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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の指令であって、ユーザ装置（ＵＥ）の１つ以上のプロセッサにより実行された場
合、上りリンク及び下りリンクのフレーム構成を動的に変更するための複数の動作を実行
させるように前記ＵＥを構成する、複数の指令を含むコンピュータプログラムであって、
前記複数の動作は：
　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）からの、第１の上りリンク及び下りリ
ンクサブフレーム構成情報を含むシステム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）を復号化す
るステップ；及び
　前記ｅＮｏｄｅＢからの、前記第１の上りリンク及び下りリンクサブフレーム構成の中
で構成される無線フレームの少なくとも１つの下りリンクのサブフレームにおいて、前記
ｅＮｏｄｅＢと関連付けられる１つ以上のコンポーネントキャリアそれぞれに対する１つ
以上の第２の上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成を指定する１つ以上の構成表
示フィールド（ＣＩＦ）値を含む下りリンクの制御情報（ＤＣＩ）メッセージを復号化す
るステップであって、前記ＤＣＩメッセージは、前記無線フレームの前記少なくとも１つ
の下りリンクのサブフレームに含まれる、ステップ；
　を含む、コンピュータプログラム。
【請求項２】
　前記ＤＣＩメッセージは、前記第１の上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成に
おいて構成される前記無線フレームの各下りリンクのサブフレームに含まれる、又は前記
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第１の上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成の中で構成される前記無線フレーム
の前記複数の下りリンクのサブフレームの事前に定められたサブセットに含まれる、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３】
　前記ＣＩＦ値は、４つまでの異なる上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成を指
定するための、２ビット値を含む、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記ＣＩＦ値は、２つまでの異なる上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成を指
定する、１ビット値を含む、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記ＤＣＩメッセージは、前記第２の上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成を
割り当てるように構成される複数のＤＣＩメッセージを識別する無線ネットワーク一時識
別子（ＲＮＴＩ）に従ってスクランブルされる複数の巡回冗長検査（ＣＲＣ）パリティビ
ットを含み、かつ前記ＲＮＴＩは、前記第２の上りリンク及び下りリンクのサブフレーム
構成の一斉通信を識別するように構成され、前記ＲＮＴＩは、ユーザ装置（ＵＥ）により
事前に知られる、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記ＤＣＩメッセージは、前記第１の上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成に
おいて構成される前記無線フレームの前記１つ以上の下りリンクのサブフレームに含まれ
る物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の共通サーチ領域（ＣＳＳ）に含まれ、か
つ前記ＤＣＩメッセージのサイズは、パディングビットにより第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボルーション（ＬＴＥ）リリース８／９／１０
ネットワークのＤＣＩフォーマットの１つと同じサイズに拡大される
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記ＤＣＩメッセージは、前記第１の上りリンク及び下りリンクのサブフレーム構成に
おいて構成される前記無線フレームの前記１つ以上の下りリンクのサブフレームに含まれ
る物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のユーザ装置（ＵＥ）固有のサーチ領域（
ＵＳＳ）に含まれる、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記ｅＮｏｄｅＢは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングター
ムエボルーション（ＬＴＥ）ネットワークに従って動作するように構成され、かつ前記無
線フレームは、時分割デュプレックス（ＴＤＤ）動作用に構成される直交周波数分割多重
アクセス（ＯＦＤＭＡ）フレームを含む、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　無線通信ネットワークの中で動作し、且つフレーム構造の動的な上りリンク及び下りリ
ンク構成に対して構成されるユーザ装置（ＵＥ）における装置であって、
　基地局からの第１の上りリンク及び下りリンクの構成を含むシステム情報ブロックタイ
プ１を含むシステム情報データブロックを復号化し、かつ前記第１の上りリンク及び下り
リンクの構成において構成される無線フレームの１つ以上の下りリンクのサブフレームに
おいて、下りリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットの中で与えられる前記基地局と関連
付けられる１つ以上のコンポーネントキャリアそれぞれに対する１つ以上の第２の上りリ
ンク及び下りリンクの構成を指定する１つ以上の構成表示フィールド（ＣＩＦ）値を続い
て復号化する回路；及び
　前記１つ以上の第２の上りリンク及び下りリンクの構成を指定する前記１つ以上の構成
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表示フィールド（ＣＩＦ）値を検出するために、前記１つ以上の下りリンクのサブフレー
ムを含む、受信される下りリンクの各サブフレームをブラインド復号化する、処理回路；
　を備える、装置。
【請求項１０】
　前記ＵＥが動作する前記無線通信ネットワークは、第３世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ）ロングタームエボルーション（ＬＴＥ）ネットワークを含む、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ＤＣＩフォーマットは、前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成において構成
される前記無線フレームの前記１つ以上の下りリンクのサブフレームに含まれる物理下り
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の共通サーチ領域（ＣＳＳ）に含まれる、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＤＣＩフォーマットは、前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成において構成
される前記無線フレームの前記１つ以上の下りリンクのサブフレームに含まれる、物理下
りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）のユーザ装置（ＵＥ）固有のサーチ領域（ＵＳＳ）
に含まれる、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ＵＥは、前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成を示す前記ＤＣＩフォーマッ
トの検出に応答して、前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成から、前記第２の上り
リンク及び下りリンクの構成に切り替える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記処理回路は、前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成を示す前記ＤＣＩフォー
マットを認識できないことに応答して、前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成にお
ける前記ＵＥの動作を維持する、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第１及び第２の上りリンク及び下りリンクの構成は、それぞれ、１０個のサブフレ
ームを含む無線フレーム構造を有し、前記１０個のサブフレームは、それぞれ、特殊サブ
フレーム（Ｓ）、上りリンクのサブフレーム（Ｕ）、下りリンクのサブフレーム（Ｄ）、
又はフレキシブルサブフレーム（Ｆ）として指定される、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構造は、ＤＳＵＵＵＤ
ＳＵＵＵを含み、かつ前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構
造は、ＤＳＵＵＤＤＳＵＵＤ、ＤＳＵＤＤＤＳＵＤＤ、又はＤＳＵＤＤＤＤＤＤＤを含み
、前記フレーム構造は、それぞれ、互いに異なるＣＩＦ値と関連付けられる、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構造は、ＤＳＵＵＵＤ
ＳＵＵＤを含み、かつ前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構
造は、ＤＳＵＵＤＤＳＵＵＤ、ＤＳＵＤＤＤＳＵＤＤ、又はＤＳＵＤＤＤＤＤＤＤを含み
