
JP 6165802 B2 2017.7.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局あるいはその他のワイヤレス通信システムのエンティティにより、基準信号を送
信するために中継局で使用されない、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）サブフレーム中のリソースを識別すること；および
　前記識別されたリソース上で基地局により制御情報、またはデータ、もしくはそれら両
方を、前記基地局以外の前記ワイヤレス通信システムの前記エンティティに送出すること
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記識別されたリソースが、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）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つの直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）シンボルを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別されたリソースが、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）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つのリソースブロックを備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　基地局あるいはその他のワイヤレス通信システムのエンティティにおける、基準信号を
送信するために中継局で使用されない、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）サブフレーム中のリソースを識別する手段；および
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　前記識別されたリソース上で基地局により制御情報、またはデータ、もしくはそれら両
方を、前記基地局以外の前記ワイヤレス通信システムの前記エンティティに送出する手段
　を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項５】
　前記識別されたリソースが、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）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つの直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）シンボルを備える、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記識別されたリソースが、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）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つのリソースブロックを備
える、請求項４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本出願は、本発明の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、すべて「
RELAY OPERATION TECHNIQUES IN LONG TERM EVOLUTION SYSTEMS」と題する、２００８年
９月３０日に出願された米国仮出願第６１／１０１，５７１号、２００８年９月３０日に
出願された米国仮出願第６１／１０１，６５６号、２００８年１０月２日に出願された米
国仮出願第６１／１０２，３３７号、および２００８年１０月２０日に出願された米国仮
出願第６１／１０６，９１７号の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにおいて中継局
の動作をサポートするための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、ボイス、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロ
ードキャストなど、様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これら
のワイヤレスシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数のユ
ーザをサポートすることができる多元接続システムとすることができる。そのような多元
接続システムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤ
ＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ
）システムおよびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　ワイヤレス通信システムは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）の通信をサポートすること
ができるいくつかの基地局を含むことができる。システムはまた、潜在的に費用のかかる
ワイヤードバックホールリンクの必要なしにシステムのカバレージと容量とを改善するこ
とができる中継局を含むことができる。中継局は、上流局（たとえば、基地局）から信号
を受信し、受信した信号を処理して、信号中で送られたデータを復元し、復元されたデー
タに基づいて中継信号を生成し、中継信号を下流局（たとえば、ＵＥ）に送信することが
できる「デコードアンドフォワード」局とすることができる。
【０００５】
　中継局は、バックホールリンク上で基地局と通信することができ、基地局にはＵＥのよ
うに見え得る。中継局はまた、アクセスリンク上で１つまたは複数のＵＥと通信すること
ができ、（１つまたは複数の）ＵＥには基地局のように見え得る。しかしながら、中継局
は、一般に、同じ周波数チャネル上で送信と受信とを同時に行うことができない。したが
って、バックホールリンクとアクセスリンクとは時分割多重化され得る。さらに、システ
ムは、中継局の動作に影響を及ぼし得るいくつかの要件を有することがある。その送信／
受信制限ならびに他のシステム要件に照らして中継局の効率的な動作をサポートすること
が望ましいことがある。
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【発明の概要】
【０００６】
　本明細書では、ワイヤレス通信システムにおいて中継局の動作をサポートするための様
々な技法について説明する。一態様では、複数の無線フレーム内で少なくとも２つのタイ
プのサブフレームを識別するために、基地局および／または中継局により、ビットマップ
を送出することができる。たとえば、ビットマップは、そのビットマップでカバーされる
各サブフレームが第１タイプなのか第２タイプなのかを示すことができる。第１タイプの
サブフレームは、制御情報、基準信号、およびデータを運ぶ、正規サブフレームとするこ
とができる。第２タイプのサブフレームは、（ｉ）制限された制御情報および制限された
基準信号を運び、場合によってはデータを運ばない、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）サブフレーム、あるいは、（ｉｉ）制御情報、基
準信号、および／またはデータを運ばないブランクサブフレーム、とすることができる。
ＵＥらは、それらの動作を制御するためにビットマップを用いることができる。たとえば
、ＵＥは、第１タイプのサブフレームのためにチャネル推定または測定を行うことができ
、第２タイプのサブフレームのためにチャネル推定および測定をスキップすることができ
る。
【０００７】
　別の態様では、基地局は、基準信号を送信するために中継局で使用されないリソース上
でデータおよび／または制御情報を送信することができる。これにより、中継局からの基
準信号への干渉を回避でき、中継局と通信するＵＥらに対してパフォーマンスを改善でき
る。
【０００８】
　本開示の様々な他の態様および特徴について、以下でさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】周波数分割複信（ＦＤＤ）のための例示的なフレーム構造を示す図。
【図３】時分割複信（ＴＤＤ）のための例示的なフレーム構造を示す図。
【図４】２つの例示的な正規サブフレームフォーマットを示す図。
【図５】２つの例示的なＭＢＳＦＮサブフレームフォーマットを示す図。
【図６】例示的なインターレース構造を示す図。
【図７Ａ】中継局を介したダウンリンク上でのデータ送信を示す図。
【図７Ｂ】中継局を介したアップリンク上でのデータ送信を示す図。
【図８】様々なタイプのサブフレームを搬送するビットマップを示す図。
【図９】基地局と中継局との間のシンボルタイミングオフセットを示す図。
【図１０】新しい制御チャネルを用いたダウンリンク送信を示す図。
【図１１】中継局による通信を示す図。
【図１２】同期ハイブリッド自動再送（ＨＡＲＱ）を用いたデータ送信を示す図。
【図１３】基地局と中継局との間のサブフレームタイミングオフセットを示す図。
【図１４】例示的な非対称ダウンリンク／アップリンク区分を示す図。
【図１５】ワイヤレス通信システム中でサブフレームタイプ情報をブロードキャストする
ためのプロセスを示す図。
【図１６】ワイヤレス通信システム中でサブフレームタイプ情報をブロードキャストする
ための装置を示す図。
【図１７】チャネル推定または測定を行うためのプロセスを示す図。
【図１８】チャネル推定または測定を行うための装置を示す図。
【図１９】基準信号への干渉を回避するためのプロセスを示す図。
【図２０】基準信号への干渉を回避するための装置を示す図。
【図２１】ワイヤレス通信システム中での通信を促進するためのプロセスを示す図。
