間隔はＦＬ伝送に使用され、他の時間間隔はＲＬ伝
送に使用される。この区分化に基づいて、端末は、ＲＬ伝送用に確保された時間間隔で周
波数チャネル上でデータを伝送することができ、また、ＦＬ伝送用に確保された時間間隔
でデータを受信することができる。
【０００５】
　ＦＤＤシステムにおける動作用に設計された端末は、ＦＬ通信およびＲＬ通信に異なる
周波数帯域を割り当てて、同時のＦＬ通信とＲＬ通信を可能にしているデュプレクサを使
用することによって同時に受信し送信することが可能である。しかしながら、端末は、Ｔ
ＤＤシステムにおける動作用に設計されていることもあり、また、端末が同時に受信し送
信することを可能にするデュプレクサを持たないこともある。したがって、端末は、２つ
の周波数チャネル上での同時の伝送と受信をサポートする典型的なＦＤＤシステムにおい
ては、動作することができない。さらに、デュプレクサは、実装にコストを要することが
あり、結果として、アクセスネットワークにおける一部の端末には望ましくないことがあ
る。加えて、高帯域幅のアクセスネットワークにおいて動作する端末用に、２つの周波数
帯域を完全に分離するデュプレクサを組み入れることは、そのネットワークの高帯域性に
より、従来より困難であった。
【特許文献１】米国仮出願第６０／８０１，７６３号
【発明の開示】
【発明の概要】
【０００６】
　開示する実施形態の基本が理解されることを目的に、かかる実施形態の概要を以下に簡
潔に提示する。この概要は、企図されるすべての実施形態の大要を総括するものではなく
、また、主要なまたは重要な要素を特定することも、かかる実施形態の趣旨を叙述するこ
とも意図したものではない。その唯一の目的は、後に提示するより詳細な説明に対する序
文としての簡潔な形で、開示する実施形態のいくつかの概念を提示することである。
【０００７】



(9) JP 5027219 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

　説明する実施形態は、ＦＤＤシステムにおける半二重通信を提供することによって上記
の問題を緩和する。より具体的には、１つ以上の実施形態で、ＦＤＤシステムにおける通
信を半二重インターレースに分離しており、なお、端末は、ＴＤＤシステムと類似した方
式で、ある期間には受信し、別の期間には伝送することができる。ＦＤＤシステムを半二
重インターレースに分離することによって、デュプレクサを持たない端末（例えば、ＴＤ
Ｄシステムにおける動作用に設計された端末）をＦＤＤシステムにおいて機能させること
ができる。
【０００８】
　一態様によれば、無線通信システムにおける半二重通信を促進する方法が、本願におい
て示される。その方法は、複数の半二重インターレースの中から、通信に使用する半二重
インターレースを決定することと、複数の半二重インターレースにおける各半二重インタ
ーレースが、順方向リンクおよび逆方向リンク用の一時的に重なり合わないフレームを含
むことを備えることができる。さらに、その方法は、使用が決定された半二重インターレ
ースのフレームを使用して通信することを備えることができる。
【０００９】
　別の態様は、複数の半二重インターレースに関するデータを記憶するメモリを有するこ
とができ、なお、その複数の半二重インターレースの各々は、順方向リンクおよび逆方向
リンク用の一時的に重なり合わないフレームを含む無線通信機器に関する。さらに、その
無線通信機器は、複数の半二重インターレースの中から、通信に使用する半二重インター
レースを決定するように構成されたプロセッサを有することができる。
【００１０】
　さらなる別の態様は、無線通信システムにおける半二重通信を促進する機器に関する。
その機器は、複数の半二重インターレースの中から、通信に使用する半二重インターレー
スを決定するための手段を有することができ、なお、その複数の半二重インターレースに
おける各半二重インターレースが、順方向リンクおよび逆方向リンク用の一時的に重なり
合わないフレームを含む。加えて、その機器は、使用が決定された半二重インターレース
のフレームを使用して通信するための手段を有することができる。
【００１１】
　さらに別の態様は、無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実行可
能命令を記憶したそのコンピュータ可読媒体に関する。その命令は、複数の半二重インタ
ーレースの各々が、一時的に重なり合わないフレームを有するように、順方向リンクおよ
び逆方向リンクのフレームを複数の半二重インターレースの中に割り付けることを備える
ことができる。加えて、その命令はまた、複数の半二重インターレースからの半二重イン
ターレースにアクセス端末を関連付けることを含むことができる。さらに、その命令は、
関連付けられた半二重インターレースに対して割り付けられたフレームを使用してアクセ
ス端末と通信することを含むことができる。
【００１２】
　別の態様によれば、無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実行可
能命令を実行することができるプロセッサが、本願に示される。これらの命令は、周波数
分割二重（ＦＤＤ）通信システムにおいて半二重を用いて第１の端末と通信することを含
むことができる。これらの命令は、全二重を用いて第２の端末と通信することをさらに含
むことができる。
【００１３】
　さらに別の態様によれば、無線通信システムにおける半二重通信を促進する方法が、本
願において示される。その方法は、複数の半二重インターレースからアクセスネットワー
クとの通信に選択された半二重インターレースと関連付けることを備えることをでき、各
半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方向リンク用の一時的に重なり合わない
フレームを含む。加えて、その方法は、関連付けられた半二重インターレースのフレーム
を使用してアクセスネットワークと通信することを備えることができる。
【００１４】
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　別の態様は、関連付けられた半二重インターレースに関するデータを記憶するメモリを
備えることができ、選択された半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方向リン
ク用の一時的に重なり合わないフレームを含む無線通信機器に関する。さらに、その無線
通信機器は、関連付けられた半二重インターレースのフレームを使用してアクセスネット
ワークと通信するように構成されたプロセッサを有することができる。
【００１５】
　さらなる別の態様は、無線通信システムにおける半二重通信を促進する機器に関する。
その機器は、複数の半二重インターレースからアクセスネットワークとの通信に選択され
た半二重インターレースと関連付けるための手段を含むことができ、各半二重インターレ
ースが、順方向リンクおよび逆方向リンク用の一時的に重なり合わないフレームを含む。
加えて、その機器は、関連付けられた半二重インターレースのフレームを使用してアクセ
スネットワークと通信するための手段を有することができる。
【００１６】
　別の態様によれば、その無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実
行可能命令を記憶したコンピュータ可読媒体。その命令は、複数の半二重インターレース
から選択された半二重インターレースと関連付けることを有することができ、その複数の
半二重インターレースの各々は、その複数の半二重インターレースの各々が、一時的に重
なり合わないフレームを有するように、順方向リンクおよび逆方向リンクのフレームを割
り付けていることを含む。さらに、その命令は、関連付けられた半二重インターレースに
対して割り付けられたフレームを使用してアクセスネットワークと通信することを含むこ
とができる。
【００１７】
　さらに別の態様は、無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実行可
能命令を実行するプロセッサに関する。その命令は、複数の半二重インターレースから選
択された半二重インターレースのフレームでリソースの割当てを受信することを含むこと
ができる。加えて、その命令は、その割り当てられたリソースを使用してアクセスネット
ワークと通信することを含むことができる。
【００１８】
　上記のおよび関連する目的を達成するために、１つ以上の実施形態は、以下に十分に説
明し、かつ、特に、特許請求の範囲で具体的に示す特徴を備えている。以下の説明および
添付の図面で、開示する実施形態の特定の例示的な態様を詳細に記載する。これらの態様
は、しかしながら、様々な実施形態の原理が用いられうる様々な方式のうちの少数を表す
ものである。さらに、開示する実施形態は、かかるすべての態様およびその等価物を包含
することを意図したものである。
【詳細な説明】
【００１９】
　これから図面を参照して様々な実施形態について説明するが、なお、同様の参照符号が
、全体を通じて同様の要素を指すために使用されている。以下の説明においては、解説の
必要上、多数の具体的な詳細が、１つ以上の態様が完全に理解されることを目的として記
載されている。しかしながら、そのような実施形態が、これらの具体的な詳細がなくても
実施されうることは明白であろう。他の例においては、周知の構造および装置が、１つ以
上の実施形態を説明するのを促進する目的で、ブロック図の形で示されている。
【００２０】
　本出願において使用するとき、「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」な
どの用語は、コンピュータ関連のエンティティ、すなわち、ハードウェア、ファームウェ
ア、ハードウェアとソフトウェアとの組合わせ、ソフトウェア、または実行中であるソフ
トウェアのいずれかを指すことを意図したものである。例えば、コンポーネントは、限定
するものではないが、プロセッサ上で稼働中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実
行ファイル、実行スレッド、プログラム、および／またはコンピュータであってもよい。
実例として、計算機上で稼働中のアプリケーションとその計算機との双方が、１つのコン
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ポーネントとなることができる。１つ以上のコンポーネントが、プロセスおよび／または
実行スレッド内に存在することができ、また、１つのコンポーネントが、１つのコンピュ
ータに集中し、かつ／または２つ以上のコンピュータの間に分散していてもよい。加えて
、これらのコンポーネントは、様々なデータ構造を記憶した様々なコンピュータ可読媒体
から実行することができる。コンポーネントは、１つ以上のデータパケット（例えば、局
所システム、分散システムにおける別のコンポーネントと、かつ／または、インターネッ
トなどのネットワークを介して他のシステムと、信号によって対話する１つのコンポーネ
ントからのデータ）を有する信号に従うなど、局所的かつ／または遠隔的なプロセスによ
って通信してもよい。
【００２１】
　さらに、様々な実施形態について、無線端末および／または基地局と関連して本願明細
書で説明する。無線端末は、音声および／またはデータの接続性をユーザーに提供する装
置のことを指していてもよい。無線端末は、ラップトップコンピュータまたはデスクトッ
プコンピュータなどの計算機に接続されていてもよく、また、携帯情報端末（ＰＤＡ）な
どの自蔵式の装置であってもよい。無線端末はまた、システム、加入者ユニット、加入者
局、移動局、移動体、遠隔局、アクセスポイント、遠隔端末、アクセス端末、ユーザー端
