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(57)【要約】

（修正有）

【課題】セルのＴＤＤ ＵＬ／ＤＬ構成の動的適合のた
めのＣＳＩを構成し、測定し、ｅＮＢにレポートするこ
とでワイヤレスシステム性能を改善する。
【解決手段】時分割複信（ＴＤＤ）ワイヤレス通信シス
テムを動作させるため、通信が遠隔トランシーバ（７０
０）を用いて確立される。静的サブフレーム及びフレキ
シブルサブフレームを含むサブフレーム構成が、判定さ
れ、遠隔トランシーバ（７００）に送信される。サブフ
レーム構成に応答して、遠隔トランシーバ（７００）か
らチャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートが受信される。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
時分割複信（ＴＤＤ）通信システムを動作させる方法であって、
遠隔トランシーバで通信を確立すること、
静的サブフレーム及びフレキシブルサブフレームを含むサブフレーム構成を判定するこ
と、
前記判定することに応答して前記サブフレーム構成を前記遠隔トランシーバに伝送する
こと、及び
前記伝送することに応答して前記遠隔トランシーバからチャネル状態情報（ＣＳＩ）レ
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ポートを受け取ること、
を含む、方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、
無線リソース制御（ＲＲＣ: Ｒａｄｉｏ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌ）により

前記静的サブフレームをシグナリングすること、及び
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）パケットにより前記フレキシブルサブフレームをシグ
ナリングすること、
を含む、方法。
【請求項３】
請求項１に記載の方法であって、
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どのサブフレームが前記ＣＳＩレポートのために用いられるかを示すためにアップリン
クグラントにおいて複数のビットを伝送することを含む、方法。
【請求項４】
請求項１に記載の方法であって、
前記ＣＳＩレポートが、前記静的サブフレーム、前記フレキシブルサブフレーム、又は
これら両方のサブフレームのいずれから判定されるかを示すために、アップリンクグラン
トにおいて複数のビットを伝送することを含む、方法。
【請求項５】
請求項４に記載の方法であって、
前記アップリンクグラントにおけるＣＳＩリクエストを、前記アップリンクグラントに
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より特定されるアップリンクサブフレームの少なくともｎｔｈｒｅｓｈｏｌｄサブフレー
ム前の有効ダウンリンクサブフレームセットにおいて前記遠隔トランシーバに伝送するこ
とを含む、方法。
【請求項６】
請求項１に記載の方法であって、
前記ＣＳＩレポートが、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ−ＲＳ）リソース及び少な
くとも２つのチャネル状態情報干渉測定（ＣＳＩ−ＩＭ）リソースに応答して判定される
、方法。
【請求項７】
請求項６に記載の方法であって、
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第１のＣＳＩ−ＩＭリソースが静的サブフレーム干渉を判定し、第２のＣＳＩ−ＩＭリ
ソースがフレキシブルサブフレーム干渉を判定する、方法。
【請求項８】
請求項１に記載の方法であって、
前記遠隔トランシーバから周期的ＣＳＩレポートを受け取ることを含む、方法。
【請求項９】
請求項１に記載の方法であって、
ＣＳＩサブフレームセット優先度、ＣＳＩタイプ、サービングセルインデックス、及び
ＣＳＩプロセスインデックスに従って降順の優先度で前記遠隔トランシーバにより選択さ
れるとおりに前記ＣＳＩレポートを受け取ることを含む、方法。
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【請求項１０】
請求項１に記載の方法であって、
ＣＳＩタイプ、ＣＳＩプロセスインデックス、サービングセルインデックス、及びＣＳ
Ｉサブフレームセット優先度に従って降順の優先度で前
記遠隔トランシーバにより選択されるとおりに前記ＣＳＩレポートを受け取ることを含む
、方法。
【請求項１１】
請求項１に記載の方法であって、
前記判定することが、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングに応答する、方法。
【請求項１２】
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時分割複信（ＴＤＤ）通信システムを動作させる方法であって、
遠隔トランシーバで通信を確立すること、
静的サブフレーム及びフレキシブルサブフレームを含むサブフレーム構成を受け取るこ
と、
前記サブフレーム構成に応答してチャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートをつくること、
及び
前記ＣＳＩレポートを前記遠隔トランシーバに伝送すること、
を含む、方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の方法であって、
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前記静的サブフレームが無線リソース制御（ＲＲＣ）によりシグナリングされ、前記フ
レキシブルサブフレームがダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）パケットによりシグナリング
される、方法。
【請求項１４】
請求項１２に記載の方法であって、
どのサブフレームが前記ＣＳＩレポートのために用いられるかを示すためにアップリン
クグラントにおいて複数のビットを受け取ることを含む、方法。
【請求項１５】
請求項１２に記載の方法であって、
前記静的サブフレーム、前記フレキシブルサブフレーム、又はこれら両方のサブフレー
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ムのいずれから前記ＣＳＩレポートが判定されるかを示すために、アップリンクグラント
において複数のビットを受け取ることを含む、方法。
【請求項１６】
請求項１２に記載の方法であって、
前記遠隔トランシーバからのアップリンクグラントが、チャネル状態情報基準信号（Ｃ
ＳＩ−ＲＳ）リソース及び少なくとも２つのチャネル状態情報干渉測定（ＣＳＩ−ＩＭ）
リソースを含む、方法。
【請求項１７】
請求項１６に記載の方法であって、
第１のＣＳＩ−ＩＭ信号が静的サブフレーム干渉を判定し、第２のＣＳＩ−ＩＭ信号が
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フレキシブルサブフレーム干渉を判定する、方法。
【請求項１８】
請求項１２に記載の方法であって、
前記静的サブフレーム及びフレキシブルサブフレームの一方に対してチャネル状態情報
（ＣＳＩ）レポートをつくること、及び
ＣＳＩサブフレームセット優先度、ＣＳＩタイプ、サービングセルインデックス、及び
ＣＳＩプロセスインデックスのうち少なくとも一つに従って、前記ＣＳＩレポート選択す
ること、
を含む、方法。
【請求項１９】
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時分割複信基地局であって、
プロセッサ、及び
前記プロセッサに結合され、静的サブフレーム及びフレキシブルサブフレームを含むサ
ブフレーム構成を遠隔トランシーバに送信するように配されるトランシーバ、
を含み、
前記トランシーバが更に、アップリンクグラントを前記遠隔トランシーバに送信するよ
うに、及び前記アップリンクグラントに応答して前記遠隔トランシーバからチャネル状態
情報（ＣＳＩ）レポートを受信するように配される、時分割複信基地局。
【請求項２０】
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請求項１９に記載の時分割複信基地局であって、
前記静的サブフレームが無線リソース制御（ＲＲＣ）によりシグナリングされ、前記フ
レキシブルサブフレームがダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）パケットによりシグナリング
される、時分割複信基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本願は、概してワイヤレス通信システムに関し、特に、ユーザー機器（ＵＥ）が一つ又
は複数の基地局と通信するダウンリンク（ＤＬ）時間スロット及びアップリンク（ＵＬ）
時間スロットの動的再構成を備えた、時分割複信通信システムのオペレーションに関連す
る。
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【背景技術】
【０００２】
直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）では、直交性を提供するために離間された複数のキャ
リアで複数の記号が伝送される。ＯＦＤＭ変調器は典型的に、データ記号をシリアルパラ
レルコンバータに取り込み、シリアルパラレルコンバータの出力は周波数ドメインデータ
記号である。帯域の両端における周波数ドメイントーンは、ゼロに設定され得、ガードト
ーンと称される。これらのガードトーンは、ＯＦＤＭ信号を適切なスペクトルマスクにフ
ィットさせ得る。周波数ドメイントーンの幾つかは、レシーバにおいて既知となり得る値
に設定される。これらの中には、セル固有基準信号（ＣＲＳ）、チャネル状態情報基準信
号（ＣＳＩ−ＲＳ）、及び復調基準信号（ＤＭＲＳ）がある。これらの基準信号は、レシ
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ーバにおけるチャネル及び干渉測定に有用である。セル固有基準信号及びチャネル状態情
報基準信号は、事前符号化されず、物理セルＩＤの関数として擬似ランダムシーケンス生
成器により生成される。従来のポイント・ツー・ポイント通信のために設計されたユニバ
ーサルモバイルテレコミニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）のロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）のＲｅｌｅａｓｅ

８〜１０において、セルＩＤは、基地局（ｅＮＢと

称される）によって明示的にシグナリングされないが、一次同期化信号（ＰＳＳ）及び二
次同期化信号（ＳＳＳ）の関数としてＵＥにより暗黙的に導出される。ワイヤレスネット
ワークに接続するため、ＵＥは、最良セルへの同期化のためにダウンリンクセルサーチを
実施する。基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）の点などで、各利用可能なセルのＰＳＳ及びＳ
ＳＳを検出すること、及びそれらのそれぞれの信号品質を比較することによって、セルサ
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ーチが実施される。セルサーチが実施された後、ＵＥは、そのセルのための関連システム
情報を導出することにより最良セルとの接続を確立する。同様に、ＬＴＥ
ｅ

