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(57)【要約】
　本発明の実施例は、既存のLTEシステムが新たなタイ
プの端末をサポートしないという問題を解決するための
スケジューリング方法、データ伝送方法及び装置を提供
し、通信技術の分野に関する。スケジューリング方法は
、基地局により、下りリンク制御情報DCIを第１のタイ
プの端末に送信するステップであり、DCIは、第１のモ
ードのフレームフォーマットを使用することにより上り
リンクデータを送信するように第１のタイプの端末に対
して命令するために使用されるスケジューリング情報を
含むステップを含み、第１のモードのフレームフォーマ
ットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含
み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、
第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続
時間は、第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間の少なくとも４倍であり、第２のモードの
フレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにお
けるシングルキャリア周波数分割多元接続SC-FDMAシン
ボルである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムに適用されるスケジューリング方法であって、
　基地局により、下りリンク制御情報DCIを第１のタイプの端末に送信するステップであ
り、前記DCIは、第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンク
データを送信するように前記第１のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケ
ジューリング情報を含むステップを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレー
ムを含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、前記第２のモードの
フレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリア周波数分割
多元接続SC-FDMAシンボルである方法。
【請求項２】
　前記通信システムが周波数分割複信FDDシステムであり、上りリンクにおいて通常サイ
クリックプレフィクスCPを使用するときに、前記上りリンクサブフレームの持続時間が1
ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモードのフレームフォー
マットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく
、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムがFDDシステムであり、上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフ
レームは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記通信システムがFDDシステムであるときに、前記第１のモードのフレームフォーマ
ットの時間長はN*10ミリ秒であり、Nは1であるか或いは0より大きい偶数であり、前記第
１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームはMミリ秒であ
り、Mは0より大きい偶数であり、M<=N*10であり、
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
いか、或いは
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
い、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信システムが時分割複信TDDシステムであるときに、前記第１のモードのフレー
ムフォーマットは、少なくとも１つのスペシャルサブフレームと、少なくとも１つの下り
リンクサブフレームとを含み、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロットDwPTS、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTS又はガード期間GPのうち
少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　前記通信システムがTDDシステムであるときに、各上りリンクサブフレームは、前記少
なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサ
ブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、１つ
の下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上りリ
ンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少なくと
も１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブフレ
ームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しいか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しい、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、１つ
の下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上りリ
ンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは前記少な
くとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブ
フレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは１０個の第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記１０個の第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは９個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記９個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は３６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、3ミリ秒に等しい、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　上りリンク復調参照信号は、前記少なくとも１つの上りリンクサブフレーム内の前記少
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なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で送信される、請求項
１乃至７のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち
最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが前記1ミリ秒の時間長内の最後
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複するとき
に、上りリンク信号又はチャネルは、前記1ミリ秒の時間長内の前記最後の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボル上で送信されない、請求項１乃至８のうちいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のモードのフレームフォーマットは、前記TDDシステムに適用可能なフレーム
構造タイプ２を含み、前記フレーム構造タイプ２は、１つのスペシャルサブフレームと、
複数の下りリンクサブフレームと、複数の上りリンクサブフレームとを含み、前記スペシ
ャルサブフレーム、各下りリンクサブフレーム及び各上りリンクサブフレームのそれぞれ
の持続時間は1ミリ秒であり、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロットDwPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード期間GPとを
含み、前記第１のモードのフレームフォーマットがUpPTSを含み、前記第１のモードのフ
レームフォーマットにおける前記UpPTSの長さが前記フレーム構造タイプ２における前記U
pPTSの長さ以下であるときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第１のモードのフレ
ームフォーマットに含まれる前記UpPTS内で送信されない、請求項４乃至９のうちいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレームを含
むときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第２のモードのフレームフォーマットに
おける前記利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードの
フレームフォーマットのシンボル上で送信されない、請求項１乃至１０のうちいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基地局により、下りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイプの
端末に送信するステップであり、前記DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使
用することにより上りリンクデータを送信するように前記第２のタイプの端末又は前記第
３のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含むステッ
プを更に含み、
　前記第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造
タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含み、前記第２のモー
ドのフレームフォーマットは１０個のサブフレームを含み、各サブフレームの長さは1ミ
リ秒であり、前記第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース情報内の
サブキャリアの間の間隔は15kHzである、請求項１乃至１１のうちいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記端末が前記第１のタイプの端末であるときに、前記スケジューリング情報は、前記
上りリンクデータが前記第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより送信
されるときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理リソース情報は時間リソース
及び周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレー
ムを含み、前記周波数リソースは１つのサブキャリアを含むか、或いは
　前記端末が前記第２のタイプの端末又は前記第３のタイプの端末であるときに、前記ス
ケジューリング情報は、前記上りリンクデータが前記第２のモードのフレームフォーマッ
トを使用することにより送信されるときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理
リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも
１つの上りリンクサブフレームを含み、前記周波数リソースは１つ以上のサブキャリア（
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最大で１２個のサブキャリア）を含む、請求項１乃至１２のうちいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１４】
　データ伝送方法であって、
　端末により、上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報を基地局に送信するステッ
プであり、前記端末は第１のタイプの端末であり、前記上りリンク制御情報又は前記ラン
ダムアクセス情報を送信するために使用されるフレームフォーマットは第１のモードのフ
レームフォーマットであるステップを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレー
ムを含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、前記第２のモードの
フレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリア周波数分割
多元接続SC-FDMAシンボルである方法。
【請求項１５】
　前記端末が前記上りリンク制御情報を前記基地局に送信するときに、端末により、上り
リンク制御情報を基地局に送信する前に、
　前記端末により、前記基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信するステ
ップであり、前記DCIは、前記第１のモードのフレームフォーマットを使用することによ
り上りリンクデータを送信するように前記第１のタイプの端末に対して命令するために使
用されるスケジューリング情報を含むステップを更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記通信システムが周波数分割複信FDDシステムであり、上りリンクにおいて通常サイ
クリックプレフィクスCPを使用するときに、前記上りリンクサブフレームの持続時間が1
ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモードのフレームフォー
マットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく
、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムがFDDシステムであり、上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフ
レームは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項１４又は１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記通信システムがFDDシステムであるときに、前記第１のモードのフレームフォーマ
ットの時間長はN*10ミリ秒であり、Nは1であるか或いは0より大きい偶数であり、前記第
１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームはMミリ秒であ
り、Mは0より大きい偶数であり、M<=N*10であり、
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
いか、或いは
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個
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の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
い、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記通信システムが時分割複信TDDシステムであるときに、前記第１のモードのフレー
ムフォーマットは、少なくとも１つのスペシャルサブフレームと、少なくとも１つの下り
リンクサブフレームとを含み、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロットDwPTS、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTS又はガード期間GPのうち
少なくとも１つを含む、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記通信システムが前記TDDシステムであるときに、各上りリンクサブフレームは、前
記少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャ
ルサブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記通信システムが前記TDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモード
のフレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、
１つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上
りリンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは前記
少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャル
サブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しいか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しい、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記通信システムが前記TDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモード
のフレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、
１つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上
りリンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは前記
少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャル
サブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは１０個の第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記１０個の第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
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ルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは９個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記９個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は３６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、3ミリ秒に等しい、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　上りリンク復調参照信号は、前記少なくとも１つの上りリンクサブフレーム内の前記少
なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で送信される、請求項
１４乃至２１のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち
最後のシンボルが前記1ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォーマット
のシンボルと部分的に或いは完全に重複するときに、上りリンク信号又はチャネルは、前
記1ミリ秒の時間長内の前記最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で
送信されない、請求項１４乃至２２のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２のモードのフレームフォーマットは、前記TDDシステムに適用可能なフレーム
構造タイプ２を含み、前記フレーム構造タイプ２は、１つのスペシャルサブフレームと、
複数の下りリンクサブフレームと、複数の上りリンクサブフレームとを含み、前記スペシ
ャルサブフレーム、各下りリンクサブフレーム及び各上りリンクサブフレームのそれぞれ
の持続時間は1ミリ秒であり、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロットDwPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード期間GPとを
含み、前記第１のモードのフレームフォーマットがUpPTSを含み、前記第１のモードのフ
レームフォーマットにおける前記UpPTSの長さが前記フレーム構造タイプ２における前記U
pPTSの長さ以下であるときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第１のモードのフレ
ームフォーマットに含まれる前記UpPTS内で送信されない、請求項１８乃至２３のうちい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレームを含
むときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第２のモードのフレームフォーマットに
おける前記利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードの
フレームフォーマットのシンボル上で送信されない、請求項１４乃至２４のうちいずれか
１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、前記上りリンク
制御情報又は前記ランダムアクセス情報に使用されるフレームフォーマットは、第２のモ
ードのフレームフォーマットであり、前記第２のモードのフレームフォーマットは、FDD
システムに適用可能なフレーム構造タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造
タイプ２とを含み、前記第２のモードのフレームフォーマットは１０個のサブフレームを
含み、各サブフレームの長さは1ミリ秒であり、前記第２のモードのフレームフォーマッ
トに対応する物理リソース情報内のサブキャリアの間の間隔は15kHzである、請求項１４
乃至２５のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記端末が前記上りリンク制御情報を前記基地局に送信するときに、端末により、上り
リンク制御情報を基地局に送信する前に、
　前記端末により、前記基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信するステ
ップであり、前記DCIは、前記第２のモードのフレームフォーマットを使用することによ
り上りリンクデータを送信するように前記第２のタイプの端末又は前記第３のタイプの端
末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含むステップを更に含む、
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請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記端末が前記第１のタイプの端末であるときに、前記スケジューリング情報は、前記
上りリンクデータが前記第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより送信
されるときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理リソース情報は時間リソース
及び周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレー
ムを含み、前記周波数リソースは１つのサブキャリアを含むか、或いは
　前記端末が前記第２のタイプの端末又は前記第３のタイプの端末であるときに、前記ス
ケジューリング情報は、前記上りリンクデータが前記第２のモードのフレームフォーマッ
トを使用することにより送信されるときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理
リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも
１つの上りリンクサブフレームを含み、前記周波数リソースは１つ以上のサブキャリア（
最大で１２個のサブキャリア）を含む、請求項１４乃至２７のうちいずれか１項に記載の
方法。
【請求項２９】
　プロセッサと、メモリと、システムバスと、通信インタフェースとを含む基地局であっ
て、
　前記メモリは、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、前記プロセッサ
は、前記システムバスを使用することにより前記メモリに接続され、前記基地局が動作す
るときに、前記プロセッサは、前記メモリに記憶された前記コンピュータ実行可能命令を
実行し、それにより、前記基地局は、請求項１乃至１３のうちいずれか１項に記載のスケ
ジューリング方法を実行する基地局。
【請求項３０】
　プロセッサと、メモリと、システムバスと、通信インタフェースとを含む端末であって
、
　前記メモリは、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、前記プロセッサ
は、前記システムバスを使用することにより前記メモリに接続され、前記基地局が動作す
るときに、前記プロセッサは、前記メモリに記憶された前記コンピュータ実行可能命令を
実行し、それにより、前記端末は、請求項１４乃至２８のうちいずれか１項に記載のデー
タ伝送方法を実行する端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、スケジューリング方法、データ伝送方法及び
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ロングタームエボリューションLTEシステムでは、ユーザ装置UEは、下りリンク
サブフレーム内で下りリンク制御情報DCIを検出する。DCIは、UEにより物理上りリンク共
有チャネルPUSCHを送信するために使用されるスケジューリング情報、及びUEにより物理
下りリンク共有チャネルPDSCHを受信するために使用されるスケジューリング情報、例え
ば、周波数ドメインにおいて使用される物理リソースブロック数、使用される変調及び符
号化方式又は変調方式、及び搬送されるトランスポートブロックに含まれるビット数を含
む。PUSCHチャネルは、主に端末により送信される上りリンクデータを搬送し、シングル
キャリア周波数分割多元接続SC-FDMAのフォーマットを使用することにより送信される。
周波数ドメインにおける最小スケジューリング粒度は１つの物理リソースブロックPRBで
あり、１つのPRBは周波数ドメインにおいて１２個の直交サブキャリアを含み、サブキャ
リア間隔は15kHzである。したがって、１つのPRBは180kHzの周波数リソースを含む。
【０００３】
　しかし、通信技術の急速な発展により、複数のタイプのLTE端末が既に利用可能である
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か、或いは１つのタイプの端末が複数の能力を有し得る。例えば、第１のタイプの端末は
、上りリンク方式においてSC-FDMAを用いて3.75kHzの直交サブキャリア間隔で単一のサブ
キャリアを送信でき、或いは上りリンク方式においてFDMAを用いて3.75kHzのサブチャネ
ル帯域幅で単一のサブチャネルを送信できる。第２のタイプの端末又は第１のタイプの端
末は、上りリンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHzの直交サブキャリア間隔で単一のサ
ブキャリアを送信する能力を有し、第３のタイプの端末又は第１のタイプの端末は、上り
リンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHzの直交サブキャリア間隔で複数のサブキャリア
を送信する能力を有する。３つのタイプの端末は全て、下りリンクにおいて直交周波数分
割多元接続OFDMA技術をサポートし、サブキャリア間隔は15kHzである。
【０００４】
　しかし、LTEシステムの最小スケジューリング粒度は１つのPRBであり、単一のサブキャ
リア又は複数のサブキャリアの粒度のスケジューリングはサポートされていないため、３
つのタイプの端末のいずれも、既存のLTEシステムにおいてサポートできない。例えば、
第１のタイプの端末が3.75kHzの単一のサブキャリア又はサブチャネル上で信号を送信し
た場合、時間ドメインにおける信号の長さは、15kHzの単一のサブキャリア上で送信され
る信号の長さの少なくとも４倍である。LTEシステムにおけるフレーム構造は、15kHzのサ
ブキャリア間隔に従って設計されている。したがって、第１のタイプの端末はサポートさ
れない。したがって、スケジューリング方法、データ伝送方法及び装置が緊急に必要であ
る。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の実施例は、既存のLTEシステムが３つの新たなタイプの端末をサポートしない
という問題を解決するためのスケジューリング方法、データ処理方法及び装置を提供する
。
【０００６】
　前述の目的を達成するために、以下の技術的解決策が本発明の実施例において使用され
る。
【０００７】
　第１の態様によれば、スケジューリング方法が提供され、通信システムに適用され、方
法は、
　基地局により、下りリンク制御情報DCIを第１のタイプの端末に送信するステップであ
り、DCIは、第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデー
タを送信するように第１のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリ
ング情報を含むステップを含み、
　第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを
含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルを含み、
　第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリア周波数分割多元接続S
C-FDMAシンボルである。
【０００８】
　LTEシステムの上りリンク構成が通常サイクリックプレフィクスCPであるときに、各上
りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、１４個のSC-FDMAシンボルを含む。し
たがって、LTEシステムにおける各SC-FDMAシンボルは、通常サイクリックプレフィクスを
含み、平均で1/14ミリ秒の持続時間を有する。LTEシステムにおける各上りリンクサブフ
レームに含まれるSC-FDMAシンボルの持続時間は異なってもよい点に留意すべきである。
例えば、各上りリンクサブフレームに含まれる１４個のSC-FDMAシンボルの中で、２つの
ロングSC-FDMAシンボルが存在し、各ロングSC-FDMAシンボルの持続時間は71.88ミリ秒で
あり、１２個のショートSC-FDMAシンボルが存在し、各ショートSC-FDMAシンボルの持続時
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間は71.35ミリ秒である。LTEシステムの上りリンク構成が拡張サイクリックプレフィクス
CPであるときに、各上りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、同じ持続時間
を有する１２個のSC-FMDAシンボルを含む。したがって、LTEシステムにおける各SC-FDMA
シンボルは、拡張サイクリックプレフィクスを含み、1/12ミリ秒の持続時間を有する。
【０００９】
　LTEシステムにおけるSC-FDMAシンボルがCPを含まないときに、各シンボルの持続時間は
66.7ミリ秒である。
【００１０】
　上りリンクデータは、物理上りリンク共有チャネルPUSCH上で搬送されるか、或いは上
りリンクデータを送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のために規定された物
理チャネル上で搬送される。
【００１１】