末、ユーザーエージェント、ユーザーデバイス、または、ユーザー機器と呼ばれることも
ある。無線端末は、加入者局、無線デバイス、セル式電話機、ＰＣＳ電話機、コードレス
電話機、ＳＩＰ（セッション開始プロトコル（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ））電話機、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、無線接続機能を有するハンドヘルドデバイス、または無線モデムに接続された他の処
理デバイスであってもよい。基地局（例えばアクセスポイント）は、エアインターフェー
スにわたって１つ以上のセクターを通じて無線端末と通信するアクセスネットワーク内の
デバイスを指していてもよい。基地局は、受信したエアインターフェースフレームをＩＰ
パケットに変換することによって、無線端末と、インターネットプロトコル（ＩＰ）ネッ
トワークを含みうるアクセスネットワークの残りとの間のルータとして機能してもよい。
基地局はまた、エアインターフェースについての属性の管理を調整する。
【００２２】
　さらに、本願明細書で説明する様々な態様または特徴は、標準的なプログラミング技法
および／または工学的技法を使用して、方法、機器、または製品として実現されてもよい
。本願で使用する「製品」という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、
または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含することを意図したもので
ある。例えば、コンピュータ可読媒体には、限定はしないが、磁気記憶装置（例えば、ハ
ードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストライプ）、光ディスク（例え
ば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ））、スマートカー
ド、およびフラッシュメモリデバイス（例えば、カード、スティック、キードライブ）を
挙げることができる。
【００２３】
　多数のデバイス、コンポーネント、モジュール、その他同種のものを有しうるシステム
の観点から、様々な実施形態を示すことにする。様々なシステムが、付加的なデバイス、
コンポーネント、モジュール、その他を有してもよく、かつ／または、図に関連して議論
するデバイス、コンポーネント、モジュール、その他のすべてを有していなくてもよいこ
とは、理解されかつ認められるべきである。また、これらの手法の組合わせを用いてもよ
い。
【００２４】
　ここで図面を参照すると、図１は、様々な態様による多元接続無線通信システム１００
の図である。一例において、多元接続無線通信システム１００は、複数の基地局１１０と
複数の端末１２０とを有している。さらに、１つ以上の基地局１１０が、１つ以上の端末
１２０と通信することができる。非限定的な例として、基地局１１０は、アクセスポイン
ト、ノードＢ、および／または別の適当なネットワークエンティティであってもよい。各
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基地局１１０は、特定の地理的エリア１０２に対して通信カバー範囲を提供している。本
願明細書で使用するとき、また当技術分野においては一般に、「セル」という用語は、こ
の用語が使用される状況に応じて、基地局１１０および／またはそのカバーエリア１０２
を指すことがある。システム能力を改善するために、基地局１１０に対応するカバーエリ
ア１０２は、複数のより小さなエリア（例えば、エリア１０４ａ、１０４ｂ、および１０
４ｃ）に区分化されていてもよい。より小さなエリア１０４ａ、１０４ｂ、および１０４
ｃの各々は、各自の基地トランシーバサブシステム（ＢＴＳ、図示せず）によってサービ
スを受けてもよい。本願明細書で使用するとき、また当技術分野においては一般に、「セ
クター」という用語は、この用語が使用される状況に応じて、ＢＴＳおよび／またはその
カバーエリアを指すことがある。複数のセクター１０４を有するセル１０２において、セ
ル１０２の全セクター１０４に対するＢＴＳは、セル１０２に対する基地局１１０内の同
じ場所に配置することができる。
【００２５】
　別の例において、システム１００は、１つ以上の基地局１１０に結合することができか
つ基地局１１０についての調整と制御をもたらすことができるシステムコントローラ１３
０を用いることによって、集中形アーキテクチャを利用することができる。別の態様によ
れば、システムコントローラ１３０は、単一のネットワークエンティティであっても、ネ
ットワークエンティティの集まりであってもよい。加えて、システム１００は、基地局１
１０が必要に応じて互いに通信できるようにするために、分散アーキテクチャを利用して
もよい。
【００２６】
　一態様によれば、端末１２０は、システム１００全体にわたって散在していてもよい。
各端末１２０は、静止していても移動していてもよい。非限定的な例として、端末１２０
は、アクセス端末（ＡＴ）、移動局、ユーザー機器、加入者局、および／または別の適当
なネットワークエンティティであってもよい。端末は、無線デバイス、セル式電話機、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、ハンドヘルドデバイスなどであってもよい。
【００２７】
　別の態様によれば、システム１００はＦＤＤを利用し、２つの別個の周波数チャネルを
介して順方向リンク（ＦＬ）および逆方向リンク（ＲＬ）上での同時伝送をサポートして
もよい。加えて、システム１００は、全二重動作が可能な端末１２０（「全二重端末」）
に対して全二重通信をサポートしてもよい。本願明細書で使用するとき、また当技術分野
においては一般に、全二重とは、局（例えば基地局１１０または端末１２０）が同時に伝
送し受信しうるモードのことを指す。一例において、全二重動作が可能な局は、伝送と受
信の双方のための単一のアンテナを備えていてもよい。したがって、局は、デュプレクサ
を有することができ、デュプレクサによって、データ受信用に受信信号をアンテナからレ
シーバに送り、データ伝送用に変調信号をトランスミッタからアンテナに送ることができ
る。
【００２８】
　加えて、システム１００は、全二重動作が可能でない端末１２０（「半二重端末」）に
対して半二重通信をサポートしてもよい。本願明細書で使用するとき、また当技術分野に
おいては一般に、半二重とは、局がいかなる瞬間にも伝送するかまたは受信することはで
きるが、同時に伝送し受信することはできないモードのことを指す。一例において、半二
重動作のみが可能な局は、伝送と受信の双方のための単一のアンテナを備えていてもよい
。したがって、局は、データ受信の期間にはアンテナをレシーバに接続し、データ伝送の
期間にはトランスミッタをアンテナに接続することができるスイッチを有していてもよい
。
【００２９】
　別の例において、システム１００は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、シ
ングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、および／または他の好適な多元接続方式な
ど、１つ以上の多元接続方式を利用してもよい。ＯＦＤＭＡは直交周波数分割多重化（Ｏ
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ＦＤＭ）を利用し、ＳＣ－ＦＤＭＡはシングルキャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ
）を利用する。ＯＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システムの帯域幅を複数の直交サブキャ
リア（例えば、トーン、ビン）に区分化することができ、それらは、データで変調されて
もよい。典型的には、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時
間領域で送信される。加えて、システム１００は、ＯＦＤＭＡおよびＣＤＭＡなどの多元
接続方式の組合わせを利用してもよい。加えて、システム１００は、データおよびシグナ
リングが順方向リンクおよび逆方向リンク上で送信される方式を示すために、様々なフレ
ーミング構造を利用してもよい。明確にするため、システム１００が利用しうるフレーミ
ング構造の非限定的な例について、ここでより詳細に説明する。
【００３０】
　加えて、システム１００は、当技術分野において増分リダンダンシー（Ｉｎｃｒｅｍｅ
ｎｔａｌ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ）（ＩＲ）伝送とも呼ばれているハイブリッド自動再送
要求（Ｈ－ＡＲＱ）伝送をサポートしてもよい。Ｈ－ＡＲＱを用いると、データパケット
は、１回の伝送で、また必要に応じて、そのデータパケットが正しく復号化されるか、ま
たは最高回数の再伝送が送られるまで、１回以上の再伝送で送ることができる。
【００３１】
　図２は、本願明細書で説明する様々な態様による半二重通信を提供するシステム２００
のブロック図である。一例において、システム２００は、アクセスネットワーク（ＡＮ）
２１０と１つ以上のアクセス端末（ＡＴ）２２０とを有している。別の例において、複数
のアクセスネットワーク２１０がまた、システム２００内で用いられてもよい。アクセス
ネットワーク２１０は、例えば、無線通信システム（例えばシステム１００）またはシス
テム内の個々の基地局（例えば基地局１１０）とすることができる。加えて、アクセス端
末２２０は、例えば、無線通信システム内の端末（例えば端末１２０）とすることができ
る。
【００３２】
　一態様によれば、アクセスネットワーク２１０とアクセス端末２２０は、アクセスネッ
トワーク２１０におけるアンテナ２１２およびアクセス端末２２０におけるアンテナ２２
２を介して、順方向リンク（ＦＬ）および逆方向リンク（ＲＬ）上で通信することができ
る。加えて、アクセスネットワーク２１０および／またはアクセス端末２２０は、システ
ム２００内の複数のアクセスネットワーク２１０および／またはアクセス端末２２０と通
信するために、複数のアンテナ２１２および／またはアンテナ２２２を有していてもよい
。
【００３３】
　別の態様によれば、システム２００は、ＦＤＤ通信を利用することができる。しかしな
がら、１つ以上のアクセス端末２２０が、ＦＤＤ通信を利用するシステムにおける動作用
には設計されていないことがある。例えば、アクセス端末２２０は、通常のＦＤＤ全二重
通信で要求されるようにアクセス端末２２０が同時に伝送し受信することを可能にするた
めのデュプレクサまたは他の手段を持たないこともある。これらのアクセス端末２２０を
システム２００において機能させるために、アクセスネットワーク２１０は、ＦＬおよび
ＲＬ伝送タイムラインを複数の半二重インターレースに区分化するインターレースコンポ
ーネント２１５を有していてもよい。さらに、１つ以上のアクセス端末２２０がまた、イ
ンターレースコンポーネント２２５を有していてもよい。
【００３４】
　一例において、インターレースコンポーネント２１５および２２５は、ＦＬおよびＲＬ
伝送タイムラインを２つの同等の半二重インターレースに区分化する。インターレースコ
ンポーネント２１５および２２５は次いで、２つの半二重インターレースの間でアクセス
端末２２０を分割することができる。この分割は、所与のインターレース上のアクセス端
末の数、インターレース間のロードバランス、および／または他の好適な要素など、複数
の要素に基づくことができる。別の例においては、最初に、各アクセス端末２２０をイン
ターレースに、そのアクセス端末２２０から取得した情報に基づいて割り当てることによ