、前記無線フレーム構造は、それぞれ、互いに異なるＣＩＦ値と関連付けられる、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレームの構造は、ＤＳＵＵＤ
ＤＳＵＵＤを含み、かつ前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム
の構造は、ＤＳＵＤＤＤＳＵＤＤ、ＤＳＵＤＤＤＤＤＤＤ、又はＤＳＵＵＦＤＳＵＵＦを
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含み、前記無線フレーム構造は、それぞれ、互いに異なるＣＩＦ値と関連付けられる、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構造は、ＤＳＵＤＤＤ
ＳＵＤＤを含み、かつ前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構
造は、ＤＳＵＤＤＤＤＤＤＤ、ＤＳＵＦＤＤＳＵＦＤ、又はＤＳＵＦＦＤＳＵＦＦを含み
、前記無線フレーム構造は、それぞれ、互いに異なるＣＩＦ値と関連付けられる、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構造は、ＤＳＵＵＵＤ
ＤＤＤＤを含み、かつ前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構
造は、ＤＳＵＵＤＤＤＤＤＤ又はＤＳＵＤＤＤＤＤＤＤを含み、前記無線フレーム構造は
、それぞれ、互いに異なるＣＩＦ値と関連付けられる、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構造は、ＤＳＵＵＤＤ
ＤＤＤＤを含み、かつ前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構
造は、ＤＳＵＤＤＤＤＤＤＤ又はＤＳＵＵＦＤＤＤＤＤを含み、前記無線フレーム構造は
、それぞれ、互いに異なるＣＩＦ値と関連付けられる、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構造は、ＤＳＵＤＤＤ
ＤＤＤＤを含み、かつ前記第２の上りリンク及び下りリンクの構成の前記無線フレーム構
造は、ＤＳＵＦＤＤＤＤＤＤ又はＤＳＵＦＦＤＤＤＤＤを含み、前記無線フレーム構造は
、それぞれ、互いに異なるＣＩＦ値と関連付けられる、
　請求項１５に記載の装置。
【請求項２３】
　前記複数の動作は、前記少なくとも１つの下りリンクのサブフレームの送信の無線フレ
ーム時間内において、前記ｅＮｏｄｅＢに、前記第２の上りリンク及び下りリンクのサブ
フレーム構成において構成される第２のサブフレームの送信を開始させるステップをさら
に含む、
　請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　請求項１－８のうちいずれか１項に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュ
ータ読取り可能な非一時的記憶媒体。
【請求項２５】
　請求項２３に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読取り可能な非一
時的記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[関連出願の相互参照]
　本出願は、「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ」と題する２０１２年１月２３日に出願さ
れた米国仮特許出願第６１／５８９，７４４号の優先権を主張する、２０１２年９月１０
日に出願された米国特許出願第１３／６０８，３６９号の優先権を主張し、参照すること
によりその全内容をここに援用する。
【０００２】
　本開示は、一般に、無線通信に関連する。より具体的には、本開示は、複数の無線通信
システムにおける複数の上りリンク及び下りリンクの構成を変更することに関連する。
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【背景技術】
【０００３】
　現在の第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボルーショ
ン（ＬＴＥ）時分割デュプレックス（ＴＤＤ）－アドバンストシステムにおいて、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ
　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）の複数のノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）と、ユーザ装置（
ＵＥ）との間における、上りリンク及び下りリンクの複数の送信のために、同じ複数の周
波数帯域が使用される。上りリンク及び下りリンクの複数の送信は、同じ複数の周波数帯
域における、複数のサブフレームとして知られる、所定の時間ブロックそれぞれにおいて
、上りリンクのデータ又は下りリンクのデータを送信することにより、分離される。ＴＤ
Ｄの実装において、上りリンク及び下りリンクの複数の送信は、それぞれ時間の長さで１
０ｍｓの、複数の無線フレームとして構造化される。各無線フレームは、単一のフレーム
又はそれぞれ時間の長さで５ｍｓの２つのハーフフレームを含んでもよい。同様に、各ハ
ーフフレームは、それぞれ時間の長さで１ｍｓの５つのサブフレームを含んでもよい。上
りリンク又は下りリンクの送信に関する１つの無線フレーム内の複数のサブフレームの具
体的な指定－上りリンク及び下りリンクの複数の構成と呼ばれる－を定義することができ
る。図１の表１００に、サポートされる７つの上りリンク及び下りリンクの複数の構成（
複数のＵＬ／ＤＬ構成、複数の上りリンク－下りリンク構成、又は複数の上りリンク－下
りリンク無線構成とも呼ばれる）が示されている。ここで、「Ｄ」は、下りリンクの送信
のために確保されるサブフレームを示し、「Ｕ」は、上りリンクの送信のために確保され
るサブフレームを示し、そして「Ｓ」は、下りリンクのパイロットタイムスロット（Ｄｗ
ＰＴＳ）フィールド、ガード期間（ＧＰ）フィールド及び上りリンクのパイロットタイム
スロット（ＵｐＰＴＳ）フィールドを含む、特殊サブフレームを示す（３ＧＰＰ　ＴＳ　
３６．２１１　バージョン１０．５．０、Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎ
ｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）、Ｊｕｎｅ　２０１２
を参照）。現在サポートされている複数の上りリンク－下りリンク構成において、所定の
無線フレーム内の複数のサブフレームの４０から９０％は、複数の下りリンクのサブフレ
ームである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＥＵＴＲＡＮは、サポートされる複数の上りリンク－下りリンク構成のうちのどれが、
所定のｅＮｏｄｅＢに対して適用されるかを決定する。一度上りリンク－下りリンク構成
が割り当てられると、この構成は、典型的には、当該ｅＮｏｄｅＢにより提供されるセル
又は複数のセルの通常の動作中には変更されない。これは、上りリンク又は下りリンクの
負荷が現在の上りリンク－下りリンク構成と一致していない場合においても、当てはまる
。所定のｅＮｏｄｅＢに対する上りリンク－下りリンク構成を変更することが望まれる場
合であっても、現在の標準の下では、システム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）情報に
変更を与える（上りリンク－下りリンク構成の割り当て及び再割り当てのためのメカニズ
ム）ための６４０ｍｓの最小の待機時間が存在する。現在の複数の３ＧＰＰ　ＬＴＥ－ア
ドバンストシステムは、上りリンクと下りリンクの複数の構成比率の動的な適正化には対
応していない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上りリンクと下りリンクの構成比率を動的に変更する方法であって：
　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）により、第１の上りリンクと下りリン
クの構成比率情報を含むシステム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）を送信するステップ
；及び
　前記ｅＮｏｄｅＢにより、前記第１の上りリンクと下りリンクの構成比率において構成
される無線フレームの１つ以上の下りリンクのサブフレームにおいて、第２の上りリンク
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と下りリンクの構成比率情報を送信するステップであって、該第２の上りリンクと下りリ
ンクの構成比率情報は、下りリンクの制御情報（ＤＣＩ）メッセージに含まれ、かつ該Ｄ
ＣＩメッセージは、前記無線フレームの前記１つ以上の下りリンクのサブフレームに含ま
れる、ステップ；
　を備える方法。
【０００６】
　無線通信ネットワークにおいて動作するユーザ装置（ＵＥ）であって：
　基地局からの第１の上りリンク及び下りリンクの構成の割り当てを含むシステム情報デ
ータブロックを受信し、かつ前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成において構成さ
れる無線フレームの１つ以上の下りリンクのサブフレームにおいて、下りリンク制御情報
（ＤＣＩ）フォーマットの中で与えられる第２の上りリンク及び下りリンクの構成情報を
続いて受信する送受信部；及び
　前記送受信部と通信する処理回路であって、前記第２の上りリンク及び下りリンクの構
成情報を検出するために、前記１つ以上の下りリンクのサブフレームを含む、受信される
下りリンクの各サブフレームをブラインド復号化する、処理回路；
　を備える、ＵＥ。
【０００７】
　無線通信ネットワークにおいて動作する基地局であって：
　第１の上りリンク及び下りリンクの構成情報を含むシステム情報ブロックタイプ１（Ｓ
ＩＢ１）を複数のユーザ装置（ＵＥｓ）に送信する送受信部；及び
　該送受信部と通信する処理回路であって、前記ＳＩＢ１を変更することなく、かつＳＩ
Ｂ変更期間より短い期間内に、前記第１の上りリンク及び下りリンクの構成を第１の上り
リンク及び下りリンクの構成に変更する、処理回路；
　を備え、
　前記送受信部は、前記複数のＵＥの少なくとも一部に前記第２の上りリンク及び下りリ
ンクの構成情報を送信する、
