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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　拡張型干渉軽減及びトラフィック適応（ｅＩＭＴＡ）を実行するように動作可能なｅＮ
ｏｄｅＢの装置であって、当該装置が、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、ｅＩＭＴＡのために使用される無線ネットワーク一時識別
子（ＲＮＴＩ）を選択し、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む物理ダ
ウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を監視するための周期を選択し、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、前記周期内でｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩ
を含む前記ＰＤＣＣＨを監視するためのサブフレームのセットを選択するとともに、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）に対する送信のために、ｅＩＭＴＡの
ために使用される前記ＲＮＴＩ、ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記
ＰＤＣＣＨを監視するための前記周期の指示値、及びｅＩＭＴＡのために使用される前記
ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前記サブフレームのセットを符号化する
ように構成される１つ又は複数のプロセッサを備え、
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“１”のビット値は
、対応するサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤ
ＣＣＨが前記ＵＥにより監視されることになることを示し、“０”のビット値は、対応す
るサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨが
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前記ＵＥにより監視されないことになることを示す、装置。
【請求項２】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩ、ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮ
ＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前記周期、及びｅＩＭＴＡのために使用され
る前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前記サブフレームのセットを前記
ＵＥに送信するように構成されるトランシーバを更に備える、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩ、ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮ
ＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前記周期、及びｅＩＭＴＡのために使用され
る前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前記サブフレームのセットを記憶
するように構成されるメモリを更に備える、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記１つ又は複数のプロセッサが、
　第２のｅＮｏｄｅＢから受信されるとともに、前記第２のｅＮｏｄｅＢにより利用され
るＵＬ－ＤＬ構成を処理し、
　前記第２のｅＮｏｄｅＢから受信される前記ＵＬ－ＤＬ構成に基づいて、ｅＩＭＴＡの
ためのＵＬ－ＤＬ構成を選択するように更に構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが、システム情報ブロック１（ＳＩＢ１）内のＵＬ－ＤＬ構成に
より示されるダウンリンクサブフレームを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記ＳＩＢ１内の前記ＵＬ－ＤＬ構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが
、時分割複信（ＴＤＤ）のためのものである、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記周期が、１０ミリ秒（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、又は８０ｍｓのうちの１つである
、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　拡張型干渉軽減及びトラフィック適応（ｅＩＭＴＡ）を実行するように動作可能なユー
ザ機器（ＵＥ）の装置であって、当該装置が、
　前記ＵＥにおいて、ｅＮｏｄｅＢから受信されるとともに、
　　ｅＩＭＴＡのために使用される無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）、
　　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）を監視するための周期、及び
　　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための
サブフレームのセット
を含むｅＩＭＴＡ構成を処理し、
　前記ＵＥにおいて、前記ｅＩＭＴＡ構成で示される前記サブフレームのセット内のｅＩ
ＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するように構成され
る１つ又は複数のプロセッサを備え、
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“１”のビット値は
、対応するサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤ
ＣＣＨが前記ＵＥにより監視されることになることを示し、“０”のビット値は、対応す
るサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨが
前記ＵＥにより監視されないことになることを示す、装置。
【請求項９】
　前記ｅＮｏｄｅＢからの前記ｅＩＭＴＡ構成を受信するように構成されるトランシーバ
を更に備える、請求項８に記載の装置。
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【請求項１０】
　前記ｅＮｏｄｅＢからの前記ｅＩＭＴＡ構成を記憶するように構成されるメモリを更に
備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが、システム情報ブロック１（ＳＩＢ１）内のＵＬ－ＤＬ構成に
より示されるダウンリンクサブフレームを含むとともに、前記ＳＩＢ１内の前記ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが、時分割複信（ＴＤＤ）のための
ものである、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記周期が、１０ミリ秒（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、又は８０ｍｓのうちの１つである
、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ＵＥが、アンテナ、表示画面、スピーカ、マイクロホン、グラフィックプロセッサ
、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモリポートのうちの少なく
とも１つを含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１４】
　ｅＮｏｄｅＢにおいて拡張型干渉軽減及びトラフィック適応（ｅＩＭＴＡ）を実行する
ための命令を有する少なくとも１つのコンピュータプログラムであって、前記命令が、前
記ｅＮｏｄｅＢにおける１つ又は複数のプロセッサにより実行される場合に、下記の、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、ｅＩＭＴＡのために使用される無線ネットワーク一時識別
子（ＲＮＴＩ）を選択するステップと、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む物理ダ
ウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を監視するための周期を選択するステップと、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、前記周期内でｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩ
を含む前記ＰＤＣＣＨを監視するためのサブフレームのセットを選択するステップと、
　前記ｅＮｏｄｅＢにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）に対する送信のために、ｅＩＭＴＡの
ために使用される前記ＲＮＴＩ、ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記
ＰＤＣＣＨを監視するための前記周期の指示値、及びｅＩＭＴＡのために使用される前記
ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前記サブフレームのセットを符号化する
ステップとを実行し、
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“１”のビット値は
、対応するサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤ
ＣＣＨが前記ＵＥにより監視されることになることを示し、“０”のビット値は、対応す
るサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨが
前記ＵＥにより監視されないことになることを示す、少なくとも１つのコンピュータプロ
グラム。
【請求項１５】
　実行される場合に、下記の、
　第２のｅＮｏｄｅＢから受信されるとともに、前記第２のｅＮｏｄｅＢにより利用され
るＵＬ－ＤＬ構成を処理するステップと、
　前記第２のｅＮｏｄｅＢから受信される前記ＵＬ－ＤＬ構成に基づいて、ｅＩＭＴＡの
ためのＵＬ－ＤＬ構成を選択するステップとを実行する命令を更に含む、請求項１４に記
載の少なくとも１つのコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが、システム情報ブロック１（ＳＩＢ１）内のＵＬ－ＤＬ構成に
より示されるダウンリンクサブフレームを含むとともに、前記ＳＩＢ１内の前記ＵＬ－Ｄ
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Ｌ構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが、時分割複信（ＴＤＤ）のための
ものである、請求項１４に記載の少なくとも１つのコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記周期が、１０ミリ秒（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、又は８０ｍｓのうちの１つである
、請求項１４に記載の少なくとも１つのコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　ユーザ機器（ＵＥ）において拡張型干渉軽減及びトラフィック適応（ｅＩＭＴＡ）を実
