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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、５ｍｓの半フレーム２つを含み
、各半フレームが０．５ｍｓのサービス・タイムスロット８個と１ｍｓの特殊タイムスロ
ット領域１個で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレームを
構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記配置方式により、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリ
ンク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムス
ロット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、
前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時
間オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までの
オフセットに設定することと、
　を含み、
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　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１３：２であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームにスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳの
みを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第２のサ
ブフレームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、その他の３つのサブフレーム
をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイッチポ
イントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、
ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル
長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、
ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さ
を８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦ
ＤＭシンボル長とし、
　又、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割
復信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、２個のサブフレ
ーム長を遅延することである、
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存方法。
【請求項２】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、５ｍｓの半フレーム２つを含み
、各半フレームが０．５ｍｓのサービス・タイムスロット８個と１ｍｓの特殊タイムスロ
ット領域１個で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレームを
構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記配置方式により、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリ
ンク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムス
ロット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、
前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時
間オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までの
オフセットに設定することと、
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１２：３であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームにスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳの
みを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル
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長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第１と第
４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、第２と第３のサブフレ
ームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイッ
チポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成さ
れ、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１４個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設
定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰ
の長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤ
Ｍシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、
　前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、１サブフレーム長を
遅延することである、
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存方法。
【請求項３】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、５ｍｓの半フレーム２つを含み
、各半フレームが０．５ｍｓのサービス・タイムスロット８個と１ｍｓの特殊タイムスロ
ット領域１個で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレームを
構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記配置方式により、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリ
ンク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムス
ロット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、
前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時
間オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までの
オフセットに設定することと、
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１１：４であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームにはスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳ
のみを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第１と
第４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、第２と第３のサブフ
レームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイ
ッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成
され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を７個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定
し、ＵｐＰＴＳの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場
合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長
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さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯ
ＦＤＭシンボル長とし、
　又、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割
復信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、１サブフレーム
長を遅延することである、
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存方法。
【請求項４】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、５ｍｓの半フレーム２つを含み
、各半フレームが０．５ｍｓのサービス・タイムスロット８個と１ｍｓの特殊タイムスロ
ット領域１個で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレームを
構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記配置方式により、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリ
ンク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムス
ロット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、
前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時
間オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までの
オフセットに設定することと、
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１０：５であることを含み、
　前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フ
レームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フ
レームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当
該半フレームにはスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴ
Ｓのみを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個ＯＦＤＭシンボ
ル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第１の
サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、その他の３つのサブフレー
ムをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイッチ
ポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され
、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し
、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合
、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長
さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯ
ＦＤＭシンボル長とし、
　又、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割
復信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは０である、
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存方法。
【請求項５】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
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割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、５ｍｓの半フレーム２つを含み
、各半フレームが０．５ｍｓのサービス・タイムスロット８個と１ｍｓの特殊タイムスロ
ット領域１個で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレームを
構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記配置方式により、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリ
ンク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムス
ロット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、
前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時
間オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までの
オフセットに設定することと、
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに２対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が７：８であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおいて、第１と第４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし
、第２と第３のサブフレームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半
フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、Ｇ
ＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和
を１４個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳ長を１４個のＯＦＤＭシンボル長よ
り小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、又は、ロングＣＰを採用する場合
、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長
さを１２個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし
、もう１つの半フレームにおいて、第１のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブ
フレームとし、その他の３つのサブフレームをアップリンク・サービス・サブフレームと
し、且つ当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域は
ＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳと
ＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦ
ＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦ
ＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等
しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、
　前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは０である、
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存方法。
【請求項６】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、５ｍｓの半フレーム２つを含み
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、各半フレームが０．５ｍｓのサービス・タイムスロット８個と１ｍｓの特殊タイムスロ
ット領域１個で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレームを
構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記配置方式により、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリ
ンク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムス
ロット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、
前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時
間オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までの
オフセットに設定することと、
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに２対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が６：９であることを含み、
　前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フ
レームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フ
レームにおいて、第１のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、そ
の他の３つのサブフレームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フ
レームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰ
とＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を
１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル長よ
り小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロ
ングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル長と
し、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、Ｕｐ
ＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、もう１つの半フレームにおいて、第１と
第４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、第２と第３のサブフ
レームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイ
ッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成
され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を７個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定
し、ＵｐＰＴＳの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場
合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長
さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯ
ＦＤＭシンボル長とし、
　前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、１／３サブフレーム
長を遅延することである、
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存方法。
【請求項７】
　前記第１時間分割復信システムは長期進化時間分割復信ＬＴＥ　ＴＤＤシステムであり
、前記第２時間分割復信システムは、高符号化率の時間分割復信ＴＤ－ＣＤＭＡシステム
である、
　ことを特徴とする請求項１～６の何れかに記載の時間分割復信システムの共存方法。
【請求項８】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
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前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含
み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊
タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレ
ームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
　前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前
記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間
オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオ
フセットに設定する共存配置ユニットと
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１３：２であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームにスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳの
みを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第２のサ
ブフレームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、その他の３つのサブフレーム
をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイッチポ
イントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、
ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル
長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、
ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さ
を８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦ
ＤＭシンボル長とし、
　又、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割
復信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、２個のサブフレ
ーム長を遅延する
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存装置。
【請求項９】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含
み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊
タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレ
ームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
　前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前
記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間
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オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオ
フセットに設定する共存配置ユニットと
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１２：３であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームにスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳの
みを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第１と第
４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、第２と第３のサブフレ
ームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイッ
チポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成さ
れ、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１４個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設
定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰ
の長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤ
Ｍシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信シ
ステムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、１サブフレーム長を遅
延する
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存装置。
【請求項１０】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含
み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊
タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレ
ームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
　前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前
記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間
オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオ
フセットに設定する共存配置ユニットと
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１１：４であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
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半フレームにはスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳ
のみを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第１と
第４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、第２と第３のサブフ
レームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイ
ッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成
され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を７個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定
し、ＵｐＰＴＳの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場
合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長
さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯ
ＦＤＭシンボル長とし、
　又、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割
復信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、１サブフレーム
長を遅延する
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存装置。
【請求項１１】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含
み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊
タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレ
ームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
　前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前
記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間
オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオ
フセットに設定する共存配置ユニットと
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１０：５であることを含み、
前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フレ
ームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フレ
ームにおける全部サブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームにはスイッチポイントを配置しなく、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳ
のみを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個ＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、もう１つの半フレームにおいて、第１のサ
ブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、その他の３つのサブフレーム
をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイッチポ
イントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、
ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル
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長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、
ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さ
を８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦ
ＤＭシンボル長とし、
　又、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割
復信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは０である
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存装置。
【請求項１２】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含
み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊
タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレ
ームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
　前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前
記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間
オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオ
フセットに設定する共存配置ユニットと
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに２対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が７：８であることを含み、
　前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フ
レームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フ
レームにおいて、第１と第４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームと
し、第２と第３のサブフレームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、
ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの
和を１４個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳ長を１４個のＯＦＤＭシンボル長
より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、又は、ロングＣＰを採用する場
合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの
長さを１２個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０と
し、もう１つの半フレームにおいて、第１のサブフレームをダウンリンク・サービス・サ
ブフレームとし、その他の３つのサブフレームをアップリンク・サービス・サブフレーム
とし、且つ当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域
はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳ
とＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯ
ＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯ
ＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか
等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、
　前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
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システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは０である
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存装置。
【請求項１３】
　第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレーム
のタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分
割復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムに
おける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システ
ムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、
及び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復
信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、
前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含
み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊
タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレ
ームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
　前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前
記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間
オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオ
フセットに設定する共存配置ユニットと
　を含み、
　前記第２時間分割復信システムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報は
、無線フレームに２対のスイッチポイントを配置し、且つダウンリンク・サービス・サブ
フレームとアップリンク・サービス・サブフレームの比率が６：９であることを含み、
　前記タイムスロット割当比率情報により確定された第１時間分割復信システムの無線フ
レームにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式において、１つの半フ
レームにおいて、第１のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、そ
の他の３つのサブフレームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フ
レームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰ
とＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を
１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル長よ
り小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロ
ングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル長と
し、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、Ｕｐ
ＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、もう１つの半フレームにおいて、第１と
第４のサブフレームをダウンリンク・サービス・サブフレームとし、第２と第３のサブフ
レームをアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイ
ッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成
され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を７個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定
し、ＵｐＰＴＳの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場
合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長
さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯ
ＦＤＭシンボル長とし、
　前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは、１／３サブフレーム
長を遅延する
　ことを特徴とする時間分割復信システムの共存装置。
【請求項１４】
　請求項８～１３のいずれかに記載の前記時間分割復信システムの共存装置を含む
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　ことを特徴とする基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信技術領域に関し、特に時間分割復信システムにおける無線フレーム構
造の確定方法及び装置に関わっている。
【背景技術】
【０００２】
　現在、第３世代移動通信システム標準化組織（３ＧＰＰ）は３Ｇ無線インターフェース
技術の長期進化（ＬＴＥ ）研究プロジェクトを開始した。研究進捗により、ＬＴＥ シス
テムは以下の２種のフレーム構造に対応することを確定した。
　Ａ．第１種の無線フレーム（以下Ｔｙｐｅ１と略す）は、周波数分割復信（Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）システムと時間分割復信（Ｔｉｍ
ｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）システムに適用し、図１に示すように、
　Ｔｙｐｅ１のフレーム長が１０ｍｓであり、図１において、＃０～＃１９で標識され、
長さ０．５ｍｓのタイムスロット２０個で構成される。連続する２個のタイムスロットは
１個のサブフレームとなり、全部で１０個のサブフレームを有し、即ち、サブフレームｉ
はタイムスロット＃２ｉと＃２ｉ＋１で構成され、そのうち、ｉ＝０、１、２、……９。
【０００３】
　Ｔｙｐｅ１がＦＤＤシステムに応用される際、周波数分割復信システムのアップリンク
とダウンリンクは周波数領域において別々に分けられているため、１０ｍｓ毎にアップリ
ンクにおいてもダウンリンクにおいても１０個のサブフレームが利用可能である。
【０００４】
　Ｔｙｐｅ１がＴＤＤシステムに応用される際、１０ｍｓ毎にアップリンクとダウンリン
クは合わせて１０個のサブフレームが利用可能で、各サブフレームはアップリンク伝送と
ダウンリンク伝送のどちらかに用いられ、そのうち、サブフレーム０とサブフレーム５は
、常にダウンリンク伝送に割り当てられる。
【０００５】
　ＬＴＥシステムは直交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ ）技術に基づき、ＬＴＥシス
テムのサブ搬送波の間隔は１５ｋＨｚに設定され、対応するＯＦＤＭシンボル長は６６. 