　基地局。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】現在の３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＴＤＤ－Ａｄｖａｎｃｅｄ標準の下でサポートされる
複数の上りリンク－下りリンク構成比率を示す図である。
【図２】いくつかの実施例に従う、同種ネットワーク実装における無線通信ネットワーク
の例（部分）を示す図である。
【図３】いくつかの実施例に従う図２の無線通信ネットワークに含まれるｅＮｏｄｅＢの
詳細を示すブロック図の例である。
【図４】いくつかの実施例に従う異種ネットワーク実装における無線通信ネットワークの
例(部分）を示す図である。
【図５】過去のリリース８／９／１０のＵＥに対するＵＬ／ＤＬ構成の割り当てをサポー
トし、そしてまた、いくつかの実施例に従う、リリース１１以降のＵＥに対する動的ＵＬ
／ＤＬ再構成指定メカニズムを容易にする無線フレーム構造を示す図である。
【図６ａ】いくつかの実施例に従う、図２又は４の無線通信ネットワークに組まれるｅＮ
ｏｄｅＢ又はＢＳのいずれかにより、ＵＬ／ＤＬ構成を動的に調整するフロー図の例を示
す図である。
【図６ｂ】いくつかの実施例に従う、図２又は４の無線通信ネットワークに組まれるｅＮ
ｏｄｅＢ又はＢＳのいずれかにより、ＵＬ／ＤＬ構成を動的に調整するフロー図の例を示
す図である。
【図６ｃ】いくつかの実施例に従う、図２又は４の無線通信ネットワークに組まれるｅＮ
ｏｄｅＢ又はＢＳのいずれかにより、ＵＬ／ＤＬ構成を動的に調整するフロー図の例を示
す図である。
【図６ｄ】いくつかの実施例に従う、ｅＮｏｄｅＢ又はＢＳのいずれかによるＵＬ／ＤＬ
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構成割り当て情報の送信に応答して、ＵＥにより実行される動作のフロー図の例を示す図
である。
【図７】いくつかの実施例に従う、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成それぞれに対応する可
能なＵＬ／ＤＬ再構成パターンを表にする図である。
【図８】図７の表の実施例を図示する図である。
【図９ａ】ＣＩＦ値を含む新しいＤＣＩフォーマットの実施例を示す図である。
【図９ｂ】ＣＩＦ値を含む新しいＤＣＩフォーマットの実施例を示す図である。
【図９ｃ】ＣＩＦ値を含む新しいＤＣＩフォーマットの実施例を示す図である。
【図９ｄ】ＣＩＦ値を含む新しいＤＣＩフォーマットの実施例を示す図である。
【図１０】他の実施例に従う、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成それぞれに対応する可能な
ＵＬ／ＤＬ再構成パターンを表にする図である。
【図１１】図１０の表に含まれる新しい複数のＵＬ／ＤＬ構成の複数のフレーム構成を図
示する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の説明は、システム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）の変更を伴わない指定機構
を用いた、無線通信ネットワーク内の任意のｅＮｏｄｅＢによる上りリンク－下りリンク
構成の動的な調整のためのコンピュータシステムの構成及び関連する方法と製品の作成及
び使用を、任意の当業者に対して可能とするために提供される。
【００１０】
　１つ以上のフレキシブルサブフレームを含む新しい無線フレーム構成が規定される。そ
のような１つ以上のフレキシブルサブフレームは、無線フレームの時間間隔内に、上りリ
ンクのサブフレームから下りリンクのサブフレームに、又はその逆に、動的に切り替わる
。
【００１１】
　動的に切り替わる（複数の）フレキシブルサブフレームにより規定される新しい上りリ
ンク－下りリンク構成は、構成表示フィールド（ＣＩＦ）を使用して識別される。
【００１２】
　新しい上りリンク－下りリンク構成を示すＣＩＦ値を含めるために、新しい下りリンク
制御情報（ＤＣＩ）フォーマットが規定される。
【００１３】
　ＣＩＦ値を含むＤＣＩメッセージは、下りリンクの（複数の）サブフレームの制御領域
内の物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）領域内で伝送される。
【００１４】
　ＣＩＦ表示方式は、所定のｅＮｏｄｅＢに関連付けられるリリース１１以降の複数のユ
ーザ装置（ＵＥｓ）により認識可能である一方で、所定のｅＮｏｄｅＢに関連付けられる
複数のレガシーＵＥ（例えば、リリース８／９／１０の複数のＵＥ）は、ＳＩＢ１を使用
して割り当てられる上りリンク－下りリンク構成に従う動作を継続する。
【００１５】
　複数の実施例に対する各種変更は、当業者にとって容易に明らかとなり、そして、本明
細書において規定される一般的な複数の原則は、本発明の範囲から逸脱することなく、他
の複数の実施例及び複数の応用に適用することができる。
【００１６】
　また、以下の記述において、説明を目的として、多数の詳細が記載されている。しかし
ながら、当業者は、これらの具体的な複数の詳細を使用することなく、本発明の複数の実
施例を実施してもよいことを理解するであろう。
【００１７】
　他の複数の例において、不必要な詳細により本発明の複数の実施例の説明を不明瞭にし
ないようにするために、周知の複数の構造及び複数の処理は、ブロック図の形式では示さ
れていない。
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【００１８】
　従って、本開示は、示される複数の実施例により限定されることは意図されておらず、
そうではなくて、本開示は、本明細書において開示される複数の原理及び複数の特徴と一
致する最も広い範囲と一致すべきである。
【００１９】
　本明細書において説明される動的上りリンク－下りリンク（ＵＬ／ＤＬ）再構成機構は
、同種及び／又は異種ネットワーク実装において適用可能である。同種及び異種ネットワ
ークの実装の例が、それぞれ図２及び４に図示されている。図２は、いくつかの実施例に
従う同種ネットワークの実装において示される無線通信ネットワークの例（一部）を図示
する。一実施例において、無線通信ネットワーク２００は、第３世代パートナーシッププ
ロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボルーション（ＬＴＥ）標準を使用し、かつ時分
割デュプレックス（ＴＤＤ）モードで動作するＥＵＴＲＡＮ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を
含む。無線通信ネットワーク２００は、第１のＥＵＴＲＡＮ又は進化したノードＢ（ｅＮ
ｏｄｅＢ又はｅＮＢ）２０２、第２のｅＮｏｄｅＢ２０６、及び複数のユーザ装置（ＵＥ
ｓ）２１６を含む。
【００２０】
　第１のｅＮｏｄｅＢ２０２（ｅＮｏｄｅＢ１又は第１の基地局とも呼ばれる）は、第１
のセル２０４として示される、特定の地理的エリアを提供する。第１のセル２０４内に位
置する複数のＵＥ２１６は、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２に在圏する。第１のｅＮｏｄｅＢ
２０２は、第１のキャリア周波数２１２（Ｆ１）及び選択的に、第２のキャリア周波数２
１４（Ｆ２）などの、１つ以上の第２のキャリア周波数で、複数のＵＥ２１６と通信する
。
【００２１】
　ｅＮｏｄｅＢ２０６は、ｅＮｏｄｅＢ２０２のそれとは異なるセルを提供する以外は、
第１のｅＮｏｄｅＢ２０２と同様である。第２のｅＮｏｄｅＢ２０６（ｅＮｏｄｅＢ２又
は第２の基地局とも呼ばれる）は、第２のセル２０８として示される、他の特定の地理的
エリアを提供する。第２のセル２０８内に位置する複数のＵＥ２１６は、第２のｅＮｏｄ
ｅＢ２０６に在圏する。第２のｅＮｏｄｅＢ２０６は、第１のキャリア周波数２１２（Ｆ
１）及び選択的に、第２のキャリア周波数２１４（Ｆ２）などの、１つ以上の第２のキャ
リア周波数で、複数のＵＥ２１６と通信する。
【００２２】
　第１及び第２のセル２０４、２０８は、隣接して配置されてもよいし、或いはそうでな
くてもよい。しかしながら、第１又は第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６の一方のユーザ
トラフィックパターンが他のｅＮｏｄｅＢに関連するといったように、第１及び第２のセ
ル２０４、２０８は、隣接セルと見なされるのに十分な程度近くに位置している。例えば
、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２に在圏する１つのＵＥ２１６は、第１のセル２０４から第２
のセル２０８に移動してもよく、その場合において、当該特定のＵＥ３１６に対して、第
１のｅＮｏｄｅＢ２０２から第２のｅＮｏｄｅＢ２０６へのハンドオフが生じる。
【００２３】
　複数のＵＥ２１６は、これらには限定されないが、携帯電話、スマートフォン、タブレ
ット、ラップトップ、デスクトップ、パーソナルコンピュータ、サーバ、携帯情報端末（
ＰＤＡ）、ウェブアプライアンス、セットトップボックス（ＳＴＢ）、ネットワークルー
タ、スイッチ又はブリッジ、等の無線通信ネットワーク２００内で通信する各種装置を含
んでもよい。複数のＵＥ２１６は、リリース８、９、１０、１１及び／又はその後継の複
数のＵＥを含み得る。
【００２４】
　無線通信ネットワーク２００は、２つ以上のｅＮｏｄｅＢを含むと理解される。また、
第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６は、１つ以上の隣接ｅＮｏｄｅＢを持ち得る
と理解される。一例として、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、６以上の隣接ｅＮｏｄｅＢを
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有してもよい。
【００２５】
　１つの実施例において、第１又は第２セル２０４、２０８それぞれに位置する複数のＵ
Ｅ２１６は、時分割デュプレックス（ＴＤＤ）動作に対して構成される直交周波数分割多
重アクセス（ＯＦＤＭＡ）フレームを含む複数の無線フレームを用いて、その対応する第
１又は第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０４に対してデータを送信し（上りリンクの送信）
、かつその対応する第１又は第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６からのデータを受信する