行するための命令を有する少なくとも１つのコンピュータプログラムであって、前記命令
が、前記ＵＥにおける１つ又は複数のプロセッサにより実行される場合に、下記の、
　前記ＵＥにおいて、ｅＮｏｄｅＢから受信されるとともに、
　　ｅＩＭＴＡのために使用される無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）、
　　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）を監視するための周期、及び
　　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための
サブフレームのセット
を含むｅＩＭＴＡ構成を処理するステップと、
　前記ＵＥにおいて、前記ｅＩＭＴＡ構成で示される前記サブフレームのセット内のｅＩ
ＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するステップとを実
行し、
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが定義された数のビットを使用して表され、“１”のビット値は
、対応するサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤ
ＣＣＨが前記ＵＥにより監視されることになることを示し、“０”のビット値は、対応す
るサブフレーム上のｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨが
前記ＵＥにより監視されないことになることを示す、少なくとも１つのコンピュータプロ
グラム。
【請求項１９】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記サブフレームのセットが、システム情報ブロック１（ＳＩＢ１）内のＵＬ－ＤＬ構成に
より示されるダウンリンクサブフレームを含むとともに、
　前記ＳＩＢ１内の前記ＵＬ－ＤＬ構成により示される前記ダウンリンクサブフレームが
、時分割複信（ＴＤＤ）のためのものである、請求項１８に記載の少なくとも１つのコン
ピュータプログラム。
【請求項２０】
　ｅＩＭＴＡのために使用される前記ＲＮＴＩを含む前記ＰＤＣＣＨを監視するための前
記周期が、１０ミリ秒（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、又は８０ｍｓのうちの１つである
、請求項１８に記載の少なくとも１つのコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　請求項１４から請求項２０のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記憶した
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
「関連出願」
　本願は、２０１３年６月２８日に出願され、事件整理番号Ｐ５７４６０Ｚを有する米国
仮特許出願第６１／８４１，２３０号に対する優先権を主張するとともに、全ての目的の
ために、その全体の明細書は、その全体の参照によってここに組み込まれている。本願は
、同様に、２０１４年３月２６日に出願され、事件整理番号Ｐ６３５８７を有する米国特
許本出願第１４／２２６，２６４号に対する優先権を主張するとともに、全ての目的のた
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めに、その全体の明細書は、その全体の参照によってここに組み込まれている。
【０００２】
　無線移動体通信技術は、ノード（例えば、伝送ステーション又はトランシーバノード）
と無線装置（例えば、移動機）との間でデータを送信するために、様々な標準、及びプロ
トコルを使用する。いくつかの無線装置は、ダウンリンク（ＤＬ）伝送では直交周波数分
割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を使用し、そしてアップリンク（ＵＬ）伝送では単一搬送波周
波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用して通信する。信号伝送のために直交周波数
分割多重方式（ＯＦＤＭ）を使用する標準及びプロトコルは、第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、一般にＷｉＭＡＸ
（Worldwide　interoperability　for　Microwave　Access：ワールドワイド・インター
オペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス）として業界団体に知られている
米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１６標準（例えば、８０２．１６ｅ、８０２．１
６ｍ）、及び一般にＷｉＦｉとして業界団体に知られているＩＥＥＥ８０２．１１標準を
含む。
【０００３】
　３ＧＰＰの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ＬＴＥシステムにおいて、ノードは、
進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）のＮｏｄｅＢ（同
様に、進化型ＮｏｄｅＢ、拡張型ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢとして一般に表示さ
れる）と、ユーザ装置（ＵＥ）として知られている無線装置と通信する無線ネットワーク
制御装置（ＲＮＣ）との組み合わせであり得る。ダウンリンク（ＤＬ）伝送は、ノード（
例えば、ｅＮｏｄｅＢ）から無線装置（例えば、ＵＥ）までの通信であり得るとともに、
アップリンク（ＵＬ）伝送は、無線装置からノードまでの通信であり得る。
【０００４】
　同種ネットワークにおいて、同様にマクロノードと呼ばれるノードは、セル内の無線装
置に、基本的な無線カバレージ（wireless　coverage）を提供することができる。セルは
、無線装置がマクロノードと通信するように動作可能である領域であり得る。異種ネット
ワーク（ＨｅｔＮｅｔ）は、無線装置の増加した使用及び機能に起因してマクロノード上
で増加したトラフィック負荷を扱うために使用されることができる。ＨｅｔＮｅｔは、マ
クロノードのカバレージエリア（coverage　area）（セル）内に、あまりよく計画されな
い方法又は本当に完全に統合されない方法で配置され得る、より低出力のノード（スモー
ル－ｅＮＢ、マイクロ－ｅＮＢ、ピコ－ｅＮＢ、フェムト－ｅＮＢ、又はホームｅＮＢ［
ＨｅＮＢ］）のレイヤにより覆われる、計画された高出力マクロノード（又は、マクロ－
ｅＮＢ）のレイヤを含むことができる。より低出力のノード（ＬＰＮ）は、一般に、“低
出力ノード”、スモールノード、又はスモールセルと呼ばれることができる。
【０００５】
　マクロノードは、基本的なカバレージ（coverage）のために使用されることができる。
低出力ノードは、ホット－ゾーン（hot-zone）又はマクロノードのカバレージエリア間の
境界における収容能力を改善するように、そして建造物が信号伝送を妨げる室内のカバレ
ージを改善するように、カバレージホール（coverage　hole）を埋めるために使用される
ことができる。セル間干渉調整方法（inter-cell　interference　coordination：ＩＣＩ
Ｃ）又は拡張型ＩＣＩＣ（ｅＩＣＩＣ）は、ＨｅｔＮｅｔにおけるマクロノード及び低出
力ノードのようなノードの間の干渉を減少させるためのリソース調整方法のために使用さ
れ得る。
【０００６】
　同種ネットワーク又はＨｅｔＮｅｔは、ＤＬ伝送又はＵＬ伝送に対して時分割複信（Ｔ
ＤＤ）を使用することができる。時分割複信（ＴＤＤ）は、時分割多重化（ＴＤＭ）の個
々のダウンリンク信号及びアップリンク信号への応用である。ＴＤＤにおいて、ダウンリ
ンク信号及びアップリンク信号は、ダウンリンク信号がアップリンク信号と異なる時間区
間（time　interval）を使用する同じ搬送波周波数で伝送され、したがって、ダウンリン
ク信号及びアップリンク信号は、相互に対して干渉を生成しない。ＴＤＭは、１つの通信
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チャネルにおいて、ダウンリンク又はアップリンクのような２つ以上のビットストリーム
又は信号が、一見したところサブチャネルとして同時に転送されるが、しかし異なるリソ
ース上で物理的に送信されるデジタル多重化の一種である。
【０００７】
　本開示の特徴及び利点は、一例として本開示の特徴を一緒に例示する添付図面と共に確
認されるあとに続く詳細な説明から明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一例による時分割複信（ＴＤＤ）システムにおける動的なアップリンク－ダウン
リンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成の利用法の図を例示する。
【図２Ａ】一例による様々なトラフィック適応タイムスケールを有する時分割複信（ＴＤ
Ｄ）システムを例示する。
【図２Ｂ】一例による様々なトラフィック適応タイムスケールを有する時分割複信（ＴＤ
Ｄ）システムを例示する。
【図２Ｃ】一例による様々なトラフィック適応タイムスケールを有する時分割複信（ＴＤ
Ｄ）システムを例示する。
【図３】一例による非整列のＵＬ－ＤＬ再構成切換点に起因するアップリンク－ダウンリ
ンク（ＵＬ－ＤＬ）干渉を例示する。
【図４】一例によるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットＸの周期性とサブフレ
ームオフセット構成のテーブルである。
【図５Ａ】一例によるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットＸ構成の抽象構文表
記法（ＡＳＮ）コード例を例示する。
【図５Ｂ】一例によるダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）構成インデックスのフィールド記
述のテーブルである。
【図６】一例による低出力ノードを有する異種ネットワークにおける協調マルチポイント
（ＣｏＭＰ）システムの構成図を例示する。
【図７Ａ】一例による協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シナリオ４におけるダウンリンク
制御情報（ＤＣＩ）フォーマットＸ伝送を例示する。
【図７Ｂ】一例による協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シナリオ４におけるダウンリンク
制御情報（ＤＣＩ）フォーマットＸ伝送のためのＤＣＩフォーマットＸサブフレームを備
えた無線フレームを例示する。
【図８】一例による協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シナリオ４におけるダウンリンク制
御情報（ＤＣＩ）フォーマットＸ伝送のための繰り返される伝送パターンを有するＤＣＩ
フォーマットＸサブフレームを備えた無線フレームを例示する。
【図９】一例による異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）において時分割複信（ＴＤＤ）ア
ップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成を実行するように動作可能な進化型Ｎｏ
ｄｅＢ（ｅＮＢ）のコンピュータ回路の機能を描写する。
【図１０】一例による異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）において時分割複信（ＴＤＤ）
アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成を実施するように動作可能なユーザ装