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って、アクセス端末２２０を半二重インターレースに分割することができる。この情報は
、システム２００内のアクセス端末２２０の媒体アクセス制御識別子（ＭＡＣＩＤ）、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、端末名、および／またはＩＤの他の要素、な
らびに他の適当な情報とすることができる。１つ以上のアクセス端末２２０のＭＡＣＩＤ
を利用する非限定的な例において、偶数のＭＡＣＩＤを持つアクセス端末２２０は、ある
インターレースに割り当てることができ、一方で、奇数のＭＡＣＩＤを持つアクセス端末
２２０は、別のインターレースに割り当てることができる。加えて、アクセス端末２２０
は、必要に応じて、アクセス端末２２０のＭＡＣＩＤを再割当てすることによって、別の
インターレースに再割当てすることができる。
【００３５】
　別の態様によれば、アクセス端末２２０は、システム２００内における全二重動作が可
能であってもよい。この場合、アクセス端末２２０は、半二重インターレースを割り当て
られなくてもよく、また、任意のインターレース上のＦＬとＲＬの双方においてアクセス
ネットワーク２１０と通信できるようにされてもよい。
【００３６】
　図３は、例示的なＦＤＤスーパーフレーム構造３００を示す図である。一例において、
順方向リンクに対する伝送タイムライン３１０は、スーパーフレーム３１５の単位に区分
化されており、逆方向リンクに対する伝送タイムライン３２０は、スーパーフレーム３２
５の単位に区分化されている。各スーパーフレーム３１５および３２５は、固定されてい
ても可変であってもよい特定の持続時間に及んでいる。非限定的な一例において、各順方
向リンクのスーパーフレーム３１５は、２５の物理層（ＰＨＹ）フレーム（または単に「
フレーム」）が続いているプリアンブルを有することができる。非限定的な別の例におい
て、各順方向リンクのスーパーフレーム３１５は、半二重インターレース間での非同期動
作を可能にするために、奇数の他の何らかのフレームを有することができる。このことは
、例えば、１つの半二重インターレースに割り当てられた端末が、順方向リンク上の端末
にサービスするセクターと非同期に、他のセクターによって他の半二重インターレース上
で通信されたスーパーフレームプリアンブルを受信できるようにするためになされてもよ
い。一般にはしかしながら、スーパーフレームは、任意の持続時間に及びうるものであり
、かつ任意の数のフレームおよび他のフィールドを含みうることを理解されたい。本願明
細書で使用するとき、また当技術分野において一般に、「フレーム」とは、この用語が使
用される状況に応じて、伝送タイムライン３１０および３２０における時間間隔、または
その時間間隔の間に送られる伝送を指すことがある。順方向リンクスーパーフレーム３１
５内のスーパーフレームプリアンブルは、１つ以上の端末が、順方向リンク制御チャネル
を受信し、引き続きシステムにアクセスすることが可能となることがあるオーバーヘッド
およびシステムの情報を伝えることができる。順方向リンクスーパーフレーム３１５内の
各後続フレームは次いで、トラヒックデータおよび／またはシグナリングを伝えることが
できる。別の態様によれば、各逆方向リンクスーパーフレーム３２５は、２５のフレーム
を含むことができ、第１のフレームは、順方向リンク上のスーパーフレームプリアンブル
の長さだけ延長されていてもよい。一例において、各逆方向リンクのスーパーフレーム３
２５は、対応する順方向リンクのスーパーフレーム３１５と時間で整合されている。さら
に、順方向リンクの伝送タイムライン３１０および逆方向リンクの伝送タイムライン３２
０によって表されるように、各リンクに対するフレームは、順に増加するインデックスを
割り当てられていてもよい。一例において、フレームインデックスは、所定の時刻におい
てゼロで始まり、最大インデックスに達するまで各フレームごとに１つインクリメントし
、次いで、ゼロにラップアラウンドしてもよい。
【００３７】
　ＦＤＤスーパーフレーム構造３００において、１つ以上の基地局（例えば基地局１１０
）が、各順方向リンクフレーム上でデータおよび／またはシグナリングを端末（例えば端
末１２０）に伝送することができる。端末は、スケジュールされている場合、次いで各逆
方向リンクフレーム上でデータおよび／またはシグナリングを基地局に伝送することがで
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きる。加えて、基地局と端末は、順方向リンクおよび逆方向リンクを介して、データおよ
び／またはシグナリングを同時に伝送し受信することができる。
【００３８】
　図４は、例示的なＴＤＤ１：１スーパーフレーム構造４００を示す図である。一例にお
いて、順方向リンクの伝送タイムライン４１０および逆方向リンクの伝送タイムライン４
２０は、個々のスーパーフレーム４１５および４２５へと区分化されている。各順方向リ
ンクのスーパーフレーム４１５は、スーパーフレーム３１５および３２５と同様に２４の
フレームが後に続くプリアンブルを含むように、対応する逆方向リンクのスーパーフレー
ム４２５と組み合わさることができる。加えて、スーパーフレーム４１５および４２５の
各組におけるフレームは、偶数のインデックスを持つフレームが順方向リンクに割り当て
られ、奇数のインデックスを持つフレームが逆方向リンクに割り当てられるように、順方
向リンクおよび逆方向リンクに交互に割り当てることができる。したがって、非限定的な
例において、スーパーフレーム構造４００における各順方向リンクスーパーフレーム４１
５は、１フレーム分だけ離間した１２の順方向リンクフレームが後に続くプリアンブルを
有することができ、第１の順方向リンクフレームがスーパーフレームプリアンブルに直ち
に続いている。この非限定的な例において、各逆方向リンクスーパーフレーム４２５は次
いで、同様に１フレーム１分だけ離間した１２の逆方向リンクフレームを有することがで
きる。逆方向リンクフレームは、１フレームずつ順方向リンクフレームと喰い違い状にす
ることができる。図４で用いている「１：１」という表示は、１つの順方向リンクフレー
ムに１つの逆方向リンクフレームが続くような繰り返しパターンを表すために用いること
ができる。さらに、順方向リンクの伝送タイムライン４１０および逆方向リンクの伝送タ
イムライン４２０によって表されるように、各リンクに対するフレームは、順に増加する
インデックスを割り当てられていてもよい。
【００３９】
　ＴＤＤスーパーフレーム構造４００において、１つ以上の基地局（例えば基地局１１０
）が、各順方向リンクフレーム上でデータおよび／またはシグナリングを端末（例えば端
末１２０）に伝送することができる。端末は、スケジュールされている場合、次いで各逆
方向リンクフレーム上でデータおよび／またはシグナリングを基地局に伝送することがで
きる。順方向リンクフレームは逆方向リンクフレームと喰い違い状となっているため、基
地局および／または端末は、所与のフレームにおいて、伝送または受信のいずれかを行な
うことができるが、伝送と受信の双方を行なうことはできない。
【００４０】
　図５Ａは、本明細書で説明する様々な態様による例示的なＦＤＤ半二重スーパーフレー
ム構造５００を示す図である。一例において、順方向リンクの伝送タイムライン５１０お
よび逆方向リンクの伝送タイムライン５２０は、個々のスーパーフレーム５１５および５
２５へと区分化されている。各順方向リンクのスーパーフレーム５１５は、スーパーフレ
ーム３１５および３２５と同様に２４のフレームが後に続くプリアンブルを含むように、
対応する逆方向リンクのスーパーフレーム５２５と組み合わさることができる。非限定的
な例において、スーパーフレーム構造５００における各順方向リンクスーパーフレーム５
１５は、２４の順方向リンクフレームが後に続くプリアンブルを有することができ、また
、スーパーフレーム構造５００における各逆方向リンクスーパーフレーム５２５は、順方
向リンクスーパーフレーム５１５におけるスーパーフレームプリアンブルに対応する時間
間隔の後に続く２４の逆方向リンクフレームを有することができる。
【００４１】
　別の例において、２つの半二重インターレース、半二重インターレース０および半二重
インターレース１を定義することができる。「半二重インターレース」という用語が本明
細書において使用されているが、これは単に、用いうる１つの用語に過ぎず、任意の適当
な専門用語を、本願明細書で説明する態様と関連して使用してもよいことを理解されたい
。一例において、半二重インターレース０は、（１）スーパーフレームプリアンブルの後
に第１の順方向リンクフレームで開始する１つおきの順方向リンクフレームと、（２）ス
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ーパーフレームプリアンブルの後に第２の逆方向リンクフレームで開始する１つおきの逆
方向リンクフレームとを有することができる。したがって、半二重インターレース０は、
ＴＤＤ１：１スーパーフレーム構造４００において各順方向リンクフレームと逆方向リン
クフレームとを有することができる。別の例において、半二重インターレース１は、（１
）スーパーフレームプリアンブルの後に第２の順方向リンクフレームで開始する１つおき
の順方向リンクフレームと、（２）スーパーフレームプリアンブルの後に第１の逆方向リ
ンクフレームで開始する１つおきの逆方向リンクフレームとを有することができる。した
がって、半二重インターレース１は、半二重インターレース０と相補的となることができ
る。より具体的には、半二重インターレース１は、半二重インターレース０にそれぞれ含
まれる逆方向リンクフレームおよび順方向リンクフレームの代わりに、順方向リンクフレ
ームおよび逆方向リンクフレームを含むことができる。加えて、双方の半二重インターレ
ースが、共通のスーパーフレームプリアンブルを共有することができる。各半二重インタ
ーレースはまた、順方向リンクおよび逆方向リンク用の一時的に重なり合わないフレーム
を含むことができ、このことは、順方向リンクフレームが、ある時間内に逆方向リンクと
重なり合わないことを意味する。
【００４２】
　上記の例は、２つの半二重インターレースを有するスーパーフレーム構造５００につい
て説明するものであるが、任意の数の半二重インターレースが定義されうることは理解さ
れるべきである。さらに、半二重インターレースは、互いに喰い違い状となった同じ数の
順方向リンクフレームおよび逆方向リンクフレームを含んでもよく、また、半二重インタ
ーレースは、異なる数の順方向リンクフレームおよび逆方向リンクフレームを含んでもよ
い。加えて、スーパーフレーム構造５００における各半二重インターレースの順方向リン
クフレームおよび逆方向リンクフレームは互いに隣接するが、伝送と受信とを切り換える
ための時間量を半二重端末に与える目的で、各半二重インターレースの順方向リンクフレ
ームと逆方向リンクフレームとの間に、ガードタイムを設けることもできる。
【００４３】
　一例において、各リンクに対する半二重インターレース０のフレームは、順方向リンク
のタイムライン５１０および逆方向リンクのタイムライン５２０によって表されているよ
うに、順に増加するインデックスを割り当てられている。同様に、各リンクに対する半二
重インターレース１のフレームはまた、半二重インターレース１の順方向リンクフレーム
ｎ’が半二重インターレース０の順方向リンクフレームｎに続き、半二重インターレース
１の逆方向リンクフレームｎ’が半二重インターレース０の逆方向リンクフレームｎに続
くように、プライム記号を使用して、順に増加するインデックス（例えば、１’、２’、
．．．）を割り当てることができる。
【００４４】
　スーパーフレーム構造５００を利用する無線通信システム（例えばシステム１００）に