Ｒｅｌｅａｓ

１１では、ＵＥは、最良セルに接続するために初期セルサーチを実施する。マルチポ

イントＣｏＭＰオペレーションを可能にするため、接続されたセルは、マルチポイントＣ
ｏＭＰオペレーションにおいて関与される各それぞれの基地局に関連付けられる各ＣＳＩ
−ＲＳリソースのためのバーチャルセルＩＤを備えた一層高い層シグナリングによりＵＥ
を構成する。ＵＥは、バーチャルセルＩＤの関数として各ＣＳＩ−ＲＳリソースに対して
擬似ランダムシーケンスを生成する。
【０００３】
従来のセルラー通信システムは、ポイント・ツー・ポイント単一セル伝送方式で動作し
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、この方式では、ユーザー端末又は機器（ＵＥ）が、所与の時間に単一セルラー基地局（
ｅＮＢ又はｅＮｏｄｅＢ）に固有に接続され、単一セルラー基地局によりサービングされ
る。このようなシステムの一例は、３ＧＰＰ
のＲｅｌｅａｓｅ

Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

８である。アドバンストセルラーシステムは、同時にＵＥをサービン

グするように複数の基地局が協調してダウンリンク伝送を設計し得る、マルチポイント・
ツー・ポイント又は協調多地点（ＣｏＭＰ）通信を採用することによりデータレート及び
性能を更に改善することが意図される。このようなシステムの一例は、３ＧＰＰ

ＬＴＥ

アドバンストシステムである。これは、異なる基地局から各ＵＥに同じ信号を伝送するこ
とによって、ＵＥにおける受信信号強度を著しく改善させる。これは、特に、近隣の基地
局からの強い干渉を観測するセルエッジＵＥに対して有益となる。
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【０００４】
図１は、基地局１０１、１０２、及び１０３を含む例示のワイヤレステレコミニケーシ
ョンズネットワーク１００を示す。オペレーションにおいて、ネットワーク１００は更に
多くの基地局を含む。基地局１０１、１０２、及び１０３（ｅＮＢ）の各々は、対応する
カバレッジエリア１０４、１０５、及び１０６にわたって動作可能である。各基地局のカ
バレッジエリアは、セルに更に分割される。例示のネットワークにおいて、各基地局のカ
バレッジエリアは３つセルに分割されている。ハンドセット又はその他のユーザー機器（
ＵＥ）１０９をセルＡ１０８に示す。セルＡ１０８は基地局１０１のカバレッジエリア１
０４内にある。基地局１０１は、伝送をＵＥ１０９に送信し、ＵＥ１０９から受信する。
ＵＥ１０９がセルＡ１０８を出てセルＢ１０７内へ移動するにつれて、ＵＥ１０９は、基
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地局１０２にハンドオーバーされ得る。ＵＥ１０９は基地局１０１と同期化されるため、
ＵＥ１０９は、基地局１０２へのハンドオーバーのために非同期化ランダムアクセスを用
いることができる。ＵＥ１０９は、アップリンク１１１の時間又は周波数或いは符号リソ
ースの割当てを要求するためにも非同期ランダムアクセスを用いる。伝送のために準備が
できているデータ（これは、ユーザーデータ、測定値レポート、又は追跡エリア更新であ
り得る）をＵＥ１０９が有する場合、ＵＥ１０９は、アップリンク１１１でランダムアク
セス信号を送信し得る。このランダムアクセス信号は、ＵＥ１０９がＵＥのデータを送信
することをアップリンクリソースに要求していることを基地局１０１に通知する。基地局
１０１は、ＵＥ１０９アップリンク伝送に割り当てられたリソースのパラメータを含むメ
ッセージを、生じ得るタイミング誤り訂正とともに、ダウンリンク１１０を介してＵＥ１
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０９に送信することによって応答する。基地局１０１によってダウンリンク１１０で送信
されるリソース割当て及び生じ得るタイミング予告メッセージを受け取った後、ＵＥ１０
９は、任意選択で、その送信タイミングを調整し、所定の時間インタバルの間この割り当
てられたリソースを用いてアップリンク１１１でデータを送信する。基地局１０１は、周
期的アップリンクサウンディング参照信号（ＳＲＳ）伝送に対してＵＥ１０９を構築する
。基地局１０１は、このＳＲＳ伝送からアップリンクチャネル品質情報（ＣＱＩ）を推定
する。
【０００５】
従来のワイヤレス通信システムは、周波数分割複信（ＦＤＤ）モード又は時分割複信（
ＴＤＤ）モードのいずれかで動作する。ＦＤＤモードにおいて、一対の無線周波数（ＲＦ
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）キャリアが、通信システムのダウンリンク及びアップリンク方向にそれぞれアサインさ
れる。これに対し、ＴＤＤシステムは、同じＲＦキャリア上で固定時間インタバル内で時
間多重アップリンク及びダウンリンク伝送により動作する。固定時間インタバルにおける
ＵＬ及びＤＬ伝送間の比は、ＵＬ／ＤＬデータトラフィックパターンに従って、又は異な
るＴＤＤワイヤレスシステム間の共存をサポートするために選択され得る。ＴＤＤシステ
ムにおけるユーザー機器は半二重モードで動作し、そのため、ユーザー機器は、任意の時
刻に基地局から受信又は基地局へ送信するが、同時に送信／受信しない。
【０００６】
図２は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ＴＤＤシステムの図２００を示す。
１０ミリ秒（ｍｓ）の無線フレームが１ｍｓのサブフレームに区分され、各サブフレーム
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セットは、ダウンリンク（Ｄ）、アップリンク（Ｕ）、又はスペシャルサブフレーム（Ｓ
）のいずれかである。７つのアップリンク−ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成が、異なる
アップリンク、ダウンリンク、及びスペシャルサブフレームパターンを有する。ｅＮＢが
、制御下のセルに対して、これら７つのＵＬ／ＤＬ構成の一つを選択し、システム情報に
おける構成をブロードキャストする。ｅＮＢによりサービングされるユーザー機器は、そ
のセルに対する正しいアップリンク／ダウンリンクサブフレーム構成を判定するためにセ
ルのシステム情報をデコードする。
【０００７】
図３は、ＬＴＥにおけるダウンリンクサブフレームの図を示す。各サブフレームセット
は、エクステンデットサイクリックプレフィックス（ＣＰ）（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ
ｌｉｃ

Ｃｙｃ

10

Ｐｒｅｆｉｘ）を備えた１２個のＯＦＤＭ記号、又はノーマルサイクリックプレ

フィックス（ＣＰ）（Ｎｏｒｍａｌ

Ｃｙｃｌｉｃ

Ｐｒｅｆｉｘ）を備えた１４個のＯ

ＦＤＭ記号を含む。システム帯域幅３１５が、複数のＬ個の物理リソースブロック（ＰＲ
Ｂ）で構成され、各ＰＲＢは、サブキャリアと称される１２個のＯＦＤＭトーンで構成さ
れる。ＰＲＢは、ＬＴＥにおける最小時間周波数リソース割り当てユニットであり、ユー
ザーへのデータ伝送は一つ又は複数のＰＲＢ上でスケジュールされる。一つのサブフレー
ムセット３０１における異なるＰＲＢが、異なるユーザーへのデータ伝送のために割り当
てられる。また、ユーザーがダウンリンクデータ伝送を受信するＰＲＢのセットは、一つ
のサブフレームセットか別のサブフレームセットへ変わり得る。
20

【０００８】
図４は、ＬＴＥ

ＴＤＤシステムにおけるスペシャルサブフレームの図を示す。スペシ

ャルサブフレーム４００が、ダウンリンクパイロット時間スロット（ＤｗＰＴＳ）４０１
、ガードピリオド４０２、及びアップリンクパイロット時間スロット（ＵｐＰＴＳ）４０
３で構成される。ガードピリオド（ＧＰ）４０２は、ユーザー機器を、受信モードから伝
送モードへ切り替え得る。ＧＰ期間は、ＬＴＥ

ＴＤＤと時分割同期符号分割多元接続（

ＴＤ−ＳＣＤＭＡ）との間の共存など、異なるＴＤＤシステム間の共存をサポートするよ
うに寸法付けられ得る。ダウンリンクデータ伝送がＤｗＰＴＳ領域４０１において成され
得、これは、３個及び１２個のＯＦＤＭ記号間をサポートする。ＵｐＰＴＳ領域４０３は
、１個又は２個のＯＦＤＭ記号で構成され、物理ランダムアクセスチャネルで伝送するこ
30