６７ｕｓとする。Ｔｙｐｅ１の場合、各タイムスロットの長さが０．５ｍｓとし、狭いカ
バレッジエリアに対応する際、長さが４.７ｕｓのショートサイクリック・プレフィック
ス（ＣＰ）を採用し、各タイムスロットは７個のＯＦＤＭシンボルを含み、広いカバレッ
ジエリアに対応する際、長さが１６. ６６ｕｓのロングＣＰを採用し、各タイムスロット
は６個のＯＦＤＭシンボルを含む。計算で分かるように、Ｔｙｐｅ１の場合、ショートＣ
ＰとロングＣＰを採用する際のＣＰオーバーヘッドはそれぞれと約６．７％と２０％であ
る。
【０００６】
　Ｂ．第２種の無線フレーム（以下Ｔｙｐｅ２と略す）はＴＤＤシステムのみに適用し、
構造は図２に示すように、
　Ｔｙｐｅ２のフレーム長が１０ｍｓであり、各フレームが２つの５ｍｓの半フレームに
分割される。各半フレームは７個のサービス・タイムスロット（図２に＃０～＃６で標識
する）と３個の特殊タイムスロットで構成される。図２に示すように、前記３個の特殊タ
イムスロットはそれぞれとダウンリンク・パイロット・タイムスロット（ＤｗＰＴＳ）、
ガード間隔（Ｇｕａｒｄ　Ｐｅｒｉｏｄ、ＧＰ）とアップリンク・パイロット・タイムス
ロット（ＵｐＰＴＳ）である。
【０００７】
　各サービス・タイムスロットは一つのサブフレームで定義され、そのうち、サブフレー
ム＃０とダウンリンク・パイロット・タイムスロットは常にダウンリンク伝送に用いられ
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、サブフレーム＃１とアップリンク・パイロット・タイムスロットは常にアップリンク伝
送に用いられる。
【０００８】
　Ｔｙｐｅ２のフレーム構造において、各サービス・タイムスロットの長さが６７５μs
とし、ショートＣＰを採用する場合、各サービス・タイムスロットはショートＣＰを採用
する９個のＯＦＤＭシンボルで構成され、そのうち、ショートＣＰ長は８. ３３ｕｓとし
、ＯＦＤＭシンボル長は６６．６７ｕｓとする。ロングＣＰを採用する場合、各サービス
・タイムスロットはロングＣＰを採用する８個のＯＦＤＭシンボルで構成され、そのうち
、ロングＣＰ長は１７．７１μsとし、ＯＦＤＭシンボル長は依然として６６．６７μsで
ある。具体的に応用シナリオの要求によりショートＣＰとロングＣＰのどちらかを採用す
ることを決め、例えば、狭いカバレッジエリアに対応する際、ショートＣＰを採用し、広
いカバレッジエリア又はマルチセル・ブロードキャスト・サービスを行う場合、ロングＣ
Ｐを採用する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　Ｔｙｐｅ１とＴｙｐｅ２のフレーム構造から見出すように、フレーム構造が違うため、
Ｔｙｐｅ２におけるＣＰオーバーヘッド、特にショートＣＰを採用する場合のＣＰオーバ
ーヘッドは比較的に大きくて、８．３３／６６．６７＝１２．４９％に達した。ＯＦＤＭ
システムにおいて、ＣＰ長はＯＦＤＭシステムの耐マルチパス性能を決めている。ロング
ＣＰはマルチパス干渉の克服に有利であるが、システムオーバーヘッドも大きくなり、当
該増大したシステムオーバーヘッドはシステムのピーク速度と転送効率に影響を与え、デ
ータ伝送能力を低下させる。実際応用におけるチャネル環境に対して、マルチパス遅延で
引き起こされた影響を克服するのに、約５μsのＣＰが既に要求を満足できる。そのため
、現存のＴｙｐｅ２に設定されたＣＰ長は伝送効率を低下させてしまう。
【００１０】
　ＴＤＤシステムに対して、アップリンク・タイムスロットとダウンリンク・タイムスロ
ットの間の干渉を回避するため、ダウンリンク・タイムスロットからアップリンク・タイ
ムスロットまでのスイッチポイントにＧＰを設定する必要があり、当該ＧＰの長さは、電
磁波がセル半径の２倍の距離を経過する時間に等しく、即ち、TＧＰ=2*Rcell/Cとし、そ
のうち、Rcellはセル半径を表示し、Ｃは電磁波が真空での伝送速度（3×１08米/秒）を
示す。
【００１１】
　従来技術において、Ｔｙｐｅ２の特殊タイムスロット領域におけるＤｗＰＴＳ、ＧＰと
ＵｐＰＴＳという３つの特殊タイムスロットは固定長を有し、それぞれは８３．３３μs
、５０μsと１４１．６７μsであり、そのうち、前記計算公式TＧＰで分かるように、当
該種別のフレーム構造が配置された場合、ＧＰ長はシステムの対応可能なカバー半径を決
めている。
【００１２】
　現在、異なるカバレッジエリアの要求に応じて、ＧＰを調整する方法は以下を含む。
【００１３】
　Ａ．セル半径が７．５ｋｍより短いの場合、現存のフレーム構造を利用し、図３に示す
ように、ＧＰ長は５０μsとし、その場合のランダムアクセスはＵｐＰＴＳタイムスロッ
トにおいて行う。
【００１４】
　Ｂ．セル半径が７．５ｋｍ以上且つ３０ｋｍ以下の中規模カバレッジエリアに対して、
図４に示したようなフレーム構造を採用し、その場合、Ｔｙｐｅ２における従来の５０μ
sのＧＰ長は足りないため、ＧＰとＵｐＰＴＳをコンバインして新しいＧＰを構成し、時
間長は１９１．６６μsとなり、TＧＰとRcellの関係により、当該フレーム構造は大体２
９ｋｍのカバレッジエリアに対応すると算出できる。その場合のランダムアクセスはサブ
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フレーム＃１又はその後の何れか一つのアップリンク・タイムスロットにおいて行っても
良い。
【００１５】
　Ｃ．セル半径が３０ｋｍより長い広いカバレッジエリアに対して、図５に示したような
フレーム構造を採用し、その場合、サブフレーム＃１の全体、ＧＰとＵｐＰＴＳをコンバ
インして新しいＧＰを構成し、時間長が８６６．６６μsとなり、１００ｋｍ以上のセル
カバレッジエリアに対応できる。ランダムアクセスはサブフレーム＃２又はその後の何れ
か一つのアップリンク・タイムスロットにおいて行っても良い。
【００１６】
　上述で分かるように、セルの更に大きいカバレッジエリアに対応するため、従来の技術
はＧＰを長くして、ＧＰに１つ又は複数のアップリンク・タイムスロットを含ませる方法
で実現していた。しかし、上述の配置方法はカバレッジエリアを対応するには柔軟性を欠
き、例えば、４０ｋｍのカバレッジエリアを要求するセルに対しても、最大１２０ｋｍの
カバレッジエリアに対応できる案Ｃのフレーム構造を採用しなければならなく、実際応用
において、ＧＰ内の大部分のタイムスロットは無駄になり、システムの伝送効率を低下し
ていた。
【００１７】
　そのため、従来の技術は様々なカバレッジエリア要求に柔軟に対応できないのである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の第１の目的は、時間分割復信システムの無線フレーム構造の確定方法及び伝送
装置を提供し、各種のカバレッジエリアの要求を柔軟に対応することである。
【００１９】
　本発明の第２の目的は、時間分割復信システムのサブフレーム割当方法及び装置を提供
し、時間分割復信システム内のタイムスロット比率の調整粒度を低減させ、異なるサービ
ス要求を満たせる柔軟性を向上することである。
【００２０】
　本発明の第３の目的は、時間分割復信システムの共存方法及び装置を提供し、第１時間
分割復信システムと第２時間分割復信システムを共存させることを実現することである。
【００２１】
　上述目的を達成するため、以下、本発明の技術案について詳細に説明する。
【００２２】
　時間分割復信システムの無線フレーム構造確定方法は、
　ネットワーク側で配置されたサービスを伝送するための無線フレームは、２つの５ｍｓ
の半フレームを含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１
個の１ｍｓの特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロット
で１つのサブフレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓとし、特殊タイムスロット領域
がダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔及びアップリンク・パイロッ
ト・タイムスロットを含む構造を有し、
　カバレッジエリアの要求により、前記特殊タイムスロット領域におけるダウンリンク・
パイロット・タイムスロット、ガード間隔及びアップリンク・パイロット・タイムスロッ
トの長さを確定し、サービスを伝送するための無線フレームの構造を確定する、
　ことを含む。
【００２３】
　時間分割復信システムの伝送装置は、
　ネットワーク側に設置されたネットワーク側フレーム構造配置モジュール、フレーム構
造通知モジュールとサービス送受信モジュール、及び端末側に設置された端末側フレーム
構造配置モジュール、フレーム構造通知受信モジュールと端末サービス送受信モジュール
を含み、
　ネットワーク側フレーム構造配置モジュールは、フレーム構造の予定情報を保存し、予
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定情報とシステムがカバレッジエリアに対する要求により、特殊タイムスロット領域にお
けるダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔及びアップリンク・パイロ
ット・タイムスロットの長さを確定し、サービスを伝送するための無線フレームの構成情
報を確定し、及びフレーム構造情報をフレーム構造通知モジュールとサービス送受信モジ
ュールに送信し、
　前記予定情報は、システムのサービスを伝送するための無線フレームを、２つの５ｍｓ
の半フレームを含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１
個の１ｍｓの特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロット
で１つのサブフレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓとし、特殊タイムスロット領域
がダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔及びアップリンク・パイロッ
ト・タイムスロットを含むように構成する、内容を有し、
　前記フレーム構造通知モジュールは、配置された特殊タイムスロット領域におけるダウ
ンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔及びアップリンク・パイロット・タ
イムスロットの長さを含むフレーム構造情報を端末側のフレーム構造通知受信モジュール
に通知し、
　前記端末側のフレーム構造通知受信モジュールは、フレーム構造通知モジュールより送
信されたフレーム構造情報を受信し、当該フレーム構造情報を端末フレーム構造配置モジ
ュールに送信し、
　端末フレーム構造配置モジュールは、フレーム構造の予定情報を保存し、前記予定情報
はネットワーク側フレーム構造配置モジュールに保存されたものと同じで、又、当該予定
情報とフレーム構造通知受信モジュールより送信されたフレーム構造情報により、端末側
の自身のフレーム構造を配置し、自身に配置したフレーム構造情報を端末サービス送受信
モジュールに送信し、
　前記ネットワーク側に設置されたサービス送受信モジュールと端末側に設置された端末
サービス送受信モジュールは、配置されたフレーム構造を利用してサービスを伝送する。
【００２４】
　上述技術案で見出すように、本発明はフレーム構造に対して再配置することにより、特
殊タイムスロット領域に含まれたダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間
隔、又はアップリンク・パイロット・タイムスロットが、システムのカバレッジエリア要
求に応じて柔軟に配置できるようになり、これにより、異なるカバレッジエリアに柔軟に
対応することを実現した。
【００２５】
　時間分割復信システムのサブフレーム割当方法は、
　アップリンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率により、最低１つの無線
フレームをサブフレーム割当周期とする場合のアップリンク・サービス・サブフレームと
ダウンリンク・サービス・サブフレームの配置比率を確定し、前記無線フレームは、２つ
の５ｍｓの半フレームを含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロ
ットと１個の１ｍｓの特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイム
スロットで１つのサブフレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレーム
の配置比率により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブ
フレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する、
　ことを含む。
【００２６】
　本発明に係る実施形態は時間分割復信システムのサブフレーム割当装置を提供し、
　アップリンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率により、最低１つの無線
フレームをサブフレーム割当周期とする場合のアップリンク・タイムスロットとダウンリ
ンク・タイムスロットの配置比率を確定し、前記無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレ
ームを含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍ
ｓの特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つの
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サブフレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する配置比率確定ユニッ
トと、
　前記アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレーム
の配置比率により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブ
フレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する第１割当方式確
定ユニットと、
　を含む。
【００２７】
　基地局は、
　アップリンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率により、最低１つの無線
フレームをサブフレーム割当周期とする場合のアップリンク・サービス・サブフレームと
ダウンリンク・サービス・サブフレームの配置比率を確定し、前記無線フレームは、２つ
の５ｍｓの半フレームを含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロ
ットと１個の１ｍｓの特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイム
スロットで１つのサブフレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する配
置比率確定ユニットと、
　前記アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレーム
の配置比率により前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブフ
レームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する第１割当方式確定
ユニットと、
　を含む。
【００２８】
　時間分割復信システムのサブフレーム割当方法は、
　最低１つの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合、前記最低１つの無線フレ
ームにおけるアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフ
レームの割当方式の指示情報を受信し、前記無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレーム
を含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの
特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブ
フレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
　前記指示情報により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・
サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定することと、
　前記割当方式により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・
サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームを確定することと、
　を含む。
【００２９】
　時間分割復信システムのサブフレーム割当装置は、
　最低１つの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合、前記最低１つの無線フレ
ームにおけるアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフ
レームの割当方式の指示情報を受信し、前記無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレーム
を含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの
特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブ
フレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する指示情報受信ユニットと
、
　前記指示情報により前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サ
ブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する第２割当方式
確定ユニットと、
　前記割当方式により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・
サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームを確定するサブフレーム割当ユニ
ットと、
　を含む。
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【００３０】
　ユーザー設備は、
　最低１つの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合、前記最低１つの無線フレ
ームにおけるアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフ
レームの割当方式の指示情報を受信し、前記無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレーム
を含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの
特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブ
フレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する指示情報受信ユニットと
、
　前記指示情報により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・
サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する第２割当方
式確定ユニットと、
　前記割当方式により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・
サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームを確定するサブフレーム割当ユニ
ットと、
　を含む。
【００３１】
　本発明に係る実施形態が提供する時間分割復信システムのサブフレーム割当方法及び装
置は、最低１つの無線フレームをサブフレーム割当周期とすることを確定し、アップリン
ク・タイムスロットとダウンリンク・タイムスロットの配置比率の種類を増加し、アップ
リンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率により、アップリンク・サービス
・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を選択でき、タイム
スロット比率の調整粒度を低下させ、異なるサービス要求を満たす際の柔軟性を向上した
。
【００３２】
時間分割復信システムの共存方法は、
第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレームの
タイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分割
復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムにお
ける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システム
における無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、及
び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、前
記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含み
、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊タ
イムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレー
ムを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有し、
前記配置方式により、前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前
記第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間
オフセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオ
フセットに設定する。
【００３３】
時間分割復信システムの共存装置は、
第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレームの
タイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分割
復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムにお
ける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システム
における無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、及
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び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットを確定し、そのうち、前
記第１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含み
、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊タ
イムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレー
ムを構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリンク
・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロッ
ト領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前記
第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間オ
フセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオフ
セットに設定する共存配置ユニットと、
を含む。
【００３４】
基地局は、
第１時間分割復信システムと共存する第２時間分割復信システムにおける無線フレームの
タイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、第１時間分割
復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムにお
ける無線フレームのスイッチポイントに整列させた場合、前記第１時間分割復信システム
における無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、及
び前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻から第２時間分割復信
システムにおける無線フレームの開始時刻までのオフセットを確定し、そのうち、前記第
１時間分割復信システムにおける無線フレームは、２つの５ｍｓの半フレームを含み、各
半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロットと１個の１ｍｓの特殊タイム
スロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロットで１つのサブフレームを
構成し、サブフレーム長が１ｍｓである構造を有する共存確定ユニットと、
前記配置方式により前記第１時間分割復信システムにおける無線フレームのアップリンク
・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロッ
ト領域を配置し、前記第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報により、前記
第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、前記時間オ
フセットを第１時間分割復信システムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオフ
セットに設定する共存配置ユニットと、
を含む。
【発明の効果】
【００３５】
本発明に係る時間分割復信システムの共存方法と装置は、第２時間分割復信システムにお
ける無線フレームのタイムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期
と確定し、第１時間分割復信システムにおける無線フレームの配置方式、及び無線フレー
ムの開始時刻から第２時間分割復信システムにおける無線フレームの開始時刻までの時間
オフセットを確定し、又、配置方式により第１時間分割復信システムにおける無線フレー
ムを配置し、時間オフセットと第２時間分割復信システムのフレームタイミング情報によ
り、第１時間分割復信システムのフレームタイミングを確定し、これにより第１時間分割
復信システムにおける無線フレームのスイッチポイントを第２時間分割復信システムにお
ける無線フレームのスイッチポイントに整列させ、第１時間分割復信システムと第２時間
分割復信システムにおける無線フレームのアップリンク・タイムスロットとダウンリンク
・タイムスロットの重畳を消去し、システム間の干渉を大幅に低減させ、第１時間分割復
信システムと第２時間分割復信システムを共存させることを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】従来技術におけるフレーム構造Ｔｙｐｅ１のイメージを示す図
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【図２】従来技術におけるフレーム構造Ｔｙｐｅ２のイメージを示す図
【図３】従来技術におけるＬＴＥ　ＴＤＤシステムが狭いカバレッジエリアに適用する場
合のフレーム構造のイメージを示す図
【図４】従来技術におけるＬＴＥ　ＴＤＤシステムが中規模カバレッジエリアに適用する
場合のフレーム構造のイメージを示す図
【図５】従来技術におけるＬＴＥ　ＴＤＤシステムが広いカバレッジエリアに適用する場
合のフレーム構造のイメージを示す図
【図６】本発明の実施形態におけるＴＤＤシステムの伝送方法のフロー図
【図７】本発明の実施形態における伝送方法で配置されたフレーム構造のイメージを示す
図
【図８】本発明の実施形態における特殊タイムスロットの１種の構造イメージを示す図
【図９】本発明の実施形態におけるＴＤＤシステムの伝送装置の構造イメージを示す図
【図１０】本発明に係る実施形態において、半フレームを割当周期とするサブフレーム割
当パターンのイメージを示す図
【図１１】本発明に係る実施形態において、無線フレームをサブフレーム割当周期とし、
且つ２対のスイッチポイントを配置した場合のサブフレーム割当パターンのイメージを示
す図
【図１２】本発明に係る実施形態において、無線フレームをサブフレーム割当周期とし、
且つ１対のスイッチポイントを配置した場合のサブフレーム割当パターンのイメージを示
す図
【図１３】本発明に係る実施形態において、無線フレームをサブフレーム割当周期とし、
且つスイッチポイントを配置していない場合のサブフレーム割当パターンのイメージを示
す図
【図１４】本発明の実施形態における基地局側サブフレーム割当方法のフロー図
【図１５】本発明の実施形態におけるユーザー設備側サブフレーム割当方法のフロー図
【図１６】本発明の実施形態におけるＴＤＤシステムのサブフレーム割当装置のブロック
図
【図１７】従来技術におけるＴＤ－ＣＤＭＡシステムのフレーム構造のイメージを示す図
【図１８】本発明の実施形態において、ＬＴＥ　ＴＤＤとＴＤ－ＣＤＭＡシステムが共存
した場合の干渉発生イメージを示す図
【図１９】本発明の実施形態におけるＴＤＤシステムの共存方法のフロー図
【図２０】本発明の実施形態におけるＴＤＤシステムの共存装置のブロック図
【図２１】本発明の実施形態において、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置し
た場合の配置方式のイメージを示す図
【図２２】本発明の実施形態において、無線フレームに２対のスイッチポイントを配置し
た場合の配置方式のイメージを示す図
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、明細書と図面に結合して、具体的な実施形態を列挙して本発明の技術案を詳細に
記述する。
【００３８】
　本発明に係る実施形態は、ＴＤＤシステムの伝送方法を提案し、具体的なフローは図６
に示すように、以下のステップを含む。
【００３９】
　ステップ６０１、ネットワーク側はサービスを伝送するための無線フレームの構造を配
置する。
　前記無線フレームは、図７に示すように、１０ｍｓの時間長を有し、２つの５ｍｓの半
フレームに分割され、各半フレームは更に８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロット
と１個の１ｍｓの特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムスロ
ットで１つのサブフレームを構成し、サブフレーム長は１ｍｓであり、特殊タイムスロッ
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ト領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳという３つの特殊タイムスロットを含む、という
構造を有する。
【００４０】
　そのうち、３つの特殊タイムスロットの長さは上位層シグナリングにより柔軟に配置で
きるが、３者で構成された特殊タイムスロット領域の総長は１ｍｓのままである。その場
合、半フレーム毎に４個のサブフレームが含まれ、表１に示したパラメータにより各サー
ビス・タイムスロットを配置し、当該パラメータは現在のＦＤＤシステムに利用されるＴ
ｙｐｅ１のパラメータと同様である。
【表１】

【００４１】
　無線フレームの異なる配置方式により、以下の２つの場合に分けられる。
【００４２】
　Ａ、５ｍｓの半フレームを割当周期として、各半フレームにおけるアップリンク・タイ
ムスロットとダウンリンク・タイムスロットに対して同じ配置方式を採用する。
【００４３】
　その場合、各半フレームに１対のアップリンク・スイッチポイント／ダウンリンク・ス
イッチポイントを配置し、１つのダウンリンクからアップリンクまでのスイッチポイント
（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｔｏ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｐｏｉｎｔ、ＤＵＳＰ）と１
つのアップリンクからダウンリンクまでのスイッチポイント（Ｕｐｌｉｎｋ　ｔｏ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｓｗｉｔｃｈ　Ｐｏｉｎｔ、ＵＤＳＰ）を含む。ＤＵＳＰをＧＰ内に位置
させ、ＵＤＳＰは特殊タイムスロット領域とサブフレーム＃１の間の境界に、又は、サブ
フレーム＃１とサブフレーム＃２の境界に、又は、サブフレーム＃２とサブフレーム＃３
の境界に、又はサブフレーム＃３のもう一側の境界に配置でき、本発明に係る実施形態は
それに対して制限しないため、アップリンク・ダウンリンク伝送が要求する比率により配
置できる。
【００４４】
　Ｂ、１０ｍｓの無線フレームを割当周期として、無線フレーム内の２つの５ｍｓの半フ
レームにおけるアップリンク・タイムスロットとダウンリンク・タイムスロットを各々に
独立して配置し、配置方式は、同じであっても良いし、同じでなくても良く、その際の無
線フレーム配置は更に２つの場合に分けられる。
【００４５】
　ｂ１、１つの無線フレームに２対のアップリンク・スイッチポイントとダウンリンク・
スイッチポイントを配置し、即ち、５ｍｓの半フレーム毎において、１対のアップリンク
・スイッチポイントとダウンリンク・スイッチポイント（ＤＵＳＰとＵＤＳＰ）を配置し
、その場合、２つの半フレームにおけるＵＤＳＰの位置は相互に独立して、対応して等し
くなる必要がない。
【００４６】
　ｂ２、１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ダウンリンク・パイロット・タイムスロッ
ト、ガード間隔及びアップリンク・パイロット・タイムスロットを含むように特殊タイム
スロット領域を設定し、もう一つの５ｍｓの半フレームにおいて、ダウンリンク・パイロ