おける端末（例えば端末１２０）は、様々な方式で半二重インターレースの１つ以上を介
してシステムにアクセスすることができる。一例において、端末は、２つの半二重インタ
ーレースのうちの一方をランダムに選択してシステムにアクセスすることができる。別の
例において、端末は、システムアクセスに使用すべき半二重インターレースを決定し、そ
の決定した半二重インターレースを介してシステムにアクセスすることができる。どの半
二重インターレースをシステムアクセスに使用するかに関する情報は、オーバーヘッドパ
ラメータのブロックを介してデータチャネルを通じて送られても、端末によって推測的に
知られても、他の何らかの方式で提供されてもよい。
【００４５】
　それに加えて、かつ／またはそれに代わって、基地局（例えば基地局１１０）は、端末
の能力を判断し、端末が全二重動作または半二重動作をサポートするか否かを確認しても
よい。端末が全二重動作をサポートしている場合、基地局は、任意のフレームでリソース
を端末に割り当てることができる。端末が半二重動作のみをサポートしている場合、基地
局は、端末を半二重インターレースに割り当て、割り当てられた半二重インターレースの
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フレームでリソースを端末に割り当てることができる。例えば、端末が半二重インターレ
ース０を割り当てられている場合、基地局は、半二重インターレース０の順方向リンクフ
レームおよび逆方向リンクフレームでリソースを端末に割り当てることができる。逆に言
えば、端末が半二重インターレース１を割り当てられている場合、基地局は、半二重イン
ターレース１の順方向リンクフレームおよび逆方向リンクフレームでリソースを端末に割
り当てることができる。
【００４６】
　上記の例に関して、半二重端末は、様々な方式で半二重インターレースを割り当てられ
ることができる。一例において、半二重インターレースは、端末の基地局と通信している
端末を識別するために使用してもよい媒体アクセス制御識別子（ＭＡＣＩＤ）に基づいて
、端末に対して自動的に選択することができる。より具体的には、端末は、そのＭＡＣＩ
Ｄが偶数である場合、ある半二重インターレースに割り当てられてもよく、そのＭＡＣＩ
Ｄが奇数である場合、別の半二重インターレースに割り当てられてもよい。別の例におい
て、端末は、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、他の何らかの識別子、または
他の何らかの端末のアドレスに基づいて半二重インターレースを割り当てられることがで
きる。端末の識別子／アドレスから半二重インターレースへのマッピングは、規則（例え
ば、上述したように、偶数および奇数のＭＡＣＩＤで）、ハッシング関数、または他の何
らかのマッピング方式に基づいて実施してもよい。別の例において、基地局は、システム
アクセスの間に、半二重端末を半二重インターレースに割り当てることができる。より具
体的には、基地局は、所与の半二重インターレースのそれぞれの負荷、サービス品質（Ｑ
ｏＳ）データ、および／または他の要素に基づいて、端末に対して半二重インターレース
を選択することができる。さらなる別の例において、半二重端末は、半二重インターレー
スを選択し、その選択を基地局に通知することができる。これらの例は、限定ではなく説
明のために提供したものであり、端末は他の方式で半二重インターレースを割り当てられ
うることを理解されたい。
【００４７】
　一態様によれば、データおよびシグナリングは、基地局と半二重端末との間において、
端末に割り当てられた半二重インターレースのフレームで交換される。順方向リンク上で
、基地局は、端末に割り当てられた半二重インターレースの順方向リンクフレームでのみ
、データおよびシグナリング（例えば、出力制御ビット、消去インジケータ、パイロット
品質インジケータ、干渉レベル、その他）を端末に伝送することができる。シグナリング
は、順方向リンク上の、例えば、出力制御チャネル（Power Control Channel）（Ｆ－Ｐ
ＣＣＨ）、パイロット品質インジケータチャネル（Pilot Quality Indicator Channel）
（Ｆ－ＰＱＩＣＨ）、熱による干渉チャネル（Interference Over Thermal Channel）（
Ｆ－ＩＯＴＣＨ）、高速他セクター干渉チャネル（Fast Other Sector Interference Cha
nnel）（Ｆ－ＦＯＳＩＣＨ）、共有制御チャネル（Shared Control Channel）（Ｆ－ＳＣ
ＣＨ）、および／または他の適当なチャネル上で伝送されてもよい。いずれかの半二重イ
ンターレース上で通信されるシグナリングはまた、順方向リンクＣＱＩパイロットチャネ
ル（Forward link CQI Pilot Channel）（Ｆ－ＣＱＩＰＩＣＨ）上のＣＱＩパイロットお
よび／または順方向リンクビーコンパイロットチャネル（Forward Link Beacon Pilot Ch
annel）（Ｆ－ＢＰＩＣＨ）上のビーコンパイロットなどのパイロットを含んでもよい。
逆方向リンク上で、端末は、その端末に割り当てられた半二重インターレースの逆方向リ
ンクフレームでのみ、基地局にデータおよびシグナリングを伝送することができる。
【００４８】
　図５Ｂは、半二重インターレース０に対するＦＤＤスーパーフレーム構造５０２を示し
ている。ＦＤＤスーパーフレーム構造５０２において、半二重インターレース０における
スーパーフレームプリアンブル、ならびに順方向リンクフレームおよび逆方向リンクフレ
ームは、基地局（例えば基地局１１０）と、半二重インターレース０に割り当てられた１
つ以上の端末（例えば端末１２０）との間の通信に使用してもよい。一態様によれば、半
二重インターレース０に割り当てられた端末は、半二重インターレース１の順方向リンク
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フレームおよび逆方向リンクフレームを使用しない。
【００４９】
　図５Ｃは、半二重インターレース１に対するＦＤＤスーパーフレーム構造５０４を示し
ている。ＦＤＤスーパーフレーム構造５０４において、半二重インターレース１における
スーパーフレームプリアンブルならびに順方向リンクフレームおよび逆方向リンクフレー
ムは、基地局（例えば基地局１１０）と、半二重インターレース１に割り当てられた１つ
以上の端末（例えば端末１２０）との間の通信に使用してもよい。一態様によれば、半二
重インターレース１に割り当てられた端末は、半二重インターレース０の順方向リンクフ
レームおよび逆方向リンクフレームを使用しない。
【００５０】
　図６は、ＣＤＭＡ制御セグメントに対する例示的な伝送方式６００を示す略図である。
一態様によれば、逆方向リンク用の様々なシグナリングチャネルが、ＣＤＭＡ制御セグメ
ントで送られる。加えて、複数の端末（例えば端末１２０）が、（１）ウォルシュ符号、
ＯＶＳＦ符号、または他の何らかの符号であってもよい種々の直交符号、（２）疑似ラン
ダム系列、および／または、（３）種々の符号の組合わせを用いて、ＣＤＭＡ制御セグメ
ント上のシグナリングをチャネル化することによって、それらのシグナリングを同時に送
ることができる。一例において、ＣＤＭＡ制御セグメントは、そのＣＤＭＡ制御セグメン
トが送られる各フレームにおいて、時間および周波数の固定領域にマップすることができ
る。別の例において、ＣＤＭＡ制御セグメントは、周波数ダイバーシティを達成するため
に、あるＣＤＭＡフレームから別のＣＤＭＡフレームへと、疑似ランダムのまたは決定論
的な方式でホップすることができる。
【００５１】
　特定の非限定的な例として、ＣＤＭＡ制御セグメントは、２つの半二重インターレース
の各々に対して、逆方向リンクスーパーフレーム６０５における８フレームごとに送るこ
とができる。したがって、半二重インターレース０に対するＣＤＭＡ制御セグメントは、
逆方向リンクフレーム０、４、８、などで送ることができ、半二重インターレース１に対
するＣＤＭＡ制御セグメントは、逆方向リンクフレーム０’、４’、８’、などで送るこ
とができる。半二重インターレース０に割り当てられた半二重端末は、インターレース０
に対するＣＤＭＡ制御セグメント上でシグナリングを送ることができ、半二重インターレ
ース１に割り当てられた半二重端末は、インターレース１に対するＣＤＭＡ制御セグメン
ト上でシグナリングを送ることができる。加えて、全二重端末は、半二重インターレース
０または１のいずれに対するＣＤＭＡ制御セグメントを使用してもよい。端末によって送
られるシグナリングは、チャネル品質インジケータ（Channel Quality Indicator）（Ｃ
ＱＩ）、データリクエスト、順方向リンク上で受信されたパケットに対する肯定応答（Ａ
ＣＫ）、チャネル情報（例えば、ビーム形成、空間多重化、サブバンドスケジューリング
、その他に用いられる情報）、もしくは他の任意の好適な情報またはそれらの組合わせを
含むことができる。
【００５２】
　伝送方式６００によって表されるように、各ＣＤＭＡ制御セグメントは、１つのサブバ
ンド、および各ＣＤＭＡフレームにおける逆方向リンクフレーム全体に及んでいる。伝送
方式６００を利用するシステム（例えばシステム１００）によって使用される周波数チャ
ネルまたはキャリアは、複数のサブバンドに区分化されていてもよい。伝送方式６００の
非限定的な例において、周波数キャリアは、４つのサブバンドに分割することができる。
さらに、各サブバンドは、複数のサブキャリアを含むことができる。一例において、ＣＤ
ＭＡ制御セグメントは、伝送方式６００で表すように、種々のＣＤＭＡフレームにおいて
サブバンドからサブバンドへとホップしてもよい。
【００５３】
　図７は、例示的なＦＤＤ半二重順方向リンク再伝送構造７００を示す略図である。一例
において、基地局（例えば基地局１１０）は、半二重インターレース０に割り当てられた
端末（例えば端末１２０）に送るデータを有していてもよい。基地局は、割当ておよびこ
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のデータを備えるデータ伝送を順方向リンクフレーム０で送ることができる。端末ａは次
いで、基地局から順方向リンク伝送を受信し、割当てを復号化し、データ伝送が同様に送
られると判断し、そのデータ伝送を復調し復号化することができる。これらの処置を完了
すると、端末ａは、データが再伝送構造７００によって示すように正しく復号化された場
合、肯定応答（ＡＣＫ）を逆方向リンクフレーム１で送ることができる。あるいは、端末
ａは、データが誤って復号された場合、何も送らないか、または否定応答（ＮＡＫ）を送
ることができる。基地局は、ＡＣＫ伝送を受信し復号化し、新たなデータ伝送についてま
たは必要に応じてデータ再伝送について端末ａをスケジュールし、割当ておよびデータ伝
送もしくは再伝送を順方向リンクフレーム３で送ることができる。一態様によれば、再伝
送構造７００によって表す、順方向リンク上でのデータ伝送または再伝送および逆方向リ
ンク上でのＡＣＫ伝送は、端末ａに送るべきデータのすべてが送られるまで繰り返されて
もよい。一例において、端末ａへの順方向リンク伝送は、半二重インターレース０の順方
向リンクフレームで送られ、端末ａからの逆方向リンク伝送は、半二重インターレース０
の逆方向リンクフレームで送られる。
【００５４】
　別の例において、基地局はまた、半二重インターレース１に割り当てられた端末ｂに送
るべきデータを有していてもよい。この例において、端末ｂへの順方向リンク伝送が、半
二重インターレース１の順方向リンクフレームで送られ、端末ｂからの逆方向リンク伝送
が、半二重インターレース１の逆方向リンクフレームで送られることを除いて、基地局は