と又はＳＲＳをｅＮＢに伝送することのいずれかのために用いられ得る。
【０００９】
ダウンリンクデータに加えて、基地局はまた、制御情報をモバイルユーザーに送信する
。これは、共通制御情報及びユーザー固有制御情報両方を含む。共通制御情報は、ネット
ワークへのユーザーの接続を維持するため、コールが到来するときユーザーをアイドルモ
ードでページングするため、ランダムアクセス応答をスケジューリングするため、及びセ
ルにおけるクリティカルシステム情報変化を示すために、セルにおけるすべてのユーザー
に送信される。また、ユーザー固有の制御情報は、ＵＥがダウンリンクデータを受信する
又はアップリンクデータを送信することが予期される周波数リソースを示すなどのために
、各スケジュールされたユーザーに送信される。図３を参照すると、各ＬＴＥサブフレー
ムが、ダウンリンク制御情報伝送のためのレガシー制御領域３０６、及びダウンリンクデ

40

ータ伝送のためのデータ領域３０７に分割される。レガシー制御領域３０６は、システム
帯域幅が１０ＰＲＢより大きいときＯＦＤＭ記号１〜３、そうでない場合ＯＦＤＭ記号２
〜４を含む。レガシー制御領域の正確なサイズは、物理ダウンリンク制御フォーマットイ
ンジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）上でシグナリングされる。データチャネル領域３０
７は、レガシー制御チャネル領域３０６の後に位置し、各物理リソースブロック（ＰＲＢ
）に対して割り当てられる。レガシー制御チャネル領域３０６は、物理ダウンリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ）がマッピングされる領域である。データチャネル領域３０７は、
物理ダウンリンク共用チャネル（ＰＤＳＣＨ）がマッピングされる領域であり、ダウンリ
ンクデータ伝送をモバイルユーザーに搬送する。更に、拡張された物理ダウンリンク制御
チャネルＥＰＤＣＣＨ

Ｓｅｔ

１

３０９及びＥＰＤＣＣＨ

Ｓｅｔ

２

３１３が、
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ＵＥへの伝送のためデータチャネル（ＰＤＳＣＨ）３１１で周波数多重化される。従って
、ＥＰＤＣＣＨ

Ｓｅｔ

１

３０９及びＥＰＤＣＣＨ

Ｓｅｔ

２

３１３が、ＰＤＳ

ＣＨ３１１と共にデータチャネル領域３０７にマッピングされる。レガシー制御チャネル
領域がサブフレームのはじめに配置するのは、ＵＥが最初に、ＰＤＳＣＨの伝送の存在を
認識するためにレガシー制御チャネル領域３０６に割り当てられるＰＤＣＣＨを受け取る
ためである。ＰＤＳＣＨ伝送の存在が認識された後、ＵＥは、ＰＤＳＣＨの受信オペレー
ションを実施するか否かを判定し得る。ＵＥに送信されるＰＤＣＣＨがない場合、データ
チャネル領域３０７にマッピングされたＰＤＳＣＨを受信する必要はない。従って、ＵＥ
は、ＰＤＳＣＨの受信オペレーションにおいて消費される電力を節約し得る。一方、ＵＥ
は、スケジューリング遅延を低減するために、制御チャネル領域に位置するＰＤＣＣＨを

10

ＰＤＳＣＨ３１１より速く受信し得る。しかし、ＰＤＣＣＨは全システム帯域幅にわたっ
て送信されるため、干渉制御は不可能である。
【００１０】
レガシー制御チャネル領域３０６は、既存の又はレガシーＵＥとの互換性を維持するた
めに周波数多重化構造に変更されない可能性がある。しかし、ｅＮｏｄｅＢが、データチ
ャネル領域３０７の対応する領域を以前のＬＴＥバージョンのＵＥに割り当てない場合、
以前のＬＴＥバージョンのＵＥは対応するデータチャネル領域３０７にマッピングされた
リソースを受け取らない。従って、ｅＮｏｄｅＢは、ＵＥに割り当てられていないデータ
チャネル領域３０７において新たなＬＴＥバージョンのＵＥに対してＥＰＤＣＣＨを伝送
し得る。例えば、新たなＬＴＥバージョンのＵＥに対する制御チャネルであるＥＰＤＣＣ

20

Ｈが、ＰＤＳＣＨで多重化される構造を有する。
【００１１】
図５は、物理リソースブロック（ＰＲＢ）対の図である。ｅＮＢは、ＵＥへの伝送のた
めに１、２、４、又は８個のＰＲＢ対を構成し得る。しかし、各ＰＲＢ対はレプリカであ
り、説明の目的のため一つのＰＲＢ対のみが示されている。サブフレームの図の各コラム
は、ＯＦＤＭ記号における１２個のサブキャリア又はトーンに対応する。１４個のＯＦＤ
Ｍ記号が、ノーマルサイクリックプレフィックス（ＣＰ）を備えたサブフレームにある。
サブフレームの左側の３個のＯＦＤＭ記号は、レガシー物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）及びレガシーセル固有基準信号（ＣＲＳ）の伝送のためのリソース要素（Ｒ
Ｅ）を含む。これらの３個のＯＦＤＭ記号は、以前のワイヤレス規格との下位互換性のた

30

めに提供される。右の１１個のＯＦＤＭ記号は、拡張された物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＥＰＤＣＣＨ）、復調基準信号（ＤＭＲＳ）、セル固有基準信号（ＣＲＳ）及びオー
ファン（ｏｒｐｈａｎ）の伝送のためのリソース要素（ＲＥ）、又は未使用ＲＥを含む。
ＵＥは、ＥＰＤＣＣＨ伝送に対して構成されるＰＲＢ対におけるＤＭＲＳ伝送のために２
４個のＲＥがリザーブされると仮定するので、オーファンＲＥが存在し得る。
【００１２】
前述のアプローチは、ワイヤレス通信のための干渉測定及びチャネル状態情報レポーテ
ィングにおける安定した改善を提供するが、改善が可能である。
【発明の概要】
40

【００１３】
記載される例において、時分割複信（ＴＤＤ）ワイヤレス通信システムを動作させるた
め、遠隔トランシーバを用いて通信が確立される。静的及びフレキシブルサブフレームを
含むサブフレーム構成が、判定され、遠隔トランシーバに送信される。サブフレーム構成
に応答して遠隔トランシーバからチャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートが受信される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来のワイヤレス通信システムの図である。
【００１５】
【図２】従来のＬＴＥ
【００１６】

ＴＤＤアップリンク／ダウンリンク構成の表である。
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【図３】従来のＬＴＥダウンリンクサブフレームの図である。
【００１７】
【図４】従来のＬＴＥスペシャルサブフレームの図である。
【００１８】
【図５】例示の実施例に従った物理リソースブロック（ＰＲＢ）対の図である。
【００１９】
【図６】例示の実施例に従ったユーザー機器及び基地局のオペレーションを示すブロック
図である。
【００２０】
【図７】例示の実施例に従ったＬＴＥ

ＴＤＤ固定及びフレキシブルサブフレーム構成を

10

示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
マクロセル配備の従来の同種ＴＤＤネットワークにおいて、ＵＬ及びＤＬトラフィック
パターンは、実質的に静的又は準静的であり得る。従って、同じＴＤＤ

ＵＬ／ＤＬ構成

が、少なくとも数百ミリ秒（ｍｓ）又は数百秒の範囲の時間インタバルの間用いられ得る
。しかし、小さなセル配備の異種ネットワーク（ｈｅｔ−ｎｅｔ）では、ＵＬ及びＤＬト
ラフィックパターンは、事実上一層動的であり得る。また、近隣の小さなセルの近接が、
セル間干渉に一層の変動（ｄｙｎａｍｉｓｍ）をもたらし得、これはシステム性能及び／
又は容量に影響し得る。従って、ｈｅｔ−ｎｅｔにおける動的トラフィック及び干渉パタ
ーンに応答したＴＤＤ

20

ＵＬ／ＤＬ構成の一層高速の適合（ａｄａｐｔｉｏｎ）によって

、ワイヤレスシステム性能が著しく改善され得る。ＴＤＤ拡張された干渉緩和及びトラフ
ィック適合（ｅＩＭＴＡ）は、ＰＤＣＣＨ又はＥＰＤＣＣＨ上の再構成コマンドを動的に
シグナリングすることによりＴＤＤ
ｅｌｅａｓｅ

に速くし得る。しかし、ＴＤＤ
ｅ

ＵＬ／ＤＬ構成の高速適合を導入する、ＬＴＥ

Ｒ

１２の特徴である。適合のレートは、１０ｍｓのＬＴＥ無線フレーム程度
ＵＬ／ＤＬ構成の動的再構成が、ＬＴＥ

Ｒｅｌｅａｓ

８〜１１などの以前のＬＴＥリリースのＵＥに適用可能でない可能性がある。従って

、第１のＵＥが、ＴＤＤ

ＵＬ／ＤＬ構成における変化に対してダウンリンク制御チャネ

ルを監視するように構成され得る一方で、以前のリリースの第２のＵＥが、システム情報
ブロックタイプ１（ＳＩＢ１）においてシグナリングされた準静的構成されたＴＤＤ
Ｌ／ＤＬ構成に従う。同じセルラーオペレータの近隣セルが同じＴＤＤ
を用いる従来のＬＴＥ