置（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能を描写する。
【図１１】一例による異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）において時分割複信（ＴＤＤ）
アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成を実行するための方法のフローチャー
トを描写する。
【図１２】一例による無線装置（例えば、ＵＥ）の図を例示する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　例示された代表的な実施例をここで参照するとともに、ここでは、同じことについて説
明するために、特定の言語が使用されることになる。本発明の範囲の限定がそれにより意
図されないということが、それでもなお理解されるであろう。
【００１０】
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　本発明が開示されて、説明される前に、この発明は、ここで開示される、特定の構造、
処理ステップ、又は、材料に限定されないが、しかし、関連した技術の当業者により識別
されるように、その等価物にまで拡張される、ということが理解されるべきである。ここ
で使用される用語は、特定の実例を説明するためのみに使用され、そして限定することを
意図していない、ということが同様に理解されるべきである。異なる図面における同じ参
照符号は、同じ構成要素を表す。フローチャート及び処理において提供される数字は、ス
テップ及び動作を例示する際に明瞭にするために提供され、特定の順序又はシーケンスを
必ずしも示すとは限らない。
【００１１】
「実例の実施例」
　技術の実施例の最初の概観が下記で提供され、それから、具体的な技術の実施例があと
で更に詳細に説明される。この最初の要約は、読み手が更に迅速に技術を理解するのを援
助することを意図しているが、しかし、技術の重要な特色又は本質的な特徴を特定するこ
とを意図していないとともに、権利請求された主題の範囲を限定することを意図していな
い。
【００１２】
　異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）のための動的な時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク
－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成スキームがここで説明される。セルクラスタ内の複
数の進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）は、Ｘ２インタフェースを介して、ｅＮＢ間でメッセー
ジを交換し得る。セルクラスタ内のｅＮＢは、選択された範囲内のバックホール待ち時間
を有し得る。ｅＮＢ間のメッセージは、ｅＮＢと関連付けられたクラスタメトリクスを含
むことができ、ここで、クラスタメトリクスは、セルクラスタ内でｅＮＢにより使用され
るＵＬ－ＤＬ構成、各ｅＮＢにより必要とされるＤＬ－ＵＬリソース、及び／又は、ＵＬ
伝送方向及びＤＬ伝送方向におけるバッファサイズ、そしてパケット遅延を含み得る。セ
ルクラスタ内のｅＮＢは、クラスタメトリクスを使用して、セルクラスタ内の複数のｅＮ
Ｂに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを選択し得る。すなわち、ｅＮＢは、セ
ルクラスタ内の複数のセルに対して、分散された方法で、統一されたＵＬ－ＤＬ構成を取
り決めるために、ｅＮＢ間メッセージ、及びｅＮＢ間メッセージ内のクラスタメトリクス
を使用し得る。
【００１３】
　ｅＮＢは、セルクラスタ内に位置する少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）にＴＤＤ　
ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送信し得る。ｅＮＢは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）
フォーマット（すなわち、ここではＤＣＩフォーマットＸと呼ばれる）を使用してＴＤＤ
　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送信することができ、ここで、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成
インデックスは、ＵＥ固有のプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）における物理ダウンリンク制
御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の共通サーチスペース（ＣＳＳ）で送信される。さらに、ｅＮ
Ｂは、Ｕｕインタフェースを通して、ビットマップ技術のうちの１つを使用して、又はＤ
ＣＩフォーマットＸの周期性及びサブフレームオフセット構成に従って、再構成ＤＣＩ監
視サブフレームをＵＥに通知し得る。その結果、ＵＬ－ＤＬ再構成により構成されたＵＥ
は、デューティサイクルごとに、構成されたＤＬサブフレームの更に小さなサブセットに
おけるＤＣＩフォーマットＸを監視することができ、それにより、ＵＥにおける電力消費
の有意の削減を提供する。さらに、瞬間的なＵＬ／ＤＬ比率が各ＴＰのセル内で相関して
いない場合に、ＣｏＭＰシナリオ４における各個々の送信ポイント（Transmission　Poin
t：ＴＰ）に対して異なるＵＬ／ＤＬ構成をサポートすることが必要とされ得る。したが
って、ＣｏＭＰシナリオ４における複数のＴＰに対するＤＣＩフォーマットＸの監視サブ
フレームは、使用中の独立したＵＬ／ＤＬ構成を示すために、異なるサブフレームに時分
割多重され得る。
【００１４】
　異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）配置は、従来の同種ネットワークと比べると、セル
ラカバレージ及び収容能力を増大させる効率的な手段を提供することができるとともに、
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他の可能な構造上の組み合わせの間で、異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）、送信－受信
技術、及び基地局（ＢＳ）又はノード伝送出力の共存を必要とし得る。ＲＡＴは、ＬＴＥ
若しくはＩＥＥＥ８０２．１６のような使用されている標準、又は、ＬＴＥバージョン１
１、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　Ｖ１１．０．０、ＩＥＥＥ８０２．１６ｎ、若しくはＩＥＥＥ８
０２．１６ｐのような標準のバージョン（version：変形）を含むことができる。一例に
おいて、無線アクセス技術（ＲＡＴ）の標準は、ＬＴＥリリース８、９、１０、１１、又
は次のリリースを含むことができる。送信－受信技術は、ダウンリンク（ＤＬ）協調マル
チポイント（ＣｏＭＰ）送信、拡張型セル間干渉調整方法（ｅＩＣＩＣ）、及びその組み
合わせのような様々な伝送技術を含むことができる。ノード伝送出力は、図１において例
示されたように、マクロセルにおけるマクロノード（例えば、マクロ進化型ＮｏｄｅＢ（
ｅＮＢ））及びそれぞれのスモールセルにおける複数の低出力ノード（ＬＰＮ又はスモー
ルｅＮＢ）のようなノードタイプにより生成された出力のことを指すことができる。
【００１５】
　ＬＴＥ　ＴＤＤシステムは、基地局（ｅＮＢ）及び／又は移動端末（ＵＥ）の間の強い
ＤＬ－ＵＬセル間干渉を回避するために、同期的に動作し得る。同期的な動作は、ネット
ワークエリアにおける全てのセルが同じＵＬ－ＤＬ構成を使用することを意味することが
でき、ここで、ＵＬ－ＤＬ構成はフレーム構成を表し得るとともに、ＤＬ及びＵＬのリソ
ースの量を定義することができ、そして無線フレームにおける排他的なＵＬ／ＤＬ比率と
関連付けられる。さらに、フレーム伝送境界は、時間において整列され得る。
【００１６】
　同期的な動作は干渉軽減の視点から効果的であるかもしれないが、同期的な動作は、ト
ラフィック適応に関して最適ではないかもしれないとともに、スモールセルにおける知覚
されるパケットスループットを著しく悪化させ得る。さらに、標準的なマクロセルエリア
に分散された多くの低出力ノードを有するＨｅｔＮｅｔ配置において同じフレーム構成を
使用することは、ユーザエクスペリエンス（user　experience）の視点から非能率的であ
り得る。ＨｅｔＮｅｔ配置におけるトラフィックは、時間ドメイン又はセルドメインにお
いて著しく変化し得る。所定の時間インスタンスにおいて、セルの特定のセットは、１つ
の伝送方向（すなわち、ＤＬ又はＵＬのいずれか）に支配的なトラフィックを有し得ると
ともに、したがって、追加のスペクトルリソースが支配的なトラフィックの方向において
必要とされる。ＨｅｔＮｅｔ配置において、ｅＮＢの間の分離性のレベルは、エンドユー
ザに対するスモールセルの接近のせいでマクロセル環境と比べるとより高いかもしれない
。その結果、ｅＮＢの比較的大きな部分が、分離されたセルと考えられ得る。これらの分
離されたセルは、瞬間的なトラフィック状態に適応するために、ＵＬ－ＤＬ構成を変更し
得る。一方、相互に比較的近くに位置するスモールセルは、ｅＮＢリンクによる強い結合
を経験し得る。強い結合は、近隣のセルのＵＬ受信に干渉を引き起こす１つのセルにおけ
るＤＬ伝送をもたらし得る。
【００１７】
　セル－クラスタリングは、スモールセルにおけるＤＬ－ＵＬ干渉軽減を解決することに
対する効果的な解決法であり得る。セルクラスタリングにおいて、連結されたセルのセッ
トは、セルクラスタに統合され得るとともに、ジョイントトラフィック適応（joint　tra
ffic　adaptation）がスモールセルの間で実行され得る。全てのセルからのトラフィック
状態に関する情報がｅＮＢスケジューラに利用可能であるように、連結されたセルが同じ
ｅＮＢによりサーブされる場合に、セルクラスタリングは効率的であり得る。ｅＮＢスケ
ジューラは、比較的速いタイムスケールで最適なフレーム構成を判定し得る。しかしなが
ら、連結されたスモールセルは、同じｅＮＢにより制御されないかもしれない。連結され
たスモールセルが同じｅＮＢにより制御されない場合に、連結されたスモールセルに対し
て中央集権化された解決法が利用不可能であるかもしれないので、セルの間でスケジュー
リングの決定を統合することは難しくなるかもしれない。３ＧＰＰテクニカルレポート（
ＴＲ）ＴＲ３６．９３２において更に詳細に論じられるように、もし適応タイムスケール
（例えば、１０ミリセカンド（ｍｓ）のＵＬ－ＤＬ再構成期間）がバックホール待ち時間
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（例えば、４０ｍｓ～１６０ｍｓ）より小さいならば、同じＵＬ－ＤＬ構成を選択するこ
とにより、動的なトラフィック適応が実行され得る。この場合、動的なＵＬ－ＤＬ再構成
は、近隣のセルにおける反対の伝送方向を有するサブフレームにおいて、強いＤＬ－ＵＬ
干渉を引き起こし得る。
【００１８】
　バックホール待ち時間は、連結されたｅＮＢの間のフレーム構成に関する意思決定を複
雑にし得る。もしセルの間の調整がないならば、バックホール待ち時間は、同様に、ＤＬ
－ＵＬ干渉の制御を複雑にし得る。連結されたセルが１０ｍｓのトラフィック適応タイム
スケールを越えるバックホール待ち時間によって接続される場合に、ＤＬ－ＵＬ干渉の緩
和問題は、トラフィック適応を禁止することにより解決されるかもしれないが、そのよう
なアプローチは、トラフィック適応の視点から非能率的であり得る。ここでより詳細に説
明されたように、ＵＬ－ＤＬ再構成タイムスケールは、バックホール待ち時間の特性に合
わせられ得る。この場合、セル－クラスタリングは、より低いタイムスケールで適用され
る可能性があるとともに、ネットワークは、セルのうちの１つがＤＬ－ＵＬ干渉に関して
加害者になる状況を回避する可能性があり、それにより、ＵＬの性能経験に劣化を引き起
こす。
【００１９】