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ット・タイムスロットのみを含むように特殊タイムスロット領域を設定し、ダウンリンク
同期チャネルはＤｗＰＴＳタイムスロットで送信されるため、ダウンリンク同期信号の送
信周期は５ｍｓとする。
【００４７】
　前記ＤＵＳＰをガード間隔に配置し、ＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳを含む半フレーム
が先にある場合、ＵＤＳＰをＵｐＰＴＳの後、且つ後の５ｍｓ半フレームの特殊タイムス
ロット領域前の何れかのサブフレームの境界に配置し、ＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳを
含む半フレームが後にある場合、ＵＤＳＰをＵｐＰＴＳの後の何れかのサブフレームの境
界に配置する。
【００４８】
　ステップ６０２、ネットワーク側は異なるカバレッジエリアの要求により、特殊タイム
スロット領域における各特殊タイムスロットの長さを配置し、以下２つの方法を含む。
【００４９】
　１）図８は特殊タイムスロットにおけるＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳの具体な構造を
示した。ＤｗＰＴＳの長さを１つ又は１つ以上のＯＦＤＭシンボルを含むように設定し、
ダウンリンク・パイロット・タイムスロットはプライマリ同期チャネルＰ－ＳＣＨを含み
、且つ前記Ｐ－ＳＣＨはＤｗＰＴＳの第１のＯＦＤＭシンボルで送信され、前記Ｐ－ＳＣ
Ｈが占める周波数帯域は、システム全周波数帯の中間の１．２５ＭＨｚ帯域幅である。
【００５０】
　ここで注意しなければならないことは、システムが時間分割複信・同期・符号分割多元
接続（ＴＤーＳＣＤＭＡ）システムと共存する必要がある場合、２つのシステムがともに
ＴＤＤシステムであるため、２つのシステムのカバレッジエリアに重畳部分が出現した場
合、２つのシステムが利用するフレーム構造にはアップリンク・タイムスロットとダウン
リンク・タイムスロットがそれぞれと異なるため、相互干渉が発生する可能性があり、よ
り深刻の場合、２システムが正常に動作しなくなる可能性もある、ということである。
【００５１】
　そのため、システムが時間分割複信・同期・符号分割多元接続（ＴＤーＳＣＤＭＡ）シ
ステムと共存する必要がない場合、前記ダウンリンク・パイロット・タイムスロットの長
さを最低２個のＯＦＤＭシンボルが含まれるように配置し、ダウンリンク・パイロット・
タイムスロットにプライマリ同期チャネルが含まれ、前記プライマリ同期チャネルはダウ
ンリンク・パイロット・タイムスロットの第１のＯＦＤＭシンボルで送信される。
【００５２】
　それに対して、システムがＴＤーＳＣＤＭＡシステムと共存する必要がある場合、前記
ダウンリンク・パイロット・タイムスロットの長さを最低１個のＯＦＤＭシンボルが含ま
れるように配置し、ダウンリンク・パイロット・タイムスロットにプライマリ同期チャネ
ルが含まれ、前記プライマリ同期チャネルはダウンリンク・パイロット・タイムスロット
の第１のＯＦＤＭシンボルで送信される。
【００５３】
　ＤｗＰＴＳにおいて、Ｐ－ＳＣＨが占用する時間周波数リソース以外の時間周波数領域
リソースは、ダウンリンク制御シグナリングとダウンリンクデータとダウンリンク基準信
号のうちの少なくとも１つの送信に利用する。
【００５４】
　セカンダリ同期信号Ｓ－ＳＣＨはサブフレーム＃０における最後１つのＯＦＤＭシンボ
ル、即ち、ＤｗＰＴＳの前の一つのＯＦＤＭシンボルで送信され、前記Ｓ－ＳＣＨが占用
する周波数帯域はＰ－ＳＣＨと同様に、システム全周波数帯の中間の１．２５ＭＨｚ帯域
幅である。
【００５５】
　前文の表１で分かるように、ショートＣＰを採用する場合、１ｍｓの特殊タイムスロッ
ト領域は１４個のＯＦＤＭシンボルを含み、ロングＣＰを採用する場合、１ｍｓの特殊タ
イムスロット領域は１２個のＯＦＤＭシンボルを含む。
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【００５６】
　その際、更にカバレッジエリアの要求により、前記ＧＰ長をＮ個のＯＦＤＭシンボルに
設定し、ＧＰ長がＮ個のＯＦＤＭシンボルである場合、対応するカバレッジエリアは１０
＊Ｎｋｍとし、ショートＣＰを採用する場合、０≦Ｎ≦１３とし、ロングＣＰを採用する
場合、０≦Ｎ≦１１とし、Ｎは最大値を取る場合、ＵｐＰＴＳ長は０個のＯＦＤＭシンボ
ルの長さとなる。
【００５７】
　２）システムのランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）は図８に示したような配置方
式を採用し、ＰＲＡＣＨをＵｐＰＴＳで送信するように配置し、その場合、ＵｐＰＴＳ長
を２つ以上のＯＦＤＭシンボルを含むように配置し、ＰＲＡＣＨをＵｐＰＴＳ内の先頭２
つ又は最後２つのＯＦＤＭシンボルに位置することができ、
　ＵｐＰＴＳにおいて、ＰＲＡＣＨが占用する時間周波数リソース以外の時間周波数領域
リソースは、アップリンク制御シグナリングとアップリンクデータとアップリンク基準信
号とアップリンク検出信号のうちの少なくとも１つの送信に利用できる。
【００５８】
　前記ＰＲＡＣＨは周波数領域において全て６つのリソースブロックを占用し、具体的な
周波数領域位置はシステムにより予め設定し、又、時間により変化できる。
【００５９】
　ステップ６０３、ネットワーク側と端末側は配置されたフレーム構造を採用してサービ
スを伝送する。
【００６０】
　ここで説明しなければならないことは、ステップ６０１の後は更に、サービスを伝送す
るためのフレーム構造の配置結果をネットワーク側と端末側に予め保存しておくステップ
６０４を含む、ということである。具体な方法は従来技術と同じで、ここで説明を省略す
る。
【００６１】
　同時に、ステップ６０２の後は更に、ネットワーク側は配置されたダウンリンク・パイ
ロット・タイムスロット、ガード間隔とアップリンク・パイロット・タイムスロットの長
さを含むフレーム構造情報を端末に送信するステップ６０５を含み、端末は予め保存され
たフレーム構造の配置結果と受信したダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガー
ド間隔及びアップリンク・パイロット・タイムスロットの長さにより自身のフレーム構造
の配置を行う。具体な方法は従来技術と同じで、ここで説明を省略する。
【００６２】
　上記で見出すように、本発明の実施形態に係る伝送方法は、ＣＰ長を短縮し、従来技術
において、ショートＣＰの長さは８．３３μsであり、ロングＣＰの長さは１７．７１μs
であった。本発明に係る実施形態の伝送方法に採用されたフレーム構造は、ショートＣＰ
の長さが約５μsとなり、ロングＣＰの長さが１６．６７μsとなった。システムのＣＰ長
が長すぎたという従来技術における問題点を解決し、同時に、前記フレーム構造において
、用途を指定していないリソース部は、各種のシグナリングとデータの伝送に利用でき、
例えば、ＤｗＰＴＳ内のＰ－ＳＣＨ以外の部分は、ダウンリンク制御シグナリング、ダウ
ンリンクデータ、ダウンリンク基準信号、又は前記３者の任意の組み合わせ信号の伝送に
利用できるため、リソース利用率を向上させ、システムの伝送効率を向上した。
【００６３】
　同時に、当該伝送方法に採用されたフレームは、サブフレーム長が１ｍｓであり、２つ
の連続サービス・タイムスロットを含み、且つペアに配置して利用する構造を有するため
、リソース・スケジューリングの複雑さを低減させた一方、タイムスロット間の周波数ホ
ッピング伝送を便利に実現でき、又、従来の０．６７５ｍｓ長のサブフレームに比較して
、長さを増加した後、従来のサブフレーム長が短すぎた原因でアップリンクカバレッジを
制限してしまう問題も解決した。
【００６４】
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　更に、前記フレーム構造はＴｙｐｅ１と良好な一致性を有し、サブフレーム長、タイム
スロット長とＯＦＤＭシンボルのパラメータは全てＴｙｐｅ１と同じであるため、ＦＤＤ
/ＴＤＤダブルモード動作方式に基づく設備端末は更に実現しやすくなり、ＦＤＤとＴＤ
Ｄ基準に基づく設備間の相互共存は実現しやすくなる。
【００６５】
　又、本発明に係る実施形態は、上述方法に対応するＴＤＤシステムの伝送装置を提供し
、図９は本発明の伝送装置に係る好ましい実施形態の構造イメージを示し、
　ネットワーク側に設置されたネットワーク側フレーム構造配置モジュール９１０、フレ
ーム構造通知モジュール９２０とサービス送受信モジュール９３０と、
　及び端末側に設置された端末フレーム構造配置モジュール９４０、フレーム構造通知受
信モジュール９５０と端末サービス送受信モジュール９６０を含む。
【００６６】
　そのうち、ネットワーク側フレーム構造配置モジュール９１０は、フレーム構造の予定
情報を保存し、予定情報とシステムがカバレッジエリアに対する要求により、特殊タイム
スロット領域におけるダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔及びアッ
プリンク・パイロット・タイムスロットの長さを確定し、サービスを伝送するための無線
フレームの構造情報を確定し、又、フレーム構造情報をフレーム構造通知モジュール９２
０とサービス送受信モジュール９３０に送信する。
【００６７】
　前記予定情報は、システムがサービスを伝送するための無線フレームの構造を、２つの
５ｍｓの半フレームを含み、各半フレームが８個の０．５ｍｓのサービス・タイムスロッ
トと１個の１ｍｓの特殊タイムスロット領域で構成され、２つの連続サービス・タイムス
ロットで１つのサブフレームを構成し、サブフレーム長が１ｍｓとし、特殊タイムスロッ
ト領域がダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔及びアップリンク・パ
イロット・タイムスロットという３つの特殊タイムスロットを含むように構成する、内容
を有し、
　前記フレーム構造通知モジュール９２０は、配置された特殊タイムスロット領域におけ
るダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔とアップリンク・パイロット
・タイムスロットの長さを含むフレーム構造情報を端末側のフレーム構造通知受信モジュ
ール９５０に通知する。
【００６８】
　前記端末側のフレーム構造通知受信モジュール９５０は、フレーム構造通知モジュール
９２０より送信されたフレーム構造情報を受信し、当該フレーム構造情報を端末フレーム
構造配置モジュール９４０に送信する。
【００６９】
　端末フレーム構造配置モジュール９４０は、フレーム構造の予定情報を保存し、前記予
定情報はネットワーク側のフレーム構造配置モジュール９１０に保存されたものと同じで
、又、当該予定情報とフレーム構造通知受信モジュール９５０より送信されたフレーム構
造情報により、端末側の自身フレーム構造を配置し、自身に配置したフレーム構造情報を
端末サービス送受信モジュール９６０に送信する。
【００７０】
　前記ネットワーク側に設置されたサービス送受信モジュール９３０と端末側に設置され
た端末サービス送受信モジュール９６０は、配置されたフレーム構造を利用してサービス
を伝送する。
【００７１】
　本実施形態において、ネットワーク側に設置されたネットワーク側フレーム構造配置モ
ジュール９１０は、ネットワーク側フレーム構造予定情報保存ユニット９１１、特殊タイ
ムスロット配置ユニット９１２とフレーム構造確定ユニット９１３を含み、
　端末側に設置された端末フレーム構造配置モジュール９４０は、端末フレーム構造予定
情報保存ユニット９４１と端末フレーム構造確定ユニット９４２を含む。
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【００７２】
　ネットワーク側に設置されたネットワーク側フレーム構造予定情報保存ユニット９１１
は、フレーム構造の予定情報を保存し、当該予定情報を特殊タイムスロット配置ユニット
９１２に提供する。特殊タイムスロット配置ユニット９１２は、前記予定情報とシステム
がカバレッジエリアに対する要求により特殊タイムスロット領域の構造、及びその中にお
けるダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔とアップリンク・パイロッ
ト・タイムスロットの長さを確定する。
【００７３】
　フレーム構造確定ユニット９１３は、特殊タイムスロット領域の構造とその中における
ダウンリンク・パイロット・タイムスロット、ガード間隔とアップリンク・パイロット・
タイムスロットの長さにより、サービスを伝送するための無線フレームの構造情報を確定
し、フレーム構造通知モジュール９２０とサービス送受信モジュール９３０に送信する。
【００７４】
　端末側に設置された端末フレーム構造予定情報保存ユニット９４１は、フレーム構造の
予定情報を保存し、当該予定情報を端末フレーム構造確定ユニット９４２に提供する。
【００７５】
　端末フレーム構造確定ユニット９４２は、前記予定情報とフレーム構造通知受信モジュ
ール９５０より送信されたフレーム構造情報より、端末の自身フレーム構造を配置し、端
末が利用するフレーム構造情報を確定し、端末自身に配置したフレーム構造情報を端末サ
ービス送受信モジュール９６０に送信する。
【００７６】
　上記で分かるように、本発明に係る実施形態におけるＴＤＤシステムの伝送方法と装置
は、異なるカバレッジエリアを柔軟に対応することを実現し、システムの伝送効率を向上
した。
【００７７】
　上述のように５ｍｓの半フレームを割当周期とし、各半フレームにおけるアップリンク
・タイムスロットとダウンリンク・タイムスロットの配置方式が同じであることに対して
、アップリンク・サービス伝送に割り当てられたサービス・タイムスロットは、アップリ
ンク・タイムスロットと称することができ、２つのアップリンク・タイムスロットで１つ
のアップリンク・サービス・サブフレームを構成し、ダウンリンク・サービス伝送に割り
当てられたサービス・タイムスロットは、ダウンリンク・サービス・タイムスロットと称
することができ、２つのダウンリンク・サービス・タイムスロットで１つのダウンリンク
・サービス・サブフレームを構成する。アップリンク・サービス・タイムスロットとダウ
ンリンク・サービス・タイムスロットが柔軟的に割当られ、アップリンク・サービス・タ
イムスロットとダウンリンク・サービス・タイムスロットの配置比率を柔軟に調整するこ
とにより、異なるサービス要求を満たすことは、ＴＤＤ方式の１つの優位点である。ＬＴ
Ｅ　ＴＤＤシステムに配置された当該フレームは、長さが１０ｍｓであり、２つの全く同
じ５ｍｓの半フレームを含む構造を有し、即ち、アップリンク・サービス・タイムスロッ
トとダウンリンク・サービス・タイムスロットの割当は、５ｍｓの半フレームのみにおい
て行い、５ｍｓの半フレームをアップリンク・タイムスロットとダウンリンク・タイムス
ロットの割当周期とし、１つのサブフレームは２つのサービス・タイムスロットを含み、
且つその２つのサービス・タイムスロットはアップリンク・ダウンリンクの切り替えがで
きないため、アップリンク・タイムスロットとダウンリンク・タイムスロットの割当周期
は、即ち、サブフレームの割当周期となる。以下は、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおいて、
５ｍｓの半フレームをサブフレーム割当周期とする際の全てのアップリンク・サービス・
サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式について簡単に説明す
る。図１０に示すように、ＳＦ０でサブフレーム＃０を表示し、ＳＦ１でサブフレーム＃
１を表示し、ＳＦ２でサブフレーム＃２を表示し、ＳＦ３でサブフレーム＃３を表示する
。Ｓで特殊タイムスロット領域を表示し、ＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳを含む。区別す
るために、ダウンリンク・サービス伝送に割り当てられたサービス・タイムスロットに対
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して縦線を施し、アップリンク・サービス伝送に割り当てられたサービス・タイムスロッ
トに対して斜線を施し、特殊タイムスロット領域に対して丸い点を施す。図１０で見出す
ように、その場合にＬＴＥ　ＴＤＤシステムが対応できるアップリンク・サービス・サブ
フレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの配置比率は４種あり、配置比率毎に
割当方式を対応し、図１０における１つのサブフレーム割当パターンとして表示する。そ
れぞれは、第１種の割当方式において、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレーム
とし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３をアップリンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリ
ンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの配置比率は１
：３とする。第２種の割当方式において、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サ
ブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアップリンク・サービス・サブフレームとし、ダウン
リンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの配置比率は
２：２とする。第３種の割当方式において、ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サ