（下りリンクの送信）。複数の無線フレームのそれぞれは、複数の上りリンク及び下りリ
ンクの複数のサブフレームを含み、当該上りリンク及び下りリンクの複数のサブフレーム
は、図１に示されるサポートされる複数の上りリンク－下りリンク無線構成から選択され
る上りリンク－下りリンク無線構成に従って構成される（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１Ｖ
ｅｒｓｉｏｎ９．１．９、Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　９）、Ｍａｒｃｈ　２０１０を参照）。
【００２６】
　図３は、いくつかの実施例に従う、第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６及び／
又は複数のＵＥ２１６の詳細を示す、例示的なブロック図を示す。第１及び第２のｅＮｏ
ｄｅＢ２０２、２０６（及び／又は複数のＵＥ２１６）のそれぞれは、プロセッサ３００
、メモリ３０２、送受信部３０４、複数の命令３０６、及び他の構成要素（図示せず）を
含む。第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６（及び／又は複数のＵＥ２１６）は、
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、複数の構成、及び／又は複数の動作パラ
メータに関して、互いに類似している。
【００２７】
　プロセッサ３００（処理回路とも呼ばれる）は、１つ以上の中央処理部（ＣＰＵｓ）、
グラフィック処理部（ＧＰＵｓ）、又は両方を含む。プロセッサ３００は、第１及び第２
のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６（及び／又は複数のＵＥ２１６）それぞれの処理及び制御
機能を提供する。メモリ３０２は、第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６（及び／
又は複数のＵＥ２１６）それぞれに対する命令及びデータを記憶するように構成された、
１つ以上の一時的及び静的メモリユニットを含む。送受信部３０４は、ＭＩＭＯ通信をサ
ポートするための、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナを含む、１つ以上の送信部を含む
。送受信部３０４は、第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０４（及び／又は複数のＵ
Ｅ２１６）のそれぞれに関して、特に、複数のＵＥ２１６からの複数の上りリンクの送信
を受信し、かつ複数のＵＥ２１６に複数の下りリンクの送信を行う。
【００２８】
　複数の命令３０６は、１つ以上の命令のセット又はコンピューティングデバイス（又は
マシン）で実行されるソフトウェアであって、そのようなコンピューティングデバイス（
又はマシン）に、ここで考察される複数の方法のうちのいずれかを実行させる、１つ以上
の命令のセット又はコンピューティングデバイス（又はマシン）上で実行されるソフトウ
ェア、を含む。複数の命令３０６（コンピュータで実行可能な、又はマシンで実行可能な
複数の命令とも呼ばれる）は、第１又は第２のｅＮｏｄｅＢ２０２、２０６（及び／又は
複数のＵＥ２１６）それぞれによる、その実行時に、完全に或いは部分的に、プロセッサ
３００及び／又はメモリ３０２内に存在してもよい。また、プロセッサ３００及びメモリ
３０２は、機械読み取り可能な媒体を含む。
【００２９】
　図４は、いくつかの実施例に従う、異種ネットワーク実装において示される、無線通信
ネットワーク４００の例（部分）を示す。一実施例において、無線通信ネットワーク４０
０は、ＴＤＤモードで動作する３ＧＰＰ－ＬＴＥ標準を使用するＥＵＴＲＡＮを含む。無
線通信ネットワーク４００は、第１のｅＮｏｄｅＢ４０２、第２のｅＮｏｄｅＢ４０６、
複数の近距離基地局（ＢＳｓ）４２０、４２６、４４０、４４６、及び複数のユーザＵＥ
４１６、４２４、４３０、４４４、４５０を含む。
【００３０】
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　第１のｅＮｏｄｅＢ４０２（ｅＮｏｄｅＢ１、第１の基地局、又は第１のマクロ基地局
とも呼ばれる）は、第１のマクロセル４０４として示される、特定の地理的領域を提供す
る。第１のマクロセル４０４内に位置し、かつ第１のｅＮｏｄｅＢ４０２に関連付けられ
る複数のＵＥ４１６は、第１のｅＮｏｄｅＢ４０２に在圏する。第１のｅＮｏｄｅＢ４０
２は、第１のキャリア周波数４１２（Ｆ１）で、及び選択的に、第２のキャリア周波数４
１４（Ｆ２）といった１つ以上の第２のキャリア周波数で、複数のＵＥ４１６と通信する
。第１のｅＮｏｄｅＮ４０２、第１のマクロセル４０４、及び複数のＵＥ４１６は、それ
ぞれ、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２、第１のセル２０４、及び複数のＵＥ２１６と同様であ
る。
【００３１】
　第２のｅＮｏｄｅＢ４０６は、第１のｅＮｏｄｅＢ４０２のそれとは異なるセルを提供
する以外は、第１のｅＮｏｄｅＢ４０２と同様である。第２のｅＮｏｄｅＢ４０６（ｅＮ
ｏｄｅＢ２、第２の基地局、又は第２のマクロ基地局とも呼ばれる）は、第２のマクロセ
ル４０８として示される、他の特定の地理的エリアを提供する。第２のマクロセル４０８
内に位置し、第２のｅＮｏｄｅＢ４０６と関連付けられる複数のＵＥ４１６は、第２のｅ
ＮｏｄｅＢ４０６に在圏する。第２のｅＮｏｄｅＢ４０６は、第１のキャリア周波数４１
２（Ｆ１）及び選択的に、第２のキャリア周波数４１４（Ｆ２）といった、１つ以上の第
２のキャリア周波数で、複数のＵＥ４１６と通信する。第２のｅＮｏｄｅＢ４０６、第２
のマクロセル４０８、及び複数のＵＥ４１６は、それぞれ、第２のｅＮｏｄｅＢ２０６、
第２のセル２０８、及び複数のＵＥ４１６と同様である。
【００３２】
　近距離ＢＳ４２０及び４２６などの１つ以上の近距離ＢＳが、第１のマクロセル４０４
の地理的エリア内に位置する。近距離ＢＳ４２０は、第１のマクロセル４０４内の、近距
離セル４２２として示される地理的エリアを提供する。近距離セル４２２内に位置し、か
つ近距離ＢＳ４２０と関連付けられる複数のＵＥ４２４は、近距離ＢＳ４２０に在圏する
。近距離ＢＳ４２０は、１つ以上のキャリア周波数で複数のＵＥ４２４と通信する。近距
離ＢＳ４２６は、近距離セル４２８として示される、第１のマクロセル４０４内の異なる
地理的エリアを提供する。近距離セル４２８内に位置し、かつ近距離ＢＳ４２６と関連付
けられた複数のＵＥ４３０は、近距離ＢＳ４２６に在圏する。近距離ＢＳ４２６は、第１
のキャリア周波数４１２（Ｆ１）とは異なるキャリア周波数で、かつ選択的に、第２のキ
ャリア周波数４１４（Ｆ２）とも異なる１つ以上の第２のキャリア周波数で、複数のＵＥ
４３０と通信する。
【００３３】
　第２のマクロセル４０８の地理的エリアには、近距離ＢＳ４４０及び４４６などの１つ
以上の近距離ＢＳが置かれる。近距離ＢＳ４４０は、近距離セル４４２として示される、
第２のマクロセル４０８内の地理的エリアを提供する。近距離セル４４２内に置かれ、か
つ近距離ＢＳ４４０と関連付けられる複数のＵＥ４４４は、近距離ＢＳ４４０に在圏する
。近距離ＢＳ４４０は、第１のキャリア周波数４１２（Ｆ１）とは異なるキャリア周波数
で、かつ選択的に、第２のキャリア周波数４１４（Ｆ２）とも異なる１つ以上の第２のキ
ャリア周波数で、複数のＵＥ４４４と通信する。近距離ＢＳ４４６は、近距離セル４４８
として示される、第２のマクロセル４０８内の異なる地理的エリアを提供する。近距離セ
ル４４８内に置かれ、かつ近距離ＢＳ４４６と関連付けられる複数のＵＥ４５０は、近距
離ＢＳ４４６に在圏する。近距離ＢＳ４４６は、第１のキャリア周波数４１２（Ｆ１）と
は異なるキャリア周波数で、かつ選択的に、第２のキャリア周波数４１４（Ｆ２）とも異
なる１つ以上の二次的なキャリア周波数で、複数のＵＥ４５０と通信する。
【００３４】
　近距離セル４２２、４２８、４４２、４４８は、それぞれ、基地局（それぞれ、近距離
基地局４２０、４２６、４４０、４４６）により規定され、それが置かれるマクロセルの
基地局と比較して、有意に低い電力レベル及び通信範囲で動作する、フェムトセル、ピコ
セル、又は他のセルを含む。近距離ＢＳ４２０、４２６、４４０、４４６は、そのマクロ
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セル基地局からの複数の指示に従って動作してもよく、或いは独立した動作が可能であっ
てもよい。
【００３５】
　第１及び第２のマクロセル４０４、４０８は、互いに隣接して置かれてもよく、或いは
そうでなくてもよい。しかしながら、第１及び第２のマクロセル４０４、４０８は、第１
又は第２のｅＮｏｄｅＢ４０２、４０６の一方のユーザトラフィックパターンが他方のｅ
ＮｏｄｅＢ（及び場合によっては、そのｅＮｏｄｅＢ内の複数の近距離ＢＳ）に関連する
といったように、隣接セルと見なされるのに十分な程度、近くに位置している。ｅＮｏｄ
ｅＢ又はＢＳが互いに近接しているため、ＢＳ／ｅＮｏｄｅＢ対ＢＳ／ｅＮｏｄｅＢの干
渉及び／又はＵＥ対ＵＥの干渉が存在し得る。
【００３６】
　第１のｅＮｏｄｅＢ４０２、第２のｅＮｏｄｅＢ４０６、近距離ＢＳ４２０、近距離Ｂ
Ｓ４２６、近距離ＢＳ４４０、及び近距離ＢＳ４４６は、それに関連付けられる複数のＵ
Ｅに対して、サポートされる複数の上りリンク－下りリンクの構成（図１に示される）か
ら、上りリンク－下りリンク構成を指定する。選択された複数の上りリンク－下りリンク
構成は、第１のｅＮｏｄｅＢ４０２、第２のｅＮｏｄｅＢ４０６、近距離ＢＳ４２０、近
距離ＢＳ４２６、近距離ＢＳ４４０、及び近距離ＢＳ４４６の間で、所定の又は現在の複
数の動作条件に応じて、同じであることもあり、又は異なることもある。第１のｅＮｏｄ
ｅＢ４０２、第２のｅＮｏｄｅＢ４０６、近距離ＢＳ４２０、近距離ＢＳ４２６、近距離
ＢＳ４４０、及び近距離ＢＳ４４６は、それぞれ、プロセッサ、メモリ、送受信部、複数
の命令、及び図３に関連する上述のその他の複数の構成要素を含む。
【００３７】
　ＵＥ４１６、４２４、４３０、４４４、４５０は、これらには限定されないが、携帯電
話、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、デスクトップ、パーソナルコンピュー