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）、ページング、無線リソース制御（ＲＲＣ）、メディ
アアクセス制御（ＭＡＣ）シグナリング、Ｌ１シグナリング、及び異なるトラフィック適
応タイムスケールの特性を含む多くのシグナリングオプションが、拡張型干渉軽減＆トラ
フィック適応（enhanced　Interference　Mitigation　&　Traffic　Adaptation：ｅＩＭ
ＴＡ）に関して論じられた。ＵＬ／ＤＬ再構成のシグナリングは、より低い制御オーバヘ
ッドに起因して、ここでは（ｅ）ＰＤＣＣＨと呼ばれる、ＵＥグループに共通の拡張物理
ダウンリンク制御チャンネル（ｅＰＤＣＣＨ）又は物理ダウンリンク制御チャンネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）により、再構成の明示的なＬ１シグナリングを使用し得る。ＵＥグループに共
通の（ｅ）ＰＤＣＣＨ（UE-group-common　(e)PDCCH）は、制御情報のためにＵＥのグル
ープにより一般に監視される、拡張制御チャネル要素（enhanced　Control　Channel　El
ement：ｅＣＣＥ）又は制御チャネル要素（ＣＣＥ）のことを指し得る。（ｅ）ＰＤＣＣ
Ｈが使用される場合に、ＵＥグループに共通の（ｅ）ＰＤＣＣＨによるダウンリンク制御
情報（ＤＣＩ）キャリアは、ここでは共通のＤＣＩと呼ばれ得る。
【００２０】
　しかしながら、ＵＥグループに共通の（ｅ）ＰＤＣＣＨにより再構成の明示的なＬ１シ
グナリングを使用することは、いくつかの潜在的な問題をもたらす。ＵＥが共通のＤＣＩ
の存在を知らず、そして共通のＤＣＩのサイズが現存するＤＣＩと比較して異なる場合に
、ＵＥグループに共通の（ｅ）ＰＤＣＣＨ上で行われる追加の盲目的な検出の試みに起因
して、より高い電力消費が予想され得る。ＵＥ側における電力消費をより最適化するため
、そしてセルそれ自身の瞬間的なセル固有のトラフィックに従って共通のＤＣＩ伝送サブ
フレームを通してＵＬ／ＤＬ構成を弾力的に構成するネットワーク能力を改善するためな
どに、いくつかのメカニズムが開発されることが必要とされ得る。
【００２１】
　さらに、明示的なＬ１シグナリングを使用することは、協調マルチポイント（ＣｏＭＰ
）シナリオ４をサポートしないかもしれない。ＣｏＭＰシナリオ４において、マクロポイ
ントのカバレージエリア内の全ての送信ポイント（例えば、マクロノード、ピコノード、
リモート無線ヘッド、及び低出力ノード）は、同じ物理的なセル識別子（セル－ＩＤ）を
共有し得る。異なるＴＰカバレージでは瞬間的なトラフィック状態が異なるかもしれない
ので、スループット性能を最大限にするために、異なる地理的位置における通信ポイント
（ＴＰ）に対する独立したＵＬ／ＤＬ構成をサポートすることは、望ましいかもしれない
。
【００２２】
　デューティサイクル及びサブフレームオフセットの設定可能で同期化された構成を有す
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る動的なＵＬ－ＤＬ再構成がここで説明される。ＵＬ－ＤＬ再構成は、異なるバックホー
ル特性を有する様々な実用的なシナリオで使用され得る。さらに、ＵＬ－ＤＬ再構成は、
ＵＥにおける電力消費レベルを削減し得るとともに、ＣｏＭＰシナリオ４における異なる
ＲＲＨに対する独立したＵＬ／ＤＬ再構成を可能にし得る。したがって、提案されたＵＬ
－ＤＬ再構成スキームは、電力効率の良いＵＬ／ＤＬ再構成指示、及び動的なＴＤＤ　Ｕ
Ｌ／ＤＬ再構成のためのＣｏＭＰシナリオ４サポートを達成する。
【００２３】
　図１は、時分割複信（ＴＤＤ）を使用した異なるノード伝送出力を有する層状のＨｅｔ
Ｎｅｔ配置を例示する。ここで使用されるように、セルは、ノード又はノードのカバレー
ジエリアのことを指す。低出力ノード（ＬＰＮ）は、スモールｅＮＢ、マイクロｅＮＢ、
ピコノード、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、リモート無線ヘ
ッド（remote　radio　head：ＲＲＨ）、リモート無線装置（remote　radio　equipment
：ＲＲＥ）、又はリモート無線ユニット（remote　radio　unit：ＲＲＵ）を含むことが
できる、スモールノードのことを指し得る。ここで使用されるように、実例において、マ
クロノードとＬＰＮ又はスモールノードとを区別するとともに、マクロセルとスモールセ
ルとを区別するのを支援するために、用語“スモールノード”は、用語“ピコノード（又
は、ピコｅＮＢ）”と互換的に使用され得るとともに、用語“スモールセル”は、用語“
ピコセル”と互換的に使用され得る。マクロノードは、Ｘ２インタフェース又は光ファイ
バ接続を使用して、バックホールリンクを通して各ＬＰＮに接続されることができる。
【００２４】
　マクロノードは、マクロセルをカバーするために、高出力レベル、例えば約５ワット（
Ｗ）から４０Ｗで送信することができる。ＨｅｔＮｅｔは、約１００ミリワット（ｍＷ）
から２Ｗのような実質的に低い電力レベルで送信し得る低出力ノード（ＬＰＮ）により覆
われることができる。一例において、マクロノードの利用可能な送信電力は、低出力ノー
ドの利用可能な送信電力の少なくとも１０倍であり得る。ＬＰＮは、高い無線トラヒック
負荷又は活発に送信する多量の無線装置（例えば、ユーザ装置（ＵＥ））を有する領域の
ことを指している、ホットスポット又はホット－ゾーンにおいて使用されることができる
。ＬＰＮは、マイクロセル、ピコセル、フェムトセル、及び／又はホームネットワークに
おいて使用されることができる。フェムト＿セル０は、無線装置（例えば、ＵＥ）による
ダウンリンクトラフィックの頻繁な使用を例示するとともに、フェムト＿セル１は、無線
装置によるアップリンクトラフィックの頻繁な使用を例示する。
【００２５】
　異なるセルにおけるトラフィック状態に応じた適応的なＵＬ－ＤＬ構成を可能にするこ
とは、いくつかの実例において、システム性能を著しく改善することができる。図１は、
異なるＵＬ－ＤＬ構成が異なるセルで検討されることができる実例を例示する。ネットワ
ーク（例えば、ＨｅｔＮｅｔ又は同種ネットワーク）は、単一のオペレータ又は異なるオ
ペレータにより同じ帯域内に配置されるとともに、同じか又は異なるアップリンク－ダウ
ンリンク（ＵＬ－ＤＬ）構成のいずれかを使用する同じ搬送波又は異なる搬送波を含むこ
とができる。可能であれば、干渉は、隣接チャネル干渉（異なる搬送波周波数が使用され
る場合）の他に、リモートノードツーノード（node-to-node）干渉（又は、ＢＳツーＢＳ
（BS-to-BS）干渉若しくはｅＮＢツーｅＮＢ（eNB-to-eNB）干渉）のような同一チャネル
干渉（同じ搬送波周波数が使用される場合）を含み得る。
【００２６】
　レガシーＬＴＥ　ＴＤＤ（Legacy　LTE　TDD）は、７つの異なる半静的に構成されたア
ップリンク－ダウンリンク構成を提供することにより、非対称的なＵＬ－ＤＬ割り当てを
サポートすることができる。テーブル１は、ＬＴＥにおいて使用される７つのＵＬ－ＤＬ
構成を例示し、ここで、“Ｄ”はダウン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とともに、“Ｕ”はアップリンクサブフレームを表す。一例において
、スペシャルサブフレームは、“打ち切られた”ダウンリンクサブフレームとして機能す
ることができるか、又は“打ち切られた”ダウンリンクサブフレームとして扱われること
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ができる。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　テーブル１により例示されたように、ＵＬ－ＤＬ構成０は、サブフレーム２、３、４、
７、８、及び９における６つのアップリンクサブフレームと、サブフレーム０、１、５、
及び６における４つのダウンリンク及びスペシャルサブフレームを含むことができ、そし
てＵＬ－ＤＬ構成５は、サブフレーム２における１つのアップリンクサブフレームと、サ
ブフレーム０、１、及び３～９における９つのダウンリンク及びスペシャルサブフレーム
を含むことができる。
【００２９】
　いくつかの実例における内在する要求として、ネットワークの全てのセルは、干渉を回
避するために、同期的にＵＬ－ＤＬ（ＴＤＤ）構成を変更する。しかしながら、そのよう
な要求は、ネットワークの異なるセルにおけるトラフィック管理能力を抑制し得る。テー
ブル１において示されたように、レガシーＬＴＥ　ＴＤＤセットの構成は、４０％と９０
％との間の範囲においてＤＬサブフレーム割り当てを提供することができる。無線フレー
ムの中のＵＬ及びＤＬサブフレーム割り当ては、システム情報一斉送信シグナリング（例
えば、システム情報ブロック［ＳＩＢ］）を通して再構成されることができる。したがっ
て、１度構成されたＵＬ－ＤＬ割り当ては、半静的に変更されることが予測され得る。
【００３０】
　あらかじめ設定されたか又は半静的に構成されたＵＬ－ＤＬ構成は瞬間的なトラフィッ
ク状況に適合しないかもしれず、それは、特に多量のデータをダウンロードするか又はア
ップロードする少しのユーザを有するセルにおいて、非能率的なリソース活用をもたらし
得る。適応的なＵＬ－ＤＬ構成は、セル依存のトラフィックの不釣合いに対処し、そして
瞬間的なトラフィック状況に適合するために使用されることができるが、しかし、もし考
慮されないならば、異なるタイプの干渉を生成し得る。異なるセルにおいて異なるＵＬ－
ＤＬ構成を有するそのような時分割ＬＴＥ（ＴＤ－ＬＴＥ）配置に関して、非対称的なＵ
Ｌ－ＤＬ構成に起因する新しいタイプの干渉は、ノードツーノード（又は、ＢＳツーＢＳ
）干渉及びＵＥツーＵＥ（UE-to-UE）干渉を含むことができ、それは、ここで説明された
様々なメカニズムを使用して緩和されることができる。セル間ＵＬ－ＤＬ（ノードツーノ
ード）干渉の影響は、異なるセルにおけるＵＬ－ＤＬ構成の適応性から獲得された利益を
著しく減少させ得る。
【００３１】
　ここで説明されたように、動的なアップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成ス
キームは、設定可能で同期化されたデューティサイクルを含むことができ、したがって、
動的なＵＬ－ＤＬ再構成は、異なるバックホール特性を有する様々な実用的なシナリオで
使用され得る。
【００３２】
　図２Ａ～図２Ｃは、様々なトラフィック適応タイムスケールを有する代表的な時分割複
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信（ＴＤＤ）システムを例示する。図２Ａは、１０ミリセカンド（ｍｓ）の適応タイムス
ケールを有する分離されたセルを例示する。図２Ａは、ＵＥとｅＮＢとの間のサービング
リンクによるダウンリンク又はアップリンク（ＤＬ／ＵＬ）信号伝送を例示する。図２Ｂ
は、４０ｍｓのトラフィック適応タイムスケールを有する分離されたセルクラスタを例示
する。図２Ｂは、第１のｅＮＢと第２のｅＮＢとの間の低い経路損失を有するｅＮＢ－ｅ
ＮＢ伝搬リンクを例示する。さらに、図２Ｂは、ＵＥとｅＮＢとの間のＤＬ又はＵＬセル
間干渉を例示する。図２Ｃは、８０ｍｓのトラフィック適応タイムスケールを有する分離
されたセルクラスタを例示する。図２Ｃは、第１のｅＮＢと第２のｅＮＢとの間の低い経
路損失を有するｅＮＢ－ｅＮＢ伝搬リンクを例示する。さらに、図２Ｃは、ＵＥとｅＮＢ
との間のＤＬ又はＵＬセル間干渉を例示する。
【００３３】
　バックホール待ち時間の特性は、概してネットワークオペレータに知られているかもし
れない。オペレータに制御されたネットワークにおける一方向のバックホール待ち時間は
、５ｍｓ（例えば、ファイバアクセス１）から６０ｍｓ（例えば、ＤＳＬ技術）までの範
囲にあり得る。したがって、分離されたセル、及びセルクラスタに統合される連結された
セル（例えば、２つの連結されたセル）のための異なるＵＬ－ＤＬ再構成期間が仮定され
得る。例えば、１０ｍｓ、４０ｍｓ、８０ｍｓ、又は１６０ｍｓの期間が、連結されたｅ
ＮＢをつなぐ異なるタイプのバックホールリンクのために仮定され得る。したがって、複