ービス・サブフレームとし、ＳＦ１をアップリンク・サービス・サブフレームとし、ダウ
ンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの配置比率
は３：１とする。第４種の割当方式において、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダ
ウンリンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリンク・サービス・サブフレームとア
ップリンク・サービス・サブフレームの配置比率は４：０とする。５ｍｓの半フレームを
サブフレーム割当周期とする場合、対応するサービス・サブフレーム比率の調整粒度は２
５％である。タイムスロット比率の調整粒度が比較的に大きいため、異なるサービス要求
を満たす際に調整の柔軟性が欠き、１つの半フレーム毎に１対のアップリンク・スイッチ
ポイントとダウンリンク・スイッチポイントを配置し、１つのダウンリンクからアップリ
ンクまでのガード間隔（ＧＰ）に対応し、ＧＰは基地局のカバレッジエリアにより確定さ
れるため、広いカバレッジエリアのシナリオに適用する場合、ＧＰのオーバーヘッドを増
大させる。
【００７８】
　しかし、上述した１０ｍｓの無線フレームを割当周期とし、無線フレーム内の２つの５
ｍｓの半フレームにおけるアップリンク・タイムスロットとダウンリンク・タイムスロッ
トを各々に独立して配置することは、サービス・サブフレーム比率の調整粒度を減少でき
、異なるサービス要求を満たす際の柔軟性を向上できる。以下は最低１つの１０ｍｓ無線
フレームをサブフレーム割当周期とする場合のサブフレームの割当方法に関して詳細に説
明する。
【００７９】
　本発明に係る実施形態は、１０ｍｓの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合
のアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの配
置比率、及び対応するアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス
・サブフレームの割当方式について詳細に説明する。１つの無線フレームにおいて、最大
は２対のアップリンク・スイッチポイントとダウンリンク・スイッチポイントを配置でき
、配置されたアップリンク・ダウンリンク・スイッチポイントのペア数により、具体的に
以下の割当方式を有することが可能で、以下は詳細に記述する。
【００８０】
　１０ｍｓの無線フレームに２対のスイッチポイントを配置した場合、全部で１０種の割
当方式があり、割当方式毎に１種のサブフレーム割当パターンを対応し、図１１に示す。
比較しやすいため、図１１は図１０と同じような表記方法を採用し、ＳＦ０でサブフレー
ム＃０を表示し、ＳＦ１でサブフレーム＃１を表示し、ＳＦ２でサブフレーム＃２を表示
し、ＳＦ３でサブフレーム＃３を表示する。Ｓで特殊タイムスロット領域を表示し、Ｄｗ
ＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳを含む。又、ダウンリンク・サービス伝送に割り当てられたサ
ービス・タイムスロットに対して縦線を施し、アップリンク・サービス伝送に割り当てら
れたサービス・タイムスロットに対して斜線を施し、特殊タイムスロット領域に対して丸
い点を施す。１０ｍｓ無線フレーム内の２つの５ｍｓの半フレームにおけるサブフレーム
割当パターンが同じであっても良いし、同じでなくても良い。図１１におけるシリアル番
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号の順で、１０種のサブフレーム割当パターンについて詳細に説明する。
【００８１】
　シリアル番号が１とするサブフレーム割当パターンに、５ｍｓの半フレーム毎において
、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３をアッ
プリンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアッ
プリンク・サービス・サブフレームの配置比率は２：６とし、　
　シリアル番号が２とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームにお
いて、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を
アップリンク・サービス・サブフレームとし、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、
ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアップ
リンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップ
リンク・サービス・サブフレームの配置比率は３：５とし、
　シリアル番号が３とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームにお
いて、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を
アップリンク・サービス・サブフレームとし、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、
ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１をアップ
リンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップ
リンク・サービス・サブフレームの配置比率は４：４とし、
　シリアル番号が４とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームにお
いて、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を
アップリンク・サービス・サブフレームとし、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、
ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ダ
ウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの配置比
率は５：３とし、
　シリアル番号が５とするサブフレーム割当パターンに、５ｍｓの半フレーム毎において
、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアッ
プリンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアッ
プリンク・サービス・サブフレームの配置比率は４：４とし、
　シリアル番号が６とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームにお
いて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２を
アップリンク・サービス・サブフレームとし、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、
ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１をアップ
リンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップ
リンク・サービス・サブフレームの配置比率は５：３とし、
　シリアル番号が７とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームにお
いて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２を
アップリンク・サービス・サブフレームとし、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、
ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ダ
ウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの配置比
率は６：２とし、
　シリアル番号が８とするサブフレーム割当パターンに、２つの５ｍｓの半フレームにお
いて、ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１を
アップリンク・サービス・サブフレームとし、ダウンリンク・サービス・サブフレームと
アップリンク・サービス・サブフレームの配置比率は６：２とし、
　シリアル番号が９とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームにお
いて、ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１を
アップリンク・サービス・サブフレームとし、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、
ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ダ
ウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの配置比
率は７：１とし、
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　シリアル番号が１０とするサブフレーム割当パターンに、２つの５ｍｓの半フレームに
おけるＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリンク・サービス・サブフレームと
し、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの
配置比率は８：０とする。
【００８２】
　１つの無線フレームに２対のスイッチポイントを配置した場合、当該無線フレーム内の
２つの半フレームにおける特殊タイムスロット領域は独立して配置でき、即ち、２つの特
殊タイムスロット領域内のＤｗＰＴＳとＵｐＰＴＳの長さが同じでなくても良いが、２つ
の半フレーム内のＧＰ長は同じであるべきで、ＧＰ長は基地局のカバレッジエリア要求に
より配置する。
【００８３】
　１０ｍｓの無線フレームに１対のスイッチポイントを配置した場合、全部で４種の割当
方式があり、割当方式毎に１つのサブフレーム割当パターンが対応する。図１２に示すよ
うに、図１１と同じような表示方法を採用し、ただし、特殊タイムスロット領域において
、ダウンリンクからアップリンクまでのスイッチポイントが配置されていない場合、当該
特殊タイムスロット領域は全部でダウンリンク伝送となるため、それに対しても同様に縦
線を施し、逆に、ダウンリンクからアップリンクまでのスイッチポイントが配置された場
合、当該特殊タイムスロット領域に対して丸い点を施す。図１２におけるサブフレーム割
当パターンのシリアル番号は、図１１のシリアル番号の順に継続する。以下は、図１２に
おけるシリアル番号の順で、４種のサブフレーム割当パターンについて詳細に説明する。
【００８４】
　シリアル番号が１１とするサブフレーム割当パターンに、２つの５ｍｓの半フレームに
おけるＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリンク・サービス・サブフレームと
し、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの
配置比率は８：０とし、そのうちのどちらかの半フレームに１対のスイッチポイントを配
置し、
　シリアル番号が１２とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームに
おいて、ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１
をアップリンク・サービス・サブフレームとし、当該半フレームに１対のスイッチポイン
トを配置し、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３
を全てダウンリンク・サービス・サブフレームとし、当該半フレームにスイッチポイント
を配置しなく、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブ
フレームの配置比率は７：１とし、
　シリアル番号が１３とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームに
おいて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２
をアップリンク・サービス・サブフレームとし、当該半フレームに１対のスイッチポイン
トを配置し、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３
を全てダウンリンク・サービス・サブフレームとし、当該半フレームにスイッチポイント
を配置しなく、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブ
フレームの配置比率は６：２とし、
　シリアル番号が１４とするサブフレーム割当パターンに、１つの５ｍｓの半フレームに
おいて、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレームとし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３
をアップリンク・サービス・サブフレームとし、当該半フレームには１対のスイッチポイ
ントを配置し、もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ
３を全てダウンリンク・サービス・サブフレームとし、当該半フレームにスイッチポイン
トを配置しなく、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サ
ブフレームの配置比率は５：３とし、
　１つの無線フレームに１対のスイッチポイントを配置した場合、当該無線フレームのど
ちらか１つの半フレームのみに１対のスイッチポイントを配置し、当該半フレーム内の特
殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ＧＰの長さは基地局
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のカバレッジエリアの要求により配置する。もう１つの半フレームにおける全部のサブフ
レームをダウンリンク伝送に配置し、全てのサービス・タイムスロットをダウンリンク・
タイムスロットとし、当該半フレーム内の特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳのみを含
み、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さは全て０とする。
【００８５】
　１０ｍｓの無線フレームにスイッチポイントを配置しない場合、図１３に示すように、
１種の割当方式があり、１種のサブフレーム割当パターンに対応する。図１３は図１２と
同じような表示方法を採用し、且つサブフレーム割当パターンのシリアル番号は図１２の
順に継続する。以下は詳細に説明する。
【００８６】
　シリアル番号が１５とするサブフレーム割当パターンに、２つの５ｍｓの半フレームに
おけるＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリンク・サービス・サブフレームと
し、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの
配置比率は８：０とし、２つの半フレームは全てスイッチポイントを配置しない。
【００８７】
　１つの無線フレームにスイッチポイントを配置しない場合、当該無線フレーム内の各半
フレームを全部ダウンリンク伝送に配置し、全てのサービス・タイムスロットをダウンリ
ンク・タイムスロットとし、全ての特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳのみを含み、Ｇ
ＰとＵｐＰＴＳの長さが０とし、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク（ＭＢＳＦＮ）に利用される。
【００８８】
　１つの無線フレーム内のどちらか１つの半フレームに１対のスイッチポイントを配置し
た場合、その中におけるダウンリンクからアップリンクまでのスイッチポイントは特殊タ
イムスロットＧＰ内に位置し、アップリンクからダウンリンクまでのスイッチポイントは
、サブフレーム＃０以外の他のサブフレームの境界に位置し、１つの無線フレーム内の１
つの半フレームにおける４つのサブフレームは全てダウンリンク・サービス・サブフレー
ムとした場合、１対のスイッチポイントを配置しても良いし、スイッチポイントを配置し
なくても良い。１対のスイッチポイントを配置した場合、ダウンリンクからアップリンク
までのスイッチポイントは特殊タイムスロットＧＰ内に位置し、アップリンクからダウン
リンクまでのスイッチポイントはサブフレーム＃１の境界に位置する。
【００８９】
　１０ｍｓの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合、全部で１５種のアップリ
ンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式に対
応し、１５種のサブフレーム割当パターンに表示し、そうすると、ＴＤＤシステムで対応
できるアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレーム
の配置比率は７種に達し、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サー
ビス・サブフレームの配置比率はそれぞれと２：６、３：５、４：４、５：３、６：２、
７：１と８：０とし、５ｍｓの半フレームをサブフレーム割当周期とする場合より３種ほ
ど多くなり、タイムスロット比率の調整粒度が１２・５％となり、異なるサービス要求を
満たす際の柔軟性を向上した。１５種のアップリンク・サービス・サブフレームとダウン
リンク・サービス・サブフレームの割当方式は、７種のアップリンク・サービス・サブフ
レームとダウンリンク・サービス・サブフレームの配置比率に対応するため、一部の配置
比率に対しては一種以上の割当方式を採用できるようになった。例えば、ダウンリンク・
サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブフレームの配置比率が７：１で
ある場合、無線フレームに１対のスイッチポイントを配置した場合及び無線フレームに２
対のスイッチポイントを配置した場合に対して、それぞれと１種の割当方式がある。スイ
ッチポイントのペア数を増加することは、時間遅延を減少できるため、システムは低い遅
延が必要とする場合、２対のスイッチポイントを配置した場合の割当方式を優先的に選択
し、又、スイッチポイントのペア数を減少することは、ＧＰのオーバーヘッドを低減でき
るため、システムが必要とする基地局カバレッジエリアが広い場合、１対のスイッチポイ
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ントを配置した場合の割当方式を優先的に選択し、具体な割当方式はシステムの実際の要
求により柔軟に選択できる。
【００９０】
　１０ｍｓの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合、全部で１５種の割当方式
に対応し、基地局はブロードキャストメッセージに４ｂｉｔのシグナリングにより各種の
方式を指示でき、例えば、００００でシリアル番号が１とするサブフレーム割当パターン
に対応する割当方式を表示し、０００１でシリアル番号が２とするサブフレーム割当パタ
ーンに対応する割当方式を表示し、以下も同じである。同時に、セルのサーチ性能を保障
するため、基地局のプライマリ同期チャンネル（Ｐ－ＳＣＨ）を半フレーム毎に送信し、
具体的に各ＤｗＰＴＳタイムスロットの第１のＯＦＤＭシンボルで送信する。
【００９１】
　無論、サブフレーム割当周期は、１つの無線フレームに制限されることなく、１つ以上
の無線フレームであっても良い。例えば、２つの無線フレームをサブフレーム割当周期と
する場合、対応するアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・
サブフレームの配置比率は、４：１２、５：１１、６：１０、７：９等を含むことができ
、対応するタイムスロット比率の調整粒度は６．２５％である。サブフレーム割当周期は
最低１つの無線フレームである限り、タイムスロット比率の調整粒度を減少させ、異なる
サービス要求を満たす際、柔軟性の向上を図れる。
【００９２】
　上記分析に基づき、本発明に係る実施形態はＴＤＤシステムのサブフレーム割当方法を
提供し、図１４に示すように、以下のステップを含む。
【００９３】
　Ｓ１４０１、アップリンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率により、最
低１つの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合のアップリンク・サービス・サ
ブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの配置比率を確定し、
　統計周期を設定して、当該統計周期でセル内のアップリンク・サービス量とダウンリン
ク・サービス量を統計でき、そして、アップリンク・サービス量とダウンリンク・サービ
ス量の比率を確定して基地局に配置・更新する。無論、人工的にシステムが必要とするア
ップリンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率を設定して基地局に配置して
も良い。
【００９４】
　Ｓ１４０２、アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブ
フレームの配置比率により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービ
ス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する。
【００９５】
　Ｓ１４０１とＳ１４０２は既に基地局側のサブフレーム割当作業を完成したが、基地局
とユーザー設備の間の通信を実現するため、以下のステップを含む。
【００９６】
　Ｓ１４０３、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブフレ
ームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式の指示情報をブロードキャスト
する。
【００９７】
　当該指示情報は基地局にブロードキャストチャネルを通してブロードキャストされ、１
つの無線フレームをサブフレーム割当周期とすれば、４ｂｉｔのシグナリングで確定され
た割当方式を指示する必要がある。
【００９８】
　好ましくは、割当方式に配置されたスイッチポイントペア数により、又、システムが必
要とする時間遅延又は基地局のカバレッジエリアを総合的に考慮して、システムの要求に
より最適な割当方式を選択でき、具体的に２つの場合に分けられ、
　システムが必要とする基地局カバレッジエリアは、設定された第１閾値より大きいか等
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しい場合、どちらか１つの半フレームに１対のスイッチポイントを配置した場合のサブフ
レーム割当方法を確定する。
【００９９】
　システムが必要とする時間遅延が第２閾値より小さいかと等しい場合、半フレーム毎に
１対のスイッチポイントを配置した場合のサブフレーム割当方法を確定する。
【０１００】
　基地局側のサブフレーム割当方法により、ユーザー設備側に対しても１種のＴＤＤシス
テムのサブフレーム割当方法を提出し、図１５に示すように、以下のステップを含む。
【０１０１】
　Ｓ７０１、最低１つの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合、前記最低１つ
の無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービ
ス・サブフレームの割当方式の指示情報を受信する。
【０１０２】
　Ｓ７０２、アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフ
レーム割当方式の指示情報により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・
サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する
。
【０１０３】
　Ｓ７０３、アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフ
レームの割当方式により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス
・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームを確定する。
【０１０４】
　そうすれば、基地局とユーザー設備は同様なフレーム構造を採用するようになり、配置
されたフレーム構造により通信を行うことができる。
【０１０５】
　本発明に係る実施形態は基地局とユーザー設備の両方に、それぞれとＴＤＤシステムの
サブフレーム割当装置を提供し、図１６に示すように、基地局側のサブフレーム割当装置
は、
　アップリンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率により、最低１つの無線
フレームをサブフレーム割当周期とする場合のアップリンク・サービス・サブフレームと
ダウンリンク・サービス・サブフレームの配置比率を確定する配置比率確定ユニット８１
１と、
　アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの配
置比率により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブフレ
ームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する第１割当方式確定ユ
ニット８１２と、
　を含む。
【０１０６】
　基地局とユーザー設備に同様なフレーム構造を採用させるため、基地局側のサブフレー
ム割当装置は、又、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブ
フレームとダウンリンク・サービス・サブフレーのム割当方式の指示情報をブロードキャ
ストする指示情報送信ユニット８１３とを含む。
【０１０７】
　ユーザー設備側のサブフレーム割当装置は、
　最低１つの無線フレームをサブフレーム割当周期とする場合、前記最低１つの無線フレ
ームにおけるアップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフ
レームの割当方式の指示情報を受信する指示情報受信ユニット８２１と、
　前記指示情報により前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サ
ブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を確定する第２割当方式
確定ユニット８２２と、
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　アップリンク・サービス・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割
当方式により、前記最低１つの無線フレームにおけるアップリンク・サービス・サブフレ
ームとダウンリンク・サービス・サブフレームを確定するサブフレーム割当ユニット８２
３と、
　を含む。
【０１０８】
　本発明に係る実施形態が提供するＴＤＤシステムのサブフレーム割当技術案は、アップ
リンク・サービス量とダウンリンク・サービス量の比率により、アップリンク・サービス
・サブフレームとダウンリンク・サービス・サブフレームの割当方式を選択でき、タイム
スロット比率の調整粒度を低減させ、異なるサービス要求を満たす際の柔軟性を向上する
ことができる。
【０１０９】
　当該技術案は、システムが必要とする時間遅延と基地局カバレッジエリアを統合的に考
慮し、大きいカバレッジエリアのシナリオにおいて、１対のスイッチポイントのみを配置
した場合のサブフレーム割当方式を選択し、ＧＰのオーバーヘッドを有効的に低減させ、
システムが低い時間遅延を要求する場合、半フレーム毎に１対のスイッチポイントを配置
した場合のサブフレーム割当方式を選択し、システムの時間遅延を有効的に制御すること
ができる。
【０１１０】
　第３世代移動通信システム（Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　
Ｃｏｍｍｕｎｃａｔｉｏｎ、３Ｇ）は符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ，ＣＤＭＡ）技術を採用し、マルチメディアサービスに
対応する。時間分割復信（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）方式の
ＣＤＭＡはＴＤ－ＣＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ＣＤＭＡ）とＴＤーＳＣＤＭ
Ａ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＣＤＭＡ）という２種のシ
ステムを含む。国際電気通信連合（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｕｎｉｏｎ、ＩＴＵ）標準において、ＴＤ－ＣＤＭＡを高符号化率（Ｈ
ｉｇｈ　Ｃｈｉｐｓ　Ｒａｔｅ、ＨＣＲ）ＴＤＤと称し、ＴＤーＳＣＤＭＡを低符号化率
（Ｌｏｗ　Ｃｈｉｐｓ　Ｒａｔｅ、ＬＣＲ）ＴＤＤと称する。
【０１１１】
　ＴＤーＳＣＤＭＡは、３Ｇシステムに関する３種の国際標準の中で、唯一ＴＤＤ方式に
対応する標準である。ＴＤーＳＣＤＭＡはアップリンク・ダウンリンク非対称サービス伝
送に対応し、スペクトル利用において比較的に大きい柔軟性を有する。ＴＤ－ＣＤＭＡの
場合、既に一部の商用ネットワークが構築されたが、フレーム構造は図１７に示すように
、１つの１０ｍｓ無線フレーム（Ｆｒａｍｅ）を１５のタイムスロットに均等に分割し、
１つのタイムスロット当たりの長さが６６６．６６μsとし、各タイムスロットはアップ
リンク・サービス伝送又はダウンリンク・サービス伝送に割り当てられ、アップリンク・
サービス伝送に割り当てられたタイムスロットをアップリンク・タイムスロットと称し、
ダウンリンク・サービス伝送に割り当てられたタイムスロットをダウンリンク・タイムス
ロットと称する。１つの１０ｍｓの無線フレームは最低１つのダウンリンク・タイムスロ
ットと１つのアップリンク・タイムスロットを有する。
【０１１２】
　３Ｇシステム内の唯一のＴＤＤ方式に基づくＴＤーＳＣＤＭＡ標準と共存するため、Ｌ
ＴＥ　ＴＤＤシステムは図７に示したようなフレーム構造を採用した。前記のように、Ｌ
ＴＥ　ＴＤＤシステムのフレーム構造はＴＤーＳＣＤＭＡシステムとの互換性を考慮した
。即ち、ダウンリンク・パイロット・タイムスロットの長さを最低１つのＯＦＤＭシンボ
ルを含むように配置し、ダウンリンク・パイロット・タイムスロットにプライマリ同期チ
ャネルが含まれ、前記プライマリ同期チャネルはダウンリンク・パイロット・タイムスロ
ットの第１のＯＦＤＭシンボルで送信され、そのようにＬＴＥ　ＴＤＤシステムとＴＤー
ＳＣＤＭＡシステムとの共存を実現していた。しかし、上述したＬＴＥ　ＴＤＤシステム
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のフレーム構造は、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムとの互換性を考慮していなかった。既にＴＤ
－ＣＤＭＡネットワークを実施したエリアに、更に、ＬＴＥ　ＴＤＤネットワークを配置
する必要があれば、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムとＬＴＥ　ＴＤＤシステムの間は深刻なシス
テム間干渉が発生し、２つのシステムともに正常動作不可になってしまうおそれがある。
【０１１３】
　図１８に示すように、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムとＬＴＥ　ＴＤＤシステムが同時に存在
する場合、上述したＬＴＥ　ＴＤＤシステムのフレーム構造は、設計上に互換性を考慮し
ていないため、２つのシステムの無線フレームは、アップリンク・タイムスロットとダウ
ンリンク・タイムスロットにおいて重畳領域（干渉領域と称する）が存在してしまい、こ
れによって深刻なシステム間干渉が発生する。例えば、ある干渉領域において、ＴＤ－Ｃ
ＤＭＡシステムはダウンリンクデータを送信し、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムは同じ時点にア
ップリンクデータを受信する場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムはあるタイムスロット内でＴ
Ｄ－ＣＤＭＡシステムより送信されたダウンリンクデータを受信する可能性があり、又、
ＬＴＥ　ＴＤＤシステムは当該ダウンリンクデータを自身システムの受信必要なアップリ
ンクデータとして処理し、これによってＴＤ－ＣＤＭＡシステムがＬＴＥ　ＴＤＤシステ
ムに対する強い干渉が形成した。逆に、ある干渉領域内で、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムはダ
ウンリンクデータを送信し、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムは同じ時点にアップリンクデータを
受信すると、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムがＴＤ－ＣＤＭＡシステムに対する強い干渉が形成
する。２つのＴＤＤシステムの無線フレームにおいて、アップリンク・タイムスロットと
ダウンリンク・タイムスロットの重畳により干渉が発生し、２つのシステムともに正常に
動作できなくなる。
【０１１４】
　そのため、本発明に係る実施形態は又、ＴＤＤシステムの共存方法及び装置を提供し、
第１時間分割復信システム内の無線フレームのスイッチポイントと第２時間分割復信シス
テム内の無線フレームのスイッチポイントと整列させ、システム間の干渉を低減させ、第
１時間分割復信システムと第２時間分割復信システムの共存を実現する。
【０１１５】
　本発明に係る実施形態において、第１時間分割復信システムはＬＴＥ　ＴＤＤシステム
を例として、第２時間分割復信システムはＴＤ－ＣＤＭＡシステムを例として説明し、Ｌ
ＴＥ　ＴＤＤシステムのフレーム構造及びＴＤ－ＣＤＭＡシステムのフレーム構造と同じ