【図２２】ワイヤレス通信システム中での通信を促進するための装置を示す図。
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【図２３】基地局、中継局、およびＵＥのブロック図。
【詳細な説明】
【００１０】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用できる。「システム
」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡ方式は
、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ
）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂ
ａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ｃｄ
ｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。Ｔ
ＤＭＡシステムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装することができる。ＯＦ
ＤＭＡシステムは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ（登録商標））
、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓ
ｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡおよびＥ－
ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを
使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ
、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉ
ｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）と呼ばれる組織からの文書に記載されている。ｃｄｍ
ａ２０００およびＵＭＢは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ
　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）と呼ばれる組織からの文書に記載されている。本
明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび
無線技術に使用できる。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴＥ
に関して説明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ用語を使用する。
【００１１】
　図１に、ＬＴＥシステムまたは何らかの他のワイヤレスシステムとすることができる、
ワイヤレス通信システム１００を示す。システム１００は、いくつかの進化型ノードＢ（
ｅＮＢ）と、中継局と、いくつかのＵＥのための通信をサポートすることができる他のシ
ステムエンティティとを含むことができる。ｅＮＢは、ＵＥと通信する局とすることがで
き、基地局、ノードＢ、アクセスポイントなどとも呼ばれる。ｅＮＢは、特定の地理的エ
リアに対して通信カバレージを提供することができる。３ＧＰＰでは、「セル」という用
語は、この用語が使用される状況に応じて、ｅＮＢのカバレージエリアおよび／またはこ
のカバレージエリアにサービスしているｅＮＢサブシステムを指すことがある。ｅＮＢは
、１つまたは複数の（たとえば、３つの）セルをサポートすることができる。
【００１２】
　ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセルおよび／または他のタイプのセルに通
信カバレージを与えることができる。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア（たとえ
ば、半径数キロメートル）をカバーし、サービスに加入しているＵＥによる無制限アクセ
スを可能にする。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし、サービスに加入し
ているＵＥによる無制限アクセスを可能にする。フェムトセルは、比較的小さい地理的エ
リア（たとえば、家庭）をカバーし、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限
定加入者グループ（ＣＳＧ）中のＵＥ）による限定アクセスを可能にする。マクロセルの
ためのｅＮＢをマクロｅＮＢと呼ぶ。ピコセルのためのｅＮＢをピコｅＮＢと呼ぶ。フェ
ムトセルのためのｅＮＢをフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ぶ。図１では、ｅＮＢ
１１０はマクロセル１０２のためのマクロｅＮＢであり得、ｅＮＢ１１４はピコセル１０