数の再構成期間がサポートされ得る。その結果、分離されたセルは、１０ｍｓの適応タイ
ムスケールにより構成され得るとともに、連結されたセルから構成されたセルクラスタは
、更に低い／高い適応タイムスケールにより構成され得る。クラスタにおけるトラフィッ
ク適応タイムスケールは、セルクラスタ内のセルの数及びバックホール待ち時間の特性を
含む複数の要因によって変わり得る。
【００３４】
　したがって、セルクラスタ内の複数のｅＮＢに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデッ
クスは、定義された周期性に従って選択されることができ、ここで、定義された周期性は
、セルクラスタ内の複数のｅＮＢのバックホール待ち時間に基づいているとともに、１０
ミリセカンド（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、及び８０ｍｓを含む。ＵＬ－ＤＬ再構成期
間に関する情報は、Ｘ２インタフェースを介して、セルに伝達され得るとともに、ネット
ワークオペレータにより事前設定され得る。
【００３５】
　図３は、非整列のＵＬ－ＤＬ再構成切換点に起因するアップリンク－ダウンリンク（Ｕ
Ｌ－ＤＬ）干渉を例示する。ＤＬ－ＵＬ干渉の緩和のために、セル－クラスタリングをベ
ースにした技術を使用する場合に、ＵＬ－ＤＬ再構成期間を決定することに加えて、ＤＬ
－ＵＬ干渉を回避するために、ＵＬ－ＤＬ再構成が同期的に実行され得る。すなわち、Ｕ
Ｌ－ＤＬ再構成は、時間における同じフレームインスタンスにおいて実行され得る。図３
において示されたように、連結されたｅＮＢにおいて異なる切換点を有することは、ＤＬ
－ＵＬ干渉をもたらし得る。したがって、ＵＬ－ＤＬ再構成切換点を同期化するために、
各セルが時間において同期的にＵＬ－ＤＬ構成を更新するように、システムフレーム番号
（ＳＦＮ）カウンタが使用され得る。すなわち、ＤＬ－ＵＬ干渉を回避するために、ＵＬ
－ＤＬ再構成期間は、時間において整列され得る。ＳＦＮカウンタは、周期性を法として
余りがゼロであるＳＦＮを有する無線フレームを制御するために使用されることができ、
ここで、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成がセルクラスタ内でｅＮＢにより同期的に更新されるよ
うに、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスは、セルクラスタ内のｅＮＢにより適用され
る。
【００３６】
　無線で適用されるべき実際のＵＬ－ＤＬ構成に関して同じ分散された決定を行うために
、分散されたプロトコルが使用され得る。セルは、クラスタにおける連結されたセルの間
で、各伝送方向に対するトラフィック状態についての情報を交換し得る。すなわち、セル
クラスタ内の複数のｅＮＢに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスは、クラスタメ
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トリクスに基づいて選択されることができ、ここで、クラスタメトリクスは、Ｘ２インタ
フェースを介して、セルクラスタ内の複数のｅＮＢの間で交換される。一例として、セル
クラスタは、第１のｅＮＢ、第２のｅＮＢ、及び第３のｅＮＢを含み得る。第１のｅＮＢ
は、第２のｅＮＢ、及び第３のｅＮＢに、第１のｅＮＢと関連付けられたクラスタメトリ
クスを送信し得る。同様に、第１のｅＮＢは、第２のｅＮＢ、及び第３のｅＮＢから、ク
ラスタメトリクスを受信し得る。
【００３７】
　ｅＮＢの間で交換されるクラスタメトリクスの実例は、ＤＬ及びＵＬパケットスループ
ットと結合されたＤＬ及びＵＬバッファステータスを含み得る。さらに、セルは、次の再
構成周期に対する好ましいＵＬ－ＤＬ構成に関する情報を交換し得る。この情報は、ＤＬ
及びＵＬトラフィック要求の概略の量子化された測定値と考えられ得る。
【００３８】
　ＵＬ－ＤＬ構成のレガシーセットは、ＤＬサブフレームとＵＬサブフレームとの間の下
記の割合、４：６、５：５、６：４、７：３、８：２、９：１をサポートする。このセッ
トは、０：１０、１：９、２：８、３：７、４：６、１０：０を加えることにより、可能
な割合の全セットをカバーするように拡張され得る。もし好ましいＵＬ－ＤＬ構成がＸ２
インタフェースを介して交換されるならば、その場合に、セルは、トラフィック適応を実
行するために、予め定義された方針のうちの１つを適用し得る。例えば、各セルは、全て
の受信されたＵＬ－ＤＬ構成の中から、ＤＬサブフレームの最小値を有するＵＬ－ＤＬ構
成を選択し得る。その代りに、セルは、全てのセルにおいて適用され得るＤＬサブフレー
ムの平均数を選択することにより、ＤＬ／ＵＬ平衡化構成（DL/UL　balanced　configura
tion）を選択し得る。
【００３９】
　連結されたｅＮＢに同じＴＤＤ構成を選択するように強制するために、各ｅＮＢにおい
て、下記の分散された決定が実行されることができる。
tddConfiglndex＝decisionFunction（Ml，M2，...，MN）
ここで、tddConfiglndexは、選択されたＵＬ－ＤＬ構成インデックスであり、Miは、セル
クラスタ内のｅＮＢの間で交換されたクラスタメトリクスであるとともに、decisionFunc
tionは、新しいＵＬ－ＤＬ構成について決定するためのアルゴリズムである。ｅＮＢがク
ラスタメトリクスの等しい集合を受信し得るので、上述のアルゴリズムは、セルクラスタ
内のｅＮＢに対して等しいＴＤＤ構成インデックスを計算することができ、したがって伝
送方向を調整することができる。
【００４０】
　いくつかの実例において、セルクラスタ内のｅＮＢの間で交換されるクラスタメトリク
スは、それらに限定されないが、ＵＬ－ＤＬ構成、必要とされるＤＬ／ＵＬリソースの相
対量、ＵＬ及びＤＬにおけるバッファサイズ、及びパケット遅延を含み得る。さらに、上
記で説明された決定関数は、報告されたクラスタメトリクスの平均値に対応するＴＤＤ構
成を選択し得るか、又は、選択されたＴＤＤ構成は、報告されたクラスタメトリクスの最
大値（又は、最小値）に対応し得る。
【００４１】
　設定可能なタイムスケールを有する動的なＵＬ－ＤＬ再構成をサポートするために、シ
グナリングがＵＥ端末に提供され得る。すなわち、シグナリングは、電力効率の良いＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ再構成指示のためのものであり得る。ｅＮＢは、セルクラスタの中に位置
する１つ又は複数のＵＥに対してＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送信し得る。シ
グナリングは、上記で説明されたＤＬ－ＵＬ干渉の緩和スキーム（すなわち、セル－クラ
スタリング）から独立して考察され得るとともに、ＵＥの電力消費を削減し、システムオ
ーバヘッドを減少させ、リンク適応を改善し、受信の信頼性を増加させ、そして持続的な
トラフィック適応決定を提供するために適用され得る。
【００４２】
　ＵＬ／ＤＬ再構成をサポートするために、ここではＤＣＩフォーマットＸと呼ばれる新
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しいダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットが、ＵＬ／ＤＬ再構成指示のために使
用され得る。ＤＣＩフォーマットＸは、ＵＬ／ＤＬ再構成指示のために使用される、対応
する共通のＤＣＩのＤＣＩフォーマットであり得る。ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデック
スは、ＵＥグループに共通の拡張物理ダウンリンク制御チャンネル（ＥＰＤＣＣＨ）又は
物理ダウンリンク制御チャンネル（ＰＤＣＣＨ）により送信され得る。
【００４３】
　ＤＣＩフォーマットＸ伝送は、設定可能なデューティサイクル及びサブフレームオフセ
ットデザインを含み得る。設定可能なＤＣＩフォーマットＸ伝送サブフレームは、例えば
、ＵＬ－ＤＬ再構成により構成されたＵＥが、デューティサイクルごとに、構成されたＤ
Ｌサブフレームの更に小さなサブセットにおけるＤＣＩフォーマットＸのみを監視するこ
とができ、それにより電力消費の有意の削減を提供するような、いくらかの利点を提供し
得る。さらに、異なるＵＬ／ＤＬ構成を有するＣｏＭＰシナリオ４をサポートするために
、異なるＤＣＩフォーマットＸが必要とされ得る。したがって、下記で更に詳細に説明さ
れるように、ＣｏＭＰシナリオ４における異なるリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）のための
ＤＣＩフォーマットＸは、独立したＵＬ／ＤＬ構成を示すために使用されるべき異なるサ
ブフレームに時分割多重されるように構成され得る。
【００４４】
　誤った検出の可能性を減少させ、そして不必要な盲目的な復号の試みを回避するために
、ＤＣＩフォーマットＸは、全てのレガシーＵＬ／ＤＬ構成におけるダウンリンク伝送の
ために使用されるサブフレームだけで送信され得る。すなわち、ＤＣＩフォーマットＸは
、各フレームにおけるサブフレーム＃０、＃１、＃５、及び＃６において送信されること
を許可され得る。ＤＣＩフォーマットＸの周期性は、設定可能であり得るとともに、予め
定義された可能な構成のセットとして表され得る。
【００４５】
　図４は、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットＸの周期性とサブフレームオフ
セット構成の代表的なテーブルである。セルクラスタ内のｅＮＢからＵＥまでＤＣＩフォ
ーマットＸを送信するための周期性は、図４において示されたように、ＴＤＤシステムに
おいて１０ｍｓから８０ｍｓまで変化し得る。ＤＣＩフォーマットＸ構成ＩＤＣＩは、０
から１５まで変動し得る。ＤＣＩフォーマットＸ構成ＩＤＣＩは、バイナリフォーマット
（例えば、００００、０１０１、及び１００１）で表され得る。構成期間ＴＤＣＩは、１
０サブフレームから８０サブフレームまで変動し得る。さらに、伝送オフセットは、０サ
ブフレームから３サブフレームまで変動し得る。
【００４６】
　ｅＮＢは、Ｕｕインタフェースを通して、図４において示された代表的なテーブル、又
はビットマップ技術を使用して、再構成ＤＣＩ監視サブフレームをＵＥに通知し得る。Ｘ
－ビットのビットマップは、システム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）ダウンリンク又
はスペシャル（ＤＬ／Ｓ）サブフレーム（ＳＩＢ－１ＤＬ／Ｓサブフレーム）のセットを
示し得る。最上位ビット（ＭＳＢ）から始まって最下位ビット（ＬＳＢ）まで、ビットマ
ップは、サブフレーム番号｛［Ｘａ，Ｘｂ，Ｘｃ，．．．，］｝に対応する。ビット“１
”は、ＵＥが対応するサブフレームにおける再構成ＤＣＩを監視することになっているこ
とを示し得るとともに、ビット“０”は、ＵＥが対応するサブフレームにおける再構成Ｄ
ＣＩを監視しないことになっていることを示し得る。
【００４７】
　再構成信号の周期性は、１０ｍｓ、２０ｍｓ、４０ｍｓ、又は８０ｍｓを含み得る。Ｕ
Ｅは、ＳＩＢ１において示されたＵＬ／ＤＬ構成に従ってダウンリンクサブフレーム又は
スペシャルサブフレームにおいて再構成信号を監視し得る。ＵＥは、２つの隣接する周期
的なインスタンスの間の１つより多いサブフレームにおいて再構成信号を監視するように
構成され得る。検出された構成は、再構成信号の周期性に等しい継続期間を有する窓に対
して有効であり得る。ＵＥは、２つ以上の再構成信号に対して、もし２つ以上の再構成信
号が再構成信号の周期性に等しい継続期間の窓内のサブフレームにおいて検出されるなら
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ば、同じ構成を用い得る。さらに、ＵＥは、異なる窓を横断するサブフレームにおいて検
出された再構成信号に対して同じ構成を用いないかもしれない。
【００４８】
　図５Ａは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットＸ構成の抽象構文表記法（Ａ