ような２つのＴＤＤシステムの共存問題を解決する場合、全て本発明に係る実施形態が提
供するＴＤＤシステムの共存方法を利用することができる。
【０１１６】
　本発明に係る実施形態はＴＤＤシステムの共存方法を提供し、図１９に示すように、Ｓ
４０１、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムと共存するＴＤ－ＣＤＭＡシステムのフレームタイミン
グ情報と無線フレームのタイムスロット割当比率情報を取得する。
【０１１７】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムのフレームタイミング情報と無線フレームのタイムスロット割
当比率情報は、又、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムを配置する際に直接に基地局に配置しても良
い。
【０１１８】
Ｓ４０２、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報
により、１つの無線フレームを配置周期とし、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレ
ームのスイッチポイントをＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのスイッチポイ
ントに整列させた場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームのサブフレームと
特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、及びＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線
フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームの開始時刻までの
時間オフセットを確定する。
【０１１９】
Ｓ４０３、配置方式によりＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームのアップリンク
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・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロッ
ト領域を配置し、又、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムのフレームタイミング情報により、ＴＤ－
ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、時間オフセットをＬ
ＴＥ　ＴＤＤシステムのフレームタイミングから基準時刻までのオフセットに設定する。
【０１２０】
　Ｓ４０１、Ｓ４０２とＳ４０３は既にＴＤ－ＣＤＭＡシステムとＬＴＥ　ＴＤＤシステ
ムの共存を実現したが、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムに基地局とユーザー設備の間の正常通信
を実現するため、又、
　ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領
域の配置方式の指示情報をブロードキャストするＳ４０４を含む。
【０１２１】
　ユーザー設備は自身で保守したＬＴＥ　ＴＤＤシステムのフレームタイミング情報によ
り、基地局との同期を実現し、無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の
配置方式の指示情報により、無線フレームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配
置方式を知っておき、当該配置方式により、自設備が送信する無線フレームにアップリン
ク・サービス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロ
ット領域を配置し、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおけるユーザー設備と基地局の間の正常通
信を実現する。
【０１２２】
本発明に係る実施形態は同時に、ＴＤＤシステムの共存装置を提供し、ＬＴＥ　ＴＤＤシ
ステムの基地局に設置し、図２０に示すように、当該装置は、
ＬＴＥ　ＴＤＤシステムと共存するＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのタイ
ムスロット割当比率情報により、１つの無線フレームを配置周期とし、ＬＴＥ　ＴＤＤシ
ステムにおける無線フレームのスイッチポイントをＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線
フレームのスイッチポイントと整列させた場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フ
レームのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式を確定し、及びＬＴＥ　ＴＤ
Ｄシステムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フ
レームの開始時刻までの時間オフセットを確定する共存確定ユニット５０１と、
配置方式により、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームのアップリンク・サービ
ス・サブフレーム、ダウンリンク・サービス・サブフレームと特殊タイムスロット領域を
配置し、又、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムのフレームタイミング情報により、ＴＤ－ＣＤＭＡ
システムにおける無線フレームの開始時刻を基準時刻とし、時間オフセットをＬＴＥ　Ｔ
ＤＤシステムのフレームタイミングから前記基準時刻までのオフセットに設定する共存配
置ユニット５０２と、
を含む。
【０１２３】
　ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける基地局とユーザー設備の間の正常通信を実現するため
、当該装置は、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームのサブフレームと特殊タイ
ムスロット領域の配置方式の指示情報をブロードキャストする指示情報送信ユニット５０
３をさらに含む。
【０１２４】
以下、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームの各種のタイムスロット割当比率情
報により、本発明に係る実施形態が提供するＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレー
ムのサブフレームと特殊タイムスロット領域の配置方式、及びＬＴＥ　ＴＤＤシステムに
おける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームの開始
時刻までの時間オフセットについて詳細に説明する。
【０１２５】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおいて、１０ｍｓの無線フレーム毎に１対のスイッチポイン
トを配置し、且つダウンリンク・タイムスロットとアップリンク・タイムスロットの割当
比率はそれぞれと１４：１、１３：２、１２：３、１１：４、１０：５とすることに対し



(34) JP 5542225 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

て、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおいて、１０ｍｓの無線フレームを配置周期とし、且つ１
０ｍｓの無線フレームに１対のスイッチポイントのみを配置し、具体的なサブフレームと
特殊タイムスロット領域の配置方式は図２１に示すようである。以下は図２１における各
表記を説明する。ＳＦ０でサブフレーム＃０を表示し、ＳＦ１でサブフレーム＃１を表示
し、ＳＦ２でサブフレーム＃２を表示し、ＳＦ３でサブフレーム＃３を表示し、各サブフ
レームは２つのサービス・タイムスロットで構成される。Ｓで特殊タイムスロット領域を
表示し、ＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳを含む。ダウンリンク・サービス伝送に割り当て
られたサブフレームに対して縦線を施し、アップリンク・サービス伝送に割り当てられた
サブフレームに対して斜線を施し、但し、特殊タイムスロット領域に対して、ダウンリン
クからアップリンクまでのスイッチポイントが配置されていなければ、当該特殊タイムス
ロット領域は全部ダウンリンク伝送となるため、それに対しても同様に縦線を施し、逆に
、ダウンリンクからアップリンクまでのスイッチポイントが配置された場合、当該特殊タ
イムスロット領域内のＤｗＰＴＳとＧＰに配置された領域に対してグリッドを施し、Ｕｐ
ＰＴＳに配置された領域に対して丸い点を施す。図２１はＴＤ－ＣＤＭＡシステムの無線
フレームにおいて、ダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・
サブフレームの比率が１２：３という特定な場合のみを表示したが、他の配置比率に対し
ては表示していない。以下はそれぞれと説明する。
【０１２６】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリン
ク・サービス・サブフレームの比率が１４：１である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１
０ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリ
ンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームにスイッチポイントを配置しな
く、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳのみを含み、ショートＣＰを採用する場合、
ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合
、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０と
し、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウ
ンリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームに１対のスイッチポイント
を配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショー
トＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を７個のＯＦＤＭシンボル長とし、
且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴ
Ｓの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴ
ＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯ
ＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯＦＤＭシンボ
ル長とする。
【０１２７】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリン
ク・サービス・サブフレームの比率が１３：２である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１
０ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリ
ンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームにスイッチポイントを配置しな
く、特殊タイムスロット領域にはＤｗＰＴＳのみを含み、ショートＣＰを採用する場合、
ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合
、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０と
し、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サ
ービス・サブフレームとし、ＳＦ１をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ
当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴ
Ｓ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長
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さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシン
ボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、
又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定
し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とする。
【０１２８】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリン
ク・サービス・サブフレームの比率が１２：３である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１
０ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリ
ンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームにスイッチポイントを配置しな
く、特殊タイムスロット領域はダウンリンク・パイロット・タイムスロットＤｗＰＴＳの
みを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・
サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ
当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴ
Ｓ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長
さの和を１４個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシ
ンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、又は、ロングＣＰを採
用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗ
ＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長
さを０とする。
【０１２９】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・タイムスロットとアップリンク・タイ
ムスロットのタイムスロットの比率が１１：４であう場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１
０ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリ
ンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームにスイッチポイントを配置しな
く、特殊タイムスロット領域はダウンリンク・パイロット・タイムスロットＤｗＰＴＳの
みを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・
サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ
当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴ
Ｓ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長
さの和を７個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボ
ル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又
は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル
長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯＦＤＭシンボル長とする。
【０１３０】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリン
ク・サービス・サブフレームの比率が１０：５である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１
０ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３を全てダウンリ
ンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該半フレームにスイッチポイントを配置しな