タ、サーバ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ウェブアプライアンス、セットトップボックス（
ＳＴＢ）、ネットワークルータ、スイッチ又はブリッジ等、無線通信ネットワーク４００
内で通信する各種装置を含んでもよい。ＵＥ４１６、４２４、４３０、４４４、４５０は
、リリース８、９、１０、１１、及び／又は後継の複数のＵＥを含んでもよい。ＵＥ４１
６、４２４、４３０、４４４、及び４５０は、互いに類似であり、ＵＥ２１６と同様であ
り得る。ＵＥ４１６、４２４、４３０、４４４、４５０は、所定のＢＳ／ｅＮｏｄｅＢに
対して選択される上りリンク－下りリンク構成比率に従って、それに対応するＢＳ／ｅＮ
ｏｄｅＢとのデータの送受信を行う。ＵＥ４１６、４２４、４３０、４４４、４５０は、
対応するＢＳ／ｅＮｏｄｅＢと関連付けられるように示されるが、ＵＥ４１６、４２４、
４３０、４４４、４５０はいずれも、所定のセルの中に移動し、又は所定のセルから他の
セルに移動することができ、かつ異なるＢＳ／ｅＮｏｄｅＢと関連付けられ得ると理解さ
れる。
【００３８】
　無線通信ネットワーク４００は、２つ以上のｅＮｏｄｅＢを含むと理解される。また、
第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ４０２、４０６は、それぞれ、１つ以上の隣接するｅＮｏｄ
ｅＢ持ち得ると理解される。一例として、第１のｅＮｏｄｅＢ４０２は、６つ以上の隣接
するｅＮｏｄｅＢを有してもよい。さらに、複数のマクロセルはいずれも、そのエリア内
に、ゼロ、１、２、又はそれ以上の近距離セルを含み得ると理解される。
【００３９】
　図５は、過去のリリース８／９／１０の複数のＵＥに対する、（図１に示される、サポ
ートされる複数のＵＬ／ＤＬ構成に従う）ＵＬ／ＤＬ構成の割り当てをサポートし、かつ
、また、いくつかの実施例に従う、リリース１１以降の複数のＵＥに対する、動的ＵＬ／
ＤＬ再構成指示機構を容易にする、無線フレーム構造５００を図示する。無線フレーム構
造５００は、左から右に、サブフレームインデックス０から９で示される、１０のサブフ
レームを含む。サブフレーム０、５、及び６は、下りリンクの複数のサブフレームとして
指定され；サブフレーム１は、特殊サブフレームとして指定され；サブフレーム２は、上
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りリンクのサブフレームとして指定され；かつサブフレーム３、４、７、８、及び９は、
複数のフレキシブルサブフレーム（ＦｌｅｘＳＦｓ）として指定される。以下に詳細に説
明されるように、無線フレーム内の複数のフレキシブルサブフレームは、柔軟な送信方向
符号化のために指定される－複数のフレキシブルサブフレームのそれぞれは、動的に、リ
リース１１以降の複数のＵＥに対する、下りリンク又は特殊上りリンクと指定され得る。
特殊な上りリンクのサブフレームは、下りリンクの複数の制御チャネルを送信するための
下りリンクの送信期間、下りリンクと上りリンクの送信との間で切り替えるための中央ガ
ード期間（ＧＰ）、及び上りリンクの送信期間を含む。ＴＤＤ－ＬＴＥ実装において、無
線フレーム構成５００は、１０ｍｓの時間の長さであり、かつ無線フレーム構成５００内
の各サブフレームは、１ｍｓの時間の長さである。
【００４０】
　図６ａから６ｃは、いくつかの実施例に従う無線通信ネットワーク２００又は４００に
含まれる任意のｅＮｏｄｅＢ又はＢＳのＵＬ／ＤＬ構成を動的に調整するための例示的な
フロー図６００を示す。図５の新しい無線フレーム構成５００を用いて、無線フレームの
期間内に、選択される複数のフレキシブルサブフレームは、ＵＬサブフレームからＤＬサ
ブフレームへの切り替えのために指定されるか、又はその逆である。これにより、ＳＩＢ
１によって割り当てられる動作中のＵＬ／ＤＬ構成に対する、新しいＵＬ／ＤＬ構成を定
義する。新しいＵＬ／ＤＬ構成は、ＰＤＣＣＨで送信される新しいＤＣＩメッセージを用
いて指定される。以下の考察は、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２及び複数のＵＥ２１６に対し
て行われる；しかしながら、無線通信ネットワーク２００又は４００内の任意のＢＳ又は
ｅＮｏｄｅＢ（例えば、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２、第２のｅＮｏｄｅＢ２０６、第１の
ｅＮｏｄｅＢ４０２、第２のｅＮｏｄｅＢ４０６、近距離ＢＳ４２０、近距離ＢＳ４２６
、近距離ＢＳ４４０、近距離ＢＳ４４６）は、フロー図６００に示されるプロセスを実行
できるものと理解される。
【００４１】
　ブロック６０２において、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、サポートされる複数のＵＬ／
ＤＬ構成比率（図１参照）の中から、ＳＩＢ１（又はシステム方法データブロック）によ
って、（初期）ＵＬ／ＤＬ構成比率の割り当てを決定し送信する。ＳＩＢ１メッセージは
、第１のセル２０４内の複数のＵＥ２１６全てに対して一斉送信（ブロードキャスト）さ
れる。複数のＵＥ２１６（例えば、過去のリリース８／９／１０の複数のＵＥ及びリリー
ス１１以降の複数のＵＥ）が特定のＵＬ／ＤＬ構成の指定を含むＳＩＢ１メッセージを受
信すると、当該複数のＵＥは、いつデータを第１のｅＮｏｄｅＢ２０２に送信するか、及
びいつｅＮｏｄｅＢ２０２からのデータを受信するかを知る。また、このＵＬ／ＤＬ構成
の割り当ては、レガシーＵＬ／ＤＬ構成又は第１のＵＬ／ＤＬ構成と呼ばれる。
【００４２】
　次に、ブロック６０４において、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、リアルタイム又はリア
ルタイムに近い形で、その第１のセル２０４内の複数のＵＥ２１６に関連するトラフィッ
ク状況、他の複数のＢＳ又は複数のｅＮｏｄｅＢからの干渉の可能性、及びＵＬ／ＤＬの
再構成が保証されているかどうかの決定に関連する他の複数のパラメータを監視する。例
えば、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２と関連付けられた多数のＵＥが、オンラインの動画プロ
バイダから複数の高解像度（ＨＤ）動画を要求することがあり、このようにして、第１の
セル２０４に対する高い下りリンクのトラフィック負荷が生成される。現在のＵＬ／ＤＬ
構成が選択されてからの、トラフィック負荷のそのような重大な変化は、より効果的に下
りリンクの要求を満たすための、より多くの下りリンクの複数のサブフレームを有する異
なるＵＬ／ＤＬ構成への変更による利益を得ることができる。
【００４３】
　第１のｅＮｏｄｅＢ２０２がＵＬ／ＤＬ再構成が望ましいと判断した場合、第１のｅＮ
ｏｄｅＢ２０２は、ブロック６０６のＵＬ／ＤＬ再構成機構に従って、動的にＵＬ／ＤＬ
再構成を実行する。ＵＬ／ＤＬ再構成機構又は方式の詳細は、図６ｂ及び６ｃに関連して
、以下に詳細に検討される。ＵＬ／ＤＬ再構成は、ブロック６０２において割り当てられ
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たＵＬ／ＤＬ構成とは異なるＵＬ／ＤＬ構成を含む。ＵＬ／ＤＬ再構成の割り当ては、第
１のセル２０４内の特定の複数の種別の複数のＵＥ（例えば、リリース１１以降の複数の
ＵＥ）によっては検出可能であるが、第１のセル２０４内の他の複数の種別の複数のＵＥ
（例えば、リリース８／９／１０の複数のレガシーＵＥ）によっては検出可能ではない。
ＵＬ／ＤＬ再構成の割り当てを検出することのできない複数のＵＥは、ブロック６０２の
ＵＬ／ＤＬ構成割り当てに従って、動作を継続する。ＵＬ／ＤＬ再構成は、新しい割り当
てに従って検出及び／又は動作を行うことのできない複数のＵＥに対する後方互換性を維
持するように構成される。
【００４４】
　複数のレガシーＵＥは、例えば、当該複数のレガシーＵＥによっては認識されない新し
い指定フォーマットの使用のため、ＵＬ／ＤＬ再構成に気付かない。従って、複数のレガ
シーＵＥは、ブロック６０２からのＵＬ／ＤＬ構成の割り当てに従って、動作を継続し、
その一方で、リリース１１以降の複数のＵＥは、ブロック６０６からのＵＬ／ＤＬ再構成
の割り当てに従って、動作する。これにより、複数のレガシーＵＥに対する性能の低下が
引き起こされるかもしれないが、第１のセル２０４内の全体的な瞬間のトラフィック状況
は、ＵＬ／ＤＬ再構成がある場合の方が、それが無い場合よりも、より効果的に処理され
る。
【００４５】
　その後、ブロック６０８において、動的に再構成されたＵＬ／ＤＬ割り当ての識別子が
、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２から第１のセル２０４内の複数のＵＥ２１６（又は、少なく
とも新しい割り当てを検出可能な複数のＵＥ）に送信される（例えば、ブロードキャスト
される）。動的に再構成されたＵＬ／ＤＬ割り当ての識別は、下りリンク制御情報（ＤＣ
Ｉ）メッセージに含まれる構成表示フィールド（ＣＩＦ）の中で指定され、ここで、ＤＣ
Ｉメッセージは、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に含まれ、かつＰＤＣＣＨ
は、（例えば、ブロック６０２において定められるような）既存のＵＬ／ＤＬ構成に従っ
て構成される、複数の無線フレームの１つ以上の下りリンクのサブフレームに含まれる。
また、ＤＣＩメッセージは、ＵＬ／ＤＬ再構成に関連する、スケジューリング及びハイブ
リッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）タイミング情報を含む。
【００４６】
　また、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、ブロック６１０において（ブロック６０２におい
て決定された）ＵＬ／ＤＬ構成を変更すべきか否かを監視する。ＵＬ／ＤＬ再構成が発生
した場合であっても、ＳＩＢ１によってＵＬ／ＤＬ構成を更新することは有益であり得る
。例えば、第１のセル２０４内には主に複数のレガシーＵＥが存在する場合であり、及び
／又は下りリンクの要求の増加は複数のレガシーＵＥからである場合、当該複数のレガシ
ーＵＥは、ＵＬ／ＤＬ再構成を認識しないので、ＵＬ／ＤＬ再構成は、トラフィック負荷
の変化の問題を解決しないかもしれない。換言すれば、第１のセル２０４内の複数のＵＥ
の組合せ又は特定のトラフィック状況に応じて、ＵＬ／ＤＬ再構成により与えられる選択