ＳＮ）コード例を例示する。図５Ｂは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）構成インデック
スのフィールド記述のテーブルである。ＤＣＩフォーマットＸ伝送の構成は、４ビットの
ＵＥ固有のパラメータを独立して使用して、各サービングセルに対するＵＥ固有の専用の
ＲＲＣシグナリングを通じてｅＮＢにより示され得る。図５Ａにおいて示されたように、
ＤＣＩ構成インデックスは、０から１５まで変動し得る。図５Ｂにおいて示されたように
、ＤＣＩ構成インデックスは、ＩＤＣＩパラメータを含むことができ、ここで、ＩＤＣＩ

は、ＴＤＤシステムに適用されるＤＣＩフォーマットＸ構成に関して定義される。
【００４９】
　ＵＬ／ＤＬ再構成は、限られた数のＵＥがサーブされるべきトラフィックを有している
典型的な拡張型干渉軽減＆トラフィック適応（Enhanced　Interference　Mitigation　&
　Traffic　Adaptation：ｅＩＭＴＡ）シナリオに特に有益であるので、ＵＬ－ＤＬ再構
成指示のためのシグナリングオーバヘッドは最小であり得る。ＤＣＩフォーマットＸ伝送
の構成が受信されない場合に、ＵＥは、システム情報ブロック１（ＳＩＢ１）において示
されたＵＬ／ＤＬ構成か、又はＤＣＩフォーマットＸ伝送により示された最後のＵＬ／Ｄ
Ｌ構成のいずれかである、フォールバック構成に従い得る。
【００５０】
　図６は、マクロセルのカバレージエリア内に低出力ノード（ＬＰＮ）を有するＣｏＭＰ
システムの一例を例示する。図６は、ＬＴＥ　ＣｏＭＰシナリオ３及び４を例示すること
ができる。図６において例示されたサイト内（intra-site）ＣｏＭＰの実例において、マ
クロノード６１０ＡのＬＰＮ（又は、ＲＲＨ）は、空間における異なる場所に位置付けら
れ得るとともに、ＣｏＭＰ調整は、単一のマクロセルの中にあり得る。調整エリア６０４
は、ｅＮＢ６１０Ａ及びＬＰＮ６８０Ｎ～Ｓを含むことができ、ここで、各ＬＰＮは、ｅ
ＮＢとバックホールリンク６３２（光学リンク又は有線リンク）を通して通信するように
構成されることができる。マクロノードのセル６２６Ａは、サブ－セル６３０Ｎ～Ｓに更
に細分化され得る。ＬＰＮ（又は、ＲＲＨ）６８０Ｎ～Ｓは、サブ－セルのための信号を
送信し得るとともに受信し得る。無線装置６０２は、サブ－セルの端（又は、セル－エッ
ジ）に存在することができ、そしてサイト内ＣｏＭＰ調整は、ＬＰＮ（若しくは、ＲＲＨ
）の間で、又は、ｅＮＢとＬＰＮとの間で発生し得る。ＣｏＭＰシナリオ３において、マ
クロセルカバレージエリア内で送信／受信ポイントを提供する低出力ＲＲＨは、マクロセ
ルと異なるセルＩＤを有することができる。ＣｏＭＰシナリオ４において、マクロセルカ
バレージエリア内で送信／受信ポイントを提供する低出力ＲＲＨは、マクロセルと同じセ
ルＩＤを有することができる。
【００５１】
　図７Ａは、協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シナリオ４におけるダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）フォーマットＸ伝送を例示する。マクロ－セルカバレージ内の同じセルＩＤを
有する低出力リモート無線ヘッド（remote　radio　head：ＲＲＨ）からのＤＣＩフォー
マットＸ伝送は、ＲＲＨと関連付けられた瞬間的トラフィックに応じて、それらを同じデ
ューティサイクル又は異なるデューティサイクルと一緒に異なるサブフレームオフセット
に割り当てることにより、時間－ドメインで多重化され得る。図７Ａは、ＤＣＩフォーマ
ットＸの周期性及びサブフレームオフセットを設定することを例示する。２つのＲＲＨ、
すなわち、送信ポイント１（ＴＰ１）及びＴＰ２は、同じセルＩＤ（例えば、セルＩＤ０
）を有するマクロ調整エリア（macro　coordination　area）の中にあり得る。ステップ
１において、ＵＬ－ＤＬ再構成サポートのＵＥ能力を受信すると、ステップ２において、
ネットワークは、ＵＥの地理的位置に従って、各ＵＥに対してＤＣＩフォーマットＸサブ
フレーム構成を示し得る。図７Ａにおいて示された実例において、ネットワークは、イン
デックス０を有する専用ＲＲＣ構成を、ＴＰ０のすぐ近くに位置するＵＥに対して送信し
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得る。さらに、ネットワークは、インデックス２を有する専用ＲＲＣ構成を、ＴＰ１のす
ぐ近くに位置するＵＥに対して送信し得る。その結果、ネットワークは、ＴＰ０及びＴＰ
１に関連付けられた瞬間的なトラフィック状態に応じて、ＴＰ０及びＴＰ１に対して、別
々に、弾力的で独立したＵＬ－ＤＬ構成を利用し得る。
【００５２】
　ＤＣＩフォーマットＸは、高い信頼性により（例えば“１ｅ－５”及び“１ｅ－６”の
範囲のＤＣＩ復号化誤り率により）受信されることを必要とされ得るので、ＤＣＩフォー
マットＸは、一定の繰返し期間（例えば、５ｍｓ又は１０ｍｓ）内に繰り返して送信され
得る。繰返しメカニズムは、同様に、ネットワーク側の適切な構成選択により、設定可能
なＤＣＩフォーマットＸの周期性及びオフセットとともに使用され得る。
【００５３】
　図７Ｂは、協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シナリオ４におけるダウンリンク制御情報
（ＤＣＩ）フォーマットＸ伝送のためのＤＣＩフォーマットＸサブフレームを備えた無線
フレームを例示する。図７Ｂにおいて示されたように、ＤＣＩフォーマットＸ伝送は、無
線フレームの第１のサブフレームにおける構成インデックス０を有する、ＴＰ０のための
ＤＣＩフォーマットＸサブフレームを含み得る。さらに、ＤＣＩフォーマットＸ伝送は、
無線フレームの第６のサブフレームにおける構成インデックス２を有する、ＴＰ１のため
のＤＣＩフォーマットＸサブフレームを含み得る。
【００５４】
　図８は、協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シナリオ４におけるダウンリンク制御情報（
ＤＣＩ）フォーマットＸ伝送のための繰り返される伝送パターンを有するＤＣＩフォーマ
ットＸサブフレームを備えた無線フレームを例示する。ＤＣＩフォーマットＸは、５ｍｓ
ごとに２度送信され得る。一例として、ＴＰ０及びＴＰ１における独立したＵＬ／ＤＬ構
成設定を達成するために、ネットワークは、ＤＣＩフォーマットＸ伝送のための構成イン
デックス０及び２を適切に選択し得る。５ｍｓの繰り返される伝送デザインを有するＴＰ
０及びＴＰ１のための対応するＤＣＩフォーマットＸ伝送パターンが、図８において示さ
れる。ＤＣＩフォーマットＸ伝送は、無線フレームのサブフレーム１及び２における構成
インデックス０を有する、ＴＰ０のためのＤＣＩフォーマットＸサブフレームを含み得る
。さらに、ＤＣＩフォーマットＸ伝送は、無線フレームのサブフレーム６及び７における
構成インデックス２を有する、ＴＰ１のためのＤＣＩフォーマットＸサブフレームを含み
得る。
【００５５】
　いくつかの実例において、あまりにも頻繁である、例えばバックホール待ち時間に起因
する４０ｍｓごとに１度より速いＵＬ／ＤＬ再構成を可能にすることは難しいかもしれな
い。しかしながら、ｅＮＢは、４０ｍｓ期間内に４回繰り返されるＤＣＩ伝送パターンに
おける共通ＤＣＩ伝送の１０ｍｓデューティサイクルによってＵＥを構成し得る。その結
果、ＤＣＩは、実際のＵＬ－ＤＬ構成についてＵＥに通知するために、各無線フレームに
おいて送信され得るが、しかし、ＵＬ－ＤＬ再構成は、事前設定された期間より更に頻繁
に変わらないかもしれず、それは、スリープモードにあるとともに再構成期間の中頃に目
を覚ますＵＥの利益になり得る。
【００５６】
　別の実例は、異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）において時分割複信（ＴＤＤ）アップ
リンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成を実行するように動作可能な進化型Ｎｏｄｅ
Ｂ（ｅＮＢ）のコンピュータ回路の機能９００を提供する。機能は方法として実施される
ことができるか、又は、機能は機械上の命令として実行されることができ、ここで、それ
らの命令は、少なくとも１つのコンピュータ読み取り可能な媒体、又は、少なくとも１つ
の非一時的な機械読み取り可能な記憶媒体に含まれる。コンピュータ回路は、ブロック９
１０の場合のように、ＨｅｔＮｅｔのセルクラスタ内の、選択された範囲内のバックホー
ル待ち時間を有する複数の進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）に対するクラスタメトリクスを識
別するように構成されることができる。コンピュータ回路は、ブロック９２０の場合のよ
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うに、クラスタメトリクスに一部分基づいてセルクラスタ内の複数のｅＮＢに対するＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを選択するように構成されることができる。コンピュー
タ回路は、ブロック９３０の場合のように、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマッ
トを使用してセルクラスタ内に位置する１つ又は複数のユーザ装置（ＵＥ）にＴＤＤ　Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成インデックスを送信し、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスがＵＥ固有の
プライマリセル（ＰＣｅｌｌ）における物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の
共通サーチスペース（ＣＳＳ）で送信されるように更に構成されることができる。
【００５７】
　一例において、コンピュータ回路は、ＵＥ固有の方法における無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）シグナリングを使用して、セルクラスタ内の１つ又は複数のＵＥのためのダウンリン
ク制御情報（ＤＣＩ）監視サブフレームを構成するように更に構成されることができる。
一例において、クラスタメトリクスは、Ｘ２インタフェースを介してセルクラスタ内の複
数のｅＮＢの間で交換されるとともに、クラスタメトリクスは、セルクラスタ内でｅＮＢ
により使用されるＵＬ－ＤＬ構成、各ｅＮＢにより必要とされるＤＬ－ＵＬリソース、
ＵＬ伝送方向及びＤＬ伝送方向におけるバッファサイズ、及びパケット遅延のうちの１つ
又は複数を含む。
【００５８】
　一例において、コンピュータ回路は、分散された方法でセルクラスタ内の複数のｅＮＢ
の間で交換されるクラスタメトリクスの最小値、平均値、又は最大値に基づいてセルクラ
スタ内の複数のｅＮＢに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを選択するように更
に構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、セルクラスタ内の複数のｅＮ
Ｂのバックホール待ち時間に基づくとともに１０ミリセカンド（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０
ｍｓ、及び８０ｍｓを含む定義された周期性に従ってセルクラスタ内の複数のｅＮＢに対
するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを選択するように更に構成されることができる
。
【００５９】
　一構成において、コンピュータ回路は、システムフレーム番号（ＳＦＮ）カウンタを使
用して、周期性を法として余りがゼロであるＳＦＮを有する無線フレームを制御し、ＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成がセルクラスタ内でｅＮＢにより同期的に更新されるようにＴＤＤ　
ＵＬ－ＤＬ構成インデックスがセルクラスタ内のｅＮＢにより適用されるように更に構成