Ｕ

30

ＵＬ／ＤＬ構成

ＴＤＤシステムとは異なり、ｅＩＭＴＡ特徴を利用する近隣セル

は、同じ無線フレームにおいて異なるＴＤＤ

ＵＬ／ＤＬ構成を構成し得る。この差は、

ＵＬ−ＤＬ及びＤＬ−ＵＬ両方においてセル間干渉となり得る。
【００２２】
チャネル状態情報（ＣＳＩ）は、ユーザー機器へのダウンリンクの又はユーザー機器か
らのアップリンクのデータ伝送をスケジュールするためｅＮＢにおいて極めて重要である
。従って、例示の実施例が、セルのＴＤＤ

ＵＬ／ＤＬ構成の動的適合のためＣＳＩを構

成し、測定し、及びｅＮＢにレポートする方法を含む。
40

【００２３】
下記略称の幾つかが、本願明細書にわたって用いられる。
ＣＣＥ（制御チャネル要素：Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｃｈａｎｎｅｌ

ＣＱＩ（チャネル品質インジケータ：Ｃｈａｎｎｅｌ

Ｅｌｅｍｅｎｔ）

Ｑｕａｌｉｔｙ

Ｉｎｄｉｃａ

ｔｏｒ）
ＣＲＳ（セル固有基準信号：Ｃｅｌｌ−ｓｐｅｃｉｆｉｃ

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

Ｓｉ

ｇｎａｌ）
ＣＳＩ（チャネル状態情報：Ｃｈａｎｎｅｌ

Ｓｔａｔｅ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）

ＣＳＩ−ＩＭ（チャネル状態情報干渉測定：Ｃｈａｎｎｅｌ
ｍａｔｉｏｎ

Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ

Ｓｔａｔｅ

Ｉｎｆｏｒ

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）

ＣＳＩ−ＲＳ（チャネル状態情報基準信号：Ｃｈａｎｎｅｌ

Ｓｔａｔｅ

Ｉｎｆｏｒ
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Ｓｉｇｎａｌ）

ＤＣＩ（ダウンリンク制御情報：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ

Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｉｎｆｏｒｍａ

ｔｉｏｎ）
ＤＬ（ダウンリンク：ＤｏｗｎＬｉｎｋ）
ＤＭＲＳ（復調基準信号：Ｄｅｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

Ｓｉｇｎ

ａｌ）
ｅＩＣＩＣ（拡張されたセル間干渉協調：Ｅｎｈａｎｃｅｄ
ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ

Ｉｎｔｅｒ−ＣｅｌｌＩ

Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）

ｅＩＭＴＡ（拡張された干渉緩和及びトラフィック適合：Ｅｎｈａｎｃｅｄ
ｒｆｅｒｅｎｃｅ

Ｍｉｔｉｇａｔｉｏｎ

ａｎｄ

Ｔｒａｆｆｉｃ

Ｉｎｔｅ

Ａｄａｐｔｉｏｎ

10

）
ｅＮＢ（Ｅ−ＵＴＲＡＮ

Ｎｏｄｅ

Ｂ又は基地局又はｅｖｏｌｖｅｄ

Ｎｏｄｅ

Ｂ

）
ＥＰＤＣＣＨ（拡張された物理ダウンリンク制御チャネル：Ｅｎｈａｎｃｅｄ
ｓｉｃａｌ

Ｄｏｗｎｌｉｎｋ

Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｐｈｙ

Ｃｈａｎｎｅｌ）

Ｅ−ＵＴＲＡＮ（エボルブドユニバーサルテレストリアル無線アクセスネットワーク：
Ｅｖｏｌｖｅｄ
ｓｓ

Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ

Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ

Ｒａｄｉｏ

Ａｃｃｅ

Ｎｅｔｗｏｒｋ）

ｆｅＩＣＩＣ（更に拡張されたセル間干渉協調：Ｆｕｒｔｈｅｒ
Ｉｎｔｅｒ−Ｃｅｌｌ

Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ

Ｅｎｈａｎｃｅｄ

ＨＡＲＱ（ハイブリッドオートマチックリピートリクエスト：Ｈｙｂｒｉｄ
ｍａｔｉｃ

Ｒｅｐｅａｔ

20

Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）
Ａｕｔｏ

Ｒｅｑｕｅｓｔ）

ＩＣＩＣ（セル間干渉協調：Ｉｎｔｅｒ−Ｃｅｌｌ

Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ

Ｃｏ

ｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）
ＬＴＥ（ロングタームエボリューション：Ｌｏｎｇ
ＭＩＭＯ（マイモ：Ｍｕｌｔｉ−Ｉｎｐｕｔ

Ｔｅｒｍ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）

Ｍｕｌｔｉ−Ｏｕｔｐｕｔ）

ＰＣＦＩＣＨ（物理制御フォーマットインジケータチャネル：Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ｎｔｒｏｌ

Ｆｏｒｍａｔ

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ

ＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル：Ｐｈｙｓｉｃａｌ
Ｃｏｎｔｒｏｌ

Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
30

Ｃｈａｎｎｅｌ）

ＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共用チャネル：Ｐｈｙｓｉｃａｌ
Ｓｈａｒｅｄ

Ｄｏｗｎｌｉｎｋ

Ｃｈａｎｎｅｌ）

ＰＭＩ（プリコーディングマトリックスインジケータ：Ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ
ｉｘ

Ｃｏ

Ｃｈａｎｎｅｌ）

Ｍａｔｒ

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）

ＰＲＢ（物理リソースブロック：Ｐｈｙｓｉｃａｌ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

ＰＵＣＣＨ（物理アップリンク制御チャネル：Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ｎｔｒｏｌ

Ｂｌｏｃｋ）

Ｕｐｌｉｎｋ

Ｃｏ

Ｕｐｌｉｎｋ

Ｓｈ

Ｃｈａｎｎｅｌ）

ＰＵＳＣＨ（物理アップリンク共用チャネル：Ｐｈｙｓｉｃａｌ
ａｒｅｄ

Ｃｈａｎｎｅｌ）
40

ＲＥ（リソース要素：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｅｌｅｍｅｎｔ）

ＲＩ（ランクインジケータ：Ｒｎａｋｉ

Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）

ＲＲＣ（無線リソース制御：Ｒａｄｉｏ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

ＳＩＢ１（システム情報ブロックタイプ１：Ｓｙｓｔｅｍ
Ｂｌｏｃｋ

Ｔｙｐｅ

Ｃｏｎｔｒｏｌ）
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

１）

ＳＮＲ（信号対雑音比：Ｓｉｇｎａｌ

ｔｏ

Ｎｏｉｓｅ

ＳＲＳ（サウンディング基準信号：Ｓｏｕｎｄｉｎｇ

Ｒａｔｉｏ）

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

Ｓｉｇｎ

ａｌ）
ＴＤＤ（時分割複信：Ｔｉｍｅ

Ｄｉｖｉｓｉｏｎ

ＵＥ（ユーザー機器：Ｕｓｅｒ

Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

ＵＬ（アップリンク：ＵｐＬｉｎｋ）

Ｄｕｐｌｅｘ）
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ＺＰ−ＣＳＩ−ＲＳ（ゼロパワーチャネル状態情報基準信号：Ｚｅｒｏ−ＰｏｗｅｒＣ
ｈａｎｎｅｌ

Ｓｔａｔｅ

Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ

Ｓｉｇｎａ

ｌ）
【００２４】
ワイヤレスネットワークにおけるスケジューリングは、ダウンリンク制御情報をモバイ
ル端子（ＬＴＥにおけるＵＥ）に伝送する基地局（ＬＴＥにおけるｅＮＢ）によって達成
される。セルラーワイヤレスネットワークにおいて、基地局は、同時に複数のモバイルユ
ーザーへの伝送をスケジューリングする必要があり得、そのため、基地局はダウンリンク
制御情報を異なるユーザーに同時に送信する必要がある。また、基地局は、共通制御情報
及びＵＥ固有制御情報など、異なるタイプの制御情報をＵＥに同時に伝送し得る。

10

【００２５】
ＬＴＥにおいて、ダウンリンク制御情報ビットが、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フ
ォーマットで搬送される。ＤＣＩが、チャネル符号化され、変調され、エアインタフェー
スを介して特定の物理伝送チャネルで伝送される。レガシーシステムでは、ＤＣＩフォー
マットが、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）により伝送される。ＰＤＣＣＨ
がレガシーＰＤＣＣＨ領域において伝送される。異なるＤＣＩフォーマットが、異なるス
ケジューリング目的のために用いられる。ＤＣＩは、セルにおける全てのユーザーに共通
制御情報を、ＵＥへのＰＤＳＣＨデータ伝送をスケジュールするためにＵＥ固有ダウンリ
ンク制御情報を、又はＵＥからｅＮＢへのアップリンクデータ伝送をスケジュールするた
めにＵＥ固有ダウンリンク制御情報を、伝送するために用いられ得る。
【００２６】
下記表１は、ＤＣＩフォーマットと対応するダウンリンク伝送モードとの間の関係であ
る。ＤＣＩフォーマットは、ＵＥ固有であり、ＵＥによって監視され、Ｃ−ＲＴＩにより
スクランブルされる。
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【００２７】
ＬＴＥ