的な変更よりも、むしろ第１のセル２０４内の複数のＵＥ全てに影響するグローバルなＵ
Ｌ／ＤＬ構成の変更を実行できる。
【００４７】
　ＵＬ／ＤＬ構成がそのまま維持される場合（ブロック６１０のｎｏの分岐）、フロー図
６００は、ＵＬ／ＤＬ再構成を行うべきかどうか決定するために、ブロック６０４に戻る
。そうでなく、ＵＬ／ＤＬ構成の変更が望まれる場合（ブロック６１０のｙｅｓの分岐）
、フロー図６００は、ＳＩＢ１によって、サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ構成の中から
選択される次のＵＬ／ＤＬ構成を決定し、かつ送信するために、ブロック６０２に戻る。
【００４８】
　図６Ｂは、一実施例に従う、動的ＵＬ／ＤＬ再構成を詳述する、ブロック６０６の複数
のサブブロックを示す。サブブロック６２０において、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、無
線フレーム内のどの（複数の）フレキシブルサブフレームを、（複数の）ＵＬサブフレー
ムから（複数の）ＤＬサブフレームに変更する（又は再構成する）か決定する。本実施例
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において、（１）無線フレーム構造５００（例えば、サブフレーム３、４、７、８、及び
／又は９）に従ってフレキシブルサブフレームの指定されている、レガシーＵＬ／ＤＬ構
成の無線フレーム内の１つ以上のサブフレームであり、かつ（２）レガシーＵＬ／ＤＬ構
成においてＵＬサブフレームとして指定されているものは、動的にＤＬサブフレームに再
構成される候補である。以下の設計の複数の原則は、一方向のモードにおいて、選択され
た複数のフレキシブルサブフレームの、事前に定められた複数のパターンへの動的な再構
成を定義するために実施される：
　・フレキシブルサブフレームとして指定されるレガシーＵＬ／ＤＬ構成（例えば、ＳＩ
Ｂ１により指定されるサポートされる構成）の無線フレームの中の１つ以上のＵＬサブフ
レーム（例えば、サブフレーム３、４、７、８、又は９）は、ＤＬサブフレームに変更で
きる。これは、複数のレガシーＵＥの共通の参照信号（ＣＲＳ）に基づく測定精度への悪
影響がないことを保証する。
　・そして、（複数の）ＵＬフレキシブルサブフレームが（複数の）ＤＬサブフレームに
変更されたことに対応する新しいＵＬ／ＤＬ構成（ＵＬ／ＤＬ再構成パターン、ＵＬ／Ｄ
Ｌ再構成、又はフレーム構造種別２（ＦＳ２）の新ＵＬ／ＤＬ構成とも呼ばれる）は、図
１において示されるサポートされるＵＬ／ＤＬ構成を含む。物理下りリンク共有チャネル
（ＰＤＳＣＨ）及び物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）送信両方に対する新たな
ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）タイミング関係を規定することを避けるために、
動的な再構成によっては、新たなＵＬ／ＤＬ構成パターンは生成されない。
【００４９】
　これらの原則に基づき、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対して、３つまでのＵＬ／Ｄ
Ｌ再構成パターンが可能である。図７に示される表７００は、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ
構成それぞれに対応する可能なＵＬ／ＤＬ再構成パターンを表にしている。表７００は、
複数のレガシーＵＬ／ＤＬ構成を与える－当該複数のＵＬ／ＤＬ構成は、ブロック６０２
において、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２により、ＳＩＢ１を通して、第１のセル２０４の中
の全てのＵＥに対して指定される。各レガシーＵＬ／ＤＬ構成の下（例えば、表７００に
おける各列）には、当該特定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対応する複数の可能なＵＬ／Ｄ
Ｌ再構成パターンが示される。表７００における複数の構成の番号は、図１の表１００の
左端の列の複数の構成の番号に対応する。「Ｒ」は、将来の使用のために予約されている
ことを示す。また、表７００は、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対する特定のＵＬ／Ｄ
Ｌ再構成を規定又は知らせるための、２ビットの構成表示フィールド（ＣＩＦ）の複数の
値を与える、列７０４を含む。上記複数の原則に基づくと、表７００におけるサポートさ
れる複数のＵＬ／ＤＬ再構成パターンは、いずれも新しいＵＬ／ＤＬ構成ではない－図１
において規定される既存のサポートされる複数のＵＬ／ＤＬ構成以外のものはない。また
、サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ再構成パターンの全てが、（ＤＬ／ＵＬ間又はＵＬ／
ＤＬ間の）スイッチポイントの数が同じである複数のＵＬ／ＤＬ構成に限定されているこ
とに注意する。これにより、リリース１１又はそれ以降の複数のＵＥにより認識可能な、
最新の構成をシグナリングするための制御の負荷が軽減される。
【００５０】
　（ブロック６０２からの）現在のレガシーＵＬ／ＤＬ構成の知識により、第１のｅＮｏ
ｄｅＢ２０２は、表７００における現在のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対応するサポートさ
れる複数のＵＬ／ＤＬ再構成の中から、ＵＬ／ＤＬ再構成を選択する。第１のｅＮｏｄｅ
Ｂ２０２は、トラフィック状況の複数の要件に基づいて、複数のＵＬ／ＤＬ再構成パター
ンの中の特定の一つを決定する。現在のレガシーＵＬ／ＤＬ構成を考慮して、一度、ＵＬ
／ＤＬ再構成の特定の一つが決定されると、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、表７００から
選択されたＵＬ／ＤＬ再構成に対応するＣＩＦ値を取得する（ブロック６２２）。
【００５１】
　ブロック６２０及び６２２の視覚的実施例が図８に図示されている。図８において、Ｓ
ＩＢ１により指定されるレガシーＵＬ／ＤＬ構成は、ＵＬ／ＤＬ構成８０２として示され
る、構成１である。表７００において、ＵＬ／ＤＬ構成８０２（構成１）は、ＣＩＦ値「
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００」として定義される。表７００によると、ＵＬ／ＤＬ構成８０２（構成１）に対して
サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ再構成は：構成２、構成５、又は予備となる。従って、
第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、ＵＬ／ＤＬ構成８０２（構成１）を、ＵＬ／ＤＬ再構成８
０４（構成２）又はＵＬ／ＤＬ再構成８０６（構成５）のどちらかに、動的に再構成する
ことができる。ＵＬ／ＤＬ再構成８０４（構成２）が選択された場合、対応するＣＩＦ値
は「０１」である。ＵＬ／ＤＬ再構成８０６（構成５）が選択された場合、対応するＣＩ
Ｆ値は、「１０」である。
【００５２】
　いくつかの実施例において、ＵＬ／ＤＬ再構成のシグナリングの要件のさらなる軽減を
達成するために、ＣＩＦ値を１ビットの値（「０」または「１」）として指定してもよい
。この場合、可能な複数のＵＬ／ＤＬ再構成の数は、表７００に示されたものよりも小さ
くなる。所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成は、ＣＩＦ値「０」を有すると定義することがで
き、そして、それは、ＣＩＦ値「１」を有する、単一のサポートされるＵＬ／ＤＬ再構成
を有してもよい。例えば、２つのＵＬ／ＤＬ再構成の可能性を有するレガシーＵＬ／ＤＬ
構成８０２（構成１）に代えて、ＵＬ／ＤＬ再構成８０４（構成２）だけに制限してもよ
い。
【００５３】
　次に、ブロック６２４において、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、ブロック６２２におい
て決定されるＣＩＦ値を含む、下りリンクの制御情報（ＤＣＩ）メッセージを生成する（
ＣＩＦ値は、ＣＩＦインジケータ、ＣＩＦシグナル、又はＵＬ／ＤＬ再構成識別子とも呼
ばれる）。新しいＤＣＩフォーマットは、ＣＩＦ送信のために用いられる。一実施例にお
いて、現在のＵＬ／ＤＬ構成の下りリンクの複数のサブフレームは、それぞれ、新しいＤ
ＣＩメッセージを含む。他の実施例において、現在のＵＬ／ＤＬ構成の下りリンクの複数
のサブフレームの予め定義されたサブセットは、新しいＤＣＩメッセージを含む。この新
しいＤＩＣフォーマットをサポートするために、「ＣＩ－ＲＮＴＩ」と名付けられる、新
しい無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）の値が、新しいＤＣＩフォーマットを識別
するために定義され、そして、新しいＤＣＩフォーマットの巡回冗長検査（ＣＲＣ）の複
数のパリティビットをスクランブルするために使用される。新しいＤＣＩメッセージは、
下りリンクの（複数の）サブフレームの中のＰＤＣＣＨ領域の共通サーチ領域（ＣＳＳ）
に含まれる。代替的に、新しいＤＣＩメッセージはＵＥに特有であり、かつ下りリンクの
（複数の）サブフレームにおけるＰＤＣＣＨ領域のＵＥ固有のサーチ領域（ＵＳＳ）にお
いて送信される。ＵＥに特有の場合、ＣＲＣの複数のパリティビットは、ＵＥ固有のＲＮ
ＴＩ（Ｃ－ＲＮＴＩ）に従って、スクランブルされる。
【００５４】
　図９ａ及び９ｂは、単一の共通キャリア（ＣＣ）及び複数のＣＣシナリオそれぞれに対
する、ＣＩＦ値を含む、新しいＤＣＩフォーマットの一つの実施例を示す。図９ａにおい
て、ＵＬ／ＤＬ再構成をサポートする単一のＣＣに対するＤＣＩフォーマット９００は、
左から右端のビットまで、ＣＩＦ値フィールド９０２、予備フィールド９０４、ＣＩ－Ｒ
ＮＴＩスクランブリングＣＲＣフィールド９０６を含む。ＤＣＩフォーマット９００のデ
ータサイズは、現在の技術仕様におけるＤＣＩフォーマット１Ｃと同じである（３ＧＰＰ
　ＴＳ３６．２１２　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１０．６．０、Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）、Ｊｕｌ