されることができる。さらに、コンピュータ回路は、Ｕｕインタフェースを通してセルク
ラスタ内の１つ又は複数のＵＥにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックス情報を送信し、Ｔ
ＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックス情報がＵＥ固有のＲＲＣ構成に応じた各無線フレーム
内のサブフレーム番号０、１、５、又は６のうちの１つ又は複数における物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）により送信されるように更に構成されることができる。そ
の上、コンピュータ回路は、１０サブフレームから８０サブフレームまでの予め定義され
た周期性及び０サブフレームから３サブフレームまでの予め定義されたオフセット値に従
って、セルクラスタ内の１つ又は複数のＵＥにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送
信するように更に構成されることができる。
【００６０】
　一例において、コンピュータ回路は、協調マルチポイント（ＣｏＭＰ）シナリオ４にお
ける１つ又は複数の送信ポイント（ＴＰ）に近接して位置する１つ又は複数のＵＥにＴＤ
Ｄ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送信し、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスが１つ
又は複数のＴＰと関連付けられたトラフィック状態に従って１つ又は複数のＵＥに送信さ
れるように更に構成されることができる。さらに、コンピュータ回路は、協調マルチポイ
ント（ＣｏＭＰ）シナリオ４における１つ又は複数の送信ポイント（ＴＰ）に近接して位
置する１つ又は複数のＵＥにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送信し、ＴＤＤ　Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成インデックスがダウンリンクチャネル情報（ＤＣＩ）の繰り返し伝送の監視
のために使用されるＤＬサブフレームパターンに従って１つ又は複数のＵＥに送信される
ように更に構成されることができる。



(18) JP 6382378 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

【００６１】
　一構成において、コンピュータ回路は、システム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）ダ
ウンリンク又はスペシャル（ＤＬ／Ｓ）サブフレームのセットを示すＸビットのビットマ
ップに従って、セルクラスタ内の１つ又は複数のＵＥにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデッ
クスを送信し、１つ又は複数のＵＥが、Ｘビットのビットマップに従ってｅＮＢからのダ
ウンリンクチャネル情報（ＤＣＩ）伝送に関して監視し、“Ｘ”がビットマップ文字列の
中のビット数を表すとともに、各ビットが特定のＳＩＢ１　ＤＬ／Ｓサブフレームを示し
、ビット“１”はＵＥが対応するサブフレームにおけるＤＣＩ再構成に関して監視するこ
とになっていることを示し、ビット“０”はＵＥが対応するサブフレームにおけるＤＣＩ
再構成に関して監視しないことになっていることを示すように更に構成されることができ
る。
【００６２】
　別の実例は、異種ネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）において時分割複信（ＴＤＤ）アップ
リンク－ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）再構成を実施するように動作可能なユーザ装置（Ｕ
Ｅ）のコンピュータ回路の機能１０００を提供する。機能は方法として実施されることが
できるか、又は、機能は機械上の命令として実行されることができ、ここで、それらの命
令は、少なくとも１つのコンピュータ読み取り可能な媒体、又は、少なくとも１つの非一
時的な機械読み取り可能な記憶媒体に含まれる。コンピュータ回路は、ブロック１０１０
の場合のように、ＵＥ能力報告を通してＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成機能をサポートする能
力を進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）に示すように構成されることができる。コンピュータ回
路は、ブロック１０２０の場合のように、ＵＥにおけるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成を可能
にするための構成を受信するように構成されることができる。コンピュータ回路は、ブロ
ック１０３０の場合のように、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージにおいてｅＮ
ＢからＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号を受信するように更に構成されることができる。さ
らに、コンピュータ回路は、ブロック１０４０の場合のように、事前に構成されたダウン
リンク又はスペシャル（ＤＬ／Ｓ）サブフレームにおける物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）によりｅＮＢによって送信されるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号に基づい
て、ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を更新するように構成されることができる。
【００６３】
　一例において、ＵＥにおけるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成を可能にするための構成は、Ｕ
Ｅ固有の再構成無線ネットワークの一時的な識別子（ＲＮＴＩ）、再構成ＤＣＩ監視サブ
フレームの構成情報、及びインジケータインデックスのうちの少なくとも１つを含む。さ
らに、コンピュータ回路は、１０ミリセカンド（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、又は８０
ｍｓの定義された周期性に従って、ｅＮＢからＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号を受信する
ように更に構成されることができる。
【００６４】
　一構成において、コンピュータ回路は、システム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）に
従ってダウンリンクサブフレーム又はスペシャルサブフレームにおいてｅＮＢから受信さ
れるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号に関して監視するように更に構成されることができる
。さらに、コンピュータ回路は、２つの隣接する周期的なインスタンスの間の１つより多
いサブフレームにおいてｅＮＢから受信されるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号に関して監
視するように更に構成されることができる。その上、ＵＥにおける検出されたＴＤＤ　Ｕ
Ｌ－ＤＬ構成は、ｅＮＢから受信されるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号の定義された周期
性に等しい継続期間を有する窓に対して有効であり、定義された周期性は、１０ミリセカ
ンド（ｍｓ）、２０ｍｓ、４０ｍｓ、又は８０ｍｓを含む。
【００６５】
　一例において、ＵＥは、ｅＮＢから受信される２つ以上のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信
号に対して、２つ以上のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号がＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成信号
の定義された周期性に等しい継続期間の窓内のサブフレームにおいて検出される場合に、
同じＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成を用いる。さらに、ＵＥは、アンテナ、タッチセンシティブ
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表示画面、スピーカ、マイクロホン、グラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセ
ッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモリポートを含む。
【００６６】
　別の実例は、図１１におけるフローチャートにおいて示されたように、異種ネットワー
ク（ＨｅｔＮｅｔ）において時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク－ダウンリンク（ＵＬ－
ＤＬ）再構成を実行するための方法１１００を提供する。方法は機械上の命令として実行
されることができ、ここで、それらの命令は、少なくとも１つのコンピュータ読み取り可
能な媒体、又は、少なくとも１つの非一時的な機械読み取り可能な記憶媒体に含まれる。
方法は、ブロック１１１０の場合のように、ＨｅｔＮｅｔのセルクラスタ内の、選択され
た範囲内のバックホール待ち時間を有する複数のノードに対するクラスタメトリクスを識
別する動作を含む。方法は、ブロック１１２０の場合のように、クラスタメトリクスに一
部分基づいてセルクラスタ内の複数のノードに対するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデック
スを選択する動作を含むことができる。方法は、ブロック１１３０の場合のように、ダウ
ンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマットを使用してセルクラスタ内に位置する１つ又は
複数のユーザ装置（ＵＥ）にＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送信する動作であっ
て、ＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスがＵＥ固有のプライマリセル（ＰＣｅｌｌ）に
おける物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）の共通サーチスペース（ＣＳＳ）で
送信される、動作を更に含むことができる。
【００６７】
　一構成において、方法は、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを使用して、セル
クラスタ内の１つ又は複数のＵＥのためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）監視サブフレ
ームを構成する動作であって、１つ又は複数のＵＥがシステム情報ブロックタイプ１（Ｓ
ＩＢ１）に従ってダウンリンクサブフレームにおけるＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ再構成に関して
監視する、動作を更に含むことができる。さらに、方法は、クラスタメトリクスの最小値
、平均値、又は最大値に基づいてセルクラスタ内の複数のノードに対するＴＤＤ　ＵＬ－
ＤＬ構成インデックスを選択する動作であって、クラスタメトリクスが、Ｘ２インタフェ
ースを介してセルクラスタ内の複数のノードの間で交換されるとともに、クラスタメトリ
クスが、ＵＬ－ＤＬ構成、ＤＬ－ＵＬリソース、ＵＬ及びＤＬにおけるバッファサイズ、
及びパケット遅延のうちの１つ又は複数を含む、動作を更に含むことができる。
【００６８】