Ｒｅｌｅａｓｅ

１１において、拡張された物理ダウンリンク制御チャネル（

30

ＥＰＤＣＣＨ）と称される新たな物理チャネルが、セルにおいてダウンリンク制御情報を
伝送するために定義される。図３を参照すると、制御情報のための付加的な物理リソース
として、ＥＰＤＣＣＨは、データ領域３０７において及びレガシーＰＤＣＣＨ制御領域３
０６の外で物理リソースブロック（ＰＲＢ）のサブセットで伝送される。ｅＮＢは、ダウ
ンリンクにおいて複数のＥＰＤＣＣＨセットを構成し得る。各ＥＰＤＣＣＨセットは、Ｐ
ＲＢのサブセットを含み、これらは、無線リソース制御（ＲＲＣ）高次層信号により準静
的構成される。各ＵＥでは、構成されるＥＰＤＣＣＨセットは直交し得るか又は部分的に
重なり得る。ＥＰＤＣＣＨセットは、ＵＥ固有の方式で構成され、異なるユーザーに対し
て同一であり得又は異なり得る。
【００２８】

40

図５は、第１の実施例に従った物理リソースブロック（ＰＲＢ）対の図である。ｅＮＢ
は、ＵＥへの伝送のため１、２、４、又は８個のＰＲＢ対を構成し得る。しかし、各ＰＲ
Ｂ対はレプリカであり、説明の目的のため一つのＰＲＢ対のみが示されている。サブフレ
ームの図の各コラムは、ＯＦＤＭ記号における１２個のサブキャリア又はトーンに対応す
る。１４個のＯＦＤＭ記号が、ノーマルサイクリックプレフィックス（ＣＰ）を備えたサ
ブフレームにある。サブフレームの左側の３個のＯＦＤＭ記号は、レガシー物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）及びレガシーセル固有基準信号（ＣＲＳ）の伝送のため
のリソース要素（ＲＥ）を含む。これらの３個のＯＦＤＭ記号は、以前のワイヤレス規格
との下位互換性のために提供される。右の１１個のＯＦＤＭ記号は、拡張された物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）、復調基準信号（ＤＭＲＳ）、セル固有基準信号
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（ＣＲＳ）及びオーファンの伝送のためのリソース要素（ＲＥ）、又は未使用ＲＥを含む
。ＵＥは、ＥＰＤＣＣＨ伝送に対して構成されるＰＲＢ対におけるＤＭＲＳ伝送のために
２４個のＲＥがリザーブされると仮定するので、オーファンＲＥが存在し得る。サブフレ
ームも、拡張されたリソース要素グループ（ｅＲＥＧ）に分割される。ｅＲＥＧは、それ
らが局地化された又は分配されたＥＰＤＣＣＨ候補に属するかどうかに関係なく、拡張さ
れた制御チャネル要素（ｅＣＣＥ）を形成するために用いられる。図３の例において、Ｐ
ＲＢの単一のロー又はトーンは一つのｅＲＥＧを形成し得、そのため、１２個のｅＲＥＧ
は、ＥＰＤＣＣＨ伝送に対して構成されるＰＲＢ毎の各サブフレームセットにある。
【００２９】
ダウンリンクデータの最適なスケジューリングを促進するため、ＵＥが、チャネル状態

10

情報を測定するように及びｅＮＢにレポートするように構成され得る。ｅＮＢは、時間周
波数ＣＳＩ基準リソースを備えたＵＥを構成する。ＣＳＩ基準リソースの周波数部分は、
ＣＳＩレポートが有効なＰＲＢのセットで構成される。時間成分とは、データ搬送ブロッ
クの仮想伝送が多くとも１０％のブロック誤り率パーセンテージでＵＥにより受け取られ
得るサブフレームを指す。周期的及び／又は非周期的ＣＳＩレポートがＵＥに対して構成
され得、周期的レポートはＰＵＣＣＨで伝送され、非周期的レポートはＰＵＳＣＨで伝送
される。
【００３０】
ＣＳＩ測定は、ＵＥにより見られるＳＮＲの関数である。ＬＴＥ伝送モード１〜８にお
いて、ＵＥが、伝送されたセル固有基準信号（ＣＲＳ）からのＣＳＩレポートのチャネル

20

及び干渉成分を測定する。ＬＴＥ伝送モード９及び１０において、ＵＥが、チャネル状態
情報基準信号（ＣＳＩ−ＲＳ）に基づいてチャネル部分を測定するように構成され得る。
また、伝送モード１０において動作するＵＥが、ゼロパワーＣＳＩ−ＲＳ構成に含まれる
干渉測定リソースに基づいて干渉部分を測定するように構成され得る。
【００３１】
例示の実施例において、レガシーＬＴＥ（Ｒｅｌｅａｓｅ

８〜１１）及びｅＩＭＴＡ

対応ＵＥの組み合わせが、同じセルにおけるｅＮＢによりサービングされ得る。レガシー
ＵＥは、ＳＩＢ１においてシグナリングされたＵＬ／ＤＬサブフレーム構成に従ってＵＬ
／ＤＬ／Ｓｐｅｃｉａｌサブフレームパターンを判定する。ｅＩＭＴＡ対応ＵＥが、ＵＬ
／ＤＬサブフレーム構成の動的再構成を含むＤＣＩパケットを搬送するＰＤＣＣＨ又はＥ

30

ＰＤＣＣＨに対して監視するように構成され得る。ＰＤＣＣＨ又はＥＰＤＣＣＨにおける
検出されたＤＣＩにおいて受け取られる有効ＵＬ／ＤＬ構成は、７個のＬＴＥ

ＵＬ／Ｄ

Ｌ構成（図２）の一つであるはずである。ＵＥは、検出されたＤＣＩにおいて受け取られ
るＵＬ／ＤＬ構成に基づいて再構成時間期間内の全ての無線フレームに対してＵＬ／ＤＬ
／Ｓｐｅｃｉａｌサブフレームパターンを判定する。ＴＤＤ拡張された干渉緩和（ｅＩＭ
ＴＡ）下で、ＤＬサブフレームは静的（常にＤＬ）又はフレキシブルであり得る。或るサ
ブフレームが、全てのあり得るＵＬ／ＤＬ構成にわたってＵＬ又はＤＬいずれかの共通方
向を有する。図６の表は、サブフレーム６１０が静的ＤＬ方向を有し、サブフレーム６１
４が固定ＵＬ方向を有し、サブフレーム６１２が固定Ｓｐｅｃｉａｌサブフレームを有す
ることを示す。サブフレーム６１６は、それらがＤＬ又はＳｐｅｃｉａｌサブフレームの

40

いずれかであるため、ＤＬデータ伝送をスケジューリングするコンテキストにおいて比較
的静的である。サブフレーム６１８は、それらが、シグナリングされたＵＬ／ＤＬ構成に
応じてＤＬ又はＵＬのいずれかであるため、フレキシブルサブフレームである。
【００３２】
図７は、例示の実施例に従った、ユーザー機器（ＵＥ）７００と基地局（ｅＮＢ）７２
０との間の通信の図を示す。ＵＥ７００は、携帯電話、コンピュータ、又はその他のワイ
ヤレスネットワークデバイスであり得る。ＵＥ７００は、メモリ７０４及びトランシーバ
７１０に結合されるプロセッサ７０６を含む。プロセッサ７０６は、信号処理及びチャネ
ル測定及び演算を含む、ＵＥの種々の動作タスクに適合される幾つかのプロセッサを含み
得る。メモリは、プロセッサがユーザーにより指示されるように実行し得るアプリケーシ
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ョンソフトウェア、及びＵＥのための動作命令をストアする。プロセッサ７０６はまた、
マイクロホン、スピーカー、ディスプレイ、及び関連するソフトウェアを含み得る、入力
／出力（Ｉ／Ｏ）回路要素７０８に結合される。トランシーバ７１０は、ｅＮＢ７２０と
のワイヤレス通信に適した、レシーバ７１２及びトランスミッタ７１４を含む。トランシ
ーバ７１０は典型的に、種々の通信チャネルを介してｅＮＢ７２０と通信する。例えば、
トランシーバ７１０は、物理アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨ及び物理アップリンク
共用チャネルＰＵＳＣＨを介して、アップリンク情報をｅＮＢ７２０に送る。これに対応
して、トランシーバ７１０は、物理ダウンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ及び物理ダウン
リンク共用チャネルＰＤＳＣＨを介して、ｅＮＢ７２０からダウンリンク情報を受け取る
10