　第１の態様を参照して、第１の態様の第１の可能な実現方式では、方法は、
　基地局により、下りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末
に送信するステップであり、DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用するこ
とにより上りリンクデータを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末
に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含むステップを更に含み、
　第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造タイ
プ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含み、第２のモードのフレ
ームフォーマットにおける各無線フレームは１０個のサブフレームを含み、各サブフレー
ムの長さは1ミリ秒であり、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソー
ス情報内のサブキャリアの間の間隔は15kHzである。
【００１２】
　例えば、下りリンク制御情報DCIは、上りリンクデータを送信するように端末に対して
命令するために使用されるスケジューリング情報を含み、周波数ドメインにおいて使用さ
れるサブキャリア数、使用される変調及び符号化方式若しくは変調方式、又は搬送される
トランスポートブロックに含まれるビット数のうち少なくとも１つを含む。
【００１３】
　シングルキャリア周波数分割多元接続SC-FDMAが上りリンクにおいて使用されるときに
、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルはSC-FDMAシンボルでもよく、或いはF
DMA周波数分割多元接続が上りリンクにおいて使用されるときに、第１のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルはFDMAシンボルでもよい点に留意すべきである。これは、本発
明のこの実施例では具体的に限定されない。さらに、第１のモードのフレームフォーマッ
トのシンボルは、サイクリックプレフィクスCPが追加されたシンボルでもよく、或いはCP
が追加されていないシンボルでもよい。第２のモードのフレームフォーマットのシンボル
は、サイクリックプレフィクスCPが追加されたシンボルでもよく、或いはCPが追加されて
いないシンボルでもよい。
【００１４】
　通信システムは、周波数分割複信（Frequency　Division　Duplex,　FDD）システムで
もよく、或いは時分割複信（Time　Division　Duplex,　TDD）システムでもよい。したが
って、第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造
タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む。さらに、第１の
モードのフレームフォーマットは、FDD通信システムとTDD通信システムとの間で変化する
。
【００１５】
　FDDシステムに適用可能であり且つ第２のモードのフレームフォーマットに含まれるフ
レーム構造タイプ１が図３に示されている。フレーム構造タイプ１における無線フレーム
の時間長は10ミリ秒である。無線フレームは２０個のタイムスロットを含み、各タイムス
ロットは0.5ミリ秒であり、２つのタイムスロットはサブフレームを形成する。すなわち
、フレーム構造タイプ１は１０個のサブフレームを含み、各サブフレームの長さは1ミリ
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秒である。さらに、通常CPが使用されるときに、各サブフレームは１４個のOFDMシンボル
又はSC-FDMAシンボルを含み、或いは拡張CPが使用されるときに、各サブフレームは１２
個のOFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルを含む。
【００１６】
　TDDシステムに適用可能であり且つ第２のモードのフレームフォーマットに含まれるフ
レーム構造タイプ２が図９に示されている。第２のモードのフレームフォーマットは、２
つの5ミリ秒のハーフフレームを含む10ミリ秒の無線フレームを含む。各ハーフフレーム
は５つの1ミリ秒のサブフレームを含み、下りリンクサブフレームと、スペシャルサブフ
レームと、上りリンクサブフレームとを含む。スペシャルサブフレームは、下りリンクパ
イロットタイムスロットDwPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード
期間CPとを含む。5ミリ秒の周期が下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され
るときに、スペシャルサブフレームは双方のハーフフレームに存在する。10ミリ秒の周期
が下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用されるときに、スペシャルサブフレー
ムは第１のハーフフレームのみに存在する。さらに、通常CPが使用されるときに、各サブ
フレームは１４個のOFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルを含み、或いは拡張CPが使用され
るときに、各サブフレームは１２個のOFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルを含む。
【００１７】
　第１の態様又は第１の態様の第１の可能な実現方式を参照して、第１の態様の第２の可
能な実現方式では、端末が第１のタイプの端末であるときに、スケジューリング情報は、
上りリンクデータが第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより送信され
るときに使用される物理リソース情報を含み、物理リソース情報は時間リソース及び周波
数リソースを含み、時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含み、周
波数リソースは１つのサブキャリアを含むか、或いは
　端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、スケジューリング情
報は、上りリンクデータが第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより送
信されるときに使用される物理リソース情報を含み、物理リソース情報は時間リソース及
び周波数リソースを含み、時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含
み、周波数リソースは１つ以上のサブキャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
具体的には、端末が第２のタイプの端末であるときに、周波数リソースは１つのサブキャ
リアを含む。端末が第２のタイプの端末であるときに、周波数リソースは１つ以上のサブ
キャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
【００１８】
　第２の態様によれば、データ伝送方法が提供され、方法は、
　端末により、上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報を基地局に送信するステッ
プであり、端末は第１のタイプの端末であり、上りリンク制御情報又はランダムアクセス
情報を送信するために使用されるフレームフォーマットは第１のモードのフレームフォー
マットであるステップを含み、
　第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを
含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルを含み、
　第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリア周波数分割多元接続S
C-FDMAシンボルである。
【００１９】
　上りリンク制御情報UCIは、端末が下りリンク共有チャネルPDSCH上で搬送された下りリ
ンクデータを正確に受信したか否かを確認するためのACK又はNACKを含むか、或いは下り
リンクチャネル品質を反映するために使用されるチャネル状態情報CSIを含む。上りリン
ク制御情報は、物理上りリンク制御チャネルPUCCH上で搬送されるか、或いは上りリンク
制御情報を送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のために規定された物理チャ
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ネル上で搬送される。ランダムアクセス情報はランダムアクセスプリアンブルを含み、物
理ランダムアクセスチャネルPRACH上で搬送されるか、或いは上りリンクランダムアクセ
ス情報を送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のために規定された物理チャネ
ル上で搬送される。
【００２０】
　任意選択で、第１のモードのフレームフォーマットは予め設定される。例えば、第１の
モードのフレームフォーマットは、システムにおいて使用される１つ又はいくつかの指定
のキャリア周波数において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォー
マットは、指定の下りリンク同期信号系列又は下りリンク同期信号を送信するための指定
のフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数リソースマッピング
位置において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォーマットは、下
りリンクシステム情報を送信するために使用され且つ下りリンクシステム情報内に含まれ
るか或いは指定されるフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数
リソースマッピング位置において対応して使用される。端末は、下りリンクシステム情報
における指定の対応関係又は指示情報に従って第１のモードのフレームフォーマットが使
用されると習得した後に、第１のフレームフォーマットを使用する上りリンク制御情報又
はランダムアクセス情報を基地局に直接送信してもよい。
【００２１】
　第２の態様を参照して、第２の態様の第１の可能な実現方式では、端末が上りリンク制
御情報を基地局に送信するときに、端末により、上りリンク制御情報を基地局に送信する
前に、方法は、
　端末により、基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信するステップであ
り、DCIは、第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデー
タを送信するように第１のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリ
ング情報を含むステップを更に含む。
【００２２】
　第２の態様を参照して、第２の態様の第２の可能な実現方式では、端末が第２のタイプ
の端末又は第３のタイプの端末であるときに、上りリンク制御情報又はランダムアクセス
情報を送信するために使用されるフレームフォーマットは、第２のモードのフレームフォ
ーマットであり、第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフ
レーム構造タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含み、第２
のモードのフレームフォーマットは１０個のサブフレームを含み、各サブフレームの長さ
は1ミリ秒であり、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース情報内
のサブキャリアの間の間隔は15kHzである。
【００２３】
　第２の態様の第２の可能な実現方式を参照して、第２の態様の第３の可能な実現方式で
は、端末が上りリンク制御情報を基地局に送信するときに、端末により、上りリンク制御
情報を基地局に送信する前に、方法は、
　端末により、基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信するステップであ
り、DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデー
タを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して命令するために
使用されるスケジューリング情報を含むステップを更に含む。
【００２４】
　第２の態様又は第２の態様の第１～第３の可能な実現方式のうちいずれかを参照して、
第２の態様の第４の可能な実現方式では、端末が第１のタイプの端末であるときに、スケ
ジューリング情報は、上りリンクデータが第１のモードのフレームフォーマットを使用す
ることにより送信されるときに使用される物理リソース情報を含み、物理リソース情報は
時間リソース及び周波数リソースを含み、時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサ
ブフレームを含み、周波数リソースは１つのサブキャリアを含むか、或いは
　端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、スケジューリング情
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報は、上りリンクデータが第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより送
信されるときに使用される物理リソース情報を含み、物理リソース情報は時間リソース及
び周波数リソースを含み、時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含
み、周波数リソースは１つ以上のサブキャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
具体的には、端末が第２のタイプの端末であるときに、周波数リソースは１つのサブキャ
リアを含む。端末が第２のタイプの端末であるときに、周波数リソースは１つ以上のサブ
キャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
【００２５】
　第１の態様又は第２の態様を参照して、通信システムが周波数分割複信FDDシステムで
あり、上りリンクにおいて通常サイクリックプレフィクスCPを使用するときに、上りリン
クサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは３つの第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、1ミリ秒未満であり、第２のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時
間である。
【００２６】
　任意選択で、通信システムがFDDシステムであり、上りリンクにおいて拡張CPを使用す
るときに、上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンクサブフ
レームは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモ
ードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しく、第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMA
シンボルの持続時間である。
【００２７】
　任意選択で、通信システムがFDDシステムであるときに、第１のモードのフレームフォ
ーマットの時間長はN*10ミリ秒であり、Nは1であるか或いは0より大きい偶数であり、第
１のモードのフレームフォーマットにおける上りリンクサブフレームはMミリ秒であり、M
は0より大きい偶数であり、M<=N*10であり、
　第１のモードのフレームフォーマットにおける上りリンクサブフレームの持続時間が2
ミリ秒であり、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに、上りリンク
サブフレームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、７個の第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC
-FDMAシンボルの持続時間であるか、或いは
　第１のモードのフレームフォーマットにおける上りリンクサブフレームの持続時間が2
ミリ秒であり、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、上りリンク
サブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、６個の第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC
-FDMAシンボルの持続時間である。
【００２８】
　任意選択で、通信システムが時分割複信TDDシステムであるときに、第１のモードのフ
レームフォーマットは、少なくとも１つのスペシャルサブフレームと、少なくとも１つの
下りリンクサブフレームとを含み、スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロットDwPTS、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTS又はガード期間GPのうち
少なくとも１つを含む。
【００２９】
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　任意選択で、通信システムがTDDシステムであるときに、各上りリンクサブフレームは
、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャ
ルサブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、上りリンクサブフレームの持続時
間が1ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは３つの第１のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく
、1ミリ秒未満であり、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、
通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間であるか、或いは
　通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、上りリンクサブフレームの持続時
間が1ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは３つの第１のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく
、1ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡
張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００３０】
　任意選択で、通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が第１のモード
のフレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、
１つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上
りリンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少な
くとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブ
フレームの時間長は1ミリ秒であり、
　通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、上りリンクサブフレームの持続時
間が2ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルを含み、７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく
、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通
常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間であるか、或いは
　通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、上りリンクサブフレームの持続時
間が2ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルを含み、６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく
、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡
張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００３１】
　任意選択で、通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が第１のモード
のフレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、
１つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上
りリンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少な
くとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブ
フレームの時間長は1ミリ秒であり、
　通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、上りリンクサブフレームの持続時
間が3ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは１０個の第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルを含み、１０個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等
しく、3ミリ秒未満であり、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間
は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間であるか、或い
は
　通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、上りリンクサブフレームの持続時
間が3ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは９個の第１のモードのフレームフ



(15) JP 2019-503141 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

ォーマットのシンボルを含み、９個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間は３６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく
、3ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡
張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００３２】
　さらに、通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、１つ
の下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上りリ
ンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少なくと
も１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含む。図１８及び図１９に示
す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、各スペシャルサブフレームは、DwPTS
又はGPのうち少なくとも１つを含み、DwPTS又はGPの長さは、LTEシステムにおけるフレー
ム構造タイプ２におけるスペシャルサブフレーム内のDwPTS又はGPのものと同じであり、
スペシャルサブフレームの構成によって変化し、DwPTS及びGPの合計時間長は1ミリ秒未満
である。
【００３３】
　具体的には、通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用するときに、各下りリン
クサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さであるか、或い
は通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下りリンクサブフレー
ムの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【００３４】
　任意選択で、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、スペシャルサブフレ
ームに含まれるDwPTS及びGPが表２におけるスペシャルサブフレームの構成５、６、７、
８又は９を満たすときに、上りリンクサブフレームの持続時間が(T1+3)ミリ秒である場合
、上りリンクサブフレームは１１個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを
含み、１１個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４４個の第
２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、(T1+3)ミリ秒に等し
く、T1は1ミリ秒-DwPTSにより占有される時間-GPにより占有される時間であり、DwPTSに
より占有される時間及びGPにより占有される時間はミリ秒の単位であり、第２のモードの
フレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各
SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００３５】
　任意選択で、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、スペシャルサブフレ
ームに含まれるDwPTS及びGPが表２におけるスペシャルサブフレームの構成５、６、７、
８又は９を満たすときに、上りリンクサブフレームの持続時間が(T2+1)ミリ秒である場合
、上りリンクサブフレームは４個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含
み、４個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１６個の第２の
モードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、(T2+1)ミリ秒に等しく、
T2は1ミリ秒-DwPTSにより占有される時間-GPにより占有される時間であり、DwPTSにより
占有される時間及びGPにより占有される時間はミリ秒の単位であり、第２のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-F
DMAシンボルの持続時間である。
【００３６】
　さらに、通信システムがTDDシステムであるときに、10ミリ秒の周期が第１のモードの
フレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、１
つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上り
リンクサブフレームが最初の5ミリ秒の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレームのみ
が最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ、各下りリンクサブフレームの持続時間は1ミリ秒で
ある。各上りリンクサブフレームは少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマッ
トのシンボルを含む。各スペシャルサブフレームがDwPTS又はGPのうち少なくとも１つを
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含み、DwPTS又はGPの長さがLTEシステムにおけるフレーム構造タイプ２におけるスペシャ
ルサブフレーム内のDwPTS又はGPのものと同じである場合、DwPTS及びGPの合計時間長は1
ミリ秒未満である。
【００３７】
　具体的には、通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用するときに、各下りリン
クサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さであるか、或い
は通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下りリンクサブフレー
ムの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【００３８】
　通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに、最初の5ミリ秒の時間長
内の上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ秒である場合、上りリンクサブフレーム
は１０個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、１０個の第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であり、第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMA
シンボルの持続時間である。スペシャルサブフレームに含まれるDwPTS及びGPが表２にお
けるスペシャルサブフレームの構成５、６、７、８又は９を満たすときに、最初の5ミリ
秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が(T1+3)ミリ秒である場合、上りリン
クサブフレームは１１個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、１１
個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４４個の第２のモード
のフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、(T1+3)ミリ秒に等しく、T1は1
ミリ秒-DwPTSにより占有される時間-GPにより占有される時間であり、DwPTSにより占有さ
れる時間及びGPにより占有される時間はミリ秒の単位であり、第２のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシ
ンボルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒の時間長内に含
まれ、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォーマットにおける下りリ
ンクサブフレームと一致する。詳細は本発明では説明しない。
【００３９】
　通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、最初の5ミリ秒の時間長
内の上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ秒である場合、上りリンクサブフレーム
は９個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、９個の第１のモードの
フレームフォーマットのシンボルの持続時間は３６個の第２のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォー
マットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボ
ルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ
、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォーマットにおける下りリンク