　一構成において、方法は、システム情報ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）ダウンリンク又
はスペシャル（ＤＬ／Ｓ）サブフレームのセットを示すＸビットのビットマップに従って
、セルクラスタ内の１つ又は複数のＵＥにＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成インデックスを送信す
る動作であって、１つ又は複数のＵＥが、Ｘビットのビットマップに従ってノードからの
ダウンリンクチャネル情報（ＤＣＩ）伝送に関して監視し、“Ｘ”がビットマップ文字列
の中のビット数を表すとともに、各ビットが特定のＳＩＢ１　ＤＬ／Ｓサブフレームを示
し、ビット“１”はＵＥが対応するサブフレームにおけるＤＣＩ再構成に関して監視する
ことになっていることを示し、ビット“０”はＵＥが対応するサブフレームにおけるＤＣ
Ｉ再構成に関して監視しないことになっていることを示す、動作を更に含むことができる
。一例において、ノードは、基地局（ＢＳ）、ＮｏｄｅＢ（ＮＢ）、進化型ＮｏｄｅＢ（
ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、リモート無線ヘッド（ＲＲＨ）、リモート
無線装置（ＲＲＥ）、又はリモート無線ユニット（ＲＲＵ）を含むグループの中から選択
される。
【００６９】
　図１２は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局（mobile　station：ＭＳ）、移動無線装置、
移動通信装置、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプの無線装置のような無線装置
の実例の説明図を提供する。無線装置は、ノード、マクロノード、低電力ノード（low　p
ower　node：ＬＰＮ）と、又は、例えば基地局（base　station：ＢＳ）、進化型Ｎｏｄ
ｅＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（baseband　unit：ＢＢＵ）、リモート無線ヘッ
ド（remote　radio　head：ＲＲＨ）、リモート無線装置（remote　radio　equipment：
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ＲＲＥ）、中継局（relay　station：ＲＳ）、無線装置（radio　equipment：ＲＥ）、若
しくは他のタイプの無線広域ネットワーク（wireless　wide　area　network：ＷＷＡＮ
）アクセスポイントのような送信局と通信するように構成される１つ又は複数のアンテナ
を含むことができる。無線装置は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ（ワイマックス）、高
速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、ブルートゥース（登録商標）、及びＷｉＦｉ（ワイフ
ァイ）を含む少なくとも１つの無線通信標準を使用して通信するように構成されることが
できる。無線装置は、各無線通信標準のための別個のアンテナ、又は複数の無線通信標準
のための共有されたアンテナを使用して通信することができる。無線装置は、無線ローカ
ルエリアネットワーク（wireless　local　area　network：ＷＬＡＮ）、無線パーソナル
エリアネットワーク（wireless　personal　area　network：ＷＰＡＮ）、及び／又はＷ
ＷＡＮにおいて通信することができる。
【００７０】
　図１２は、同様に、無線装置からの音声入力及び音声出力のために使用されることがで
きるマイクロホン及び１つ又は複数のスピーカの実例を提供する。表示画面は、液晶表示
装置（liquid　crystal　display：ＬＣＤ）スクリーン、又は、有機発光ダイオード（or
ganic　light　emitting　diode：ＯＬＥＤ）ディスプレイのような他のタイプの表示画
面であり得る。表示画面は、タッチスクリーンとして形成され得る。タッチスクリーンは
、容量性、抵抗性、又は別のタイプのタッチスクリーン技術を使用し得る。アプリケーシ
ョンプロセッサ及びグラフィックプロセッサは、処理機能及び表示機能を提供するために
、内部メモリと連結され得る。不揮発性メモリポートは、同様に、データ入出力オプショ
ンをユーザに提供するために使用されることができる。不揮発性メモリポートは、同様に
、無線装置のメモリ性能を拡張するために使用されることができる。キーボードは、追加
のユーザ入力を提供するために、無線装置と一体化され得るか、又は無線装置に無線で接
続され得る。仮想キーボードが、同様に、タッチスクリーンを使用して提供され得る。
【００７１】
　様々な技術、又は特定の態様若しくはその一部分は、例えばフロッピー（登録商標）デ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、非一時的なコンピュータ読み取り可能記憶媒体
、又はあらゆる他の機械読み取り可能記憶媒体のような有形媒体において具体化されるプ
ログラムコード（すなわち命令）の形式を取り得るとともに、コンピュータのような機械
にプログラムコードがロードされて実行される場合に、その機械は様々な技術を実行する
ための装置になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラムコード、実行可
能コード、コンピュータ命令、及び／又はソフトウェアを含むことができる。非一時的な
コンピュータ読み取り可能記憶媒体は、信号を含まないコンピュータ読み取り可能記憶媒
体であり得る。プログラム可能なコンピュータ上のプログラムコードの実行の場合は、計
算装置は、プロセッサ、プロセッサにより読み取り可能な記憶媒体（揮発性及び不揮発性
記憶装置、並びに／又は記憶素子を含む）、少なくとも１つの入力装置、及び少なくとも
１つの出力装置を含み得る。揮発性及び不揮発性記憶装置、並びに／又は記憶素子は、Ｒ
ＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュドライブ、光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッ
ドステートドライブ、又は電子データを格納するための他の媒体であり得る。ノード及び
無線装置は、同様に、トランシーバモジュール、カウンタモジュール、処理モジュール、
及び／又はクロックモジュール若しくはタイマモジュールを含み得る。ここで説明された
様々な技術を実施し得るか、又は利用し得る１つ若しくは複数のプログラムは、アプリケ
ーションプログラミングインタフェース（application　programming　interface：ＡＰ
Ｉ）、再利用可能な制御装置（reusable　control）などを使用し得る。そのようなプロ
グラムは、コンピュータシステムと通信するために、高水準の手続き的又はオブジェクト
指向のプログラミング言語において実装され得る。しかしながら、（複数の）プログラム
は、必要に応じて、アセンブリ又は機械語で実装され得る。いずれにせよ、言語は、コン
パイルされた言語又はインタープリタ型言語であり得るとともに、ハードウェアの実装と
組み合わせられ得る。
【００７２】
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　この明細書で説明された複数の機能単位が、それらの実装の独立性をさらに特に強調す
るためにモジュールとして分類された、ということが理解されるべきである。例えば、モ
ジュールは、カスタムＶＬＳＩ回路又はゲートアレイ、ロジックチップのような既製の半
導体、トランジスタ、又は他の個別部品を含むハードウェア回路として実施され得る。モ
ジュールは、同様に、フィールドプログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロ
ジック、プログラマブルロジックデバイスなどのようなプログラム可能なハードウェア装
置に実装され得る。
【００７３】
　モジュールは、同様に、様々なタイプのプロセッサによる実行のためのソフトウェアに
実装され得る。例えば、実行可能コードの識別されたモジュールは、例えばオブジェクト
、手順、又は機能として体系化されているかもしれないコンピュータ命令の１つ又は複数
の物理的又は論理的ブロックを含み得る。それでもなお、識別されたモジュールの実行フ
ァイルは、物理的に一緒に配置される必要はないが、しかし、論理的に一緒に結合される
場合に、モジュールを含むとともに、モジュールのために定められた目的を達成する、異
なる場所に格納される本質的に異なる命令を含み得る。
【００７４】
　実際には、実行可能コードのモジュールは、１つの命令又は多くの命令であり得るとと
もに、異なるプログラムの間で、そしていくらかのメモリ装置を横断して、いくらかの異
なるコードセグメントにさらに分配され得る。同様に、操作上のデータは、モジュールの
中で、識別されてここで例示され得るとともに、あらゆる適当な形式で具体化され、あら
ゆる適当なタイプのデータ構造の中で体系化され得る。操作上のデータは、１つのデータ
セットとして集められ得るか、又は異なる記憶装置上を含む異なる場所に分散され得るか
、又は少なくとも部分的にシステム又はネットワーク上の単なる電気信号として存在し得
る。モジュールは、所望の機能を果たすように動作可能なエージェントを含んで、受動的
であるか、又は能動的であり得る。
【００７５】
　この明細書の至るところにおける“実例”に対する参照は、実例に関連して説明された
特別な特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施例に含まれることを意味
する。したがって、この明細書の至るところの様々な場所における“実例において”とい
う言い回しの状況は、全てが必ずしも同じ実施例を参照するとは限らない。
【００７６】
　ここで使用されるように、複数の項目、構造部材、構成的な要素、及び／又は材料は、
便宜上、共通のリストにおいて提示され得る。しかしながら、リストの各メンバーが別個
かつ唯一のメンバーであるとして個々に特定されるように、これらのリストは解釈される
べきである。したがって、そのようなリストの個別のメンバーは、反対の表示を備えてい
ない一般のグループにおけるそれらの提示に基づいて、単独で同じリストの他のメンバー
の事実上の等価物と解釈されるべきでない。さらに、本発明の各種の実施例及び実例は、
そのいろいろな構成要素に対する代替物とともに、ここで言及され得る。そのような実施
例、実例、及び代替物は、相互の事実上の等価物と解釈されるべきではないが、しかし、
それらは、本発明の別個の、そして自主的な説明と考えられるべきである、ということが
理解されるべきである。
【００７７】
　さらに、説明された特徴、構造、又は特性は、１つ又は複数の実施例において、あらゆ
る適切な方法で結合され得る。本発明の実施例の完全な理解を提供するために、下記の説
明では、配置の例、距離、ネットワーク例などのような、多数の特定の詳細が提供される
。しかしながら、当業者は、発明が、１つ又は複数の特定の詳細なしで、又は他の方法、
構成要素、配置などによって、実践されることができる、ということを認識するであろう
。他の場合において、周知の構造、材料、及び動作は、本発明の態様を不明瞭にすること
を回避するために、詳細に示されないとともに説明されない。
【００７８】
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　上述の例が１つ又は複数の特定のアプリケーションにおいて本発明の原理の実例となる
一方、当業者には、実施の形式、使用、及び詳細における多数の修正が、発明力の課題な
しで、そして本発明の原理及び概念からはずれずに行われ得る、ということが明確であろ
う。したがって、添付の請求項を除いて本発明が限定されるということは意図されない。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図２Ｃ】
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