、端末ａと同じ方式でデータを端末ｂに送ることができる。
【００５５】
　図８は、例示的なＦＤＤ半二重逆方向リンク再伝送構造８００を示す略図である。一例
において、基地局（例えば基地局１１０）は、半二重インターレース０に割り当てられた
端末ａに、逆方向リンク上でデータを伝送するためのリソースを付与する目的で、端末ａ
（例えば端末１２０）に順方向リンクフレーム０で割当てを送ることができる。次いで、
端末ａは、その割当てを受信し復号化し、基地局に送るデータを符号化し、逆方向リンク
フレーム１でデータ伝送を送る。基地局は次いで、端末ａからデータ伝送を受信し、復調
し、復号化することができる。さらに、基地局は、必要に応じて、データ伝送またはデー
タ再伝送用に端末ａをスケジュールしてもよい。したがって、基地局は、逆方向リンク上
でのさらなる伝送用のリソースの割当て、および／または、端末ａから受信したデータ伝
送に対するＡＣＫを、順方向リンクフレーム３で送ることができる。次いで、端末ａは、
割当ておよび／またはＡＣＫを受信し復号化し、逆方向リンクフレーム４でデータ伝送ま
たは再伝送を送ることができる。一態様によれば、再伝送構造８００によって示す、順方
向リンク上での割当ておよびＡＣＫ伝送、ならびに逆方向リンク上でのデータ伝送または
再伝送は、任意の回数、繰り返してもよい。一例において、端末ａへの順方向リンク伝送
は、半二重インターレース０の順方向リンクフレームで送られ、端末ａからの逆方向リン
ク伝送は、半二重インターレース０の逆方向リンクフレームで送られる。
【００５６】
　別の例において、基地局はまた、半二重インターレース１に割り当てられた端末ｂから
データを受信してもよい。この例において、端末ｂへの順方向リンク伝送が、半二重イン
ターレース１の順方向リンクフレームで送られ、端末ｂからの逆方向リンク伝送が、半二
重インターレース１の逆方向リンクフレームで送られることを除いて、端末ｂに対する伝
送は、端末ａに対するものと同じ方式で進行してもよい。
【００５７】
　図９～１１を参照すると、ＦＤＤシステムにおける半二重通信の手順が示されている。
説明を簡潔にする目的で、この手順は、一連の動作として示され説明しているが、動作の
順序によって限定されず、一部の動作は、１つまたは複数の実施形態によれば、異なる順
序で、かつ／または、本明細書に示し説明するものとは別の動作と同時に生じてもよいこ
とは、理解され認められるべきである。例えば、それに代わって、ある手順が、相互に関
連する一連の状態またはイベントとして、状態図などで表現されうることは、当業者には
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理解され認められるであろう。さらに、図示したすべての動作が、１つ以上の実施形態に
よる手順を実施するのに必要となるとは限らない。
【００５８】
　図９を参照すると、ＦＤＤシステム（例えばシステム２００）における半二重通信の手
順９００が示されている。手順９００は、１つ以上の端末（例えばアクセス端末２２０）
および基地局（例えばアクセスネットワーク２１０）によって実施されうることを理解さ
れたい。手順９００がブロック９０２で始まり、ここで、通信に使用する半二重インター
レースが、複数の半二重インターレースの中から決定され、各半二重インターレースは、
順方向リンクおよび逆方向リンク用の一時的に重なり合わないフレームを含んでいる。一
態様によれば、順方向リンクは第１の周波数チャネルと関連付けられてもよく、また、逆
方向リンクは第２の周波数チャネルと関連付けられてもよい。別の態様によれば、複数の
半二重インターレースは、各フレームが１つの半二重インターレースのみに含まれるよう
な種々のフレームを含んでいる。特定の非限定的な例において、複数の半二重インターレ
ースは、第１の半二重インターレースと第２の半二重インターレースとを備えることがで
きる。第１の半二重インターレースは、順方向リンク用の１つおきのフレームと、逆方向
リンク用の１つおきのフレームとを含むことができ、第２の半二重インターレースは、順
方向リンクおよび逆方向リンク用の残りのフレームを含むことができる。この例は単に、
複数の半二重インターレースを規定しうる１つの方式を示すものであり、複数の半二重イ
ンターレースを規定する他の方式も利用可能であることは理解されるべきである。
【００５９】
　さらに、ブロック９０２に記載された動作で決定されるような、通信に使用するための
半二重インターレースは、端末に対する識別子（例えばＭＡＣＩＤ）に基づいて決定して
もよい。特定の非限定的な例において、奇数のＭＡＣＩＤを持つ端末には、第１の半二重
インターレースを割り当てることができ、また、偶数のＭＡＣＩＤを持つ端末には、第２
の半二重インターレースを割り当てることができる。この例は単に、端末を複数の半二重
インターレースに割り当てることができる１つの方式を示すものであり、他の方式も利用
可能であることは理解されたい。
【００６０】
　ブロック９０２で表した動作が完了すると、手順はブロック９０４に続き、ここで、手
順９００を用いる端末または基地局は、使用が決定された半二重インターレースのフレー
ムを使用して通信する。一例において、データは、第１の周波数チャネルを介して、ブロ
ック９０２に記載した動作で使用が決定された半二重インターレースの順方向リンクフレ
ームで受信してもよい。それに加えて、かつ／またはそれに代わって、データは、第２の
周波数チャネルを介して、使用が決定された半二重インターレースの逆方向リンクフレー
ムで送信してもよい。一態様によれば、データは、再伝送構造７００および８００と類似
した方式で、Ｈ－ＡＲＱ伝送を使用して送信しかつ／または受信してもよい。別の態様に
よれば、複数の半二重インターレースが、逆方向リンク上でシグナリングを送るために使
用される種々のＣＤＭＡ制御セグメントと関連付けられてもよい。非限定的な例として、
１つのＣＤＭＡ制御セグメントを、各半二重インターレースと関連付けることができる。
シグナリングは、次いで、伝送方式６００と同様にして使用が決定された半二重インター
レースに対するＣＤＭＡ制御セグメントにおいて、逆方向リンク上で送ることができる。
【００６１】
　図１０は、ＦＤＤシステム（例えばシステム２００）における半二重通信用の手順１０
００を示している。手順１０００はブロック１００２で開始しており、ここで、伝送タイ
ムライン（例えば、順方向リンクの伝送タイムライン５１０および逆方向リンクの伝送タ
イムライン５２０）は、スーパーフレームプリアンブルと所定数のフレームとを有する順
方向リンクスーパーフレームと逆方向リンクスーパーフレーム（例えば、順方向リンクス
ーパーフレーム５１５と逆方向リンクスーパーフレーム５２５）とに区分化されている。
この手順は次いでブロック１００４に続いており、ここで、各順方向リンクスーパーフレ
ームと逆方向リンクスーパーフレーム内のフレームは、複数の半二重インターレース（例
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えば、スーパーフレーム構造５００によって示される半二重インターレース０および半二
重インターレース１）の間に割り付けられる。
【００６２】
　次いで、ブロック１００６において、アクセス端末（例えばアクセス端末２２０）が、
半二重インターレースと関連付けられる。一例において、アクセス端末に対する識別子（
例えばＭＡＣＩＤ）に基づいて、アクセス端末を半二重インターレースと関連付けること
ができる。特定の非限定的な例において、奇数のＭＡＣＩＤを持つアクセス端末は、第１
の半二重インターレースと関連付けられてもよく、また、偶数のＭＡＣＩＤを持つアクセ
ス端末は、第２の半二重インターレースと関連付けられてもよい。この例は単に、アクセ
ス端末を半二重インターレースと関連付けることができる１つの方式を示すものであり、
他の方式も利用可能であることは理解されたい。さらに、アクセスネットワーク（例えば
アクセスネットワーク２１０）またはアクセス端末自体によって、アクセス端末を半二重
インターレースと関連付けうることは理解されたい。
【００６３】
　最後に、ブロック１００８において、アクセスネットワークは、アクセス端末と関連付
けられた半二重インターレース用にブロック１００４に記載した動作で割り付けられたフ
レームを用いて、ブロック１００６に記載した動作で半二重インターレースと関連付けら
れたアクセス端末と通信する。一例において、アクセスネットワークとアクセス端末は、
第１の周波数チャネルを介して、関連付けられた半二重インターレースの順方向リンクフ
レームで、また、第２の周波数チャネルを介して、関連付けられた半二重インターレース
の逆方向リンクフレームで通信してもよい。別の例において、アクセスネットワークとア
クセス端末は、再伝送構造７００および８００と類似した方式で、Ｈ－ＡＲＱ伝送を用い
て通信してもよい。
【００６４】
　図１１は、ＦＤＤシステム（例えばシステム２００）において半二重端末および全二重
端末（例えばアクセス端末２２０）と通信するための手順１１００を示している。手順１
１００はブロック１１０２で開始しており、ここで、第１の端末との通信に使用する半二
重インターレースが、複数の半二重インターレースの中から決定される。次に、ブロック
１１０４で、第１の端末は、ブロック１１０２に記載した動作で使用が決定された半二重
インターレースのフレームで、リソースを割り当てられる。手順１１００は次いでブロッ
ク１１０６に続いており、ここで、第２の端末が、複数の半二重インターレースのフレー
ムのうちのいずれかで、リソースを割り当てられる。
【００６５】
　ブロック１１０６に記載した動作が完了すると、手順１１００はブロック１１０８に進
み、ここで、基地局（例えばアクセスネットワーク２１０）が、半二重を用いて第１の端
末と通信する。一例において、基地局は、ブロック１１０２に記載した動作で使用が決定
された半二重インターレースのフレームで、第１の端末とデータを交換することができる
。加えて、基地局は、この半二重インターレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントにおい
て、第１の端末からシグナリングを受信することができる。次に、手順１１００はブロッ
ク１１１０に続き、ここで、基地局は、全二重を用いて第２の端末と通信する。一例にお
いて、基地局は、複数の半二重インターレースの任意のフレームで、第２の端末とデータ
を交換することができる。加えて、基地局は、複数の半二重インターレースのうちの１つ
に対するＣＤＭＡ制御セグメントにおいて、第２の端末からシグナリングを受信すること
ができる。
【００６６】
　ここで図１２を参照すると、本願明細書で説明する１つ以上の実施形態が機能する例示
的な無線通信システム１２００を示すブロック図が示されている。一態様によれば、シス
テム１２００は、基地局１１０と、半二重端末１２０ｘと、全二重端末１２０ｙとを有し
ている。一例において、基地局１１０は、データ送信装置１２１０からトラヒックデータ
を、またコントローラ／プロセッサ１２３０および／またはスケジューラ１２３４からシ
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グナリングを受信することができる送信（ＴＸ）データおよびシグナリング用プロセッサ
１２１２を有している。コントローラ／プロセッサ１２３０は、基地局１１０と通信する
１つ以上の端末に、スーパーフレームプリアンブルおよび／またはシグナリングのための
システム情報（例えば、ＡＣＫ、ＰＣコマンド、消去インジケータ）を提供することがで
き、スケジューラ１２３４は、その端末に、順方向および／または逆方向リンク上でリソ
ース（例えば、データチャネル、フレーム、および／またはサブキャリア）の割当てを提
供することができる。加えて、ＴＸデータおよびシグナリング用プロセッサ１２１２は、