４のためのピコｅＮＢであり得、ｅＮＢ１１６はフェムトセル１０６のためのフェムトｅ
ＮＢであり得る。システムコントローラ１４０は、ｅＮＢのセットに結合し、これらのｅ
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ＮＢの調整および制御を行うことができる。
【００１３】
　中継局１２０は、上流局（たとえば、ｅＮＢ１１０またはＵＥ１３０）からデータおよ
び／または他の情報の送信を受け、そのデータおよび／または他の情報の送信を下流局（
たとえば、ＵＥ１３０またはｅＮＢ１１０）に送る局とすることができる。中継局は、リ
レー、リレーｅＮＢなどと呼ばれることもある。中継局はまた、他のＵＥに対する送信を
中継するＵＥとすることができる。図１では、中継局１２０は、ｅＮＢ１１０とＵＥ１３
０との間の通信を可能にするためにｅＮＢ１１０およびＵＥ１３０と通信することができ
る。
【００１４】
　ＵＥ１３０、１３２、１３４および１３６はシステム全体に分散でき、各ＵＥは固定で
も移動でもよい。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある
。ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信
デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤ
レスローカルループ（ＷＬＬ）局などとすることができる。ＵＥは、ダウンリンクおよび
アップリンク上でｅＮＢおよび／または中継局と通信することができる。ダウンリンク（
または順方向リンク）は、ｅＮＢから中継局への、あるいはｅＮＢまたは中継局からＵＥ
への通信リンクを指す。アップリンク（または逆方向リンク）は、ＵＥからｅＮＢまたは
中継局への、あるいは中継局からｅＮＢへの通信リンクを指す。図１では、ＵＥ１３２は
、ダウンリンク１２２とアップリンク１２４とを介してｅＮＢ１１０と通信することがで
きる。ＵＥ１３０は、アクセスダウンリンク１５２とアクセスアップリンク１５４とを介
して中継局１２０と通信することができる。中継局１２０は、バックホールダウンリンク
１４２とバックホールアップリンク１４４とを介してｅＮＢ１１０と通信することができ
る。
【００１５】
　一般に、ｅＮＢは、任意の数のＵＥおよび任意の数の中継局と通信することができる。
同様に、中継局は、任意の数のｅＮＢおよび任意の数のＵＥと通信することができる。簡
単のために、以下の説明の大部分は、中継局１２０を介したｅＮＢ１１０とＵＥ１３０と
の間の通信についてのものである。
【００１６】
　ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用し、アップリン
ク上ではシングルキャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用する。ＯＦＤＭとＳ
Ｃ－ＦＤＭとは、周波数範囲を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数（ＮFFT個）
の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。一般に、変調
シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭでは時間領域で送られる。隣接す
るサブキャリア間の間隔は固定とすることができ、サブキャリアの総数（ＮFFT）はシス
テム帯域幅に依存する。たとえば、ＮFFTは、１．２５、２．５、５、１０または２０メ
ガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、２５６、５１２、１０２
４または２０４８に等しくなり得る。
【００１７】
　システムはＦＤＤまたはＴＤＤを利用することができる。ＦＤＤの場合、ダウンリンク
とアップリンクには別々の周波数チャネルが割り振られる。ダウンリンク送信およびアッ
プリンク送信は２つの周波数チャネル上で同時に送られ得る。ＴＤＤの場合、ダウンリン
クとアップリンクは同じ周波数チャネルを共有する。ダウンリンク送信およびアップリン
ク送信は異なる時間間隔中の同じ周波数チャネル上で送られ得る。
【００１８】
　図２に、ＬＴＥにおけるＦＤＤのために使用されるフレーム構造２００を示す。ダウン
リンクおよびアップリンクの各々の送信タイムラインは無線フレームの単位に区分できる
。各無線フレームは、所定の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有することが
でき、０～９のインデックスをもつ１０個のサブフレームに区分できる。各サブフレーム
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は２個のスロットを含むことができる。各無線フレームは、したがって、０～１９のイン
デックスをもつ２０個のスロットを含むことができる。各スロットは、Ｌ個のシンボル期
間、たとえば、（図２に示すように）通常の巡回プレフィックスの場合はＬ＝７個のシン