。
【００３３】
基地局７２０はプロセッサ７２６を含み、プロセッサ７２６は、バス７３６を介して、
メモリ７２４、記号処理回路７２８、及びトランシーバ７３０に結合される。プロセッサ
７２６及び記号処理回路７２８は、信号処理及びチャネル測定及び演算を含む種々の動作
タスクに適合される幾つかのプロセッサを含み得る。メモリは、プロセッサが特定のユー
ザーに対して実行し得るアプリケーションソフトウェア、及びｅＮＢ７２０のための動作
命令をストアする。トランシーバ７３０は、ＵＥ７００とのワイヤレス通信に適した、レ
シーバ７３２及びトランスミッタ７３４を含む。トランシーバ７３０は典型的に、種々の
通信チャネルを介してＵＥ７００と通信する。例えば、トランシーバ７３０は、物理ダウ
ンリンク制御チャネルＰＤＣＣＨ及び物理ダウンリンク共用チャネルＰＤＳＣＨを介して

20

、ＵＥ７００にダウンリンク情報を送る。これに対応して、トランシーバ７３０は、物理
アップリンク制御チャネルＰＵＣＣＨ及び物理アップリンク共用チャネルＰＵＳＣＨを介
して、ＵＥ７００からアップリンク情報を受け取る。
【００３４】
通信がｅＮＢ７２０を用いて確立された後、トランシーバ７１０は、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）サブフレームにおいてアップリンク（ＵＬ）グラントを受け取る。トランシーバ７１
０は、後続のＵＬサブフレームにおいてｅＮＢ７２０に伝送されるＣＳＩ測定レポートを
つくるために、一つ又は複数のＤＬサブフレームにおいてＣＲＳ又はＣＳＩ−ＲＳを用い
る。静的及びフレキシブルＤＬサブフレームは、異なる干渉条件に遭遇する。フレキシブ
ルサブフレームにおいて、セル間干渉は、近隣セルの現在のＵＬ／ＤＬ構成に応じて、Ｄ

30

Ｌ−ＵＬ及びＵＬ−ＤＬ干渉で構成される。従って、ＤＬ又はＵＬスループットを最大化
するために、各それぞれのサブフレームセットタイプに対応するｅＮＢ７２０に個別のＣ
ＳＩ干渉レポートを提供することが利点となる。ｅＩＭＴＡオペレーションに対して構成
されるＵＥによるＣＳＩ構成及びレポートでは、ＤＬサブフレームのセットは、ＣＳＩセ
ット０及びＣＳＩセット１として示される２つのＣＳＩ測定サブフレームセットに細分化
され得る。一実施例において、ＣＳＩセット０は、図６に示すような静的サブフレーム６
１０で構成され得、ＣＳＩセット１は、図６におけるフレキシブルサブフレーム６１８で
構成され得る。ｅＮＢは無線フレームにおけるサブフレームの任意のサブセットをＣＳＩ
セット０又は１に構成し得るので、ＣＳＩサブフレームセットの他の構成も排除されない
40

。
【００３５】
例示の実施例は、静的及びフレキシブル両方のＤＬサブフレームに対してｅＮＢ７２０
に改善されたＣＳＩ干渉レポートを提供する。ｅＩＭＴＡオペレーションのためのＣＳＩ
測定が、ＳＩＢ１システム情報においてシグナリングされたＵＬ／ＤＬ構成、又はＰＤＣ
ＣＨ又はＥＰＤＣＣＨにおいて動的にシグナリングされたＵＬ／ＤＬ構成のいずれかによ
って決められた通りに、ＤＬサブフレームにおいて実施される。従って、一つの無線フレ
ームにおけるＤＬサブフレームが、後続の無線フレームにおけるＵＬサブフレームとなる
ように動的にシグナリングされる場合、ＵＥは、後続の無線フレームのサブフレームにお
いてＣＳＩ測定を実施しない可能性がある。これに対し、レガシーＵＥは、ＳＩＢ１によ
りシグナリングされたＵＬ／ＤＬ構成のＤＬサブフレームにおいてのみＣＲＳ及び／又は
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ＣＳＩ−ＲＳに基づいてＣＳＩを測定する。従って、下位互換性をサポートするために、
ＳＩＢ１−シグナリングされたＵＬ／ＤＬ構成のＤＬサブフレームは、ＵＬサブフレーム
に動的に変えられない可能性がある。静的ＤＬサブフレームのセットには、全ての有効Ｌ
ＴＥ

ＴＤＤ

ＵＬ／ＤＬ構成に共通のＤＬサブフレーム、及びＳＩＢ１−シグナリング

されたＵＬ／ＤＬ構成に従ったＤＬサブフレームが含まれる。この制約の利点は、ＰＵＳ
ＣＨ上の以前のＵＬ伝送に応答したｅＩＭＴＡオペレーションに対して構成されるＵＥに
対するＨＡＲＱ−ＡＣＫフィードバックのタイミングが、以前のＬＴＥリリースに類似す
るＳＩＢ１−シグナリングされたＵＬ／ＤＬ構成によって決められるＵＬ

ＨＡＲＱタイ

ミングに従い得ることである。また、ＰＵＳＣＨでのＵＬグラントスケジューリング伝送
が、静的ＤＬサブフレーム（ＣＳＩサブフレームセット０など）においてのみ伝送され得

10

る。従って、レガシーＣＳＩタイミングと整合性のあるフレキシブルＤＬサブフレームの
ためのＣＳＩレポートをトリガーすることができない可能性がある。
【００３６】
この問題に対して複数の解決策が可能である。第１の解決策では、ＵＥ７００は、２つ
のＣＳＩ測定セットが構成されるときはいつでも静的及びフレキシブルＤＬサブフレーム
両方に対してＣＳＩレポートを提供し得る。これは、常に最大フィードバックオーバーヘ
ッドを要求し、ＵＥ７００に対する複雑性を著しく増大させるので、望ましくない可能性
がある。第２の解決策では、レポートされるべきＣＳＩ測定セットを判定するためにＤＬ
サブフレーム位置が用いられ得る。例えば、ＵＬグラントが伝送される各ＤＬサブフレー
ムが、２つのＣＳＩサブフレーム測定セットの一つに関連付けられる。代替として、非周
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期的ＣＳＩがレポートされる各ＵＬサブフレームが、２つのＣＳＩサブフレーム測定セッ
トの一つに関連付けられる。２つ目の解決策も、付加的なスケジューラ制約を課するので
望ましくない可能性がある。第３の解決策では、どのＣＳＩサブフレーム測定セットがレ
ポートされるべきかを示すために、付加的な情報が各ＵＬグラントのＣＳＩリクエストフ
ィールドに含まれ得る。ｅＮＢ７２０は一度に一つのＵＬグラントを備えた一つのＣＳＩ
レポートのみトリガーし得るので、これもまた制約となり得る。
【００３７】
第１の実施例に従って、無線リソース制御（ＲＲＣ）層からの高次層シグナリングが、
ＵＬグラントに含まれる既存のＣＳＩリクエストフィールドの各状態に対してレポートさ
れるべきＣＳＩサブフレーム測定セットを構成する。ＵＥに伝送されるＵＬグラントにお
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けるＣＳＩリクエストフィールドは、ＵＥが単一セルオペレーションに対して構成される
とき１ビットで、又はＵＥがキャリアアグリゲーションに対して又はＣｏＭＰオペレーシ
ョンに対してのいずれかで構成されるとき２ビットで構成され得る。例示の一実施例にお
いて、ｅＮＢは、２ビットＣＳＩフィールドを備えたＵＬグラントを受信するようにＲＲ
ＣシグナリングによりＵＥを構成し得、ここで、「００」はＣＳＩ伝送がないことを示し
、「０１」はＣＳＩサブフレームセット０に対する非周期的ＣＳＩリクエストを示し、「
１０」はＣＳＩサブフレームセット１に対する非周期的ＣＳＩリクエストを示し、「１１
」はＣＳＩサブフレームセット０及び１両方に対する非周期的ＣＳＩリクエストを示す。
ＵＬグラントにおけるＣＳＩフィールドに対するＣＳＩレポートの他のマッピング配置も
排除されない。というのは、フレキシブルＣＳＩレポート構成が、ＲＲＣシグナリングに
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より可能とされ得るためである。この実施例は、付加的なＵＥ複雑性、スケジューラ制約
、及びＣＳＩレポート制約を有利に回避する。この実施例の重要性は、ＣＳＩ基準リソー
スはもはや非周期的ＣＳＩリクエストを示すＵＬグラントを搬送するサブフレームに結び
つけられていないという点である。レガシーＬＴＥシステムにおいて、非周期的ＣＳＩリ
クエストを含むＵＬグラントを搬送するＤＬサブフレームは、典型的に、ＣＳＩ基準リソ
ースであり、関連するＵＬ伝送前に、ＵＥ処理時間を含む少なくとも４ｍｓインタバルを
備える。本実施例に従って、一つのＣＳＩレポートが１サブフレームセットに対してトリ
ガーされる場合、時間ドメインにおいて対応するＣＳＩ基準リソースは、ＵＬグラントを
搬送するサブフレームの前でありＵＬグラントを搬送するサブフレームまでの直近の有効
ＤＬサブフレームであり、非周期的ＣＳＩレポートがトリガーされるサブフレームセット
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にある。２つのＣＳＩレポートが、同じＵＬグラントにおける非周期的ＣＳＩリクエスト
により２つのサブフレームセットに対してトリガーされる場合、時間ドメインにおける各
非周期的ＣＳＩレポートのための関連するＣＳＩ基準リソースは、ＵＬグラントを搬送す
るサブフレームの前であり及びＵＬグラントを搬送するサブフレームまでの直近の有効Ｄ
Ｌサブフレームであり、非周期的ＣＳＩレポートがトリガーされるサブフレームセットに
ある。例えば、一つのＵＬサブフレームにおいて伝送される２つの非周期的ＣＳＩレポー
トのＣＳＩ基準リソースは、２つの異なるＤＬサブフレーム及び２つの異なるサブフレー
ムセットタイプ（静的及びフレキシブル）に対応し得る。例えば、一つのＤＬサブフレー
ムが、ＳＩＢ１シグナリングされたＴＤＤ