ｙ　２０１２を参照）。ＣＩＦ値フィールド９０２は、サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ
再構成を識別する複数のＣＩＦ値に従って、２ビットのフィールド、１ビットのフィール
ド、又は他のビットサイズを含む。ＣＩ－ＲＮＴＩスクランブリングＣＲＣフィールド９
０６は、１６ビットのフィールドを含む。
【００５５】
　図９ｂは、左から右端のビットまで、ＵＬ／ＤＬ再構成をサポートする複数のＣＣのそ
れぞれに対するＣＩＦ値フィールド（例えば、第１のＣＣ（ＣＣ０）に関連するＣＩＦ値
フィールド９１２、第２のＣＣ（ＣＣ１）に関連するＣＩＦ値フィールド９１４、第３の
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ＣＣ（ＣＣ２）に関連するＣＩＦ値フィールド９１６、第４のＣＣ（ＣＣ３）に関連する
ＣＩＦ値フィールド９１８、第５のＣＣ（ＣＣ４）に関連するＣＩＦ値フィールド９２０
）、予備フィールド９２２、及びＣＩ－ＲＮＴＩスクランブリングＣＲＣフィールド９２
４を含む、複数のＣＣに対するＤＣＩフォーマット９１０を図示する。ＤＣＩフォーマッ
ト９１０のデータサイズは、現在の技術仕様におけるＤＣＩフォーマット１Ｃと同じであ
る（３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１０．６．０、Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｏｄｉｎｇ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１
０）、Ｊｕｌｙ　２０１２を参照）。ＣＩＦ値フィールド９１２、９１４、９１６、９１
８、９２０の各々は、サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ再構成を識別する複数のＣＩＦ値
に従って、２ビットのフィールド、１ビットのフィールド、又は他のビットサイズを含む
。ＣＩ－ＲＮＴＩスクランブリングＣＲＣフィールド９２４は、１６ビットのフィールド
を含む。
【００５６】
　図９ｃ及び９ｄは、単一のＣＣ及び複数のＣＣシナリオそれぞれに対する、ＣＩＦ値を
含む、新しいＤＣＩフォーマットの他の実施例を図示する。新しいＤＣＩフォーマットで
構成されたＤＣＩメッセージは、下りリンクの複数のサブフレームのＰＤＣＣＨ領域のＵ
Ｅ固有のサーチ領域内で送信される。図９ｃにおいて、ＵＬ／ＤＬ再構成をサポートする
単一のＣＣに対するＤＣＩフォーマット９３０は、ＣＩＦ値フィールド９３２及び従来の
ＤＣＩフォーマットフィールド９３４を含む。ＣＩＦ値フィールド９３２は、ＤＣＩフォ
ーマット１、１Ａ、２、又は２Ａなどの、リリース８、９、１０のＵＥに対して用いられ
る既存のＤＣＩフォーマットを埋め込むか、又は追加する。ＣＩＦ値フィールド９３２は
、サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ再構成を識別する複数のＣＩＦ値に従って、２ビット
のフィールド、１ビットのフィールド、又は他のビットサイズを含む。
【００５７】
　図９ｄは、ＵＬ／ＤＬ再構成をサポートする複数のＣＣそれぞれに対するＣＩＦ値フィ
ールド（例えば、第１のＣＣ（ＣＣ０）に関連するＣＩＦ値フィールド９４２、第２のＣ
Ｃ（ＣＣ１）に関連するＣＩＦ値フィールド９４４、第３のＣＣ（ＣＣ２）に関連するＣ
ＩＦ値フィールド９４６、第４のＣＣ（ＣＣ３）に関連するＣＩＦ値フィールド９４８、
第５のＣＣ（ＣＣ４）に関連するＣＩＦ値フィールド９５０）及び従来のＤＩＣフォーマ
ットフィールド９５２を含む、複数のＣＣに対するＤＣＩフォーマット９４０を図示する
。ＣＩＦ値フィールド９４２－９５０は、ＤＣＩフォーマット１、１Ａ、２、又は２Ａな
どの、リリース８／９／１０のＵＥに対して用いられる既存のＤＣＩフォーマットを埋め
込むか、又は追加する。ＣＩＦ値フィールド９４２－９５０は、それぞれ、サポートされ
る複数のＵＬ／ＤＬ再構成を識別する複数のＣＩＦ値に従って、２ビットフィールド、１
ビットフィールド、又は他のビットサイズを含む。
【００５８】
　図６ｃは、代替の実施例に従う、動的ＵＬ／ＤＬ再構成を詳述する、ブロック６０６の
複数のサブブロックを示す。サブブロック６３０において、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は
、無線フレーム内のどの（複数の）フレキシブルサブフレームを、（複数の）ＵＬサブフ
レームから（複数の）ＤＬサブフレームに、及び／又は（複数の）ＤＬサブフレームから
（複数の）ＵＬサブフレームに変更するか（又は再構成するか）決定する。この実施例に
おいて、無線フレーム構造５００に従って、フレキシブルサブフレームと指定されるレガ
シーＵＬ／ＤＬ構成の、無線フレーム内の１つ以上のサブフレーム（例えば、サブフレー
ム３、４、７、８、及び／又は９）は、動的に、ＵＬサブフレーム又はＤＬサブフレーム
に再構成される候補である。以下の設計の複数の原則は、双方向のモードにおいて、選択
された複数のフレキシブルサブフレームの、事前に定められた複数のパターンへの動的な
再構成を定義するために実施される：
　・フレキシブルサブフレームとして指定される、レガシーＵＬ／ＤＬ構成の無線フレー
ムにおける１つ以上のサブフレーム（例えば、サブフレーム３、４、７、８、又は９）は
、ＵＬからＤＬサブフレームに、又はＤＬからＵＬサブフレームに変更することができる
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。これは、複数のレガシーＵＥのＣＲＳに基づく測定精度への悪影響がないことを保証す
る。
　・ＵＬサブフレームに動的に切り替わる複数のＤＬフレキシブルサブフレームに対して
、（そのようなサブフレームのデータ領域がＵＬデータ領域に切り替わったとしても）測
定精度及びリリース８／９／１０のＵＥとの後方互換性を維持するために、当該サブフレ
ームの制御領域は、ＤＬ制御領域のまま不変である。
【００５９】
　これらの原則に基づき、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対して、３つまでのＵＬ／Ｄ
Ｌ再構成パターンが可能である。図１０に示される表１０００は、所定のレガシーＵＬ／
ＤＬ構成それぞれに対応する複数の可能なＵＬ／ＤＬ再構成パターンを列挙する。表１０
００は、表７００において規定される複数のＵＬ／ＤＬ再構成パターンを含み、かつ現在
の技術仕様の下でサポートされる７つのＵＬ／ＤＬ構成とは異なる新しいＵＬ／ＤＬ再構
成パターンを含めるために拡張されている。表１０００のレイアウトは、表７００のそれ
と同様である。
【００６０】
　表１０００は、ブロック６０２において、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２により、ＳＩＢ１
を通して、第１のセル２０４の中の複数のＵＥ全てに対して指定される、複数のレガシー
ＵＬ／ＤＬ構成を与える行１００２を含む。各レガシーＵＬ／ＤＬ構成の下には（例えば
、表１０００の各列）、その特定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対応する、複数の可能なＵ
Ｌ／ＤＬ再構成パターンが置かれる。表１０００の中の構成の複数の番号は、図１の表１
００の左端の列の中の構成の番号に対応する。「Ｒ」は、将来の使用のために予約されて
いることを示す。また、表１０００は、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対する特定のＵ
Ｌ／ＤＬ再構成を規定又は知らせるための、２ビットの複数のＣＩＦ値を与える列１００
４を含む。サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ再構成パターンの全ては、同じ数の（ＤＬ／
ＵＬ又はＵＬ／ＤＬの間の）スイッチポイントを有する複数のＵＬ／ＤＬ構成により限定
されることに注意する。これは、リリース１１以降の複数のＵＥにより認識可能な最新の
構成のシグナリングのために必要な制御の負荷を軽減する。表１０００内における「＊」
又は「＊＊」の印を付けられた複数の構成は、現在の技術仕様と比較して、新しい複数の
ＵＬ／ＤＬ構成である。図１１は、これらの新しい複数のＵＬ／ＤＬ構成の複数のフレー
ム構造を図示する。図１１において、「Ｆ」の印を付けられた複数のサブフレームは、Ｃ
ＩＦを用いて動的に複数の特殊ＵＬサブフレームに切り替えられた、複数のＤＬ（フレキ
シブル）サブフレームである。
【００６１】
　（ブロック６０２からの）現在のレガシーＵＬ／ＤＬ構成の知識により、第１のｅＮｏ
ｄｅＢ２０２は、表１０００における現在のレガシーＵＬ／ＤＬに対応するサポートされ
る複数のＵＬ／ＤＬ再構成の中から、ＵＬ／ＤＬ再構成を選択する。第１のｅＮｏｄｅＢ
２０２は、トラフィック状況の複数の要件に基づいて、複数のＵＬ／ＤＬ再構成パターン
の中の特定の１つを決定する。現在のレガシーＵＬ／ＤＬ構成を考慮して、一度、ＵＬ／
ＤＬ再構成の特定の１つが選択されると、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、選択されたＵＬ
／ＤＬ再構成に対応するＣＩＦ値を、表１０００から取得する（ブロック６３２）。
【００６２】
　いくつかの実施例において、ＵＬ／ＤＬ再構成のシグナリングの複数の要件の更なる軽
減を達成するために、ＣＩＦ値を１ビットの値（「０」又は「１」）として指定してもよ
い。この場合、所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成に対する複数の可能なＵＬ／ＤＬ再構成の
数は、表１０００に示されるものよりも小さくなる。所定のレガシーＵＬ／ＤＬ構成は、
ＣＩＦ値「０」を有すると定義することができ、そして、それはＣＩＦ値「１」を有する
単一のサポートされるＵＬ／ＤＬ再構成を有してもよい。
【００６３】
　次に、ブロック６３４で、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、ブロック６３２で決定したＣ
ＩＦ値を含むＤＣＩメッセージを生成する。新しいＤＣＩフォーマットは、ＣＩＦの送信
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のために用いられる。新しいＤＣＩメッセージは、下りリンクの複数のサブフレームの中
のＰＤＣＣＨ領域のＣＳＳ、及び／又は下りリンクの複数のサブフレームから動的に切り