サブフレームと一致する。詳細は本発明では説明しない。
【００４０】
　任意選択で、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、最初の5ミリ秒の時
間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が2ミリ秒であるときに、上りリンクサブフ
レームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、７個の第１のモ
ードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒未満であり、第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDM
Aシンボルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒の時間長内に
含まれ、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォーマットにおける下り
リンクサブフレームと一致する。詳細は本発明では説明しない。
【００４１】
　通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、最初の5ミリ秒の時間長内の上り
リンクサブフレームの持続時間が2ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは６個
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の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、６個の第１のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットの
シンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマット
のシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持
続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ、下り
リンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォーマットにおける下りリンクサブフ
レームと一致する。詳細は本発明では説明しない。
【００４２】
　任意選択で、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに、最初の5ミ
リ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンク
サブフレームは３個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３個の第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒未満である。スペシャルサブ
フレームに含まれるDwPTS及びGPが表２におけるスペシャルサブフレームの構成５、６、
７、８又は９を満たすときに、最初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持
続時間が(T2+1)ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは４個の第１のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルを含み、４個の第１のモードのフレームフォーマットのシン
ボルの持続時間は１６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に
等しく、(T2+1)ミリ秒に等しく、T2は1ミリ秒-DwPTSにより占有される時間-GPにより占有
される時間であり、DwPTSにより占有される時間及びGPにより占有される時間はミリ秒の
単位であり、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイク
リックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。下りリンクサブフレー
ムのみが最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレームは、第２のモード
のフレームフォーマットにおける下りリンクサブフレームと一致する。詳細は本発明では
説明しない。
【００４３】
　通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、最初の5ミリ秒の時間長
内の上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンクサブフレーム
は３個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３個の第１のモードの
フレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォー
マットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボ
ルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ
、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォーマットにおける下りリンク
サブフレームと一致する。詳細は本発明では説明しない。
【００４４】
　さらに、通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、5ミ
リ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間は、次の5ミリ秒の時間長
内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間とは異なり、１つの下りリンクサブフレ
ーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上りリンクサブフレームが各
5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少なくとも１つの第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブフレームの時間長は1ミ
リ秒以下である。通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用するときに、各下りリ
ンクサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さであるか、或
いは通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下りリンクサブフレ
ームの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【００４５】
　通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに、5ミリ秒の時間長内に含
まれる上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ秒である場合、上りリンクサブフレー
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ムは１０個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、１０個の第１のモ
ードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であり、第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDM
Aシンボルの持続時間である。スペシャルサブフレームに含まれるDwPTS及びGPが表２にお
けるスペシャルサブフレームの構成５、６、７、８又は９を満たすときに、5ミリ秒の時
間長内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間が(T1+3)ミリ秒である場合、上りリ
ンクサブフレームは１１個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、１
１個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４４個の第２のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシン
ボルの持続時間である。次の5ミリ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレームの持
続時間が2ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルを含み、７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
の持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等し
く、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は通
常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００４６】
　さらに、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、5ミリ秒の時間
長内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ秒である場合、上りリンクサ
ブフレームは９個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、９個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は３６個の第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒に等しく、第２のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-F
DMAシンボルの持続時間である。次の5ミリ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレー
ムの持続時間が2ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフ
レームフォーマットのシンボルを含み、６個の第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間
に等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時
間は拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００４７】
　任意選択で、上りリンク復調参照信号は、少なくとも１つの上りリンクサブフレーム内
の少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で送信される。
【００４８】
　任意選択で、1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルのうち最後のシンボルが1ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複するときに、上りリンク信号又はチャネ
ルは、1ミリ秒の時間長内の最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で
送信されない。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが通常CPを含むシンボル
であるときに、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、通常CPを含むSC-FDM
Aシンボルである。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが拡張CPを含むシン
ボルであるときに、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、拡張CPを含むSC
-FDMAシンボルである。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルがCPを含まない
シンボルであるときに、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、CPを含まな
いSC-FDMAシンボルである。
【００４９】
　任意選択で、第２のモードのフレームフォーマットは、TDDシステムに適用可能なフレ
ーム構造タイプ２を含み、フレーム構造タイプ２は、１つのスペシャルサブフレームと、
複数の下りリンクサブフレームと、複数の上りリンクサブフレームとを含み、スペシャル
サブフレーム、各下りリンクサブフレーム及び各上りリンクサブフレームのそれぞれの持
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続時間は1ミリ秒であり、スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタイムスロ
ットDwPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード期間GPとを含む。
【００５０】
　任意選択で、第１のモードのフレームフォーマットがUpPTSを含み、第１のモードのフ
レームフォーマットにおけるUpPTSの長さがフレーム構造タイプ２におけるUpPTSの長さ以
下であるときに、上りリンク信号又はチャネルは、第１のモードのフレームフォーマット
に含まれるUpPTS内で送信されない。
【００５１】
　任意選択で、第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレ
ームを含むときに、上りリンク信号又はチャネルは、第１のモードのフレームフォーマッ
トにおける利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードの
フレームフォーマットのシンボル上で送信されない。利用不可能な上りリンクサブフレー
ムは１つ以上の上りリンクサブフレームであり、各上りリンクサブフレームの持続時間は
1ミリ秒である。利用不可能な上りリンクサブフレームは、利用不可能な上りリンクサブ
フレーム内の全部又は一部の周波数リソースが予約リソースであることを意味する。予約
リソースは、特別な端末の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末及び
基地局の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末の間の通信に使用され
る。予約リソースは、特別でない端末の間、或いは特別でない通信システムによりサポー
トされる端末及び基地局の間、或いは特別でない通信システムによりサポートされる端末
の間の通信には使用できない。例えば、LTEシステムにおける利用不可能な上りリンクサ
ブフレーム内の全部又は一部の周波数リソースは予約リソースであり、このような特別な
システムにおけるデバイスの間の通信に使用される。予約リソースは、利用不可能な上り
リンクサブフレーム内で一般のLTE端末により使用できない。
【００５２】
　第１のタイプの端末は、システム情報を受信することにより、利用不可能な上りリンク
サブフレーム内にある上りリンクサブフレームを含むか、或いは予約リソースである利用
不可能な上りリンクサブフレーム内の周波数ドメインリソース等を更に含む、利用不可能
な上りリンクサブフレームについての情報を習得する。
【００５３】
　第３の態様によれば、基地局が提供され、基地局は、プロセッサと、メモリと、システ
ムバスと、通信インタフェースとを含む。
【００５４】
　メモリは、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、プロセッサは、シス
テムバスを使用することによりメモリに接続され、基地局が動作するときに、プロセッサ
は、メモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、それにより、基地局は、第
１の態様又は第１の態様の第１及び第２の可能な実現方式のうちいずれか１つによるスケ
ジューリング方法を実行する。
【００５５】
　第４の態様によれば、端末が提供され、端末は、プロセッサと、メモリと、システムバ
スと、通信インタフェースとを含む。
【００５６】
　メモリは、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、プロセッサは、シス
テムバスを使用することによりメモリに接続され、基地局が動作するときに、プロセッサ
は、メモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、それにより、端末は、第２
の態様又は第２の態様の第１～第４の可能な実現方式のうちいずれか１つによるデータ伝
送方法を実行する。
【００５７】
　本発明の実施例において提供されるスケジューリング方法、データ伝送方法及び装置に
よれば、基地局は、下りリンク制御情報DCIを第１のタイプの端末に送信する。DCIは、第
１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するよ
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うに第１のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含み
、第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを
含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルを含み、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、
第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍である。第
２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるSC-FDMAシンボル
である。基地局は、下りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイプの端
末に送信する。DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより上り
リンクデータを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して命令
するために使用されるスケジューリング情報を含む。このように、LTEシステムにおける
基地局は既存のLTE端末をサポートでき、また、FDDシステム及びTDDシステムにおいて新
たに利用可能である第１のタイプの端末、第２のタイプの端末及び第３のタイプの端末も
サポートできる。これは、時間リソース及び周波数リソースを節約し、また、通信システ
ムの利用率及び基地局の利用率も改善する。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
　本発明の実施例における技術的解決策をより明確に説明するために、以下に、実施例又
は従来技術を説明するために必要な添付図面を簡単に説明する。明らかに、以下の説明に
おける添付図面は、本発明の単にいくつかの実施例を示しているに過ぎず、当業者は、創
造的取り組みなしに、依然としてこれらの添付図面から他の図面を導き得る。
【図１】本発明の実施例による通信システムのシステムアーキテクチャ図である。
【図２】本発明の実施例によるスケジューリング方法の概略フローチャートである。
【図３】本発明の実施例による第２のモードのフレーム構造の概略構造図である。
【図４】本発明の実施例による第１のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図５】本発明の実施例による第２のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図６】本発明の実施例による第３のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図７】本発明の実施例による第４のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図８】本発明の実施例による他のスケジューリング方法の概略フローチャートである。
【図９】本発明の実施例による他の第２のモードのフレーム構造の概略構造図である。
【図１０】本発明の実施例による第５のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１１】本発明の実施例による第６のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１２】本発明の実施例による第７のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１３】本発明の実施例による第８のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１４】本発明の実施例による第９のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１５】本発明の実施例による第１０のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図１６】本発明の実施例による第１１のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図１７】本発明の実施例による第１２のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図１８】本発明の実施例による第１３のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
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造図である。
【図１９】本発明の実施例による第１４のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図２０】本発明の実施例による基地局の概略構造図である。
【図２１】本発明の実施例による端末の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　以下に、本発明の実施例における添付図面を参照して、本発明の実施例における技術的
解決策を明確且つ完全に説明する。明らかに、説明する実施例は、本発明の実施例の全部
ではなく、単なる一部である。創造的取り組みなしに本発明の実施例に基づいて当業者に
より取得される全ての他の実施例は、本発明の保護範囲内に入るものとする。
【００６０】
　本発明について説明する前に、まず、本発明におけるユーザ端末タイプ及び適用シナリ
オについて簡単に説明する。
【００６１】
　本発明の実施例におけるユーザ端末タイプは、既存のLTE端末と、新たに利用可能な端
末とを主に含む。既存のLTE端末は、上りリンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHzのサ
ブキャリア間隔で直交サブキャリアを送信できる。最小スケジューリング粒度は、１２個
の直交サブキャリアを含む１つのPRB、すなわち、180kHzである。単一のサブキャリア又
は複数のサブキャリアの粒度のスケジューリングはサポートされない。主に３つのタイプ
の新たに利用可能な端末が存在する。第１のタイプの端末は、上りリンク方式においてSC
-FDMAを用いて3.75kHzの直交サブキャリア間隔で単一のサブキャリアを送信でき、或いは
上りリンク方式においてFDMAを用いて3.75kHzのサブチャネル帯域幅で単一のサブチャネ
ルを送信できる。第２のタイプの端末は、上りリンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHz
の直交サブキャリア間隔で単一のサブキャリアを送信できる。第３のタイプの端末は、上
りリンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHzの直交サブキャリア間隔で複数のサブキャリ
アを送信できる。明らかに、３つのタイプの端末は、１つのタイプの端末でもよい。この
タイプの端末は、３つのタイプの端末の１つ又は２つ又は３つの機能を有する。さらに、
３つのタイプの端末の全ては、下りリンクにおいて直交周波数分割多元接続OFDMA技術を
サポートし、サブキャリア間隔は15kHzである。３つのタイプの端末は、３つの異なるタ
イプの端末でもよく、或いは異なる端末の１つ又は２つ又は３つの能力を有する１つのタ
イプの端末でもよい。説明を簡単にするために、端末は、併せて３つのタイプの端末と呼
ばれる。端末タイプ及び端末能力は、本発明では具体的に限定されない。さらに、３つの
タイプの端末は、モノのインターネット通信に主に使用される。したがって、３つのタイ
プの新たに利用可能な端末をサポートするシステムは、狭帯域のモノのインターネットNB
IOTシステムと呼ばれてもよい。
【００６２】
　本発明の実施例における適用シナリオは、使用される異なる周波数リソースに従って実
質的に３つのタイプに分類できる。第１のシナリオ、すなわち、独立配置のシナリオでは
、３つのタイプの新たに利用可能な端末は、専用周波数リソースネットワーキングにおい
てサポートされ、使用される周波数リソースは、GSMシステムから再利用された周波数帯
域内、又は3Gシステム若しくはLTEシステムにおいて使用される周波数帯域内のリソース
でもよい。独立配置のシナリオでは、システムは、３つのタイプの新たに利用可能な端末
のうち１つ以上のみをサポートし、他のタイプのLTE端末は存在しない。第２のシナリオ
、すなわち、ガード間隔配置のシナリオでは、システムにおいて使用される周波数リソー
スは、LTEシステムにおいて使用される周波数帯域の間のガード間隔に位置する。第３の
シナリオ、すなわち、帯域内配置のシナリオでは、使用される周波数リソースは、LTEシ
ステムにおける標準的なサブキャリア、例えば、10MHz又は20MHz帯域幅に位置し、すなわ
ち、一般的なLTE端末及び３つのタイプの新たに利用可能な端末のうち１つ以上は、LTEシ
ステムにおける１つの標準的なキャリア内で全てサポートされる。したがって、一般的な
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LTE端末の通常の通信が影響されないように、第３のシナリオにおけるNBIOTシステムにお
いて下りリンクチャネルを送信するために使用できる最大送信電力は、より小さくなり得
る。
【００６３】
　本発明の実施例において使用される通信システムのシステムアーキテクチャが図１に示
される。システムアーキテクチャ図は、基地局101と、ユーザ端末102と、通信チャネル10
3とを含む。
【００６４】
　基地局101は、共有チャネルをスケジューリングする機能を有し、すなわち、パケット
データをユーザ端末102に送信した履歴に基づいて、ユーザ端末102のためのスケジューリ
ングを実行する。スケジューリングは、複数のユーザ端末102が伝送リソースを共有する
ときに、物理レイヤリソースを有効に割り当てて統計多重利得を取得するための機構が必
要になることを意味する。
【００６５】
　複数のユーザ端末102が存在してもよい。さらに、ユーザ端末102は、ユーザ端末102と
基地局101との間に確立された通信チャネル103を使用することにより、データを送信及び
受信する機能を有する。ユーザ端末102は、スケジューリング制御チャネルを使用するこ
とにより送信される情報に従って、共有チャネルに対する送信又は受信処理を実行する。
さらに、ユーザ端末102は、移動局、移動電話、コンピュータ、ポータブル端末等でもよ
い。ユーザ端末102は、同じタイプでもよく、或いは異なるタイプでもよい。
【００６６】
　データは、通信チャネル103を使用することにより基地局101とユーザ端末102との間で
受信及び送信される。通信チャネル103は、無線通信チャネルでもよい。無線通信チャネ
ルは、少なくとも共有チャネル及びスケジューリング制御チャネルを含む。共有チャネル
は、パケットを送信及び受信するために複数のユーザ端末102の間で共有される。スケジ
ューリング制御チャネルは、共有チャネルの割り当て、対応するスケジューリング結果等
を送信するために使用される。
【００６７】
　図２は、本発明の実施例によるスケジューリング方法の概略フローチャートである。方
法は通信システムに適用される。図２を参照すると、方法は以下のいくつかのステップを
含む。
【００６８】
　ステップ201.基地局は、下りリンク制御情報DCIを第１のタイプの端末に送信し、DCIは
、第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信す
るように第１のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を
含む。
【００６９】
　第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを
含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルを含む。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、
第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、第
２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリ
ア周波数分割多元接続SC-FDMAシンボルである。
【００７０】
　シングルキャリア周波数分割多元接続SC-FDMAが上りリンクにおいて使用されるときに
、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルはSC-FDMAシンボルでもよく、或いはF
DMA周波数分割多元接続が上りリンクにおいて使用されるときに、第１のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルはFDMAシンボルでもよい点に留意すべきである。これは、本発
明のこの実施例では具体的に限定されない。さらに、第１のモードのフレームフォーマッ
トのシンボルは、サイクリックプレフィクスCPが追加されたシンボルでもよく、或いはCP
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が追加されていないシンボルでもよい。第２のモードのフレームフォーマットのシンボル
は、サイクリックプレフィクスCPが追加されたシンボルでもよく、或いはCPが追加されて
いないシンボルでもよい。
【００７１】
　LTEシステムの上りリンク構成が通常サイクリックプレフィクスCPであるときに、各上
りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、１４個のSC-FDMAシンボルを含む。し
たがって、LTEシステムにおける各SC-FDMAシンボルは、通常サイクリックプレフィクスを
含み、平均で1/14ミリ秒の持続時間を有する。LTEシステムにおける各上りリンクサブフ
レームに含まれるSC-FDMAシンボルの持続時間は異なってもよい点に留意すべきである。
例えば、各上りリンクサブフレームに含まれる１４個のSC-FDMAシンボルの中で、２つの
ロングSC-FDMAシンボルが存在し、各ロングSC-FDMAシンボルの持続時間は71.88ミリ秒で
あり、１２個のショートSC-FDMAシンボルが存在し、各ショートSC-FDMAシンボルの持続時
間は71.35ミリ秒である。LTEシステムの上りリンク構成が拡張サイクリックプレフィクス
CPであるときに、各上りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、同じ持続時間
を有する１２個のSC-FMDAシンボルを含む。したがって、LTEシステムにおける各SC-FDMA
シンボルは、拡張サイクリックプレフィクスを含み、1/12ミリ秒の持続時間を有する。LT
EシステムにおけるSC-FDMAシンボルがCPを含まないときに、各シンボルの持続時間は66.7
ミリ秒である。
【００７２】
　上りリンクデータは、物理上りリンク共有チャネルPUSCH上で搬送されてもよく、或い
は上りリンクデータを送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のために規定され
た物理チャネル上で搬送されてもよい。
【００７３】
　通信システムは、周波数分割複信（Frequency　Division　Duplex,　FDD）システムで
もよく、或いは時分割複信（Time　Division　Duplex,　TDD）システムでもよい。したが
って、第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造
タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む。さらに、第１の