ボル期間、または拡張された巡回プレフィックスの場合はＬ＝６個のシンボル期間を含む
ことができる。各サブフレーム中の２Ｌ個のシンボル期間には０～２Ｌ－１のインデック
スが割り当てられ得る。ダウンリンク上では、ＯＦＤＭシンボルがサブフレームの各シン
ボル期間中で送られ得る。アップリンク上では、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボルがサブフレーム
の各シンボル期間中で送られ得る。
【００１９】
　ＬＴＥにおけるダウンリンク上では、ｅＮＢ１１０が、ｅＮＢ中の各セルについてシス
テム帯域幅の中心１．０８ＭＨｚにおいて１次同期信号（ＰＳＳ）と２次同期信号（ＳＳ
Ｓ）とを送信することができる。ＰＳＳおよびＳＳＳは、図２に示すように、それぞれ、
通常の巡回プレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレーム０および５中のシンボル
期間６および５中で送られ得る。ＰＳＳおよびＳＳＳは、セル探索および捕捉のためにＵ
Ｅによって使用され得る。ｅＮＢ１１０は、いくつかの無線フレーム中のサブフレーム０
のスロット１中のシンボル期間０～３中で物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を
送信することができる。ＰＢＣＨは何らかのシステム情報を搬送することができる。
【００２０】
　ｅＮＢ１１０は、図２に示すように、各サブフレームの第１のシンボル期間中で物理制
御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）を送信することができる。ＰＣＦ
ＩＣＨは、サブフレーム中で制御チャネルのために使用されるいくつか（Ｍ個）のシンボ
ル期間を搬送することができ、ここで、Ｍは、１、２、３または４に等しくなり得、サブ
フレームごとに変化し得る。ｅＮＢ１１０は、（図２に図示していない）各サブフレーム
の最初のＭ個のシンボル期間中で物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）と物
理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）とを送信することができる。ＰＨＩＣＨは、
ＨＡＲＱをサポートするための情報を搬送することができる。ＰＤＣＣＨは、ＵＥのため
のリソース割振り用の情報と、ダウンリンクチャネル用の制御情報とを搬送することがで
きる。サブフレームの最初のＭ個のＯＦＤＭシンボルはＴＤＭ制御シンボルと呼ばれるこ
とがある。ＴＤＭ制御シンボルは、制御情報を搬送するＯＦＤＭシンボルとすることがで
きる。ｅＮＢ１１０は、各サブフレームの残りのシンボル期間中で物理ダウンリンク共有
チャネル（ＰＤＳＣＨ）を送信することができる。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンク上でのデ
ータ送信のためにスケジュールされたＵＥのためのデータを搬送することができる。
【００２１】
　図３に、ＬＴＥにおけるＴＤＤのために使用されるフレーム構造３００を示す。ＬＴＥ
は、ＴＤＤのためのいくつかのダウンリンクアップリンク構成をサポートする。すべての
ダウンリンクアップリンク構成について、サブフレーム０および５はダウンリンク（ＤＬ
）のために使用され、サブフレーム２はアップリンク（ＵＬ）のために使用される。サブ
フレーム３、４、７、８および９は、それぞれダウンリンクアップリンク構成に応じてダ
ウンリンクまたはアップリンクのために使用できる。サブフレーム１は、ダウンリンク制
御チャネルならびにデータ送信のために使用されるダウンリンクパイロットタイムスロッ
ト（ＤｗＰＴＳ）と、無送信のガード期間（ＧＰ）と、ランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ）に使用されるアップリンクパイロットタ
イムスロット（ＵｐＰＴＳ）とから構成される３つの特殊フィールドを含む。サブフレー
ム６は、ダウンリンクアップリンク構成に応じて、ＤｗＰＴＳのみ、または３つすべての
特殊フィールド、またはダウンリンクサブフレームを含むことができる。ＤｗＰＴＳ、Ｇ
ＰおよびＵｐＰＴＳは、様々なサブフレーム構成について様々な持続時間を有することが
できる。
【００２２】
　ダウンリンク上で、ｅＮＢ１１０は、サブフレーム１および６のシンボル期間２中でＰ
ＳＳを送信し、サブフレーム０および５の最後のシンボル期間中でＳＳＳを送信し、いく
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つかの無線フレーム中のサブフレーム０中でＰＢＣＨを送信することができる。ｅＮＢ１
１０はまた、各ダウンリンクサブフレーム中でＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨお
よびＰＤＳＣＨを送信することができる。
【００２３】
　ＬＴＥにおける様々な信号およびチャネルは、公開されている「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）