く、特殊タイムスロット領域はダウンリンク・パイロット・タイムスロットＤｗＰＴＳの
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みを含み、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボル
長とし、又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳの長さを１２個のＯＦＤＭシンボ
ル長とし、ＧＰとＵｐＰＴＳの長さを０とし、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレ
ームとし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ
当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴ
Ｓ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長
さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシン
ボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、
又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定
し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とする。
【０１３１】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける１０ｍｓの無線フレーム毎に２対のスイッチポイント
を配置し、且つダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリンク・サービス・サブ
フレームの比率がそれぞれと９：６、７：８、６：９であることに対して、ＬＴＥ　ＴＤ
Ｄシステムにおいて、１０ｍｓの無線フレームを配置周期とし、且つ１０ｍｓの無線フレ
ームに２対のスイッチポイントを配置し、サブフレームと特殊タイムスロット領域の具体
な配置方式は図２２に示すようである。図２２における各表記の意味は図２１と同じであ
る。以下はＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおけるサブフレームと特殊タイムスロット領域の配
置方式に関してそれぞれと説明する。
【０１３２】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリン
ク・サービス・サブフレームの比率が９：６である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１０
ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０、ＳＦ２とＳＦ３をダウンリンク・サービ
ス・サブフレームとし、ＳＦ１をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、
ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの
和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル
長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は
、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル
長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・
サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ
当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴ
Ｓ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長
さの和を７個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボ
ル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又
は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル
長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯＦＤＭシンボル長とする。
【０１３３】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリン
ク・サービス・サブフレームの比率が７：８である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１０
ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・サブ
フレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、
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ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの
和を１４個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを１４個のＯＦＤＭシンボ
ル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを０とし、又は、ロングＣＰを採用す
る場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴ
Ｓの長さを１２個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを
０とし、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレ
ームとし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ
当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴ
Ｓ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長
さの和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシン
ボル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、
又は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシン
ボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定
し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とする。
【０１３４】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおけるダウンリンク・サービス・サブフレームとアップリン
ク・サービス・サブフレームの比率が６：９である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムの１０
ｍｓの無線フレームにおいて、
　１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０をダウンリンク・サービス・サブフレーム
とし、ＳＦ１、ＳＦ２とＳＦ３をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ当該
半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴＳ、
ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの
和を１２個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを９個のＯＦＤＭシンボル
長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、又は
、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を１０個のＯＦＤＭシンボル
長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを８個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを２個のＯＦＤＭシンボル長とし、
　もう１つの５ｍｓの半フレームにおいて、ＳＦ０とＳＦ３をダウンリンク・サービス・
サブフレームとし、ＳＦ１とＳＦ２をアップリンク・サービス・サブフレームとし、且つ
当該半フレームに１対のスイッチポイントを配置し、特殊タイムスロット領域はＤｗＰＴ
Ｓ、ＧＰとＵｐＰＴＳで構成され、ショートＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長
さの和を７個のＯＦＤＭシンボル長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボ
ル長より小さいか等しく設定し、ＵｐＰＴＳの長さを７個のＯＦＤＭシンボル長とし、又
は、ロングＣＰを採用する場合、ＤｗＰＴＳとＧＰの長さの和を６個のＯＦＤＭシンボル
長とし、且つＤｗＰＴＳの長さを４個のＯＦＤＭシンボル長より小さいか等しく設定し、
ＵｐＰＴＳの長さを６個のＯＦＤＭシンボル長とする。
【０１３５】
　ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報に対して
、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームの特殊タイムスロット領域の配置方式は
表２に列挙している。表２における各数値はＯＦＤＭシンボルの個数を表示する。
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【表２】

【０１３６】
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのタイムスロット割当比率情報に対して、
ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムに
おける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットは表３で詳細に列挙している。
 
【０１３７】
以下は、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームに１対のスイッチポイントが配置
された場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭ
Ａシステムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットに関してそれぞれと説
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明する。
【０１３８】
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１４：１である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤ
システムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレ
ームの開始時刻までの時間オフセットは、３サブフレーム長を遅延することであり、
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１３：２である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤ
システムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレ
ームの開始時刻までの時間オフセットは、２サブフレーム長を遅延することであり、
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１２：３である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤ
システムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレ
ームの開始時刻までの時間オフセットは、１サブフレーム長を遅延することとであり、
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１１：４である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤ
システムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレ
ームの開始時刻までの時間オフセットは、１サブフレーム長を遅延することとであり、
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が１０：５である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤ
システムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレ
ームの開始時刻までの時間オフセットは０である。
【０１３９】
以下は、ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームに２対のスイッチポイントが配置
された場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭ
Ａシステムにおける無線フレームの開始時刻までの時間オフセットに関して、それぞれと
説明する。
【０１４０】
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が９：６である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシ
ステムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレー
ムの開始時刻までの時間オフセットは、１／３サブフレーム長を遅延することであり、
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が７：８である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシ
ステムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレー
ムの開始時刻までの時間オフセットは０であり、
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレームのダウンリンク・サービス・サブフレーム
とアップリンク・サービス・サブフレームの比率が６：９である場合、ＬＴＥ　ＴＤＤシ
ステムにおける無線フレームの開始時刻からＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける無線フレー
ムの開始時刻までの時間オフセットは、１／３サブフレーム長を遅延することである。
【０１４１】
　本発明に係る実施形態が提供するＴＤＤシステムの共存方法及び装置は、ＬＴＥ　ＴＤ
Ｄシステムにおける無線フレームのスイッチポイントとＴＤ－ＣＤＭＡシステムにおける
無線フレームのスイッチポイントを整列させ、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムとＴＤ－ＣＤＭＡ
システム内の無線フレームのアップリンク・タイムスロットとダウンリンク・タイムスロ
ットの重畳を消去し、システム間干渉を大幅に低減させ、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムとＴＤ
－ＣＤＭＡシステムの共存を実現した。又、本発明に係る実施形態はＬＴＥ　ＴＤＤシス
テムとＴＤ－ＣＤＭＡシステムには限らず、ＬＴＥ　ＴＤＤシステムのフレーム構造及び
ＴＤ－ＣＤＭＡシステムのフレーム構造と同じような２つの時間分割復信システムの共存
問題を解決する場合、全て本発明に係る実施形態が提供するＴＤＤシステムの共存方法を
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採用できる。
【０１４２】
最後に注意すべきことは、前記実施形態は本発明の技術的な解決手段の説明だけであり、
技術上の制限とはならない。以上は、好ましい実施形態により本発明を詳しく説明したが
、当業者により、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、またはその
中の一部の技術要素を置換することもできる。そのような改造と置換は本発明の各実施例
の技術の範囲から逸脱するとは見なされない。
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【図３】
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