トラヒックデータおよびシグナリングを処理（例えば、符号化、インターリーブ、および
／またはシンボルマップ）して、それぞれデータシンボルおよびシグナリングシンボルを
提供することができる。基地局１１０は、パイロットシンボルをデータおよびシグナリン
グシンボルと多重化し、多重化したシンボル（例えばＯＦＤＭＡおよび／またはＣＤＭＡ
用）に対して変調を実施し、出力チップを提供する変調器（Ｍｏｄ）１２１４をさらに有
していてもよい。さらに、送信器（ＴＭＴＲ）１２１４は、出力チップを調節（例えば、
アナログへの変換、増幅、フィルタリング、および／または周波数アップコンバート）し
、順方向リンク信号を生成することができる。この順方向リンク信号は次いで、デュプレ
クサ１２１６を通じて送り、アンテナ１２１８を介して伝送することができる。
【００６７】
　別の例において、半二重端末１２０ｘは、基地局１１０を含む１つ以上の基地局から順
方向リンク信号を受信するアンテナ１２５２ｘを有することができる。半二重端末１２０
ｘはまた、順方向リンクフレームの間にアンテナ１２５２ｘをレシーバ（ＲＣＶＲ）１２
５６ｘに接続し、逆方向リンクフレームの間にアンテナ１２５２ｘをトランスミッタ１２
６６ｘに接続する無線周波数（ＲＦ）スイッチ１２５４ｘを有することができる。
【００６８】
　それに加えて、かつ／またはそれに代わって、全二重端末１２０ｙは、基地局１１０を
含む１つ以上の基地局から順方向リンク信号を受信するアンテナ１２５２ｙを有すること
ができる。全二重端末１２０ｙはまた、受信信号をアンテナ１２５２ｙからレシーバ１２
５６ｙに送り、さらに逆方向リンク信号をトランスミッタ１２６６ｙからアンテナ１２５
２ｙに送るデュプレクサ１２５４ｙを有することもできる。
【００６９】
　さらに、各端末１２０ｘおよび１２０ｙは、アンテナ１２５２からの受信信号を調節（
例えば、フィルタリング、増幅、周波数ダウンコンバート、および／またはデジタル化）
し、サンプルを提供するレシーバ１２５６を有することができる。端末１２０ｘおよび１
２０ｙは、サンプルに対して（例えば、ＯＦＤＭＡおよび／またはＣＤＭＡ用の）復調を
実施し、シンボル推定値を提供する復調器（Ｄｅｍｏｄ）１２５６をさらに有してもよい
。また、受信（ＲＸ）データおよびシグナリング用プロセッサ１２５８を端末１２０ｘお
よび１２０ｙに含めて、シンボル推定値を処理（例えば、シンボルディマッピング、ディ
インタリーブ、および／または復号化）し、復号化した信号をデータ受信装置１２６０に
供給し、検出したシグナリング（例えば、割当て、ＡＣＫ、ＰＣコマンド、消去インジケ
ータ）をコントローラ／プロセッサ１２７０に供給することができる。一態様によれば、
ＲＸデータおよびシグナリング用プロセッサ１２５８と復調器１２５６による処理は、そ
れぞれ基地局１１０でのＴＸデータおよびシグナリング用プロセッサ１２１２と変調器１
２１４による処理と相補的である。
【００７０】
　逆方向リンク上で、各端末１２０ｘおよび１２０ｙでのＴＸデータおよびシグナリング
用プロセッサ１２６４は、データ送信装置１２６２からのトラヒックデータおよびコント
ローラ／プロセッサ１２７０からのシグナリングを処理し、シンボルを生成することがで
きる。次いで、そのシンボルを変調器１２６６によって変調し、トランスミッタ１２６６
によって調節して、逆方向リンク信号を生成することができる。次いで、逆方向リンク信
号をＲＦスイッチ１２５４ｘに通し、端末１２０ｘ内のアンテナ１２５２ｘを介して伝送
し、かつ／または、デュプレクサ１２５４ｙに送り、端末１２０ｙ内のアンテナ１２５２
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ｙを介して伝送することができる。基地局１１０で、端末１２０ｘおよび／または１２０
ｙを含む１つ以上の端末からの逆方向リンク信号を、アンテナ１２１８によって受信し、
デュプレクサ１２１６を通じて送り、レシーバ１２２０によって調節し、復調器１２２０
によって復調し、ＲＸデータおよびシグナリング用プロセッサ１２２２によって処理する
ことができる。一例において、ＲＸデータおよびシグナリング用プロセッサ１２２２は、
復号化したデータをデータ受信装置１２２４に、また検出したシグナリングをコントロー
ラ／プロセッサ１２３０に供給することができる。
【００７１】
　一態様によれば、コントローラ／プロセッサ１２３０、１２７０ｘおよび１２７０ｙは
、それぞれ基地局１１０ならびに端末１２０ｘおよび１２０ｙでの様々な処理装置の動作
を指示することができる。一例において、コントローラ／プロセッサ１２３０は、手順９
００、１０００、１１００、および／または他の適当な手順を実現することができる。そ
れに加えて、かつ／またはそれに代わって、コントローラ／プロセッサ１２７０が、手順
９００、１０００、および／または他の適当な手順を実現してもよい。別の態様によれば
、メモリ１２３２、１２７２ｘおよび１２７２ｙは、それぞれ、基地局１１０ならびに端
末１２０ｘおよび１２０ｙ用のデータおよびプログラムコードを記憶することができる。
さらに、スケジューラ１２３４は、基地局１１０と通信する端末をスケジュールし、その
スケジュールされた端末にリソース（例えば、データチャネル、フレーム、および／また
はサブキャリア）を割り当てることができる。
【００７２】
　図１３は、本願明細書で説明する様々な態様によるＦＤＤ半二重通信を調整するシステ
ム１３００のブロック図である。一例において、システム１３００は、基地局またはアク
セスポイント１３０２を有している。図示のように、基地局１３０２は、受信（Ｒｘ）ア
ンテナ１３０６を介して１つ以上のアクセス端末１３０４から信号を受信し、送信（Ｔｘ
）アンテナ１３０８を介して１つ以上のユーザーデバイス１３０４に送信することができ
る。
【００７３】
　加えて、基地局１３０２は、受信アンテナ１３０６から情報を受信するレシーバ１３１
０を備えることができる。一例において、レシーバ１３１０は、受信した情報を復調する
復調器（Ｄｅｍｏｄ）１３１２と作動的に関連付けることができる。次いで、復調したシ
ンボルをプロセッサ１３１４によって解析することができる。プロセッサ１３１４は、コ
ードクラスタ、アクセス端末の割当て、それに関連するルックアップテーブル、固有のス
クランブルシーケンスに関する情報、および／または、他の好適な種類の情報を記憶する
ことができるメモリ１３１６に連結することができる。それに加えて、かつ／またはそれ
に代わって、プロセッサ１３１４は、伝送タイムライン（例えば、順方向リンクの伝送タ
イムライン５１０および逆方向リンクの伝送タイムライン５２０）からの半二重インター
レースの作成、および／または、１つ以上の半二重インターレースへの１つ以上のアクセ
ス端末１３０４の割当てを促進することができるインターレースコンポーネント１３２２
に連結することができる。一例において、基地局１３０２は、インターレースコンポーネ
ント１３２２を用いて、手順９００、１０００、１１００、および／または他の類似の適
当な手順を、プロセッサ１３１４と協働してまたはプロセッサ１３１４とは独立して実施
することができる。基地局１３０２はまた、伝送アンテナ１３０８を通じて１つ以上のア
クセス端末１３０４にトランスミッタ１３２０によって伝送する信号を多重化することが
できる変調器１３１８を有することができる。
【００７４】
　図１４は、本願明細書で説明する様々な態様によるＦＤＤ半二重通信を調整するシステ
ム１４００のブロック図である。一例において、システム１４００は、アクセス端末１４
０２を含んでいる。図示のように、アクセス端末１４０２は、１つ以上の基地局１４０４
から信号（１つまたは複数）を受信し、アンテナ１４０８を介して１つ以上の基地局１４
０４に伝送することができる。一例において、アンテナが、所与の時間にデータを受信す
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るかまたは伝送するように作動可能であるか否かは、ＲＦスイッチ１４０６によって制御
される。
【００７５】
　加えて、アクセス端末１４０２は、アンテナ１４０８から情報を受信するレシーバ１４
１０を備えることができる。一例において、レシーバ１４１０は、受信した情報を復調す
る復調器（Ｄｅｍｏｄ）１４１２と作動的に関連付けることができる。次いで、復調した
シンボルをプロセッサ１４１４によって解析することができる。プロセッサ１４１４は、
アクセス端末１４０２に関するデータおよび／またはプログラムコードを記憶することが
できるメモリ１４１６に連結することができる。それに加えて、かつ／またはそれに代わ
って、プロセッサ１４１４は、１つ以上の基地局１４０４によって作成された半二重イン
ターレースにアクセス端末１４０２を割り当てるのを促進することができるインターレー
スコンポーネント１４２２に連結することができる。一例において、基地局１４０２は、
インターレースコンポーネント１４２２を用いて、手順９００、１０００、および／また
は他の類似の適当な手順を、プロセッサ１４１４と協働してまたはプロセッサ１４１４と
は独立して実施することができる。アクセス端末１４０２はまた、アンテナ１４０８を通
じて１つ以上の基地局１４０４にトランスミッタ１４２０によって伝送する信号を多重化
することができる変調器１４１８を有することができる。
【００７６】
　図１５は、ＦＤＤシステムにおける半二重通信を促進するシステム１５００を示してい
る。システム１５００は、機能ブロックを有するものとして表されており、その機能ブロ
ックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合わせ（例えばファームウェア）
によって実装される機能を表す機能ブロックでありうることが理解されよう。システム１
５００は、基地局（例えばアクセスネットワーク２１０）または端末（例えばアクセス端
末２２０）内に実装することができ、また、複数の半二重インターレース１５０２の中か
ら、通信に使用する半二重インターレースを決定するためのモジュールを有することがで
きる。さらに、システム１５００は、使用が決定された半二重インターレースのフレーム
を使用して通信するためのモジュール１５０４を有することができる。
【００７７】
　図１６は、ＦＤＤシステムにおける半二重通信を促進するシステム１６００を示してい
る。システム１６００は、機能ブロックを有するものとして表されており、その機能ブロ
ックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合わせ（例えばファームウェア）
によって実装される機能を表す機能ブロックでありうる。システム１６００は、基地局（
例えばアクセスネットワーク２１０）または端末（例えばアクセス端末２２０）内に実装
することができ、また、スーパーフレームプリアンブルおよび所定数のフレームを有する
順方向リンクスーパーフレームと逆方向リンクスーパーフレームとに伝送タイムラインを
区分化するためのモジュール１６０２と、複数の半二重インターレースの間に、各順方向
リンクスーパーフレームおよび逆方向リンクスーパーフレーム内のフレームを割り付ける
ためのモジュール１６０４と、アクセス端末を半二重インターレースに関連付けるための
モジュール１６０６と、関連付けられた半二重インターレースに対して割り付けられたフ
レームを使用してアクセス端末と通信するためのモジュール１６０８とを有することがで
きる。
【００７８】
　図１７は、ＦＤＤシステムにおける半二重端末および全二重端末との通信を促進するシ
ステム１７００を示している。システム１７００は、機能ブロックを有するものとして表
されており、その機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合わせ
（例えばファームウェア）によって実装される機能を表す機能ブロックでありうる。シス