替わった上りリンクの複数のサブフレームの制御領域に含まれる。一実施例において、現
在のＵＬ／ＤＬ構成の下りリンクの複数のサブフレームは、それぞれ、新しいＤＣＩメッ
セージを含む。他の実施例において、現在のＵＬ／ＤＬ構成の下りリンクの複数のサブフ
レームのうちの予め定められたサブセットは、新しいＤＣＩメッセージを含む。この新し
いＤＣＩフォーマットをサポートするために、新しいＤＣＩフォーマットを識別するため
の「ＣＩ－ＲＮＴＩ」という名前の新しいＲＮＴＩ値が規定され、そして新しいＤＣＩフ
ォーマットに対する巡回冗長検査（ＣＲＣ）の複数のパリティビットをスクランブルする
ために使用される。ＤＣＩメッセージを生成するために、表１０００において定義された
適切な複数のＣＩＦ値と共に、図９ａ－９ｄに関連して上述したものと同じ複数のＤＣＩ
フォーマットを使用することができる。
【００６４】
　図６Ｄは、いくつかの実施例に従う、ｅＮｏｄｅＢ又はＢＳによるＵＬ／ＤＬ構成の割
り当て情報の複数の送信に応答して、ＵＥにより実行される複数の動作の例示的なフロー
図６５０を示す。ブロック６５２において、ＵＥは、ＵＥに関連付けられるｅＮｏｄｅＢ
により送信されるＳＩＢ１情報を受信する。図６ａのブロック６０２に関連して上述した
ように、ＳＩＢ１は、サポートされる複数のＵＬ／ＤＬ構成の中から選択されるＵＬ／Ｄ
Ｌ構成の割り当てを指定する。これに応答して、ＵＥは、ＳＩＢ１の中で指定されるＵＬ
／ＤＬ構成に切り替え、それ以降、当該構成に従って、ｅＮｏｄｅＢと通信する（ブロッ
ク６５４）。
【００６５】
　現在指定されているＵＬ／ＤＬ構成において動作する一方で、ＵＥは、ブロック６５６
で特に指定がない限り、各受信した下りリンクのサブフレームのブラインド復号化を行う
。例えば、動的ＵＬ／ＤＬ再構成割り当てが上りリンクの（複数の）サブフレームにおい
て送信されるように構成されている場合、ＵＥは、それに応じて、可能な再構成割り当て
を検出するために、１つ以上の上りリンクのサブフレームのブラインド検出を行うように
構成されている。ブラインド復号化された情報に基づいて、特定の複数のＵＥは、動的Ｕ
Ｌ／ＤＬ再構成割り当てが指定されているか否かを検出することができる。図６ａのブロ
ック６０８に関連して上述したように、ＵＥは、ｅＮｏｄｅＢからのＵＬ／ＤＬ再構成指
定の送信を受信する。ＣＩＦ値がＵＥにより認識された場合、ＵＥはｅＮｏｄｅＢにより
再構成割り当てが指定されたか否か、及びｅＮｏｄｅＢによりどの再構成割り当てが指定
されたか、判定することができる。当該ＵＥは、リリース１１以降の複数のＵＥのような
、ＳＩＢ１以外の指定方式によりＵＬ／ＤＬ構成の複数の変更を検出可能な種類のＵＥで
あり得る。
【００６６】
　ＵＥが動的な複数の再構成を検出することが可能であり、かつ再構成の割り当てが検出
された場合（ブロック６５８のｙｅｓの分岐）、ＵＥは、指定された再構成の割り当てに
切り替え、そして、その後、下りリンクの（複数の）サブフレームで与えられる、以下の
スケジューリング又はＨＡＲＱタイミングを含む、ＵＬ／ＤＬ再構成に従って、動作を継
続する。ｅＮｏｄｅＢは、特定のＵＬ／ＤＬ構成を指定する新しいＳＩＢ１を送信するこ
ともできるため、ブロック６６０で非ＳＩＢ１指定の構成に切り替えた後、ＵＥは、ブロ
ック６６２において、そのような新しいＳＩＢ１を確認する。
【００６７】
　ＵＥが動的な複数の再構成を検出することができない場合（例えば、リリース８／９／
１０のレガシーＵＥ又は故障しているリリース１１以降のＵＥ）又は再構成が指定されな
い場合（ブロック６５８のｎｏ分岐）、新しいＳＩＢ１により指定される異なるＵＬ／Ｄ
Ｌ構成の確認がブロック６６２で行われる。そのような指定がない場合（ブロック６６２
のｎｏ分岐）、ＵＥは、ブロック６５６での下りリンクの複数のサブフレームのブライン
ド検出を続ける。そうでなければ、ＵＥにより受信される新しいＳＩＢ１は、異なるＵＬ



(19) JP 6250716 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

／ＤＬ構成を与え（ブロック６６２のｙｅｓ分岐）、そしてＵＥは、ブロック６６４で、
そのＵＬ／ＤＬ構成に切り替える。
【００６８】
　フロー図６５０は、無線通信ネットワーク内の所定のｅＮｏｄｅＢと関連付けられる各
ＵＥにより実行され得る。
【００６９】
　一方向及び双方向の動的再構成両方に対して、第１のｅＮｏｄｅＢ２０２と関連付けら
れるリリース１１以降の複数のＵＥは、ＣＩＦシグナリングにより、最新のＵＬ／ＤＬ構
成を動的に検出し、かつこれにより当該新しい構成のＨＡＲＱ－ＡＣＫタイミングに従う
。リリース８／９／１０の複数のＵＥは、ＵＬ／ＤＬ構成におけるこの変更を検出するこ
とができず、そしてＳＩＢ１により送信されたＵＬ／ＤＬ構成の割り当てに従って、動作
を続ける。第１のｅＮｏｄｅＢ２０２は、リリース８／９／１０の複数のＵＥのデータ送
信を適切にスケジュールするために動作可能であり、かつ複数のフレキシブルサブフレー
ムの一部が新しいリリースの複数のＵＥに対して動的に変更された場合であっても、対応
するＰＵＳＣＨリソース、及びＰＤＳＣＨ及びＰＵＳＣＨのＨＡＲＱ－ＡＣＫリソース（
及び３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１０１　Ｖｅｒｓｉｏｎ　１０．４．０、Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｕ
ｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　（ＵＥ）　Ｒａｄｉｏ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎ
ｄ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　１０）、Ｎｏｖｅｍｂｅｒ　２０１１にお
いて定義される、他のリリース８／９／１０の測定精度の複数の要件）がまだ有効である
ことを確認する。
【００７０】
　従って、ＬＴＥ－ＴＤＤネットワークにおいて、ＵＬ／ＤＬ構成を動的に調整するため
の符号化方式が開示される。各ｅＮｏｄｅＢは、そのｅＮｏｄｅＢにより提供される各キ
ャリア周波数に対するＳＩＢ１メッセージの中で、第１のＵＬ／ＤＬ構成の割り当てを送
信する。第１のＵＬ／ＤＬ構成は、リリース８／９／１０の複数のＵＥ及びリリース１１
以降の複数のＵＥを含む、ｅＮｏｄｅＢと関連付けられる複数のＵＥの全に対して有効な
ＵＬ／ＤＬ構成を含む。第１のＵＬ／ＤＬ構成により、現在のトラフィック負荷が不適切
に処理されているとｅＮｏｄｅＢが判断した場合、当該ｅＮｏｄｅＢは、動的に、第１の
ＵＬ／ＤＬ構成を、第２のＵＬ／ＤＬ構成に調整する（ＵＬ／ＤＬ再構成とも呼ばれる）
。第２のＵＬ／ＤＬ構成の割り当ては、ＰＤＣＣＨにマップされたＤＣＩメッセージの中
で、複数のＵＥに対して送信される。第２のＵＬ／ＤＬ構成は、リリース１１以降の複数
のＵＥにより検出され、そしてそのような複数のＵＥは、それに従って、ｅＮｏｄｅＢと
の通信を変更する。第２のＵＬ／ＤＬ構成は、リリース８／９／１０の複数のＵＥなどの
、複数のレガシーＵＥには、検出できない。複数のレガシーＵＥは、第１のＵＬ／ＤＬ構
成に従って、動作を続ける。従って、第２のＵＬ／ＤＬ構成は、複数のレガシーＵＥとの
後方互換性を維持し、制御負荷を最小化し、瞬間的なトラフィック状況の複数の要件を満
たし、かつ構成変更の待ち時間を、約１０ｍｓ、１０ｍｓ未満、又は無線フレーム期間な
ど、約６４０ｍｓの最小値から、６４０ｍｓ未満に減らすように設計される。
【００７１】
　「機械可読媒体」、「コンピュータ可読媒体」等は、１つ以上の命令のセットを記憶す
る単一の媒体又は複数の媒体（例えば、集中又は分散データベース、及び／又は関連する
複数のキャッシュ及び複数のサーバ）を含むと解釈されるべきである。また、「機械可読
媒体」という用語は、機械により実行され、かつ機械に、本開示の１つ以上の方法の何れ
かを実行させる、複数の命令のセットを記憶し、符号化し、実行すること可能な、任意の
媒体を含むと解釈されなければならない。従って、「機械可読媒体」という用語は、これ
らには限定されないが、複数の固体メモリ、光学及び磁気媒体、及び複数の搬送波信号を
含むと解釈されなければならない。
【００７２】
　明確化のため、上記の説明は、異なる複数の機能部又は複数の処理部を参照して、いく
つかの実施例を説明していることが理解されるであろう。しかしながら、本発明の複数の
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おける、適切な任意の機能の分散を用いてもよいことは明らかであろう。例えば、別個の
複数の処理部又は複数の制御部により実行されると説明される機能は、同じ処理部又は制
御部により実行されてもよい。従って、特定の複数の機能部に対する複数の参照は、厳密
な論理的又は物理的構造又は構成を示すということではなく、説明される機能を提供する
ための適切な手段に対する複数の参照としてのみ理解されるべきである。
【００７３】
　本発明は、いくつかの実施例に関連して説明されたが、これは本明細書において説明さ
れた特定の形態に限定することを意図するものではない。当業者は、説明される複数の実
施例の各種特徴を、本発明に従って、組み合わせてもよいことを認めるであろう。また、
本発明の範囲から逸脱することなく、種々の修正及び変更が当業者によりなされ得ること
が理解されるであろう。
【００７４】
　本開示の要約は、本技術的開示の性質を迅速に確認するために設けられている。それは
、特許請求の範囲又は意味を解釈又は限定するために使用されないという理解のもとに提
出されている。また、前述の詳細な説明において、本開示を合理化することを目的として
、各種特徴が単一の実施例にまとめられていることが理解できる。この開示の方法は、権
利主張される複数の実施例が各請求項に明示的に記載されるものよりも多くの特徴を必要
とするという意図を反映するものとして解釈されるべきではない。以下の複数の特許請求
項が反映するように、発明の主題は、むしろ、単一の開示された実施例の全ての特徴より
も少ないところにある。従って、以下の複数の特許請求項は、本明細書において、各特許
請求項それ自体が別個の実施例として自立すると共に、詳細な説明に組み込まれている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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