；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ」と題する３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。フレーム構造２００および３００も３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００２４】
　ＬＴＥは、特定のＵＥへのユニキャスト情報の送信をサポートする。ＬＴＥまたは、す
べてのＵＥへのブロードキャスト情報の送信と、ＵＥのグループへのマルチキャスト情報
の送信とをサポートする。マルチキャスト／ブロードキャスト送信はＭＢＳＦＮ送信と呼
ばれることもある。ユニキャスト情報を送るために使用されるサブフレームは、正規サブ
フレームと呼ばれることがある。マルチキャストおよび／またはブロードキャスト情報を
送るために使用されるサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレームと呼ばれることがある。
【００２５】
　図４に、通常の巡回プレフィックスの場合の２つの例示的な正規サブフレームフォーマ
ット４１０および４２０を示す。利用可能な時間周波数リソースはリソースブロックに区
分できる。各リソースブロックは、１個のスロット中の１２個のサブキャリアをカバーす
ることができ、いくつかのリソース要素を含むことができる。各リソース要素は、１個の
シンボル期間中の１個のサブキャリアをカバーすることができ、実数値または複素数値で
あり得る１個の変調シンボルを送るために使用できる。
【００２６】
　サブフレームフォーマット４１０は、２つのアンテナを装備したｅＮＢによって使用さ
れ得る。セル固有の基準信号は、シンボル期間０、４、７および１１中で送られ得、チャ
ネル推定およびチャネル状態または品質の測定のためにＵＥによって使用され得る。基準
信号は、送信機および受信機によってアプリオリに知られる信号であり、パイロットと呼
ばれることもある。セル固有の基準信号は、たとえば、セル識別情報（ＩＤ）に基づいて
判断される１つまたは複数のシンボルシーケンスを用いて生成される、セルに固有の基準
信号である。簡単のために、セル固有の基準信号は単に基準信号と呼ばれることがある。
図４において、ラベルＲaをもつ所与のリソース要素について、アンテナａからそのリソ
ース要素上で基準シンボルが送られることがあり、他のアンテナからそのリソース要素上
で変調シンボルが送られないことがある。サブフレームフォーマット４２０は、４つのア
ンテナを装備したｅＮＢによって使用され得る。基準信号はシンボル期間０、１、４、７
、８および１１中で送られ得る。
【００２７】
　図４に示す例では、Ｍ＝３をもつ正規サブフレーム中で３個のＴＤＭ制御シンボルが送
られる。ＰＣＦＩＣＨはシンボル期間０中で送られ得、ＰＤＣＣＨおよびＰＨＩＣＨはシ
ンボル期間０～２中で送られ得る。ＰＤＳＣＨは、サブフレームの残りのシンボル期間３
～１３中で送られ得る。
【００２８】
　図５に、通常の巡回プレフィックスの場合の２つの例示的なＭＢＳＦＮサブフレームフ
ォーマット５１０および５２０を示す。サブフレームフォーマット５１０は、２つのアン
テナを装備したｅＮＢによって使用され得る。基準信号はシンボル期間０中で送られ得る
。図５に示す例では、Ｍ＝１であり、ＭＢＳＦＮサブフレーム中で１つのＴＤＭ制御シン
ボルが送られる。サブフレームフォーマット５２０は、４つのアンテナを装備したｅＮＢ
によって使用され得る。基準信号はシンボル期間０および１中で送られ得る。図５に示す
例では、Ｍ＝２であり、ＭＢＳＦＮサブフレーム中で２個のＴＤＭ制御シンボルが送られ
る。
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【００２９】
　一般に、ＰＣＦＩＣＨはＭＢＳＦＮサブフレームのシンボル期間０中で送られ得、ＰＤ
ＣＣＨおよびＰＨＩＣＨはシンボル期間０～Ｍ－１中で送られ得る。ブロードキャスト／
マルチキャスト情報は、ＭＢＳＦＮサブフレームのシンボル期間Ｍ～１３中で送られ得る
。代替的に、シンボル期間Ｍ～１３中で送信が送られないことがある。ｅＮＢは、たとえ
ば、あらゆる無線フレームのサブフレームｔ中で、１０ｍｓの周期性をもつＭＢＳＦＮサ
ブフレームを送信することができる。ｅＮＢは、どのサブフレームがＭＢＳＦＮサブフレ
ームであるかを示すシステム情報をブロードキャストすることができる。
【００３０】
　一般に、ＭＢＳＦＮサブフレームは、サブフレームの制御部分中で限られた基準信号と
限られた制御情報とを搬送し、サブフレームのデータ部分中でマルチキャスト／ブロード
キャストデータを搬送するまたは搬送しないことがあるサブフレームである。局（たとえ
ば、ｅＮＢまたは中継局）は、ＵＥに対して（たとえば、システム情報を介して）サブフ
レームをＭＢＳＦＮサブフレームとして宣言することができる。これらのＵＥは、次いで
、ＭＢＳＦＮサブフレームの制御部分中の基準信号と制御情報とを予想することができる
。局は、ＭＢＳＦＮサブフレームのデータ部分中のブロードキャストデータを予想するよ