モードのフレームフォーマットは、FDD通信システムとTDD通信システムとの間で変化する
。
【００７４】
　FDDシステムに適用可能であり且つ第２のモードのフレームフォーマットに含まれるフ
レーム構造タイプ１が図３に示されている。フレーム構造タイプ１における無線フレーム
の時間長は10ミリ秒である。無線フレームは２０個のタイムスロットを含み、各タイムス
ロットは0.5ミリ秒であり、２つのタイムスロットはサブフレームを形成する。すなわち
、フレーム構造タイプ１は１０個のサブフレームを含み、各サブフレームの長さは1ミリ
秒である。さらに、通常CPが使用されるときに、各サブフレームは１４個のOFDMシンボル
又はSC-FDMAシンボルを含み、或いは拡張CPが使用されるときに、各サブフレームは１２
個のOFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルを含む。
【００７５】
　さらに、以下に、FDDシステムにおける対応する第１のモードのフレームフォーマット
について説明する。
【００７６】
　具体的には、図４に示すように、通信システムが周波数分割複信FDDシステムであり、
上りリンクにおいて通常サイクリックプレフィクスCPを使用するときに、上りリンクサブ
フレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは３つの第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモードのフレームフォーマッ
トのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持
続時間に等しく、1ミリ秒未満である。この図において、M1は第１のモードのフレームフ
ォーマットを表し、M1における値0～2は第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
番号を表し、M2は第２のモードのフレームフォーマットを表し、M2における値0～6は第２
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のモードのフレームフォーマットのシンボル番号を表し、Uは上りリンクフレームを表し
、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常CPを含む各SC-FDM
Aシンボルの持続時間である。
【００７７】
　図５に示すように、通信システムがFDDシステムであり、上りリンクにおいて拡張CPを
使用するときに、上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンク
サブフレームは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい。第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡張CPを含む各SC-FDMAシンボルの持続時
間である。
【００７８】
　さらに、通信システムがFDDシステムであるときに、第１のモードのフレームフォーマ
ットの時間長又は第１のモードのフレームフォーマットの無線フレームの時間長はN*10ミ
リ秒であり、Nは1であるか或いは0より大きい偶数であり、第１のモードのフレームフォ
ーマットにおける上りリンクサブフレームはMミリ秒であり、Mは0より大きい偶数であり
、M<=N*10である。
【００７９】
　図６に示すように、第１のモードのフレームフォーマットにおける上りリンクサブフレ
ームの持続時間が2ミリ秒であり、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用する
ときに、上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルを含み、７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個の
第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しい
。すなわち、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに、７個の第１の
モードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルの持続時間に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間は、通常CPを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００８０】
　図７に示すように、第１のモードのフレームフォーマットにおける上りリンクサブフレ
ームの持続時間が2ミリ秒であり、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用する
ときに、上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルを含み、６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個の
第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しい
。すなわち、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、６個の第１の
モードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルの持続時間に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間は、拡張CPを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【００８１】
　さらに、上りリンク復調参照信号は、第１のモードのフレームフォーマットに含まれる
少なくとも１つの上りリンクサブフレーム内の少なくとも１つの第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボル上で送信される。上りリンク復調参照信号は、上りリンクデータ
又は上りリンク制御情報を復調するのを助けるために使用される。
【００８２】
　すなわち、第１のモードのフレームフォーマットが１つの上りリンクサブフレームを含
み、上りリンクサブフレームが少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットの
シンボルを含むときに、上りリンク復調参照信号は、少なくとも１つの第１のモードのフ
レームフォーマットのシンボルのうち１つ以上の上で送信されてもよく、或いは第１のモ
ードのフレームフォーマットが複数の上りリンクサブフレーム、すなわち、２つ以上の上
りリンクサブフレームを含むときに、上りリンク復調参照信号は、複数の上りリンクサブ
フレームのうちいずれか１つ以上で送信され、上りリンクサブフレームに含まれる少なく



(25) JP 2019-503141 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

とも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち１つ以上の上で送信さ
れてもよい。
【００８３】
　例えば、第１のモードのフレームフォーマットが１つの上りリンクサブフレームを含み
、上りリンクサブフレームが３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含
むときに、上りリンク復調参照信号は、３つの第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルのいずれか１つ又は２つの上で送信されてもよく、或いは３つの第１のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの全ての上で送信されてもよい。第１のモードのフレーム
フォーマットが２つの上りリンクサブフレームを含み、各上りリンクサブフレームが３つ
の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含むときに、上りリンク復調参照信
号は、２つの上りリンクサブフレームの一方で送信されてもよく、或いは上りリンクサブ
フレームの双方で送信されてもよく、２つの上りリンクサブフレームに含まれる第１のモ
ードのフレームフォーマットのシンボルのうちいずれか１つ以上の上で送信されてもよい
。これは、本発明のこの実施例では限定されない。
【００８４】
　任意選択で、1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルのうち最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが1ミリ秒の時間長
内の最後の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複
するときに、上りリンク信号又はチャネルは、1ミリ秒の時間長内の最後の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボル上で送信されない。第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルが通常CPを含むシンボルであるときに、第２のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルは、通常CPを含むSC-FDMAシンボルである。第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルが拡張CPを含むシンボルであるときに、第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルは、拡張CPを含むSC-FDMAシンボルである。第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルがCPを含まないシンボルであるときに、第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルは、CPを含まないSC-FDMAシンボルである。
【００８５】
　すなわち、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの境界が第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの境界と整合しているときに、第３のシナリオ、すなわち
、帯域内配置のシナリオでは、既存のLTE端末によるサウンディング参照信号（Sounding
　Reference　Signal,　SRS）の送信が影響されないように、1ミリ秒の時間長内に含まれ
る第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち最後の第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルが1ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルと部分的に或いは完全に重複するときに、上りリンク信号又はチャネルは
、1ミリ秒の時間長内の最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で送信
されない。任意選択で、独立配置の第１のシナリオ及びガード間隔配置の第２のシナリオ
では、1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの
うち最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが1ミリ秒の時間長内の最後
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複するとき
に、上りリンク信号又はチャネルは、1ミリ秒内の最後の第１のモードのフレームフォー
マットのシンボル上で送信されない。
【００８６】
　例えば、図５に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、３つの第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1及びシンボル2である場合
、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル2上で送信されない。図６に示す第１のモー
ドのフレームフォーマットにおいて、７個の第１のモードのフレームフォーマットのシン
ボルがシンボル0、シンボル1、…、シンボル5及びシンボル6である場合、上りリンク信号
又はチャネルは、シンボル3及びシンボル6上で送信されない。図７に示す第１のモードの
フレームフォーマットにおいて、６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
がシンボル0、シンボル1、…、シンボル4及びシンボル5である場合、上りリンク信号又は
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チャネルは、シンボル2及びシンボル5上で送信されない。
【００８７】
　さらに、第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレーム
を含むときに、上りリンク信号又はチャネルは、第２のモードのフレームフォーマットに
おける利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードのフレ
ームフォーマットのシンボル上で送信されない。利用不可能な上りリンクサブフレームは
１つ以上の上りリンクサブフレームである。各上りリンクサブフレームの持続時間は1ミ
リ秒である。利用不可能な上りリンクサブフレームは、利用不可能な上りリンクサブフレ
ーム内の全部又は一部の周波数リソースが予約リソースであることを意味する。予約リソ
ースは、特別な端末の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末及び基地
局の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末の間の通信に使用される。
予約リソースは、特別でない端末の間、或いは特別でない通信システムによりサポートさ
れる端末及び基地局の間、或いは特別でない通信システムによりサポートされる端末の間
の通信には使用できない。例えば、LTEシステムにおける利用不可能な上りリンクサブフ
レーム内の全部又は一部の周波数リソースは予約リソースであり、このような特別なシス
テムにおけるデバイスの間の通信に使用され、利用不可能な上りリンクサブフレーム内の
予約リソースは、一般のLTE端末により使用できない。
【００８８】
　第１のタイプの端末は、システム情報を受信することにより、利用不可能な上りリンク
サブフレーム内にある上りリンクサブフレームを含むか、或いは予約リソースである利用
不可能な上りリンクサブフレーム内の周波数ドメインリソース等を更に含む、利用不可能
な上りリンクサブフレームについての情報を習得する。
【００８９】
　すなわち、第３のシナリオ、すなわち、帯域内配置のシナリオでは、第２のモードのフ
レームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレームを含む場合、上りリンク信号
又はチャネルは、第２のモードのフレームフォーマットにおける利用不可能な上りリンク
サブフレームの持続時間内の対応する第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上
で送信されないか、或いは第２のモードのフレームフォーマットにおける利用不可能な上
りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボル上で送信されるべき上りリンク信号又はチャネルの送信は、第２のモードのフレー
ムフォーマットにおける利用可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルまで延期される。利用可能な上りリンクサブ
フレームは、利用不可能な上りリンクサブフレーム以外の第２のモードのフレームフォー
マットにおける上りリンクサブフレームである。
【００９０】
　さらに、スケジューリング情報は、第１のモードのフレームフォーマットに対応する物
理リソース情報を含む。物理リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含む。時
間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含む。周波数リソースは１つの
サブキャリアを含み、サブキャリア間隔は3.75kHzである。
【００９１】
　スケジューリング情報に含まれる物理リソース情報内の時間リソースはスケジューリン
グ長と呼ばれてもよい。最小スケジューリング長は、３つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの長さである。実際のスケジューリング長は、基地局と端末との間の
距離、又は端末がセル内で満たす必要があるカバレッジ要件に従ってもよい。基地局は少
なくとも１つのスケジューリング長をサポートしてもよい。例えば、スケジューリング長
A1について、NA1個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LA1個の上りリンクサブフ
レームの最大カバレッジがセル内でサポートされ、スケジューリング長A2について、NA2
個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LA2個の上りリンクサブフレームの最大カ
バレッジがセル内でサポートされ、以下同様である。LA2個の上りリンクサブフレームの
カバレッジエリアはLA1個の上りリンクサブフレームのもの以上であり、NA1及びNA2は正
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の整数であり、NA2はNA1以上であり、予め設定されてもよい。これは、本発明のこの実施
例では具体的に限定されない。さらに、スケジューリング長毎に、スケジューリング情報
に含まれる物理リソース情報内の周波数リソースは１つ以上のサブキャリアでもよい。含
まれるサブキャリア数は予め設定されてもよい。これは、本発明のこの実施例では具体的
に限定されない。
【００９２】
　ステップ202.基地局は、下りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイ
プの端末に送信し、DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより
上りリンクデータを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して
命令するために使用されるスケジューリング情報を含む。
【００９３】
　第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造タイ
プ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む。通信システムがFDDシ
ステムであるときに、第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能
なフレーム構造タイプ１であり、フレーム構造タイプ１は、10ミリ秒の時間長を有し且つ
２０個のタイムスロットを含む無線フレームである。各タイムスロットは0.5ミリ秒であ
り、２つのタイムスロットは１つのサブフレームを形成する。すなわち、第２のモードの
フレームフォーマットは１０個のサブフレームを含み、各サブフレームの長さは1ミリ秒
であり、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース情報内のサブキャ
リアの間の間隔は15kHzである。
【００９４】
　例えば、下りリンク制御情報DCIは、上りリンクデータを送信するように端末に対して
命令するために使用されるスケジューリング情報を含み、周波数ドメインにおいて使用さ
れるサブキャリア数、使用される変調及び符号化方式若しくは変調方式、又は搬送される
トランスポートブロックに含まれるビット数のうち少なくとも１つを含む。
【００９５】
　通信システムがFDDシステムであるときに、具体的な第２のモードのフレームフォーマ
ットについては、関係する技術を参照する点に留意すべきである。詳細は本発明のこの実
施例において説明しない。
【００９６】
　ステップ203.端末は、基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信し、下り
リンク制御情報に従って上りリンクデータを送信する。
【００９７】
　具体的には、端末が第１のタイプの端末であるときに、DCIは、第１のモードのフレー
ムフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するように第１のタイプの
端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含む。DCIを受信した後
に、第１のタイプの端末は、第１のモードのフレームフォーマットにおける上りリンクデ
ータを基地局に送信する。端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるとき
に、DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデー
タを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して命令するために
使用されるスケジューリング情報を含む。スケジューリング情報を受信した後に、第２の
タイプの端末又は第３のタイプの端末は、第２のモードのフレームフォーマットにおける
上りリンクデータを基地局に送信する。
【００９８】
　端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、スケジューリング情
報は、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース情報を含む点に留意
すべきである。物理リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含む。時間リソー
スは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含む。周波数リソースは１つのサブキャ
リアを含み、サブキャリア間隔は15kHzである。
【００９９】
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　スケジューリング情報に含まれる物理リソース情報内の時間リソースはスケジューリン
グ長と呼ばれてもよい。最小スケジューリング長は、１つの第２のモードのフレームフォ
ーマットにおける上りリンクサブフレームの長さである。実際のスケジューリング長は、
基地局と端末との間の距離、又は端末がセル内で満たす必要があるカバレッジ要件に従っ
てもよい。基地局は少なくとも１つのスケジューリング長をサポートしてもよい。例えば
、スケジューリング長B1について、NB1個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LB1
個の上りリンクサブフレームの最大カバレッジがセル内でサポートされ、スケジューリン
グ長B2について、NB2個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LB2個の上りリンクサ
ブフレームの最大カバレッジがセル内でサポートされ、以下同様である。LB2個の上りリ
ンクサブフレームのカバレッジエリアはLB1個の上りリンクサブフレームのもの以上であ
り、NB1及びNB2は正の整数であり、NB2はNB1以上であり、予め設定されてもよい。これは
、本発明のこの実施例では具体的に限定されない。さらに、スケジューリング長毎に、端
末が第２のタイプの端末であるときに、スケジューリング情報に含まれる物理リソース情
報内の周波数リソースは１つのサブキャリアを含む。端末が第３のタイプの端末であると
きに、スケジューリング情報に含まれる物理リソース情報内の周波数リソースは少なくと
も１つのサブキャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
【０１００】
　任意選択で、ステップ203の後に、方法は以下のステップを更に含む。
【０１０１】
　ステップ204.端末は、上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報を基地局に送信す
る。
【０１０２】
　具体的には、端末が第１のタイプの端末であるときに、上りリンク制御情報又はランダ
ムアクセス情報に使用されるフレームフォーマットは第１のモードのフレームフォーマッ
トである。第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフ
レームを含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルを含む。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続
時間は、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍で
ある。第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるSC-FDMA
シンボルである。
【０１０３】
　上りリンク制御情報UCIは、端末が下りリンク共有チャネルPDSCH上で搬送された下りリ
ンクデータを正確に受信したか否かを確認するためのACK又はNACKを含むか、或いは下り
リンクチャネル品質を反映するために使用されるチャネル状態情報CSIを含む点に留意す
べきである。上りリンク制御情報は、物理上りリンク制御チャネルPUCCH上で搬送される
か、或いは上りリンク制御情報を送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のため
に規定された物理チャネル上で搬送される。ランダムアクセス情報はランダムアクセスプ
リアンブルを含み、物理ランダムアクセスチャネルPRACH上で搬送されるか、或いは上り
リンクランダムアクセス情報を送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のために
規定された物理チャネル上で搬送される。
【０１０４】
　端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、上りリンク制御情報
又はランダムアクセス情報に使用されるフレームフォーマットは、第２のモードのフレー
ムフォーマットである。第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可
能なフレーム構造タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む
。第２のモードのフレームフォーマットは１０個のサブフレームを含み、各サブフレーム
の長さは1ミリ秒であり、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース
情報内のサブキャリアの間の間隔は15kHzである。
【０１０５】
　端末が上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報を基地局に送信するときに、端末
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により送信される上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報のフレームフォーマット
は、第１のモードのフレームフォーマット又は第２のモードのフレームフォーマットでも
よく、第１のモードのフレームフォーマット及び第２のモードのフレームフォーマットは
、基地局により送信された下りリンク制御情報DCIから取得できるだけでなく、予め設定
できる点に留意すべきである。設定した後に、第１のタイプの端末は、上りリンク制御情
報又はランダムアクセス情報を送信するために第１のモードのフレームフォーマットを直
接使用してもよく、或いは第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末は、上りリンク制
御情報又はランダムアクセス情報を送信するために第２のモードのフレームフォーマット
を直接使用してもよい。これは、本発明のこの実施例では限定されない。
【０１０６】
　例えば、第１のモードのフレームフォーマットは予め設定される。すなわち、第１のモ
ードのフレームフォーマットは、通信システムにおいて使用される１つ又はいくつかの指
定のキャリア周波数において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォ
ーマットは、指定の下りリンク同期信号系列又は下りリンク同期信号を送信するための指
定のフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数リソースマッピン
グ位置において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォーマットは、
下りリンクシステム情報を送信するために使用され且つ下りリンクシステム情報内に含ま
れるか或いは指定されるフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波
数リソースマッピング位置において対応して使用される。端末は、下りリンクシステム情
報における指定の対応関係又は指示情報に従って第１のモードのフレームフォーマットが
使用されると習得した後に、第１のフレームフォーマットを使用する上りリンク制御情報
又はランダムアクセス情報を基地局に直接送信してもよい。
【０１０７】
　本発明のこの実施例において提供されるスケジューリング方法によれば、基地局は、下
りリンク制御情報DCIを第１のタイプの端末に送信する。DCIは、第１のモードのフレーム
フォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するように第１のタイプの端
末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含み、第１のモードのフレ
ームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含み、各上りリンクサ
ブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み
、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍である。第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるSC-FDMAシンボルである。基地局は、下
りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に送信する。DCIは、
第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信する
ように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して命令するために使用されるス
ケジューリング情報を含む。このように、LTEシステムにおける基地局は既存のLTE端末を
サポートでき、また、FDDシステムにおいて新たに利用可能である第１のタイプの端末、
第２のタイプの端末及び第３のタイプの端末もサポートできる。これは、周波数リソース
を節約し、また、基地局の利用率も改善する。
【０１０８】
　図８は、本発明の実施例によるスケジューリング方法の概略フローチャートである。方
法は通信システムに適用され、以下のいくつかのステップを含む。
【０１０９】
　ステップ301.基地局は、下りリンク制御情報DCIを第１のタイプの端末に送信し、DCIは
、第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信す
るように第１のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を
含む。
【０１１０】
　第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを
含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマ
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ットのシンボルを含む。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、
第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍である。第
２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるSC-FDMAシンボル
である。
【０１１１】
　LTEシステムの上りリンク構成が通常サイクリックプレフィクスCPであるときに、各上
りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、１４個のSC-FDMAシンボルを含む。し
たがって、LTEシステムにおける各SC-FDMAシンボルは、通常サイクリックプレフィクスを