ＵＬ／ＤＬ構成によって決められるＤＬサブ

フレームのセットに属し得、他のＤＬサブフレームが、ＰＤＣＣＨ又はＥＰＤＣＣＨにお
いて動的にシグナリングされたＴＤＤ

10

ＵＬ／ＤＬ構成のＤＬサブフレームのセットに属

し得る。
【００３８】
レガシーＬＴＥシステムにおいて、ＣＳＩプロセスが、チャネル測定のための一つのＣ
ＳＩ−ＲＳリソース、及び干渉測定のための一つのチャンネル状態情報干渉測定（ＣＳＩ
−ＩＭ）リソースに関連付けられる。第２の実施例に従って、ｅＩＭＴＡに対するＣＳＩ
プロセスが、一つのＣＳＩ−ＲＳリソース及び２つのＣＳＩ−ＩＭリソースに関連付けら
れる。この実施例の一例において、各ＣＳＩ−ＩＭリソースは、それぞれ、静的（ＣＳＩ
サブフレームセット０）及びフレキシブルＤＬサブフレーム（ＣＳＩサブフレームセット
１）において見られる干渉を測定するように構成され得る。各ＣＳＩ−ＩＭリソースのレ
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ポート周期性及びサブフレームオフセットは、各サブフレームセットの時間ドメインパタ
ーンに合致するようにＲＲＣシグナリングにより構成されることが好ましい。従って、Ｃ
ＳＩ−ＩＭ
ＩＭ

０が、ＣＳＩサブフレームセット０の干渉測定のために用いられ、ＣＳＩ−

１が、ＣＳＩサブフレームセット１の干渉測定のために用いられる。ＵＥが複数の

ＣＳＩプロセスを備えて構成され得る伝送モードでは、別の実施例がＣＳＩプロセス毎に
静的及びフレキシブル両方のサブフレームに対する干渉測定値をサポートする。この場合
、それに従って、ＵＥにおけるＣＳＩ処理タイムバジェットが増大される必要がある。Ｃ
ＳＩ基準リソースは更に、ｎＣＱＩ，ｒｅｆ≧ｎｔｈｒｅｓｈｏｌｄにより得られる充分
なＣＳＩ処理時間を保証する閾値を満足させ得、ここで、ｎｔｈｒｅｓｈｏｌｄ≧４ｍｓ
である。この処理閾値は、ＳＩＢ１シグナリングされた又は動的にシグナリングされたＴ
ＤＤ

30

ＵＬ／ＤＬ構成、及び／又は構成されるＣＳＩプロセス数の関数であり得る。

【００３９】
レガシーＬＴＥシステムにおいて、一つのＣＳＩプロセスが、チャネル測定のため一つ
のノンゼロパワーＣＳＩ−ＲＳリソースに、及び対応する干渉測定のため一つのＣＳＩ−
ＩＭリソースに関連付けられる。また、ＣＳＩ−ＩＭリソースの周波数ドメイン成分は、
ゼロ−パワーＣＳＩ−ＲＳ構成により特定されるリソース要素のサブセットであるリソー
ス要素で構成される。一実施例において、ＵＥ機器は、サブフレームセット内に含まれる
ＣＳＩ−ＩＭリソースのリソース要素を用いて干渉測定を実施する。ｅＩＭＴＡオペレー
ションにおける２つのＣＳＩサブフレームセットをサポートするため、異なる代替例が考
えられ得る。一つの代替例において、ＣＳＩ基準リソースに属するサブフレームセット内
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の構成されたＣＳＩ−ＩＭリソースは、干渉測定を引き出すために用いられる。異なる実
施例において、ＣＳＩ−ＲＳプロセスが、一つのＣＳＩ−ＲＳリソース、及びＣＳＩサブ
フレームセット０及び１にそれぞれ関連付けられる２つのＣＳＩ−ＩＭリソースで構成さ
れる。これらのＣＳＩ−ＩＭリソースの各々の周期性及びサブフレームオフセットは、各
ＣＳＩサブフレームセットのパターンに合致するようにＲＲＣシグナリングにより個別に
構成され得る。従って、ＣＳＩサブフレームセット０のためのＣＳＩ測定がＣＳＩ−ＩＭ
０を用い、サブフレームセット１のためのＣＳＩ測定がＣＳＩ−ＩＭ

１を用いる。一

つのＣＳＩ−ＩＭが、対応するサブフレームセットに充分に含まれない（例えば、ＣＳＩ
−ＩＭ

０が、ＣＳＩサブフレームセット１の幾つかのサブフレームにおいて生じる）場

合、サブフレームセット０（又は１）のためのＣＳＩ測定が、ＣＳＩサブフレームセット
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ＩＭ

１）を用い得る

。
【００４０】
ＰＵＣＣＨでの周期的ＣＳＩフィードバックでは、ＰＵＣＣＨは、小さなペイロードを
備えた狭帯域チャネルである。レガシーＬＴＥシステムにおいて、一つのみのＣＳＩレポ
ートがサブフレームにおいてＰＵＣＣＨで伝送され得る。ＵＥがｅＩＭＴＡオペレーショ
ンに対して構成される場合、やはり、２つのＣＳＩサブフレームセットの周期的ＣＳＩレ
ポートをサポートすることが望ましい。各ＣＳＩサブフレームセットのためのＣＳＩレポ
ート周期性及びサブフレームオフセットは、ＲＲＣシグナリングにより独立的に構成され
る。伝送モード１〜９では、サブフレームｎにおけるＰＵＣＣＨ伝送に関連付けられるＣ

10

ＳＩ基準リソースは、ｎＣＱＩ，ｒｅｆが、ｎｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＝４より大きい最小値
であり、それが有効ＤＬサブフレームであり、リクエストされた周期的ＣＳＩレポートに
対応するＣＳＩサブフレームセットにある、という条件を満たすように、サブフレームｎ
−ｎＣＱＩ，ｒｅｆである。伝送モード１０では、サブフレームｎにおけるＰＵＣＣＨ伝
送に関連付けられるＣＳＩ基準リソースは、ｎＣＱＩ，ｒｅｆが、ｎｔｈｒｅｓｈｏｌｄ
＝４より大きいか又はそれに等しい最小値であり、それが有効ＤＬサブフレームであり、
リクエストされた周期的ＣＳＩレポートに対応するＣＳＩサブフレームセットにある、と
いう条件を満たすように、サブフレームｎ−ｎＣＱＩ，ｒｅｆである。また、閾値ｎｔｈ
ｒｅｓｈｏｌｄの正確な値は、ＵＥに対して構成されるＣＳＩプロセスの数の関数である
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。
【００４１】
ｅＩＭＴＡオペレーションにおける周期的ＣＳＩレポートの独立構成に起因して、同じ
ＵＬサブフレームにおいて衝突が起こり得、この場合、ＵＥが、ＰＵＣＣＨ上の両方のＣ
ＳＩサブフレームセットに対してＣＳＩ測定値をレポートするように構成される。一つの
みのレポートがサブフレームにおいて伝送され得るので、衝突処理メカニズムが望ましい
。例示の実施例が、異なるサブフレームセットに対して異なる優先度をシグナリングする
ＲＲＣを介して構成する。異なるサブフレームセットのＣＳＩレポートが同じＵＬサブフ
レームにおいて衝突するとき、一層高い優先度のサブフレームセットのＣＳＩがレポート
される一方、一層低い優先度のＣＳＩサブフレームのセットは伝送されない。レガシーＬ
ＴＥ