うに（たとえば、上位層シグナリングを介して）ＵＥに別々に通知することができ、ＵＥ
は、次いで、データ部分中のブロードキャストデータを予想するであろう。局は、ＭＢＳ
ＦＮサブフレームのデータ部分中のブロードキャストデータを予想するようにＵＥに通知
しないことを選択することができ、ＵＥは、データ部分中のブロードキャストデータを予
想しないであろう。ＭＢＳＦＮサブフレームのこれらの特性は、以下で説明するように、
リレー動作をサポートするために利用できる。
【００３１】
　図４および図５に、ダウンリンクのために使用できるいくつかのサブフレームフォーマ
ットを示す。たとえば、３つ以上のアンテナの場合に、他のサブフレームフォーマットを
使用することもできる。
【００３２】
　図６に、例示的なインターレース構造６００を示す。ＦＤＤの場合、インターレース構
造６００はダウンリンクおよびアップリンクの各々のために使用できる。ＴＤＤの場合、
インターレース構造６００はダウンリンクとアップリンクの両方のために使用できる。図
６に示すように、０～Ｓ－１のインデックスをもつＳ個のインターレースを定義すること
ができ、ここで、Ｓは、６、８、１０、またはある他の値に等しくなり得る。各インター
レースは、Ｓ個のフレームだけ離間したサブフレームを含むことができる。具体的には、
インターレースｓは、サブフレームｓ、ｓ＋Ｓ、ｓ＋２Ｓなどを含むことができ、ここで
、ｓ∈｛０，．．．，Ｓ－１｝である。このインターレースはＨＡＲＱインターレースと
呼ばれることもある。
【００３３】
　システムは、ダウンリンクおよびアップリンク上でのデータ送信のためにＨＡＲＱをサ
ポートすることができる。ＨＡＲＱの場合、送信機は、パケットが受信機によって正しく
復号されるまで、または何らかの他の終端条件に遭遇するまで、パケットの１つまたは複
数の送信を送ることができる。ターゲット終端と呼ばれることがある、特定の数の送信の
後にパケットが正しく復号され得るように、パケットのために変調および符号化方式（Ｍ
ＣＳ）を選択することができる。同期ＨＡＲＱの場合、パケットのすべての送信を単一の
インターレースのサブフレーム中で送ることができる。非同期ＨＡＲＱの場合、パケット
の各送信をスケジュールし、任意のサブフレーム中で送ることができる。
【００３４】
　図７Ａに、中継局１２０を介したＨＡＲＱを用いたダウンリンク上でのデータ送信を示
す。ｅＮＢ１１０は、ＵＥ１３０に送るデータを有することができ、ダウンリンク上での
データ送信のためにＵＥ１３０をスケジュールすることができる。ｅＮＢ１１０は、サブ
フレームｔ1中のバックホールリンク上でダウンリンク（ＤＬ）許可とデータとを送るこ
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とができる。ダウンリンク許可は、割り当てられたリソース、選択された変調および符号
化方式（ＭＣＳ）などを示すことができる。中継局１２０は、ｅＮＢ１１０からダウンリ
ンク許可とデータ送信とを受信することができ、ダウンリンク許可に従ってデータ送信を
処理することができる。復号結果に応じて、中継局１２０は、サブフレームｔ1＋Ｑ中で
肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＫ）を送ることができ、ここで、Ｑは、ＨＡＲ
Ｑ応答のための遅延である。ｅＮＢ１１０は、ＮＡＫを受信した場合はサブフレームｔ1

＋Ｓ中でデータを再送信することができ、ＡＣＫを受信した場合は新しいデータを送信す
ることができ、ここで、Ｓは、インターレース中のサブフレームの数である。バックホー
ルリンクについてのｅＮＢ１１０によるデータ送信および中継局１２０によるＡＣＫ／Ｎ
ＡＫフィードバックは同様の方法で続き得る。
【００３５】
　アクセスリンクについては、中継局１２０は、好適な量だけサブフレームｔ1からオフ
セットしたサブフレームｔ2中でダウンリンク許可とデータとを送ることができる。たと
えば、サブフレームｔ2は、中継局１２０がｅＮＢ１１０からのＵＥ１３０に向けられた
データを復号することに成功したサブフレームとすることができる。ＵＥ１３０は、中継
局１２０からダウンリンク許可とデータ送信とを受け、ダウンリンク許可に従ってデータ
送信を処理し、サブフレームｔ2＋Ｑ中でＡＣＫまたはＮＡＫを送ることができる。中継
局１２０は、ＮＡＫを受信した場合はサブフレームｔ2＋Ｓ中でデータを再送信すること
ができ、ＡＣＫを受信した場合は新しいデータを送信することができる。アクセスリンク
についての中継局１２０によるデータ送信およびＵＥ１３０によるＡＣＫ／ＮＡＫフィー
ドバックは同様の方法で続き得る。
【００３６】
　図７Ｂに、中継局１２０を介したＨＡＲＱを用いたアップリンク上でのデータ送信を示
す。ＵＥ１３０は、アップリンク上で送るデータを有することができ、サブフレームｔ3

中でリソース要求を送ることができる。中継局１２０は、リソース要求を受け、アップリ
ンク上でのデータ送信のためにＵＥ１３０をスケジュールし、サブフレームｔ3＋Ｑ中で
アップリンク（ＵＬ）許可を送ることができる。ＵＥ１３０は、サブフレームｔ3＋Ｓ中