含み、平均で1/14ミリ秒の持続時間を有する。LTEシステムにおける各上りリンクサブフ
レームに含まれるSC-FDMAシンボルの持続時間は異なってもよい点に留意すべきである。
例えば、各上りリンクサブフレームに含まれる１４個のSC-FDMAシンボルの中で、２つの
ロングSC-FDMAシンボルが存在し、各ロングSC-FDMAシンボルの持続時間は71.88ミリ秒で
あり、１２個のショートSC-FDMAシンボルが存在し、各ショートSC-FDMAシンボルの持続時
間は71.35ミリ秒である。LTEシステムの上りリンク構成が拡張サイクリックプレフィクス
CPであるときに、各上りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、同じ持続時間
を有する１２個のSC-FMDAシンボルを含む。したがって、LTEシステムにおける各SC-FDMA
シンボルは、拡張サイクリックプレフィクスを含み、1/12ミリ秒の持続時間を有する。LT
EシステムにおけるSC-FDMAシンボルがCPを含まないときに、各シンボルの持続時間は66.7
ミリ秒である。
【０１１２】
　さらに、上りリンクデータは、物理上りリンク共有チャネルPUSCH上で搬送されてもよ
く、或いは上りリンクデータを送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のために
規定された物理チャネル上で搬送されてもよい。
【０１１３】
　SC-FDMAが上りリンクにおいて使用されるときに、第１のモードのフレームフォーマッ
トのシンボルはSC-FDMAシンボルでもよく、或いはFDMA周波数分割多元接続が上りリンク
において使用されるときに、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルはFDMAシン
ボルでもよい点に留意すべきである。これは、本発明のこの実施例では具体的に限定され
ない。さらに、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルは、サイクリックプレフ
ィクスCPが追加されたシンボルでもよく、或いはCPが追加されていないシンボルでもよい
。第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、サイクリックプレフィクスCPが追
加されたシンボルでもよく、或いはCPが追加されていないシンボルでもよい。
【０１１４】
　通信システムは、周波数分割複信FDDシステムでもよく、或いは時分割複信TDDシステム
でもよい。したがって、第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可
能なフレーム構造タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む
。さらに、第１のモードのフレームフォーマットは、FDD通信システムとTDD通信システム
との間で変化する。
【０１１５】
　TDDシステムに適用可能であり且つ第２のモードのフレームフォーマットに含まれるフ
レーム構造タイプ２が図９に示されている。第２のモードのフレームフォーマットは、２
つの5ミリ秒のハーフフレームを含む10ミリ秒の無線フレームを含む。各ハーフフレーム
は５つの1ミリ秒のサブフレームを含み、下りリンクサブフレームと、スペシャルサブフ
レームと、上りリンクサブフレームとを含む。スペシャルサブフレームは、下りリンクパ
イロットタイムスロットDwPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード
期間CPとを含む。5ミリ秒の周期が下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され
るときに、スペシャルサブフレームは双方のハーフフレームに存在する。10ミリ秒の周期
が下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用されるときに、スペシャルサブフレー
ムは第１のハーフフレームのみに存在する。さらに、通常CPが使用されるときに、各サブ
フレームは１４個のOFDMシンボル又はSC-FDMAシンボルを含み、或いは拡張CPが使用され
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【０１１６】
　さらに、以下に、TDDシステムにおける対応する第１のモードのフレームフォーマット
について説明する。
【０１１７】
　具体的には、通信システムが時分割複信TDDシステムであるときに、第１のモードのフ
レームフォーマットは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含み、少なくとも１つ
のスペシャルサブフレームと、少なくとも１つの下りリンクサブフレームとを更に含む。
スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタイムスロットDwPTS、上りリンクパ
イロットタイムスロットUpPTS又はガード期間GPのうち少なくとも１つを含む。
【０１１８】
　通信システムがTDDシステムであるときに、第２のモードのフレームフォーマットはフ
レーム構造タイプ２である。第２のモードのフレームフォーマットにおける上りリンク及
び下りリンク構成は表１に示されており、Dは下りリンクサブフレームを表し、Sはスペシ
ャルサブフレームを表し、Uは上りリンクサブフレームを表す。各サブフレームの持続時
間は1ミリ秒である。スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタイムスロットD
wPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード期間GPとを含む。第１の
モードのフレームフォーマットがUpPTSを含み、第１のモードのフレームフォーマットに
おけるUpPTSの長さが第２のタイプのフレームフォーマットにおけるUpPTSの長さ以下であ
るときに、上りリンク信号又はチャネルは、第１のモードのフレームフォーマットに含ま
れるUpPTS内で送信されない。第２のモードのフレームフォーマットにおいてスペシャル
サブフレーム内のDwPTS/GP/UpPTSの長さは表２に示されている。
【表１】
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【表２】

　TsはLTEシステムにおける時間ドメインの基本単位であり、Ts=1/(15000*2048)秒である
点に留意すべきである。
【０１１９】
　通信システムがTDDシステムであるときに、各上りリンクサブフレームは、少なくとも
１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブフレー
ムの時間長は1ミリ秒である。通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用するとき
に、各下りリンクサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さ
であるか、或いは通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下りリ
ンクサブフレームの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【０１２０】
　図１０に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、上りリンク
サブフレームの持続時間が1ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは３つの第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、1ミリ秒未満であり、第２のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時
間である。この図において、Dは下りリンクサブフレームを表し、Sはスペシャルサブフレ
ームを表す。
【０１２１】
　図１１に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、上りリンク
サブフレームの持続時間が1ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは３つの第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシン
ボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間
である。
【０１２２】
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　さらに、第１のモードのフレームフォーマットの上りリンク及び下りリンク構成は表１
に示されており、Dは下りリンクサブフレームを表し、Sはスペシャルサブフレームを表し
、Uは上りリンクサブフレームを表す。スペシャルサブフレームの構成は表２に示されて
いる。各上りリンクサブフレームの持続時間は1ミリ秒である。
【０１２３】
　任意選択で、1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルのうち最後のシンボルが1ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複するときに、上りリンク信号又はチャネ
ルは、1ミリ秒の時間長内の最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル内で
送信されない。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが通常CPを含むシンボル
であるときに、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、通常CPを含むSC-FDM
Aシンボルである。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが拡張CPを含むシン
ボルであるときに、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、拡張CPを含むSC
-FDMAシンボルである。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルがCPを含まない
シンボルであるときに、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、CPを含まな
いSC-FDMAシンボルである。
【０１２４】
　すなわち、第３のシナリオ、すなわち、帯域内配置のシナリオでは、1ミリ秒の時間長
内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち最後のシンボルが1
ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或
いは完全に重複する場合、既存のLTE端末によるSRSの送信が影響されないように、1ミリ
秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち最後の第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルが1ミリ秒の時間長内の最後の第２のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複するときに、上りリン
ク信号又はチャネルは、1ミリ秒の時間長内の最後の第１のモードのフレームフォーマッ
トのシンボル上で送信されない。任意選択で、独立配置の第１のシナリオ及びガード間隔
配置の第２のシナリオでは、1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルのうち最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが1ミ
リ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或い
は完全に重複するときに、上りリンク信号又はチャネルは、1ミリ秒内の最後の第１のモ
ードのフレームフォーマットのシンボル上で送信されない。
【０１２５】
　例えば、図１１に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、３つの第１のモ
ードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1及びシンボル2である場
合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル2上で送信されない。
【０１２６】
　さらに、通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用される。１
つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上り
リンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少なく
とも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブフ
レームの時間長は1ミリ秒である。通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用する
ときに、各下りリンクサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの
長さであるか、或いは通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下
りリンクサブフレームの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【０１２７】
　図１２に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、上りリンク
サブフレームの持続時間が3ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは１０個の第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、１０個の第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフォーマットのシ



(34) JP 2019-503141 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

ンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であり、第２のモードのフレームフォーマット
のシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持
続時間である。
【０１２８】
　図１３に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、上りリンク
サブフレームの持続時間が3ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは９個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、９個の第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は３６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、3ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシン
ボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間
である。
【０１２９】
　例えば、図１２に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、１０個の第１の
モードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1、…、シンボル8及び
シンボル9である場合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル3及びシンボル6上で送
信されない。図１３に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、９個の第１の
モードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1、…、シンボル7及び
シンボル8である場合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル5及びシンボル8上で送
信されない。
【０１３０】
　図１４に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、上りリンク
サブフレームの持続時間が2ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは７個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、７個の第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシン
ボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間
である。
【０１３１】
　図１５に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、上りリンク
サブフレームの持続時間が2ミリ秒であるときに、上りリンクサブフレームは６個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、６個の第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシン
ボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間
である。
【０１３２】
　任意選択で、図１４に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、７個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1、…、シンボル5及
びシンボル6である場合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル3及びシンボル6上で
送信されない。図１５に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、６個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1、…、及びシンボル
5である場合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル2及びシンボル5上で送信されな
い。
【０１３３】
　さらに、図１６に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用すると
きに、上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンクサブフレー
ムは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォー
マットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒未満であり、第２のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシ
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ンボルの持続時間である。
【０１３４】
　さらに、図１７に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用すると
きに、上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、上りリンクサブフレー
ムは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォー
マットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシン
ボルの持続時間である。
【０１３５】
　任意選択で、図１７に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、３個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1及びシンボル2であ
る場合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル3上で送信されない。
【０１３６】
　さらに、通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用される。１
つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上り
リンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少なく
とも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含む。各スペシャルサブフ
レームは、DwPTS又はGPのうち少なくとも１つを含み、DwPTS又はGPの長さは、LTEシステ
ムにおけるフレーム構造タイプ２におけるスペシャルサブフレーム内のDwPTS又はGPのも
のと同じであり、スペシャルサブフレームの構成によって変化する。表２に示すように、
DwPTS及びGPの合計時間長は1ミリ秒未満である。
【０１３７】
　具体的には、通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用するときに、各下りリン
クサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さであるか、或い
は通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下りリンクサブフレー
ムの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【０１３８】
　図１８に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、スペシャル
サブフレームに含まれるDwPTS及びGPが表２におけるスペシャルサブフレームの構成５、
６、７、８又は９を満たすときに、上りリンクサブフレームの持続時間が(T1+3)ミリ秒で
ある場合、上りリンクサブフレームは１１個の第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルを含み、１１個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４
４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、(T1+3)ミリ
秒に等しく、T1は1ミリ秒-DwPTSにより占有される時間-GPにより占有される時間であり、
DwPTSにより占有される時間及びGPにより占有される時間はミリ秒の単位であり、第２の
モードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクス
を含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【０１３９】
　任意選択で、図１８に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、１１個の第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1、…、シンボル9
及びシンボル10を含む場合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル3、シンボル7及び
シンボル10上で送信されない。
【０１４０】
　図１９に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、スペシャル
サブフレームに含まれるDwPTS及びGPが表２におけるスペシャルサブフレームの構成５、
６、７、８又は９を満たすときに、上りリンクサブフレームの持続時間が(T2+1)ミリ秒で
ある場合、上りリンクサブフレームは４個の第１のモードのフレームフォーマットのシン
ボルを含み、４個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１６個
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の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、(T2+1)ミリ秒に
等しく、T2は1ミリ秒-DwPTSにより占有される時間-GPにより占有される時間であり、DwPT
Sにより占有される時間及びGPにより占有される時間はミリ秒の単位であり、第２のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含
む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【０１４１】
　任意選択で、図１９に示す第１のモードのフレームフォーマットにおいて、４個の第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルがシンボル0、シンボル1、シンボル2及びシ
ンボル3である場合、上りリンク信号又はチャネルは、シンボル0及びシンボル3上で送信
されない。
【０１４２】
　さらに、通信システムがTDDシステムであるときに、10ミリ秒の周期が第１のモードの
フレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用される。
１つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上
りリンクサブフレームが最初の5ミリ秒の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレームの
みが最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ、各下りリンクサブフレームの持続時間は1ミリ秒
である。各上りリンクサブフレームは少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルを含む。図１８及び図１９に示す第１のモードのフレームフォーマットに
おいて、各スペシャルサブフレームがDwPTS又はGPのうち少なくとも１つを含み、DwPTS又
はGPの長さがLTEシステムにおけるフレーム構造タイプ２におけるスペシャルサブフレー
ム内のDwPTS又はGPのものと同じである場合、表２における異なるスペシャルサブフレー
ム構成に対応するDwPTS又はGPの長さは異なり、DwPTS及びGPの合計時間長は1ミリ秒未満
である。
【０１４３】
　具体的には、通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用するときに、各下りリン
クサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さであるか、或い
は通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下りリンクサブフレー
ムの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【０１４４】
　図１２に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用すると
きに、最初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ秒である場
合、上りリンクサブフレームは１０個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、１０個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４０個の
第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であ
り、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプ
レフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。図１８に具体的に示すように、
スペシャルサブフレームに含まれるDwPTS及びGPが表２におけるスペシャルサブフレーム
の構成５、６、７、８又は９を満たすときに、最初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサ
ブフレームの持続時間が(T1+3)ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは１１個の第
１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、１１個の第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルの持続時間は４４個の第２のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間に等しく、(T1+3)ミリ秒に等しく、T1は1ミリ秒-DwPTSにより占有され
る時間-GPにより占有される時間であり、DwPTSにより占有される時間及びGPにより占有さ
れる時間はミリ秒の単位であり、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続
時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。下
りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレー
ムは、第２のモードのフレームフォーマットにおける下りリンクサブフレームと一致する
。詳細は本発明では説明しない。
【０１４５】
　図１３に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用すると
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きに、最初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ秒である場
合、上りリンクサブフレームは９個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを
含み、９個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は３６個の第２
のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒に等しく、第
２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィ
クスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5
ミリ秒の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォー
マットにおける下りリンクサブフレームと一致する。詳細は本発明のこの実施例では説明
しない。
【０１４６】
　任意選択で、図１４に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CP
を使用し、最初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が2ミリ秒であ
るときに、上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシン
ボルを含み、７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒未満で
あり、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリック
プレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみ
が最後の5ミリ秒の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレ
ームフォーマットにおける下りリンクサブフレームと一致する。詳細は本発明のこの実施
例では説明しない。
【０１４７】
　図１５に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、最
初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が2ミリ秒であるときに、上
りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、
６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモ
ードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィクスを
含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒
の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォーマット
における下りリンクサブフレームと一致する。詳細は本発明のこの実施例では説明しない
。
【０１４８】
　任意選択で、図１６に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CP
を使用するときに、最初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が1ミ
リ秒である場合、上りリンクサブフレームは３個の第１のモードのフレームフォーマット
のシンボルを含み、３個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は
１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒
未満である。図１９に具体的に示すように、スペシャルサブフレームに含まれるDwPTS及
びGPがスペシャルサブフレームの構成５、６、７、８又は９を満たすときに、最初の5ミ
リ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が(T2+1)ミリ秒である場合、上りリ
ンクサブフレームは４個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、４個
の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１６個の第２のモードの
フレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、(T2+1)ミリ秒に等しく、T2は1ミ
リ秒-DwPTSにより占有される時間-GPにより占有される時間であり、DwPTSにより占有され
る時間及びGPにより占有される時間はミリ秒の単位であり、第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシン
ボルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5ミリ秒の時間長内に含ま
れ、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォーマットにおける下りリン
クサブフレームと一致する。詳細は本発明のこの実施例では説明しない。
【０１４９】
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　図１７に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用すると
きに、最初の5ミリ秒の時間長内の上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場
合、上りリンクサブフレームは３個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを
含み、３個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２
のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しく、第
２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリックプレフィ
クスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。下りリンクサブフレームのみが最後の5
ミリ秒の時間長内に含まれ、下りリンクサブフレームは、第２のモードのフレームフォー
マットにおける下りリンクサブフレームと一致する。詳細は本発明のこの実施例では説明
しない。
【０１５０】
　さらに、通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、5ミ
リ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間は、次の5ミリ秒の時間長
内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間とは異なり、１つの下りリンクサブフレ
ーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上りリンクサブフレームが各
5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少なくとも１つの第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブフレームの時間長は1ミ
リ秒以下である。通信システムが下りリンクにおいて通常CPを使用するときに、各下りリ
ンクサブフレームの長さは１４個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さであるか、或
いは通信システムが下りリンクにおいて拡張CPを使用するときに、各下りリンクサブフレ
ームの長さは１２個の直交周波数分割多重OFDMシンボルの長さである。
【０１５１】
　図１２に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用すると
きに、5ミリ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ秒である
場合、上りリンクサブフレームは１０個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルを含み、１０個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は４０個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満で
あり、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、通常サイクリック
プレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。図１８に具体的に示すように
、スペシャルサブフレームに含まれるDwPTS及びGPが表２におけるスペシャルサブフレー
ムの構成５、６、７、８又は９を満たすときに、5ミリ秒の時間長内に含まれる上りリン
クサブフレームの持続時間が(T1+3)ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは１１個
の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、１１個の第１のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルの持続時間は４４個の第２のモードのフレームフォーマット
のシンボルの持続時間に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続
時間は、通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。図
１４に具体的に示すように、次の5ミリ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒である場合、上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレ
ームフォーマットのシンボルを含み、７個の第１のモードのフレームフォーマットのシン
ボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に
等しく、2ミリ秒に等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間
は通常サイクリックプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【０１５２】
　さらに、図１３に具体的に示すように、通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使
用するときに、5ミリ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間が3ミリ
秒である場合、上りリンクサブフレームは９個の第１のモードのフレームフォーマットの
シンボルを含み、９個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は３
６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、3ミリ秒に
等しく、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、拡張サイクリッ
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クプレフィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。図１５に具体的に示すよう
に、次の5ミリ秒の時間長内に含まれる上りリンクサブフレームの持続時間が2ミリ秒であ
る場合、上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルを含み、６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個の
第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等しく
、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は拡張サイクリックプレフ
ィクスを含む各SC-FDMAシンボルの持続時間である。
【０１５３】
　さらに、第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレーム
を含むときに、上りリンク信号又はチャネルは、第２のモードのフレームフォーマットに
おける利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードのフレ
ームフォーマットのシンボル上で送信されない。利用不可能な上りリンクサブフレームは
１つ以上の上りリンクサブフレームであり、各上りリンクサブフレームの持続時間は1ミ
リ秒である。利用不可能な上りリンクサブフレームは、利用不可能な上りリンクサブフレ
ーム内の全部又は一部の周波数リソースが予約リソースであることを意味する。予約リソ
ースは、特別な端末の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末及び基地
局の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末の間の通信に使用される。
予約リソースは、特別でない端末の間、或いは特別でない通信システムによりサポートさ
れる端末及び基地局の間、或いは特別でない通信システムによりサポートされる端末の間
の通信には使用できない。例えば、LTEシステムにおける利用不可能な上りリンクサブフ
レーム内の全部又は一部の周波数リソースは予約リソースであり、このような特別なシス
テムにおけるデバイスの間の通信に使用される。予約リソースは、利用不可能な上りリン
クサブフレーム内で一般のLTE端末により使用できない。
【０１５４】
　第１のタイプの端末は、システム情報を受信することにより、利用不可能な上りリンク
サブフレーム内にある上りリンクサブフレームを含むか、或いは予約リソースである利用
不可能な上りリンクサブフレーム内の周波数ドメインリソース等を更に含む、利用不可能
な上りリンクサブフレームについての情報を習得する。
【０１５５】
　すなわち、第３のシナリオ、すなわち、帯域内配置のシナリオでは、第２のモードのフ
レームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレームを含む場合、上りリンク信号
又はチャネルは、第２のモードのフレームフォーマットにおける利用不可能な上りリンク
サブフレームの持続時間内の対応する第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上
で送信されないか、或いは第２のモードのフレームフォーマットにおける利用不可能な上
りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボル上で送信されるべき上りリンク信号又はチャネルの送信は、第２のモードのフレー
ムフォーマットにおける利用可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルまで延期される。
【０１５６】
　任意選択で、上りリンク復調参照信号は、少なくとも１つの上りリンクサブフレーム内
の少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で送信される。
【０１５７】
　すなわち、第１のモードのフレームフォーマットが１つの上りリンクサブフレームを含
み、上りリンクサブフレームが少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットの
シンボルを含むときに、上りリンク復調参照信号は、少なくとも１つの第１のモードのフ
レームフォーマットのシンボルのうち１つ以上の上で送信されてもよく、或いは第１のモ
ードのフレームフォーマットが複数の上りリンクサブフレーム、すなわち、２つ以上の上
りリンクサブフレームを含むときに、上りリンク復調参照信号は、複数の上りリンクサブ
フレームのうちいずれか１つ以上で送信され、上りリンクサブフレームに含まれる少なく
とも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち１つ以上の上で送信さ
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れてもよい。
【０１５８】
　例えば、第１のモードのフレームフォーマットが１つの下りリンクサブフレームと、１
つのスペシャルサブフレームと、１つの上りリンクサブフレームとを含み、上りリンクサ
ブフレームが３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含むときに、上り
リンク復調参照信号は、３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのいずれ
か１つ又は２つの上で送信されてもよく、或いは３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの全ての上で送信されてもよい。第１のモードのフレームフォーマットが
１つの下りリンクサブフレームと、１つのスペシャルサブフレームと、２つの上りリンク
サブフレームを含み、各上りリンクサブフレームが３つの第１のモードのフレームフォー
マットのシンボルを含むときに、上りリンク復調参照信号は、２つの上りリンクサブフレ
ームの一方で送信されてもよく、或いは上りリンクサブフレームの双方で送信されてもよ
く、２つの上りリンクサブフレームに含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルのうちいずれか１つ以上の上で送信されてもよい。これは、本発明のこの実施例で
は限定されない。
【０１５９】
　さらに、スケジューリング情報は、第１のモードのフレームフォーマットに対応する物
理リソース情報を含む。物理リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含む。時
間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含む。周波数リソースは１つの
サブキャリアを含む。
【０１６０】
　スケジューリング情報に含まれる物理リソース情報内の時間リソースはスケジューリン
グ長と呼ばれてもよい。最小スケジューリング長は、３つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの長さである。実際のスケジューリング長は、基地局と端末との間の
距離、又は端末がセル内で満たす必要があるカバレッジ要件に従ってもよい。基地局は少
なくとも１つのスケジューリング長をサポートしてもよい。例えば、スケジューリング長
C1について、NC1個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LC1個の上りリンクサブフ
レームの最大カバレッジがセル内でサポートされ、スケジューリング長C2について、NC2
個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LC2個の上りリンクサブフレームの最大カ
バレッジがセル内でサポートされ、以下同様である。LC2個の上りリンクサブフレームの
カバレッジエリアはLC1個の上りリンクサブフレームのもの以上であり、NC1及びNC2は正
の整数であり、NC2はNC1以上であり、予め設定されてもよい。これは、本発明のこの実施
例では具体的に限定されない。さらに、スケジューリング長毎に、スケジューリング情報
に含まれる物理リソース情報内の周波数リソースは１つのサブキャリアである。
【０１６１】
　ステップ302.基地局は、下りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイ
プの端末に送信し、DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより
上りリンクデータを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して
命令するために使用されるスケジューリング情報を含む。
【０１６２】
　第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造タイ
プ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む。通信システムがTDDシ
ステムであるときに、第２のモードのフレームフォーマットは、TDDシステムに適用可能
なフレーム構造タイプ２であり、フレーム構造タイプ２は、２つの5ミリ秒のハーフフレ
ームを含む１つの10ミリ秒の無線フレームを含む。各ハーフフレームは５つの1ミリ秒の
サブフレームを含み、下りリンクサブフレームと、スペシャルサブフレームと、上りリン
クサブフレームとを含む。スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタイムスロ
ットDwPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード期間CPとを含む。す
なわち、第２のモードのフレームフォーマットは10個のサブフレームを含み、各サブフレ
ームの長さは1ミリ秒であり、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソ
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ース情報内のサブキャリアの間の間隔は15kHzである。
【０１６３】
　例えば、下りリンク制御情報DCIは、上りリンクデータを送信するように端末に対して
命令するために使用されるスケジューリング情報を含み、周波数ドメインにおいて使用さ
れるサブキャリア数、使用される変調及び符号化方式若しくは変調方式、又は搬送される
トランスポートブロックに含まれるビット数のうち少なくとも１つを含む。
【０１６４】
　通信システムがTDDシステムであるときに、具体的な第２のモードのフレームフォーマ
ットについては、関係する技術を参照する点に留意すべきである。詳細は本発明のこの実
施例において説明しない。
【０１６５】
　ステップ303.端末は、基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信し、下り
リンク制御情報に従って上りリンクデータを送信する。
【０１６６】
　具体的には、端末が第１のタイプの端末であるときに、DCIは、第１のモードのフレー
ムフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するように第１のタイプの
端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含む。DCIを受信した後
に、第１のタイプの端末は、第１のモードのフレームフォーマットにおける上りリンクデ
ータを基地局に送信する。端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるとき
に、DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデー
タを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して命令するために
使用されるスケジューリング情報を含む。スケジューリング情報を受信した後に、第２の
タイプの端末又は第３のタイプの端末は、第２のモードのフレームフォーマットにおける
上りリンクデータを基地局に送信する。
【０１６７】
　端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、スケジューリング情
報は、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース情報を含む点に留意
すべきである。物理リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含む。時間リソー
スは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含む。周波数リソースは１つのサブキャ
リアを含み、サブキャリア間隔は15kHzである。
【０１６８】
　スケジューリング情報に含まれる物理リソース情報内の時間リソースはスケジューリン
グ長と呼ばれてもよい。最小スケジューリング長は、１つの第２のモードのフレームフォ
ーマットにおける上りリンクサブフレームの長さである。実際のスケジューリング長は、
基地局と端末との間の距離、又は端末がセル内で満たす必要があるカバレッジ要件に従っ
てもよい。基地局は少なくとも１つのスケジューリング長をサポートしてもよい。例えば
、スケジューリング長D1について、ND1個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LD1
個の上りリンクサブフレームの最大カバレッジがセル内でサポートされ、スケジューリン
グ長D2について、ND2個の連続する上りリンクサブフレームの中で、LD2個の上りリンクサ
ブフレームの最大カバレッジがセル内でサポートされ、以下同様である。LD2個の上りリ
ンクサブフレームのカバレッジエリアはLD1個の上りリンクサブフレームのもの以上であ
り、ND1及びND2は正の整数であり、ND2はND1以上であり、予め設定されてもよい。これは
、本発明のこの実施例では具体的に限定されない。さらに、スケジューリング長毎に、端
末が第２のタイプの端末であるときに、スケジューリング情報に含まれる物理リソース情
報内の周波数リソースは１つのサブキャリアを含む。端末が第３のタイプの端末であると
きに、スケジューリング情報に含まれる物理リソース情報内の周波数リソースは少なくと
も１つのサブキャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
【０１６９】
　任意選択で、ステップ303の後に、方法は以下のステップを更に含む。
【０１７０】
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　ステップ304.端末は、上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報を基地局に送信す
る。
【０１７１】
　具体的には、端末が第１のタイプの端末であるときに、上りリンク制御情報又はランダ
ムアクセス情報に使用されるフレームフォーマットは第１のモードのフレームフォーマッ
トである。第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフ
レームを含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルを含む。第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続
時間は、第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍で
ある。第２のモードのフレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシング
ルキャリア周波数分割多元接続SC-FDMAシンボルである。
【０１７２】
　上りリンク制御情報UCIは、端末が下りリンク共有チャネルPDSCH上で搬送された下りリ
ンクデータを正確に受信したか否かを確認するためのACK又はNACKを含むか、或いは下り
リンクチャネル品質を反映するために使用されるチャネル状態情報CSIを含む点に留意す
べきである。上りリンク制御情報は、物理上りリンク制御チャネルPUCCH上で搬送される
か、或いは上りリンク制御情報を送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のため
に規定された物理チャネル上で搬送される。ランダムアクセス情報はランダムアクセスプ
リアンブルを含み、物理ランダムアクセスチャネルPRACH上で搬送されるか、或いは上り
リンクランダムアクセス情報を送信するために使用され且つ第１のタイプの端末のために
規定された物理チャネル上で搬送される。
【０１７３】
　端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、上りリンク制御情報
又はランダムアクセス情報に使用されるフレームフォーマットは、第２のモードのフレー
ムフォーマットである。第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可
能なフレーム構造タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む
。第２のモードのフレームフォーマットは１０個のサブフレームを含み、各サブフレーム
の長さは1ミリ秒であり、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース
情報内のサブキャリアの間の間隔は15kHzである。
【０１７４】
　端末が上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報を基地局に送信するときに、端末
により送信される上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報のフレームフォーマット
は、第１のモードのフレームフォーマット又は第２のモードのフレームフォーマットでも
よく、第１のモードのフレームフォーマット及び第２のモードのフレームフォーマットは
、基地局により送信された下りリンク制御情報DCIから取得できるだけでなく、予め設定
できる点に留意すべきである。設定した後に、第１のタイプの端末は、上りリンク制御情
報又はランダムアクセス情報を送信するために第１のモードのフレームフォーマットを直
接使用してもよく、或いは第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末は、上りリンク制
御情報又はランダムアクセス情報を送信するために第２のモードのフレームフォーマット
を直接使用してもよい。これは、本発明のこの実施例では限定されない。
【０１７５】
　例えば、第１のモードのフレームフォーマットは予め設定される。すなわち、第１のモ
ードのフレームフォーマットは、通信システムにおいて使用される１つ又はいくつかの指
定のキャリア周波数において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォ
ーマットは、指定の下りリンク同期信号系列又は下りリンク同期信号を送信するための指
定のフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数リソースマッピン
グ位置において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォーマットは、
下りリンクシステム情報を送信するために使用され且つ下りリンクシステム情報内に含ま
れるか或いは指定されるフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波
数リソースマッピング位置において対応して使用される。端末は、下りリンクシステム情
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報における指定の対応関係又は指示情報に従って第１のモードのフレームフォーマットが
使用されると習得した後に、第１のフレームフォーマットを使用する上りリンク制御情報
又はランダムアクセス情報を基地局に直接送信してもよい。
【０１７６】
　本発明のこの実施例において提供されるスケジューリング方法によれば、基地局は、下
りリンク制御情報DCIを第１のタイプの端末に送信する。DCIは、第１のモードのフレーム
フォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するように第１のタイプの端
末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含み、第１のモードのフレ
ームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含み、各上りリンクサ
ブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み
、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍である。第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるSC-FDMAシンボルである。基地局は、下
りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に送信する。DCIは、
第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信する
ように第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に対して命令するために使用されるス
ケジューリング情報を含む。このように、LTEシステムにおける基地局は既存のLTE端末を
サポートでき、また、TDDシステムにおいて新たに利用可能である第１のタイプの端末、
第２のタイプの端末及び第３のタイプの端末もサポートできる。これは、周波数リソース
を節約し、また、基地局の利用率も改善する。
【０１７７】
　図２０は、本発明の実施例による基地局を示している。基地局は、プロセッサ41と、メ
モリ42と、システムバス43と、通信インタフェース44とを含む。
【０１７８】
　当業者は、図２０に示す構造が単なる例に過ぎず、基地局の構造に対する限定として解
釈されないことを理解できる。例えば、基地局は、図２０に示すものより多くの或いは少
ないコンポーネントを更に含んでもよく、或いは図２０に示すものとは異なる構成を有し
てもよい。
【０１７９】
　以下に、基地局の各構成コンポーネントについて詳細に説明する。
【０１８０】
　メモリ42は、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、プロセッサ42は、
システムバス43を使用することによりメモリ42に接続され、基地局が動作するときに、プ
ロセッサ41は、メモリ42に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、それにより、
基地局は、図２又は図８に示す方法において基地局により実行されるステップを実行する
。具体的な方法については、図２又は図８に示す実施例における関係する説明を参照する
。詳細はここでは再び説明しない。
【０１８１】
　この実施例は記憶媒体を更に提供する。記憶媒体はメモリ42を含んでもよい。
【０１８２】
　プロセッサ41はCPUでもよい。代替として、プロセッサ41は、他の汎用プロセッサ、DSP
、ASIC、FPGA又は他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲート又はトランジ
スタ論理デバイス、ディスクリートハードウェアアセンブリ等でもよい。汎用プロセッサ
はマイクロプロセッサでもよく、或いはプロセッサはいずれかの従来のプロセッサ等でも
よい。
【０１８３】
　プロセッサ41は専用プロセッサでもよい。専用プロセッサは、ベースバンド処理チップ
、無線周波数処理チップ等のうち少なくとも１つを含んでもよい。さらに、専用プロセッ
サは、基地局の他の専用処理機能を有するチップを更に含んでもよい。
【０１８４】
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　メモリ42は、揮発性メモリ、例えば、ランダムアクセスメモリRAMを含んでもよく、或
いはメモリ42は、不揮発性メモリ、例えば、読み取り専用メモリROM、フラッシュメモリ
、HDD又はSSDを含んでもよく、或いはメモリ42は前述の種類のメモリの組み合わせを含ん