テム１７００は、基地局（例えばアクセスネットワーク２１０）内に実装することができ
、また、複数の半二重インターレースの中から、第１の端末との通信に使用する半二重イ
ンターレースを決定するためのモジュール１７０２と、使用が決定された半二重インター
レースのフレームで第１の端末にリソースを割り当てるためのモジュール１７０４と、複
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数の半二重インターレースのフレームのいずれかで第２の端末にリソースを割り当てるた
めのモジュール１７０６と、半二重を使用して第１の端末と通信するためのモジュール１
７０８と、全二重を使用して第２の端末と通信するためのモジュール１７１０とを有する
ことができる。
【００７９】
　本明細書で説明した実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミド
ルウェア、マイクロコード、またはそれらの任意の組合わせによって実装してもよいこと
が理解されよう。システムおよび／または方法が、ソフトウェア、ファームウェア、ミド
ルウェア、マイクロコード、プログラムコードまたはコードセグメントで実装されるとき
、それらは、記憶コンポーネントなどの機械可読メディアに記憶されてもよい。コードセ
グメントは、プロシージャ、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチ
ン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、または命令、データ構造、もしくは
プログラム文の任意の組合わせを表すことができる。コードセグメントは、情報、データ
、引数、パラメータ、またはメモリの内容を引き渡しかつ／または受け取ることによって
、別のコードセグメントまたはハードウェア回路に結合することができる。情報、引数、
パラメータ、データなどは、メモリの共有、メッセージパッシング、トークンパッシング
、ネットワーク伝送などを含めた任意の好適な手段を使用して、引き渡し、転送し、また
は伝送することができる。
【００８０】
　ソフトウェア実装の場合、本願明細書で説明した技法は、本願明細書で説明した機能を
実施するモジュール（例えば、プロシージャ、機能、その他）で実装することができる。
ソフトウェアコードは、メモリ装置に記憶し、プロセッサによって実行することができる
。メモリ装置は、プロセッサ内でまたはプロセッサの外部で実装することができ、プロセ
ッサの外部の場合、当技術分野で知られるように、様々な手段によってプロセッサに通信
可能にすることができる。
【００８１】
　上で説明した内容は、１つ以上の実施形態の例を含んでいる。それは、当然ながら、上
述した実施形態を説明する目的で、コンポーネントまたは手順の考えられるすべての組合
わせについて説明することは不可能であるが、多数のさらなる組合わせおよび様々な実施
形態の変形が可能であることは、当業者は理解することができる。したがって、説明した
実施形態は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範疇に含まれるすべての変更形態、修正
形態、および変形形態を包含することを意図したものである。さらに、「含む」という用
語が、詳細な説明または特許請求の範囲のいずれかにおいて使用されている限り、そのよ
うな用語は、「備える」という用語が特許請求の範囲で移行部の語として用いられている
ときに解釈されるように、「備える」と同様に包括的となることを意図したものである。
さらに、「または」、「もしくは」という用語は、詳細な説明または特許請求の範囲のい
ずれかにおいて使用されるとき、「非排他的な和」であることを意図している。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］無線通信システムにおける半二重通信を促進する方法であって、　複数の半二重イ
ンターレースの中から、通信に使用する半二重インターレースを決定することと、前記複
数の半二重インターレースにおける各半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方
向リンク用の一時的に重なり合わないフレームを含み、および前記使用が決定された半二
重インターレースのフレームを使用して通信することと、を備える方法。
［２］前記使用する半二重インターレースを決定することは、端末に対する識別子に基づ
いて、通信に使用する前記半二重インターレースを決定することを含む［１］に記載の方
法。
［３］前記使用する半二重インターレースを決定することは、端末に対する媒体アクセス
制御識別子（ＭＡＣＩＤ）に基づいて、通信に使用する前記半二重インターレースを決定
することを含む［１］に記載の方法。
［４］前記無線通信システムは、周波数分割二重（ＦＤＤ）通信システムであり、前記順
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方向リンクは、第１の周波数チャネルに関連付けられ、前記逆方向リンクは、第２の周波
数チャネルに関連付けられる［１］に記載の方法。
［５］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信することは
、
　前記第１の周波数チャネルを介して、前記使用が決定された半二重インターレースの順
方向リンクのフレームでデータを受信すること、および前記第２の周波数チャネルを介し
て、前記使用が決定された半二重インターレースの逆方向リンクフレームでデータを送信
することを含む［４］に記載の方法。
［６］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信することは
、前記使用が決定された半二重インターレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントおよびＯ
ＦＤＭＡ制御セグメントのうちの１つ以上において、前記逆方向リンク上でシグナリング
を受信することを含む［１］に記載の方法。
［７］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信することは
、前記使用が決定された半二重インターレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントおよびＯ
ＦＤＭＡ制御セグメントのうちの１つ以上において、前記順方向リンク上でシグナリング
を送信することを含む［１］に記載の方法。
［８］前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンク出力制御チャ
ネル（Ｆ－ＰＣＣＨ）上で少なくとも１つの出力制御コマンドを送信すること、および、
順方向リンクパイロット品質インジケータチャネル（Ｆ－ＰＱＩＣＨ）上で少なくとも１
つのパイロット品質インジケータを送信することの１つ以上を含む［７］に記載の方法。
［９］前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンク熱による干渉
チャネル（Ｆ－ＩＯＴＣＨ）および順方向リンク高速他セクター干渉チャネル（Ｆ－ＦＯ
ＳＩＣＨ）の１つ以上で干渉情報を送信することを含む［７］に記載の方法。
［１０］前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンク共有制御チ
ャネル（Ｆ－ＳＣＣＨ）上でシグナリングを送信することを含む［７］に記載の方法。
［１１］前記順方向リンク上でシグナリングを送信することは、順方向リンクＣＱＩパイ
ロットチャネル（Ｆ－ＣＱＩＰＩＣＨ）および順方向リンクビーコンパイロットチャネル
（Ｆ－ＢＰＩＣＨ）の１つ以上で少なくとも１つのパイロットを送信することを含む［７
］に記載の方法。
［１２］前記使用する半二重インターレースを決定することは、第１の半二重インターレ
ースと第２の半二重インターレースから前記半二重インターレースを選択することを含む
［１］に記載の方法。
［１３］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信すること
は、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームで第１の端末にリソースを割
り当てることと、前記複数の半二重インターレースの任意のフレームで第２の端末にリソ
ースを割り当てることと、半二重を用いて前記第１の端末と通信することと、および
　全二重を用いて前記第２の端末と通信することと、を含む［１］に記載の方法。
［１４］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信すること
は、ハイブリッド自動再送要求（Ｈ－ＡＲＱ）伝送によってデータを送信すること、およ
びＨ－ＡＲＱ伝送によってデータを受信することの少なくとも１つを含む［１］に記載の
方法。
［１５］無線通信機器であって、複数の半二重インターレースに関するデータを記憶する
メモリと、なお、前記複数の半二重インターレースの各々は、順方向リンクおよび逆方向
リンク用の一時的に重なり合わないフレームを含み、前記複数の半二重インターレースの
中から、通信に使用する半二重インターレースを決定するように構成されたプロセッサと
、を備える無線通信機器。
［１６］前記順方向リンク用のフレームと前記逆方向リンク用のフレームが、互いに隣接
する［１０］に記載の無線通信機器。
［１７］送信と受信の間で、または受信と送信の間で端末が切り替わることができる十分
な長さのものであるガードタイムが、前記順方向リンク用のフレームと前記逆方向リンク
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用のフレームとの間に設けられる［１０］に記載の無線通信機器。
［１８］前記複数の半二重インターレースは、第１の半二重インターレースおよび第２の
半二重インターレースであり、前記第１の半二重インターレースおよび前記第２の半二重
インターレースは、各フレームが前記第１の半二重インターレースと前記第２の半二重イ
ンターレースの一方に含まれるように、前記順方向リンクおよび前記逆方向リンク用のフ
レームを含む［１０］に記載の無線通信機器。
［１９］前記第１の半二重インターレースは、前記順方向リンク用の１つおきのフレーム
と、前記逆方向リンク用の１つおきのフレームとを含み、前記第２の半二重インターレー
スは、前記順方向リンクおよび前記逆方向リンク用の残りのフレームを含む［１８］に記
載の無線通信機器。
［２０］奇数の媒体アクセス制御識別子（ＭＡＣＩＤ）を有する第１の端末は、前記第１
の半二重インターレースに割り当てられ、偶数のＭＡＣＩＤを有する第２の端末は、前記
第２の半二重インターレースに割り当てられる［１９］に記載の無線通信機器。
［２１］前記プロセッサは、前記第１の端末および前記第２の端末の少なくとも一方に対
する新たなＭＡＣＩＤを割り当てることによって、使用する半二重インターレースの決定
を変更するようにさらに構成されている［１９］に記載の無線通信機器。
［２２］無線通信システムにおける半二重通信を促進する機器であって、複数の半二重イ
ンターレースの中から、通信に使用する半二重インターレースを決定するための手段と、
前記複数の半二重インターレースにおける各半二重インターレースは、順方向リンクおよ
び逆方向リンク用のフレームを含み、前記使用が決定された半二重インターレースのフレ
ームを使用して通信するための手段と、を備える機器。
［２３］前記使用する半二重インターレースを決定するための手段は、少なくとも部分的
に端末に対するＭＡＣＩＤに基づいて、使用する前記半二重インターレースを決定するた
めの手段をさらに備える［２２］２２に記載の機器。