ＴＤＤシステムにおいて、優先度ルールは、ＣＳＩタイプ（ランク対ＣＱＩ／ＰＭ

30

Ｉ情報）に基づき得、ＵＥが、キャリアアグリゲーションに対して又は複数のＣＳＩプロ
セスを備えてそれぞれ構成されるときインデックス又はＣＳＩプロセスインデックスをサ
ービングする。
【００４２】
幾つかの優先度ルールが例示の実施例において説明されている。第１の代替例において
、ＣＳＩレポートは、ＣＳＩサブフレームセットの準静的構成される優先順位付けに従っ
て優先順位が決定される。例えば、ＣＳＩサブフレームセット０が静的ＤＬサブフレーム
のみを含む場合、これには、フレキシブルサブフレームを含むＣＳＩサブフレームセット
１に比較して高い優先度を与えられ得る。続いて、衝突に対するタイブレークルールは、
第２にＣＳＩタイプに、第３にサービングセルインデックスに、そして最終的にＣＳＩプ
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ロセスインデックスに従い得る。
【００４３】
４つのカテゴリー、即ち、ＣＳＩサブフレームセット、ＣＳＩタイプ、サービングセル
インデックス、及びＣＳＩプロセスインデックスの間の、この優先順位付け／タイブレー
クルールの他の取り合わせも排除されない。例えば、空間多重化伝送に優先順位をつける
ことは、ＣＳＩタイプに従って最高優先度をアサインするために利点となり得る。従って
、下記の優先順位付けルールが構成され得、ここで、各ルールにおけるカテゴリーは、優
先度の降順レベルに従う。
１．ＣＳＩサブフレームセット優先度−ＣＳＩタイプ−サービングセルインデックス−
ＣＳＩプロセスインデックス
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２．ＣＳＩタイプ−ＣＳＩサブフレームセット優先度−サービングセルインデックス−
ＣＳＩプロセスインデックス
３．ＣＳＩタイプ−サービングセルインデックス−ＣＳＩサブフレームセット優先度−
ＣＳＩプロセスインデックス
４．ＣＳＩタイプ−ＣＳＩプロセスインデックス−サービングセルインデックス−ＣＳ
Ｉサブフレームセット優先度
【００４４】
本発明の特許請求の範囲内で、説明した例示の実施例に変形が成され得、多くの他の実
施例が可能である。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

JP 2020‑61747 A 2020.4.16

(19)

JP 2020‑61747 A 2020.4.16

【図７】

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月20日(2019.12.20)
【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】
時分割複信（ＴＤＤ）通信システムを動作させる方法であって、
静的サブフレームとフレキシブルサブフレームとを含むサブフレーム構成を判定するこ
とと、
前記サブフレーム構成を伝送することと、
前記伝送することに応答してチャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートを受け取ることと、
を含み、
前記ＣＳＩレポートが、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ−ＲＳ）リソースと少なく
とも２つのチャネル状態情報干渉測定（ＣＳＩ−ＩＭ）リソースとに応答して判定される
、方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、
無線リソース制御（ＲＲＣ）により前記静的サブフレームをシグナリングすることと、
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）パケットにより前記フレキシブルサブフレームをシグ
ナリングすることと、
を更に含む、方法。
【請求項３】
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請求項１に記載の方法であって、
どのサブフレームが前記ＣＳＩレポートのために用いられるかを示すためにアップリン
クグラントにおいて複数のビットを伝送することを更に含む、方法。
【請求項４】
請求項１に記載の方法であって、
前記ＣＳＩレポートが、前記静的サブフレームか前記フレキシブルサブフレームか又は
これら両方のサブフレームのいずれから判定されるかを示すために、アップリンクグラン
トにおいて複数のビットを伝送することを更に含む、方法。
【請求項５】
請求項４に記載の方法であって、
前記アップリンクグラントにより特定されるアップリンクサブフレームの少なくともｎ
ｔｈｒｅｓｈｏｌｄサブフレーム前の有効ダウンリンクサブフレームセットにおいて前記

アップリンクグラントにおけるＣＳＩリクエストを伝送することを更に含む、方法。
【請求項６】
請求項１に記載の方法であって、
第１のＣＳＩ−ＩＭリソースが静的サブフレーム干渉を判定し、第２のＣＳＩ−ＩＭリ
ソースがフレキシブルサブフレーム干渉を判定する、方法。
【請求項７】
請求項１に記載の方法であって、
周期的ＣＳＩレポートを受け取ることを更に含む、方法。
【請求項８】
請求項１に記載の方法であって、
ＣＳＩサブフレームセット優先度とＣＳＩタイプとサービングセルインデックスとＣＳ
Ｉプロセスインデックスとに従って降順の優先度で選択されるとおりに前記ＣＳＩレポー
トを受け取ることを更に含む、方法。
【請求項９】
請求項１に記載の方法であって、
ＣＳＩタイプとＣＳＩプロセスインデックスとサービングセルインデックスとＣＳＩサ
ブフレームセット優先度とに従って降順の優先度で選択されるとおりに前記ＣＳＩレポー
トを受け取ることを更に含む、方法。
【請求項１０】
請求項１に記載の方法であって、
前記判定することが無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングに応答する、方法。
【請求項１１】
時分割複信（ＴＤＤ）通信システムを動作させる方法であって、
静的サブフレームとフレキシブルサブフレームとを含むサブフレーム構成を受け取るこ
とと、
前記サブフレーム構成に応答してチャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートを生成すること
であって、前記ＣＳＩレポートがチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ−ＲＳ）リソースと
少なくとも２つのチャネル状態情報干渉測定（ＣＳＩ−ＩＭ）リソースとに応答して生成
される、前記ＣＳＩレポートを生成することと、
前記ＣＳＩレポートを伝送することと、
を含む、方法。
【請求項１２】
請求項１１に記載の方法であって、
前記静的サブフレームが無線リソース制御（ＲＲＣ）によりシグナリングされ、前記フ
レキシブルサブフレームがダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）パケットによりシグナリング
される、方法。
【請求項１３】
請求項１１に記載の方法であって、

(21)

JP 2020‑61747 A 2020.4.16

どのサブフレームが前記ＣＳＩレポートのために用いられるかを示すためにアップリン
クグラントにおいて複数のビットを受け取ることを更に含む、方法。
【請求項１４】
請求項１１に記載の方法であって、
前記静的サブフレームか前記フレキシブルサブフレームか又はこれら両方のサブフレー
ムのいずれから前記ＣＳＩレポートが判定されるかを示すために、アップリンクグラント
において複数のビットを受け取ることを更に含む、方法。
【請求項１５】
請求項１４に記載の方法であって、
前記アップリンクグラントが、前記ＣＳＩ−ＲＳリソースと前記少なくとも２つのＣＳ
Ｉ−ＩＭリソースとを含む、方法。
【請求項１６】
請求項１５に記載の方法であって、
第１のＣＳＩ−ＩＭリソースが静的サブフレーム干渉を判定し、第２のＣＳＩ−ＩＭリ
ソースがフレキシブルサブフレーム干渉を判定する、方法。
【請求項１７】
請求項１１に記載の方法であって、
前記静的サブフレームと前記フレキシブルサブフレームとの一方に対してチャネル状態
情報（ＣＳＩ）レポートを生成することと、
ＣＳＩサブフレームセット優先度とＣＳＩタイプとサービングセルインデックスとＣＳ
Ｉプロセスインデックスとのうち少なくとも１つに従って前記ＣＳＩレポートを選択する
ことと、
を更に含む、方法。
【請求項１８】
時分割複信基地局であって、
プロセッサと、
前記プロセッサに結合され、静的サブフレームとフレキシブルサブフレームとを含むサ
ブフレーム構成を送信するように配されるトランシーバであって、アップリンクグラント
を送信し、前記アップリンクグラントに応答してチャネル状態情報（ＣＳＩ）レポートを
受信するように更に配される、前記トランシーバと、
を含み、
前記ＣＳＩレポートが、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ−ＲＳ）リソースと少なく
とも２つのチャネル状態情報干渉測定（ＣＳＩ−ＩＭ）リソースとに応答して判定される
、時分割複信基地局。
【請求項１９】
請求項１８に記載の時分割複信基地局であって、
前記静的サブフレームが無線リソース制御（ＲＲＣ）によりシグナリングされ、前記フ
レキシブルサブフレームがダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）パケットによりシグナリング
される、時分割複信基地局。

(22)

JP 2020‑61747 A 2020.4.16

フロントページの続き
(72)発明者 ランフア チェン
アメリカ合衆国 ７５０２４ テキサス州 プラノ、 フィンチ ドライブ ７６１３
(72)発明者 アンソニー エデット エクペニョン
アメリカ合衆国 ７７０３０ テキサス州 ヒューストン、 エイピーティー １５１２、 キル
ビー ドライブ ７５００
Ｆターム(参考) 5K067 AA13 BB04 BB21 CC04 DD27 DD43 EE02 EE10 EE71 FF06
GG03 JJ21