でもよい。
【０１８５】
　システムバス43は、データバス、電力バス、制御バス、信号状態バス等を含んでもよい
。この実施例における明確な説明のために、図２０における様々なバスは、システムバス
43として記される。
【０１８６】
　通信インタフェース44は、具体的には基地局上のトランシーバでもよい。トランシーバ
は無線トランシーバでもよい。例えば、無線トランシーバは、基地局のアンテナ等でもよ
い。プロセッサ41は、通信インタフェース44を使用することにより、端末のような他のデ
バイスからデータを受信し、或いはデータを他のデバイスに送信する。
【０１８７】
　具体的な実現プロセスにおいて、図２又は図８に示す方法のプロセスにおいて基地局に
より実行されるステップは、ハードウェア形式のプロセッサ41により、ソフトウェア形式
のメモリ42に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行することにより実現されてもよ
い。繰り返しを回避するために、詳細はここでは繰り返されない。
【０１８８】
　本発明の実施例において提供される基地局によれば、基地局は、下りリンク制御情報DC
Iを第１のタイプの端末に送信する。DCIは、第１のモードのフレームフォーマットを使用
することにより上りリンクデータを送信するように第１のタイプの端末に対して命令する
ために使用されるスケジューリング情報を含み、第１のモードのフレームフォーマットは
、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含み、各上りリンクサブフレームは、少な
くとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、第１のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間の少なくとも４倍である。第２のモードのフレームフォーマットのシン
ボルは、LTEシステムにおけるSC-FDMAシンボルである。基地局は、下りリンク制御情報DC
Iを第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末に送信する。DCIは、第２のモードのフレ
ームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するように第２のタイプ
の端末又は第３のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報
を含む。このように、LTEシステムは既存のLTE端末をサポートでき、また、FDDシステム
及びTDDシステムにおいて新たに利用可能である第１のタイプの端末、第２のタイプの端
末及び第３のタイプの端末もサポートできる。これは、時間リソースを節約し、また、通
信システムの利用率及び基地局の利用率も改善する。
【０１８９】
　図２１は、本発明の実施例による端末を示している。端末は、プロセッサ51と、メモリ
52と、システムバス53と、通信インタフェース54とを含む。
【０１９０】
　当業者は、図２１に示す構造が単なる例に過ぎず、端末の構造に対する限定として解釈
されないことを理解できる。例えば、端末は、図２１に示すものより多くの或いは少ない
コンポーネントを更に含んでもよく、或いは図２１に示すものとは異なる構成を有しても
よい。
【０１９１】
　以下に、端末の各構成コンポーネントについて詳細に説明する。
【０１９２】
　メモリ52は、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、プロセッサ51は、
システムバス53を使用することによりメモリ52に接続され、端末が動作するときに、プロ
セッサ51は、メモリ52に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、それにより、端
末は、図２又は図８に示す方法のプロセスにおいて端末により実行されるステップを実行
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する。具体的な方法については、図２又は図８に示す実施例における関係する説明を参照
する。詳細はここでは再び説明しない。
【０１９３】
　この実施例は記憶媒体を更に提供する。記憶媒体はメモリ52を含んでもよい。
【０１９４】
　プロセッサ51は中央処理装置（英語：central　processing　unit,　略称：CPU）でも
よい。代替として、プロセッサ51は、他の汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ
（英語：digital　signal　processing,　略称：DSP）、特定用途向け集積回路（英語：a
pplication　specific　integrated　circuit,　略称：ASIC）、フィールドプログラマブ
ルゲートアレイ（英語：field-programmable　gate　array,　略称：FPGA）又は他のプロ
グラム可能論理デバイス、ディスクリートゲート又はトランジスタ論理デバイス、ディス
クリートハードウェアアセンブリ等でもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでも
よく、或いはプロセッサはいずれかの従来のプロセッサ等でもよい。
【０１９５】
　プロセッサ51は専用プロセッサでもよい。専用プロセッサは、ベースバンド処理チップ
、無線周波数処理チップ等のうち少なくとも１つを含んでもよい。さらに、専用プロセッ
サは、端末の他の専用処理機能を有するチップを更に含んでもよい。
【０１９６】
　メモリ52は、ランダムアクセスメモリ（英語：random-access　memory,　略称：RAM）
のような揮発性メモリ（英語：volatile　memory）を含んでもよく、或いはメモリ52は、
読み取り専用メモリ（英語：read-only　memory,　略称：ROM）、フラッシュメモリ（英
語：flash　memory）、ハードディスクドライブ（英語：hard　disk　drive,　略称：HDD
）又はソリッドステートドライブ（英語：solid-state　drive,　略称：SSD）のような不
揮発性メモリ（英語：non-volatile　memory）を含んでもよく、或いはメモリ52は前述の
種類のメモリの組み合わせを含んでもよい。
【０１９７】
　システムバス53は、データバス、電力バス、制御バス、信号状態バス等を含んでもよい
。この実施例における明確な説明のために、図２１における様々なバスは、システムバス
53として記される。
【０１９８】
　通信インタフェース54は、具体的には端末上のトランシーバでもよい。トランシーバは
無線トランシーバでもよい。例えば、無線トランシーバは、端末のアンテナ等でもよい。
プロセッサ51は、通信インタフェース54を使用することにより、基地局のような他のデバ
イスからデータを受信し、或いはデータを他のデバイスに送信する。
【０１９９】
　具体的な実現プロセスにおいて、図２又は図８に示す方法のプロセスにおいて端末によ
り実行されるステップは、ハードウェア形式のプロセッサ51により、ソフトウェア形式の
メモリ52に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行することにより実現されてもよい
。繰り返しを回避するために、詳細はここでは繰り返されない。
【０２００】
　本発明のこの実施例における端末によれば、端末は、基地局により送信された下りリン
ク制御情報DCIを受信する。端末が第１のタイプの端末であるときに、DCIは、第１のモー
ドのフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するように第１
のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含む。第１の
モードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含み、各
上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルを含み、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモ
ードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍である。第２のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるSC-FDMAシンボルである。
端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、DCIは、第２のモード
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のフレームフォーマットを使用することにより上りリンクデータを送信するように第２の
タイプの端末又は第３のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリン
グ情報を含む。このように、LTEシステムは既存のLTE端末をサポートでき、また、FDDシ
ステム及びTDDシステムにおいて新たに利用可能である第１のタイプの端末、第２のタイ
プの端末及び第３のタイプの端末もサポートできる。これは、時間リソースを節約し、ま
た、通信システムの利用率も改善する。
【０２０１】
　最後に、前述の実施例は、単に本発明の技術的解決策を説明することを意図するもので
あり、本発明を限定することを意図するものではない点に留意すべきである。本発明につ
いて前述の実施例を参照して詳細に説明したが、当業者は、本発明の実施例の技術的解決
策の真意及び範囲を逸脱することなく、依然として前述の実施例の技術的解決策に変更を
行ってもよく、或いはそのいくつかの技術的特徴に対して等価置換を行ってもよいことを
理解するべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【図２１】

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月27日(2018.7.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムに適用されるスケジューリング方法であって、
　基地局により、下りリンク制御情報（DCI）を第１のタイプの端末に送信するステップ
であり、前記DCIは、第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリ
ンクデータを送信するように前記第１のタイプの端末に対して命令するために使用される
スケジューリング情報を含むステップを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレー
ムを含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、前記第２のモードの
フレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリア周波数分割
多元接続（SC-FDMA）シンボルである方法。
【請求項２】
　前記通信システムが周波数分割複信（FDD）システムであり、上りリンクにおいて通常
サイクリックプレフィクス（CP）を使用するときに、前記上りリンクサブフレームの持続
時間が1ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモードのフレー
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ムフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間
に等しく、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムがFDDシステムであり、上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフ
レームは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記通信システムがFDDシステムであるときに、前記第１のモードのフレームフォーマ
ットの時間長はN*10ミリ秒であり、Nは1であるか或いは0より大きい偶数であり、前記第
１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームはMミリ秒であ
り、Mは0より大きい偶数であり、M<=N*10であり、
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
いか、或いは
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
い、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記通信システムが時分割複信TDDシステムであるときに、前記第１のモードのフレー
ムフォーマットは、少なくとも１つのスペシャルサブフレームと、少なくとも１つの下り
リンクサブフレームとを含み、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロット（DwPTS）、上りリンクパイロットタイムスロット（UpPTS）又はガード期間
（GP）のうち少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記通信システムがTDDシステムであるときに、各上りリンクサブフレームは、前記少
なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサ
ブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、１つ
の下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上りリ
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ンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは少なくと
も１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブフレ
ームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しいか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しい、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記通信システムがTDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモードのフ
レームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、１つ
の下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上りリ
ンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、前記少なくとも１つの第１のモードの
フレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャルサブフレームの時間長は1ミリ秒
であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは１０個の第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記１０個の第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは９個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記９個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は３６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、3ミリ秒に等しい、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　上りリンク復調参照信号は、前記少なくとも１つの上りリンクサブフレーム内の前記少
なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で送信される、請求項
１乃至７のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち
最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが前記1ミリ秒の時間長内の最後
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複するとき
に、上りリンク信号又はチャネルは、前記1ミリ秒の時間長内の前記最後の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボル上で送信されない、請求項１乃至８のうちいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のモードのフレームフォーマットは、前記TDDシステムに適用可能なフレーム
構造タイプ２を含み、前記フレーム構造タイプ２は、１つのスペシャルサブフレームと、
複数の下りリンクサブフレームと、複数の上りリンクサブフレームとを含み、前記スペシ
ャルサブフレーム、各下りリンクサブフレーム及び各上りリンクサブフレームのそれぞれ
の持続時間は1ミリ秒であり、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロット（DwPTS）と、上りリンクパイロットタイムスロット（UpPTS）と、ガード期
間GPとを含み、前記第１のモードのフレームフォーマットがUpPTSを含み、前記第１のモ
ードのフレームフォーマットにおける前記UpPTSの長さが前記フレーム構造タイプ２にお
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ける前記UpPTSの長さ以下であるときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第１のモ
ードのフレームフォーマットに含まれる前記UpPTS内で送信されない、請求項４乃至９の
うちいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレームを含
むときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第２のモードのフレームフォーマットに
おける前記利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードの
フレームフォーマットのシンボル上で送信されない、請求項１乃至１０のうちいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基地局により、下りリンク制御情報DCIを第２のタイプの端末又は第３のタイプの
端末に送信するステップであり、前記DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使
用することにより上りリンクデータを送信するように前記第２のタイプの端末又は前記第
３のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含むステッ
プを更に含み、
　前記第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造
タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含み、前記第２のモー
ドのフレームフォーマットは１０個のサブフレームを含み、各サブフレームの長さは1ミ
リ秒であり、前記第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソース情報内の
サブキャリアの間の間隔は15kHzである、請求項１乃至１１のうちいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１３】
　端末が前記第１のタイプの端末であるときに、前記スケジューリング情報は、前記上り
リンクデータが前記第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより送信され
るときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理リソース情報は時間リソース及び
周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを
含み、前記周波数リソースは１つのサブキャリアを含むか、或いは
　前記端末が前記第２のタイプの端末又は前記第３のタイプの端末であるときに、前記ス
ケジューリング情報は、前記上りリンクデータが前記第２のモードのフレームフォーマッ
トを使用することにより送信されるときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理
リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも
１つの上りリンクサブフレームを含み、前記周波数リソースは１つ以上のサブキャリア（
最大で１２個のサブキャリア）を含む、請求項１乃至１２のうちいずれか１項に記載の方
法。
【請求項１４】
　データ伝送方法であって、
　端末により、上りリンク制御情報又はランダムアクセス情報を基地局に送信するステッ
プであり、前記端末は第１のタイプの端末であり、前記上りリンク制御情報又は前記ラン
ダムアクセス情報を送信するために使用されるフレームフォーマットは第１のモードのフ
レームフォーマットであるステップを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレー
ムを含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルを含み、
　前記第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフ
レームフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、前記第２のモードの
フレームフォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリア周波数分割
多元接続SC-FDMAシンボルである方法。
【請求項１５】
　端末により、上りリンク制御情報を基地局に送信する前に、
　前記端末により、前記基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信するステ
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ップであり、前記DCIは、前記第１のモードのフレームフォーマットを使用することによ
り上りリンクデータを送信するように前記第１のタイプの端末に対して命令するために使
用されるスケジューリング情報を含むステップを更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　通信システムが周波数分割複信（FDD）システムであり、上りリンクにおいて通常サイ
クリックプレフィクス（CP）を使用するときに、前記上りリンクサブフレームの持続時間
が1ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等
しく、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムがFDDシステムであり、上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームの持続時間が1ミリ秒である場合、前記上りリンクサブフ
レームは３つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１
のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項１４又は１５
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記通信システムがFDDシステムであるときに、前記第１のモードのフレームフォーマ
ットの時間長はN*10ミリ秒であり、Nは1であるか或いは0より大きい偶数であり、前記第
１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームはMミリ秒であ
り、Mは0より大きい偶数であり、M<=N*10であり、
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２８個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
いか、或いは
　前記第１のモードのフレームフォーマットにおける前記上りリンクサブフレームの持続
時間が2ミリ秒であり、前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用するときに
、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル
を含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は２４個
の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間に等しく、2ミリ秒に等し
い、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記通信システムが時分割複信（TDD）システムであるときに、前記第１のモードのフ
レームフォーマットは、少なくとも１つのスペシャルサブフレームと、少なくとも１つの
下りリンクサブフレームとを含み、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロッ
トタイムスロット（DwPTS）、上りリンクパイロットタイムスロット（UpPTS）又はガード
期間（GP）のうち少なくとも１つを含む、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記通信システムが前記TDDシステムであるときに、各上りリンクサブフレームは、前
記少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャ
ルサブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が1ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは３つの第１のモード
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のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記３つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は１２個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、1ミリ秒に等しい、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記通信システムが前記TDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモード
のフレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、
１つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上
りリンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは前記
少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャル
サブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは７個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記７個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２８個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しいか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が2ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは６個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記６個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は２４個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、2ミリ秒に等しい、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記通信システムが前記TDDシステムであるときに、5ミリ秒の周期が前記第１のモード
のフレームフォーマットにおける下りリンクから上りリンクへの切り替え点に使用され、
１つの下りリンクサブフレーム、１つのスペシャルサブフレーム及び少なくとも１つの上
りリンクサブフレームが5ミリ秒の時間長内に含まれ、各上りリンクサブフレームは前記
少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボルを含み、各スペシャル
サブフレームの時間長は1ミリ秒であり、
　前記通信システムが上りリンクにおいて通常CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは１０個の第１のモー
ドのフレームフォーマットのシンボルを含み、前記１０個の第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルの持続時間は４０個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルの持続時間に等しく、3ミリ秒未満であるか、或いは
　前記通信システムが上りリンクにおいて拡張CPを使用し、前記上りリンクサブフレーム
の持続時間が3ミリ秒であるときに、前記上りリンクサブフレームは９個の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボルを含み、前記９個の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルの持続時間は３６個の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルの
持続時間に等しく、3ミリ秒に等しい、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　上りリンク復調参照信号は、前記少なくとも１つの上りリンクサブフレーム内の前記少
なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で送信される、請求項
１４乃至２１のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２３】
　1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち
最後のシンボルが前記1ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォーマット
のシンボルと部分的に或いは完全に重複するときに、上りリンク信号又はチャネルは、前
記1ミリ秒の時間長内の前記最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボル上で
送信されない、請求項１４乃至２２のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２のモードのフレームフォーマットは、前記TDDシステムに適用可能なフレーム
構造タイプ２を含み、前記フレーム構造タイプ２は、１つのスペシャルサブフレームと、
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複数の下りリンクサブフレームと、複数の上りリンクサブフレームとを含み、前記スペシ
ャルサブフレーム、各下りリンクサブフレーム及び各上りリンクサブフレームのそれぞれ
の持続時間は1ミリ秒であり、前記スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタ
イムスロットDwPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード期間GPとを
含み、前記第１のモードのフレームフォーマットがUpPTSを含み、前記第１のモードのフ
レームフォーマットにおける前記UpPTSの長さが前記フレーム構造タイプ２における前記U
pPTSの長さ以下であるときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第１のモードのフレ