［２４］前記端末に対する前記ＭＡＣＩＤを変更することによって、前記使用が決定され
た半二重インターレースを変更するための手段をさらに備える［２３］に記載の機器。
［２５］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するため
の手段は、半二重を用いて第１の端末と通信するための手段と、全二重を用いて第２の端
末と通信するための手段と、を含む［２２］に記載の機器。
［２６］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するため
の手段は、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームで前記第１の端末にリ
ソースを割り当てるための手段と、前記複数の半二重インターレースの任意のフレームで
第２の端末にリソースを割り当てるための手段と、をさらに含む［２５］に記載の機器。
［２７］前記使用が決定された半二重インターレースのフレームを使用して通信するため
の手段は、前記使用が決定された半二重インターレースのフレームで、データおよびシグ
ナリングの少なくとも一方を前記第１の端末と交換するための手段と、前記複数の半二重
インターレースの任意フレームで、データおよびシグナリングの少なくとも一方を前記第
２の端末と交換するための手段とをさらに含む［２５］に記載の機器。
［２８］無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実行可能命令を記憶
したコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、複数の半二重インターレースの各々が
、一時的に重なり合わないフレームを有するように、順方向リンクおよび逆方向リンクの
フレームを複数の半二重インターレースの中に割り付けることと、前記複数の全二重イン
ターレースからの半二重インターレースにアクセス端末を関連付けることと、および前記
関連付けられた半二重インターレースに対して割り付けられたフレームを使用して前記ア
クセス端末と通信することと、を備えるコンピュータ可読媒体。
［２９］前記複数の半二重インターレースは、第１の半二重インターレースおよび第２の
半二重インターレースであり、前記第１の半二重インターレースは、前記順方向リンク用
の１つおきのフレームと、前記逆方向リンク用の１つおきのフレームとを含み、前記第２
の半二重インターレースは、前記順方向リンクおよび前記逆方向リンク用の残りのフレー
ムを含む［２８］に記載のコンピュータ可読媒体。



(28) JP 5027219 B2 2012.9.19

10

20

30

40

50

［３０］前記アクセス端末を半二重インターレースと関連付けるための命令は、前記アク
セス端末のＭＡＣＩＤが奇数である場合、前記アクセス端末を前記第１の半二重インター
レースと関連付けるための命令と、前記アクセス端末のＭＡＣＩＤが偶数である場合、前
記アクセス端末を前記第２の半二重インターレースと関連付けるための命令とを含む［２
９］に記載のコンピュータ可読媒体。
［３１］無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実行可能命令を実行
するプロセッサであって、前記命令は、周波数分割二重（ＦＤＤ）通信システムにおいて
半二重を使用して第１の端末と通信すること、および全二重を用いて第２の端末と通信す
ることを含むプロセッサ。
［３２］前記半二重を使用して第１の端末と通信することは、前記使用が決定された半二
重インターレースのフレームで前記第１の端末とデータを交換することを含み、前記全二
重を使用して第２の端末と通信することは、前記複数の半二重インターレースの任意のフ
レームで前記第２の端末とデータを交換することを含む［３１］に記載のプロセッサ。
［３３］無線通信システムにおける半二重通信を促進する方法であって、複数の半二重イ
ンターレースからアクセスネットワークとの通信に選択された半二重インターレースと関
連付けることと、各半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方向リンク用の一時
的に重なり合わないフレームを含み、および前記関連付けられた半二重インターレースの
フレームを使用して前記アクセスネットワークと通信することを備える方法。
［３４］前記無線通信システムは、周波数分割二重（ＦＤＤ）通信システムであり、前記
順方向リンクは、第１の周波数チャネルに関連付けられ、前記逆方向リンクは、第２の周
波数チャネルに関連付けられる［３３］に記載の方法。
［３５］前記アクセスネットワークと通信することは、前記第１の周波数チャネルを介し
て、前記関連付けられた半二重インターレースの順方向リンクのフレームでデータを送信
すること、および前記第２の周波数チャネルを介して、前記関連付けられた半二重インタ
ーレースの逆方向リンクのフレームでデータを受信することを含む［３４］に記載の方法
。
［３６］前記アクセスネットワークと通信することは、前記関連付けられた半二重インタ
ーレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントおよびＯＦＤＭＡ制御セグメントの少なくとも
１つにおいて、前記逆方向リンク上でシグナリングを送信することを含む［３３］に記載
の方法。
［３７］前記アクセスネットワークと通信することは、前記関連付けられた半二重インタ
ーレースに対するＣＤＭＡ制御セグメントおよびＯＦＤＭＡ制御セグメントの少なくとも
１つにおいて、前記順方向リンク上でシグナリングを受信することを含む［３３］に記載
の方法。
［３８］前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンク出力制御チ
ャネル（Ｆ－ＰＣＣＨ）上で少なくとも１つの出力制御コマンドを受信すること、および
、順方向リンクパイロット品質インジケータチャネル（Ｆ－ＰＱＩＣＨ）上で少なくとも
１つのパイロット品質インジケータを受信することの１つ以上を含む［３７］に記載の方
法。
［３９］前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンク熱による干
渉チャネル（Ｆ－ＩＯＴＣＨ）および順方向リンク高速他セクター干渉チャネル（Ｆ－Ｆ
ＯＳＩＣＨ）の１つ以上で干渉情報を受信することを含む［３７］に記載の方法。
［４０］前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンク共有制御チ
ャネルＦ－ＳＣＣＨ上でシグナリングを受信することを含む［３７］に記載の方法。
［４１］前記順方向リンク上でシグナリングを受信することは、順方向リンクＣＱＩパイ
ロットチャネル（Ｆ－ＣＱＩＰＩＣＨ）および順方向リンクビーコンパイロットチャネル
（Ｆ－ＢＰＩＣＨ）の１つ以上で少なくとも１つのパイロットを受信することを含む［３
７］に記載の方法。
［４２］無線通信機器は、関連付けられた半二重インターレースに関するデータを記憶す
るメモリと、前記選択された半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方向リンク
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用の一時的に重なり合わないフレームを含み、前記関連付けられた半二重インターレース
のフレームを使用してアクセスネットワークと通信するように構成されたプロセッサと、
を備える無線通信機器。
［４３］無線通信システムにおける半二重通信を促進する機器であって、複数の半二重イ
ンターレースからアクセスネットアークとの通信のために選択された半二重インターレー
スと関連付けるための手段と、各半二重インターレースは、順方向リンクおよび逆方向リ
ンク用のフレームを含み、前記関連付けられた半二重インターレースのフレームを使用し
て前記アクセスネットワークと通信するための手段とを備える機器。
［４４］無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実行可能命令を記憶
したコンピュータ可読媒体であって、前記命令は、複数の半二重インターレースから選択
された半二重インターレースと関連付けることと、前記複数の半二重インターレースの各
々は、前記複数の半二重インターレースの各々が一時的に重なり合わないフレームを有す
るように、順方向リンクおよび逆方向リンクのフレームを割り付けており、および前記関
連付けられた半二重インターレースに対する割り付けられたフレームを使用してアクセス
ネットワークと通信すること、を備えるコンピュータ可読媒体。
［４５］無線通信システムにおける半二重通信のためのコンピュータ実行可能命令を実行
するプロセッサであって、前記命令は、複数の半二重インターレースから選択された半二
重インターレースのフレームでリソースの割当てを受信すること、および前記割り当てら
れたリソースを使用してアクセスネットワークと通信することを備えるプロセッサ。
［４６］前記アクセスネットワークと通信することは、前記選択された半二重インターレ
ースのフレームで前記アクセスネットワークとデータを交換することを含む［４０］に記
載のプロセッサ。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】図１は、本願に記載する様々な態様による多元接続無線通信システムを示す。
【図２】図２は、様々な態様による、半二重通信を提供するシステムを示すブロック図。
【図３】図３は、様々な態様による例示的なＦＤＤスーパーフレーム構造を示す。
【図４】図４は、様々な態様による例示的なＴＤＤ１：１スーパーフレーム構造を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、様々な態様による例示的なＦＤＤ半二重スーパーフレーム構造を示
す。
【図５Ｂ】図５Ｂは、様々な態様による例示的なＦＤＤ半二重スーパーフレーム構造を示
す。
【図５Ｃ】図５Ｃは、様々な態様による例示的なＦＤＤ半二重スーパーフレーム構造を示
す。
【図６】図６は、様々な態様によるＣＤＭＡ制御セグメントに対する例示的な伝送方式を
示す図。
【図７】図７は、様々な態様による例示的なＦＤＤ半二重順方向リンク再伝送構造を示す
。
【図８】図８は、様々な態様による例示的なＦＤＤ半二重逆方向リンク再伝送構造を示す
。
【図９】図９は、ＦＤＤシステムにおける半二重通信についての手順を示す流れ図。
【図１０】図１０は、ＦＤＤシステムにおける半二重通信についての手順を示す流れ図。
【図１１】図１１は、ＦＤＤシステムにおける半二重端末および全二重端末との通信につ
いての手順を示す流れ図。
【図１２】図１２は、本願で述べる１つ以上の実施形態が機能しうる例示的な無線通信シ
ステムを示すブロック図。
【図１３】図１３は、様々な態様によるＦＤＤ半二重通信を調整するシステムを示すブロ
ック図。
【図１４】図１４は、様々な態様によるＦＤＤ半二重通信を調整するシステムを示すブロ
ック図。
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【図１５】図１５は、ＦＤＤシステムにおける半二重通信を促進するシステムを示すブロ
ック図。
【図１６】図１６は、ＦＤＤシステムにおける半二重通信を促進するシステムを示すブロ
ック図。
【図１７】図１７は、ＦＤＤシステムにおける半二重端末および全二重端末との通信を促
進するシステムを示すブロック図。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【図５Ｃ】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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