ームフォーマットに含まれる前記UpPTS内で送信されない、請求項１８乃至２３のうちい
ずれか１項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレームを含
むときに、上りリンク信号又はチャネルは、前記第２のモードのフレームフォーマットに
おける前記利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードの
フレームフォーマットのシンボル上で送信されない、請求項１４乃至２４のうちいずれか
１項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、前記上りリンク
制御情報又は前記ランダムアクセス情報に使用されるフレームフォーマットは、第２のモ
ードのフレームフォーマットであり、前記第２のモードのフレームフォーマットは、FDD
システムに適用可能なフレーム構造タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造
タイプ２とを含み、前記第２のモードのフレームフォーマットは１０個のサブフレームを
含み、各サブフレームの長さは1ミリ秒であり、前記第２のモードのフレームフォーマッ
トに対応する物理リソース情報内のサブキャリアの間の間隔は15kHzである、請求項１４
乃至２５のうちいずれか１項に記載の方法。
【請求項２７】
　端末により、上りリンク制御情報を基地局に送信する前に、
　前記端末により、前記基地局により送信された下りリンク制御情報DCIを受信するステ
ップであり、前記DCIは、前記第２のモードのフレームフォーマットを使用することによ
り上りリンクデータを送信するように前記第２のタイプの端末又は前記第３のタイプの端
末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含むステップを更に含む、
請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記端末が前記第１のタイプの端末であるときに、前記スケジューリング情報は、前記
上りリンクデータが前記第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより送信
されるときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理リソース情報は時間リソース
及び周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレー
ムを含み、前記周波数リソースは１つのサブキャリアを含むか、或いは
　前記端末が前記第２のタイプの端末又は前記第３のタイプの端末であるときに、前記ス
ケジューリング情報は、前記上りリンクデータが前記第２のモードのフレームフォーマッ
トを使用することにより送信されるときに使用される物理リソース情報を含み、前記物理
リソース情報は時間リソース及び周波数リソースを含み、前記時間リソースは少なくとも
１つの上りリンクサブフレームを含み、前記周波数リソースは１つ以上のサブキャリア（
最大で１２個のサブキャリア）を含む、請求項１４乃至２７のうちいずれか１項に記載の
方法。
【請求項２９】
　プロセッサと、メモリと、システムバスと、通信インタフェースとを含む基地局であっ
て、
　前記メモリは、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、前記プロセッサ
は、前記システムバスを使用することにより前記メモリに接続され、前記基地局が動作す
るときに、前記プロセッサは、前記メモリに記憶された前記コンピュータ実行可能命令を
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実行し、それにより、前記基地局は、請求項１乃至１３のうちいずれか１項に記載のスケ
ジューリング方法を実行する基地局。
【請求項３０】
　プロセッサと、メモリと、システムバスと、通信インタフェースとを含む端末であって
、
　前記メモリは、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、前記プロセッサ
は、前記システムバスを使用することにより前記メモリに接続され、前記端末が動作する
ときに、前記プロセッサは、前記メモリに記憶された前記コンピュータ実行可能命令を実
行し、それにより、前記端末は、請求項１４乃至２８のうちいずれか１項に記載のデータ
伝送方法を実行する端末。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　現在、ロングタームエボリューション（Long　Term　Evolution,　LTE）システムでは
、ユーザ装置（user　equipment,　UE）は、下りリンクサブフレーム内で下りリンク制御
情報（downlink　control　information,　DCI）を検出する。DCIは、UEにより物理上り
リンク共有チャネル（physical　uplink　shared　channel,　PUSCH）を送信するために
使用されるスケジューリング情報、及びUEにより物理下りリンク共有チャネル（physical
　downlink　shared　channel,　PDSCH）を受信するために使用されるスケジューリング
情報、例えば、周波数ドメインにおいて使用される物理リソースブロック数、使用される
変調及び符号化方式又は変調方式、及び搬送されるトランスポートブロックに含まれるビ
ット数を含む。PUSCHは、主に端末により送信される上りリンクデータを搬送し、シング
ルキャリア周波数分割多元接続（single　carrier　frequency　division　multiple　ac
cess,　SC-FDMA）のフォーマットを使用することにより送信される。周波数ドメインにお
ける最小スケジューリング粒度は１つの物理リソースブロックPRBであり、１つのPRBは周
波数ドメインにおいて１２個の直交サブキャリアを含み、サブキャリア間隔は15kHzであ
る。したがって、１つのPRBは180kHzの周波数リソースを含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　しかし、LTEシステムの最小スケジューリング粒度は１つのPRBであり、単一のサブキャ
リア又は複数のサブキャリアの粒度のスケジューリングはサポートされていないため、３
つのタイプの端末のいずれも、既存のLTEシステムにおいてサポートできない。例えば、
第１のタイプの端末が3.75kHzのサブキャリア間隔での単一のサブキャリア又は3.75kHzの
サブチャネル帯域幅での単一のサブチャネル上で信号を送信した場合、時間ドメインにお
ける信号の長さは、15kHzの単一のサブキャリア上で送信される信号の長さの少なくとも
４倍である。LTEシステムにおけるフレーム構造は、15kHzのサブキャリア間隔に従って設
計されている。したがって、第１のタイプの端末はサポートされない。したがって、スケ
ジューリング方法、データ伝送方法及び装置が緊急に必要である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】



(56) JP 2019-503141 A 2019.1.31

【０００７】
　第１の態様によれば、スケジューリング方法が提供され、通信システムに適用され、方
法は、
　基地局により、下りリンク制御情報（DCI）を第１のタイプの端末に送信するステップ
であり、DCIは、第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより上りリンク
データを送信するように第１のタイプの端末に対して命令するために使用されるスケジュ
ーリング情報を含むステップを含み、
　第１のモードのフレームフォーマットは、少なくとも１つの上りリンクサブフレームを
含み、各上りリンクサブフレームは、少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルを含み、
　第１のモードのフレームフォーマットのシンボルの持続時間は、第２のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルの持続時間の少なくとも４倍であり、第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルは、LTEシステムにおけるシングルキャリア周波数分割多元接続
（SC-FDMA）シンボルである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　LTEシステムの上りリンク構成が通常サイクリックプレフィクス（CP）であるときに、
各上りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、１４個のSC-FDMAシンボルを含む
。したがって、LTEシステムにおける各SC-FDMAシンボルは、通常サイクリックプレフィク
スを含み、平均で1/14ミリ秒の持続時間を有する。LTEシステムにおける各上りリンクサ
ブフレームに含まれるSC-FDMAシンボルの持続時間は異なってもよい点に留意すべきであ
る。例えば、各上りリンクサブフレームに含まれる１４個のSC-FDMAシンボルの中で、２
つのロングSC-FDMAシンボルが存在し、各ロングSC-FDMAシンボルの持続時間は71.88ミリ
秒であり、１２個のショートSC-FDMAシンボルが存在し、各ショートSC-FDMAシンボルの持
続時間は71.35ミリ秒である。LTEシステムの上りリンク構成が拡張サイクリックプレフィ
クスCPであるときに、各上りリンクサブフレームは1ミリ秒の持続時間を有し、同じ持続
時間を有する１２個のSC-FMDAシンボルを含む。したがって、LTEシステムにおける各SC-F
DMAシンボルは、拡張サイクリックプレフィクスを含み、1/12ミリ秒の持続時間を有する
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　第１の態様を参照して、第１の態様の第１の可能な実現方式では、方法は、
　基地局により、下りリンク制御情報（DCI）を第２のタイプの端末又は第３のタイプの
端末に送信するステップであり、DCIは、第２のモードのフレームフォーマットを使用す
ることにより上りリンクデータを送信するように第２のタイプの端末又は第３のタイプの
端末に対して命令するために使用されるスケジューリング情報を含むステップを更に含み
、
　第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造タイ
プ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含み、第２のモードのフレ
ームフォーマットにおける各無線フレームは１０個のサブフレームを含み、各サブフレー
ムの長さは1ミリ秒であり、第２のモードのフレームフォーマットに対応する物理リソー
ス情報内のサブキャリアの間の間隔は15kHzである。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　例えば、下りリンク制御情報（DCI）は、上りリンクデータを送信するように端末に対
して命令するために使用されるスケジューリング情報を含み、周波数ドメインにおいて使
用されるサブキャリア数、使用される変調及び符号化方式若しくは変調方式、又は搬送さ
れるトランスポートブロックに含まれるビット数のうち少なくとも１つを含む。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　シングルキャリア周波数分割多元接続SC-FDMAが上りリンクにおいて使用されるときに
、第１のモードのフレームフォーマットのシンボルはSC-FDMAシンボルでもよく、或いはF
DMA周波数分割多元接続が上りリンクにおいて使用されるときに、第１のモードのフレー
ムフォーマットのシンボルはFDMAシンボルでもよい点に留意すべきである。これは、本発
明のこの実施例では具体的に限定されない。さらに、第１のモードのフレームフォーマッ
トのシンボルは、サイクリックプレフィクス（CP）が追加されたシンボルでもよく、或い
はCPが追加されていないシンボルでもよい。第２のモードのフレームフォーマットのシン
ボルは、サイクリックプレフィクスCPが追加されたシンボルでもよく、或いはCPが追加さ
れていないシンボルでもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　通信システムは、周波数分割複信（frequency　division　duplex,　FDD）システムで
もよく、或いは時分割複信（time　division　duplex,　TDD）システムでもよい。したが
って、第２のモードのフレームフォーマットは、FDDシステムに適用可能なフレーム構造
タイプ１と、TDDシステムに適用可能なフレーム構造タイプ２とを含む。さらに、第１の
モードのフレームフォーマットは、FDD通信システムとTDD通信システムとの間で変化する
。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第１の態様又は第１の態様の第１の可能な実現方式を参照して、第１の態様の第２の可
能な実現方式では、端末が第１のタイプの端末であるときに、スケジューリング情報は、
上りリンクデータが第１のモードのフレームフォーマットを使用することにより送信され
るときに使用される物理リソース情報を含み、物理リソース情報は時間リソース及び周波
数リソースを含み、時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含み、周
波数リソースは１つのサブキャリアを含むか、或いは
　端末が第２のタイプの端末又は第３のタイプの端末であるときに、スケジューリング情
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報は、上りリンクデータが第２のモードのフレームフォーマットを使用することにより送
信されるときに使用される物理リソース情報を含み、物理リソース情報は時間リソース及
び周波数リソースを含み、時間リソースは少なくとも１つの上りリンクサブフレームを含
み、周波数リソースは１つ以上のサブキャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
具体的には、端末が第２のタイプの端末であるときに、周波数リソースは１つのサブキャ
リアを含む。端末が第３のタイプの端末であるときに、周波数リソースは１つ以上のサブ
キャリア（最大で１２個のサブキャリア）を含む。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　任意選択で、第１のモードのフレームフォーマットは予め設定される。例えば、第１の
モードのフレームフォーマットは、システムにおいて使用される１つ又はいくつかの指定
のキャリア周波数において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォー
マットは、指定の下りリンク同期信号系列又は下りリンク同期信号を送信するための指定
のフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数リソースマッピング
位置において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォーマットは、下
りリンクシステム情報を送信するために使用され且つ下りリンクシステム情報内に含まれ
るか或いは指定されるフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数
リソースマッピング位置において対応して使用される。端末は、下りリンクシステム情報
における指定の対応関係又は指示情報に従って第１のモードのフレームフォーマットが使
用されると習得した後に、第１のモードのフレームフォーマットを使用する上りリンク制
御情報又はランダムアクセス情報を基地局に直接送信してもよい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　任意選択で、1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシ
ンボルのうち最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが1ミリ秒の時間長
内の最後の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或いは完全に重複
するときに、上りリンク信号又はチャネルは、1ミリ秒の時間長内の最後の第１のモード
のフレームフォーマットのシンボル上で送信されない。第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルが通常CPを含むシンボルであるときに、第２のモードのフレームフォーマ
ットのシンボルは、通常CPを含むSC-FDMAシンボルである。第１のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルが拡張CPを含むシンボルであるときに、第２のモードのフレームフォ
ーマットのシンボルは、拡張CPを含むSC-FDMAシンボルである。第１のモードのフレーム
フォーマットのシンボルがCPを含まないシンボルであるときに、第２のモードのフレーム
フォーマットのシンボルは、CPを含まないSC-FDMAシンボルである。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　任意選択で、第２のモードのフレームフォーマットが利用不可能な上りリンクサブフレ
ームを含むときに、上りリンク信号又はチャネルは、第２のモードのフレームフォーマッ
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トにおける利用不可能な上りリンクサブフレームの持続時間内の対応する第１のモードの
フレームフォーマットのシンボル上で送信されない。利用不可能な上りリンクサブフレー
ムは１つ以上の上りリンクサブフレームであり、各上りリンクサブフレームの持続時間は
1ミリ秒である。利用不可能な上りリンクサブフレームは、利用不可能な上りリンクサブ
フレーム内の全部又は一部の周波数リソースが予約リソースであることを意味する。予約
リソースは、特別な端末の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末及び
基地局の間、或いは特別な通信システムによりサポートされる端末の間の通信に使用され
る。予約リソースは、特別でない端末の間、或いは特別でない通信システムによりサポー
トされる端末及び基地局の間、或いは特別でない通信システムによりサポートされる端末
の間の通信には使用できない。例えば、LTEシステムにおける利用不可能な上りリンクサ
ブフレーム内の全部又は一部の周波数リソースは予約リソースであり、このような特別な
システムにおけるデバイスの間の通信に使用される。予約リソースは、利用不可能な上り
リンクサブフレーム内で一般のLTE端末により使用できない。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　メモリは、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、プロセッサは、シス
テムバスを使用することによりメモリに接続され、端末が動作するときに、プロセッサは
、メモリに記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、それにより、端末は、第２の
態様又は第２の態様の第１～第４の可能な実現方式のうちいずれか１つによるデータ伝送
方法を実行する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
【図１】本発明の実施例による通信システムのシステムアーキテクチャ図である。
【図２】本発明の実施例によるスケジューリング方法の概略フローチャートである。
【図３】本発明の実施例による第２のモードのフレーム構造の概略構造図である。
【図４】本発明の実施例による第１のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図５】本発明の実施例による第２のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図６】本発明の実施例による第３のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図７】本発明の実施例による第４のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造図
である。
【図８】本発明の実施例による他のスケジューリング方法の概略フローチャートである。
【図９】本発明の実施例による他の第２のモードのフレーム構造の概略構造図である。
【図１０】本発明の実施例による第５のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１１】本発明の実施例による第６のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１２】本発明の実施例による第７のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１３】本発明の実施例による第８のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
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図である。
【図１４】本発明の実施例による第９のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構造
図である。
【図１５】本発明の実施例による第１０のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図１６】本発明の実施例による第１１のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図１７】本発明の実施例による第１２のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図１８】本発明の実施例による第１３のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図１９】本発明の実施例による第１４のタイプの第１のモードのフレーム構造の概略構
造図である。
【図２０】本発明の実施例による基地局の概略構造図である。
【図２１】本発明の実施例による端末の概略構造図である。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　本発明の実施例におけるユーザ端末タイプは、既存のLTE端末と、新たに利用可能な端
末とを主に含む。既存のLTE端末は、上りリンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHzのサ
ブキャリア間隔で直交サブキャリアを送信できる。最小スケジューリング粒度は、１２個
の直交サブキャリアを含む１つのPRB、すなわち、180kHzである。単一のサブキャリア又
は複数のサブキャリアの粒度のスケジューリングはサポートされない。主に３つのタイプ
の新たに利用可能な端末が存在する。第１のタイプの端末は、上りリンク方式においてSC
-FDMAを用いて3.75kHzの直交サブキャリア間隔で単一のサブキャリアを送信でき、或いは
上りリンク方式においてFDMAを用いて3.75kHzのサブチャネル帯域幅で単一のサブチャネ
ルを送信できる。第２のタイプの端末は、上りリンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHz
の直交サブキャリア間隔で単一のサブキャリアを送信できる。第３のタイプの端末は、上
りリンク方式においてSC-FDMAを用いて15kHzの直交サブキャリア間隔で複数のサブキャリ
アを送信できる。明らかに、３つのタイプの端末は、１つのタイプの端末でもよい。この
タイプの端末は、３つのタイプの端末の１つ又は２つ又は３つの機能を有する。さらに、
３つのタイプの端末の全ては、下りリンクにおいて直交周波数分割多元接続（orthogonal
　frequency　division　multiple　access,　OFDMA）技術をサポートし、サブキャリア
間隔は15kHzである。３つのタイプの端末は、３つの異なるタイプの端末でもよく、或い
は異なる端末の１つ又は２つ又は３つの能力を有する１つのタイプの端末でもよい。説明
を簡単にするために、端末は、併せて３つのタイプの端末と呼ばれる。端末タイプ及び端
末能力は、本発明では具体的に限定されない。さらに、３つのタイプの端末は、モノのイ
ンターネット通信に主に使用される。したがって、３つのタイプの新たに利用可能な端末
をサポートするシステムは、狭帯域のモノのインターネット（narrowband　Internet　of
　Things,　NBIOT）システムと呼ばれてもよい。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　本発明の実施例において使用される通信システムのシステムアーキテクチャが図１に示
される。システムアーキテクチャは、基地局101と、ユーザ端末102と、通信チャネル103
とを含む。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　データは、通信チャネル103を使用することにより基地局101とユーザ端末102との間で
受信及び送信される。通信チャネル103は、無線通信チャネルでもよい。無線通信チャネ
ルは、少なくとも共有チャネル及びスケジューリング制御チャネルを含む。共有チャネル
は、パケットデータを送信及び受信するために複数のユーザ端末102の間で共有される。
スケジューリング制御チャネルは、共有チャネルの割り当て、対応するスケジューリング
結果等を送信するために使用される。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　すなわち、第１のモードのフレームフォーマットが１つの上りリンクサブフレームを含
み、上りリンクサブフレームが少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットの
シンボルを含むときに、上りリンク復調参照信号は、少なくとも１つの第１のモードのフ
レームフォーマットのシンボルのうち１つ以上の上で送信されてもよく、或いは第１のモ
ードのフレームフォーマットが複数の上りリンクサブフレーム、すなわち、２つ以上の上
りリンクサブフレームを含むときに、上りリンク復調参照信号は、複数の上りリンクサブ
フレームのうちいずれか１つ以上で送信され、複数の上りリンクサブフレームのうちいず
れか１つ以上に含まれる少なくとも１つの第１のモードのフレームフォーマットのシンボ
ルのうち１つ以上の上で送信されてもよい。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０６】
　例えば、第１のモードのフレームフォーマットは予め設定される。例えば、第１のモー
ドのフレームフォーマットは、通信システムにおいて使用される１つ又はいくつかの指定
のキャリア周波数において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォー
マットは、指定の下りリンク同期信号系列又は下りリンク同期信号を送信するための指定
のフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数リソースマッピング
位置において対応して使用されるか、或いは第１のモードのフレームフォーマットは、下
りリンクシステム情報を送信するために使用され且つ下りリンクシステム情報内に含まれ
るか或いは指定されるフォーマットについて、すなわち、具体的な時間及び／又は周波数
リソースマッピング位置において対応して使用される。端末は、下りリンクシステム情報
における指定の対応関係又は指示情報に従って第１のモードのフレームフォーマットが使
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用されると習得した後に、第１のフレームフォーマットを使用する上りリンク制御情報又
はランダムアクセス情報を基地局に直接送信してもよい。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　通信システムがTDDシステムであるときに、第２のモードのフレームフォーマットはフ
レーム構造タイプ２である。第２のモードのフレームフォーマットにおける上りリンク及
び下りリンク構成は表１に示されており、Dは下りリンクサブフレームを表し、Sはスペシ
ャルサブフレームを表し、Uは上りリンクサブフレームを表す。各サブフレームの持続時
間は1ミリ秒である。スペシャルサブフレームは、下りリンクパイロットタイムスロットD
wPTSと、上りリンクパイロットタイムスロットUpPTSと、ガード期間GPとを含む。第１の
モードのフレームフォーマットがUpPTSを含み、第１のモードのフレームフォーマットに
おけるUpPTSの長さが第２のモードのフレームフォーマットにおけるUpPTSの長さ以下であ
るときに、上りリンク信号又はチャネルは、第１のモードのフレームフォーマットに含ま
れるUpPTS内で送信されない。第２のモードのフレームフォーマットにおいてスペシャル
サブフレーム内のDwPTS/GP/UpPTSの長さは表２に示されている。
【表１】
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【表２】

　TsはLTEシステムにおける時間ドメインの基本単位であり、Ts=1/(15000*2048)秒である
点に留意すべきである。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
　すなわち、第３のシナリオ、すなわち、帯域内配置のシナリオでは、1ミリ秒の時間長
内に含まれる第１のモードのフレームフォーマットのシンボルのうち最後のシンボルが1
ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或
いは完全に重複する場合、既存のLTE端末によるSRSの送信が影響されないように、上りリ
ンク信号又はチャネルは、1ミリ秒の時間長内の最後の第１のモードのフレームフォーマ
ットのシンボル上で送信されない。任意選択で、独立配置の第１のシナリオ及びガード間
隔配置の第２のシナリオでは、1ミリ秒の時間長内に含まれる第１のモードのフレームフ
ォーマットのシンボルのうち最後の第１のモードのフレームフォーマットのシンボルが1
ミリ秒の時間長内の最後の第２のモードのフレームフォーマットのシンボルと部分的に或
いは完全に重複するときに、上りリンク信号又はチャネルは、1ミリ秒内の最後の第１の
モードのフレームフォーマットのシンボル上で送信されない。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１８０】
　メモリ42は、コンピュータ実行可能命令を記憶するように構成され、プロセッサ41は、
システムバス43を使用することによりメモリ42に接続され、基地局が動作するときに、プ
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ロセッサ41は、メモリ42に記憶されたコンピュータ実行可能命令を実行し、それにより、
基地局は、図２又は図８に示す方法において基地局により実行されるステップを実行する
。具体的な方法については、図２又は図８に示す実施例における関係する説明を参照する
。詳細はここでは再び説明しない。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９４】
　プロセッサ51は中央処理装置（central　processing　unit,　CPU）でもよい。代替と
して、プロセッサ51は、他の汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（digital　s
ignal　processor,　DSP）、特定用途向け集積回路（application　specific　integrate
d　circuit,　ASIC）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（field-programmable　g
ate　array,　FPGA）又は他のプログラム可能論理デバイス、ディスクリートゲート又は
トランジスタ論理デバイス、ディスクリートハードウェアアセンブリ等でもよい。汎用プ
ロセッサはマイクロプロセッサでもよく、或いはプロセッサはいずれかの従来のプロセッ
サ等でもよい。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１９６】
Ｆ
　メモリ52は、ランダムアクセスメモリ（random-access　memory,　RAM）のような揮発
性メモリ（volatile　memory）を含んでもよく、或いはメモリ52は、読み取り専用メモリ
（read-only　memory,　ROM）、フラッシュメモリ（flash　memory）、ハードディスクド
ライブ（hard　disk　drive,　HDD）又はソリッドステートドライブ（solid-state　driv
e,　SSD）のような不揮発性メモリ（non-volatile　memory）を含んでもよく、或いはメ
モリ52は前述の種類のメモリの組み合わせを含んでもよい。
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