のアップリンク許可に従ってデータ送信を送ることができる。中継局１２０は、ＵＥ１３
０からのデータ送信を処理することができ、復号結果に応じてサブフレームｔ3＋Ｑ＋Ｓ
中でＡＣＫまたはＮＡＫを送ることができる。ＵＥ１３０は、ＮＡＫを受信した場合はサ
ブフレームｔ3＋２Ｓ中でデータを再送信することができ、ＡＣＫを受信した場合は新し
いデータを送信することができる。アクセスリンクについてのＵＥ１３０によるデータ送
信および中継局１２０によるＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックは同様の方法で続き得る。
【００３７】
　バックホールリンクについては、中継局１２０は、サブフレームｔ4中でリソース要求
を送ることができる。ｅＮＢ１１０は、リソース要求を受信し、アップリンク上でのデー
タ送信のために中継局１２０をスケジュールし、サブフレームｔ4＋Ｑ中でアップリンク
許可を送ることができる。中継局１２０は、サブフレームｔ4＋Ｓ中のアップリンク許可
に従ってデータ送信を送ることができる。ｅＮＢ１１０は、中継局１２０からのデータ送
信を処理することができ、サブフレームｔ4＋Ｑ＋Ｓ中でＡＣＫまたはＮＡＫを送ること
ができる。中継局１２０は、ＡＣＫを受信したのかＮＡＫを受信したのかに応じて、サブ
フレームｔ4＋２Ｓ中でデータを再送信するか、または新しいデータを送信することがで
きる。バックホールリンクについての中継局１２０によるデータ送信およびｅＮＢ１１０
によるＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックは同様の方法で続き得る。
【００３８】
　図７Ａおよび図７Ｂに、均等に離間したサブフレーム中でデータが送られ得、データを
送るために使用されるサブフレームからの固定オフセットＱにおいてＡＣＫ情報が送られ
得る、同期ＨＡＲＱを示す。ＬＴＥにおけるＦＤＤの場合、Ｓは８に等しくなり得、Ｑは
４に等しくなり得る。データは、８個のサブフレームだけ離間し得る１つのインターレー
ス中のサブフレーム中で送られ得る。ＬＴＥにおけるＴＤＤの場合、Ｓは１０に等しくな
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り得、Ｑは、可変であり得、選択されたダウンリンクアップリンク構成に依存し得る。Ｓ
およびＱは他の値を有することもできる。非同期ＨＡＲＱの場合、任意のサブフレーム中
でデータを送ることができ、データを送るために使用されるサブフレームからの固定また
は可変オフセットにおいてＡＣＫ情報を送出することができる。ＳおよびＱは、非同期Ｈ
ＡＲＱならびにＴＤＤを用いたデータの異なる送信ごとに異なり得る。
【００３９】
　ＨＡＲＱプロセスの数はリンクごとに定義できる。ＨＡＲＱプロセスは、パケットが正
しく復号されるまで所与のインターレース上でパケットのすべての送信を搬送することが
でき、次いで、別のパケットの送信を搬送することができる。新しいパケットは、ＨＡＲ
Ｑプロセスが利用可能になったときに、そのプロセス上で送られ得る。
【００４０】
１．ブランクサブフレームまたは８ｍｓのＭＢＳＦＮサブフレームの使用
　中継局１２０は、一般に、同じ周波数チャネル上で送信と受信とを同時に行うことがで
きない。したがって、利用可能なサブフレームのいくつかのは、バックホールリンクのた
めに割り振ることができ、バックホールサブフレームと呼ばれることがある。残りのサブ
フレームは、アクセスリンクのために割り振ることができ、アクセスサブフレームと呼ば
れることがある。中継局１２０は、バックホールサブフレーム中でｅＮＢ１１０と通信す
ることができ、アクセスサブフレーム中でＵＥ１３０と通信することができる。
【００４１】
　一態様では、中継局１２０は、アクセスリンク上でバックホールサブフレームをブラン
クサブフレームとして構成することができる。１つの設計では、ブランクサブフレームは
、送信、すなわち、基準信号、制御情報、およびデータを含まないことがある。中継局１
２０は、バックホールダウンリンク上でｅＮＢ１１０をリッスンすることができるように
各ブランクサブフレーム中で何も送信しないことがある。中継局１２０は、ＨＡＲＱを用
いて送られるデータの周期性を一致させるためにＳ個のサブフレームの周期性をもつブラ
ンクサブフレームを送信することができる。１つの設計では、Ｓは、ＦＤＤの場合は８個
のサブフレーム（または８ｍｓ）に等しくなり得、またＴＤＤの場合は１０個のサブフレ
ーム（または１０ｍｓ）に等しくなり得る。ｅＮＢ１１０は、アクセスサブフレームをブ
ランクサブフレームとして構成することもできる。ｅＮＢ１１０は、ダウンリンク上で干
渉を発生することを回避するために、各ブランクサブフレーム中で何も送信しないことが
ある。ＵＥ１３０は、次いで、ｅＮＢ１１０のブランクサブフレーム中にｅＮＢ１１０か
らのより小さい干渉を観測し得る。
【００４２】
　ブランクサブフレームは、リレー動作をサポートするために使用できる。ブランクサブ
フレームは、範囲拡張および制限付き関連付けのための干渉管理など、他の目的のために
も使用できる。範囲拡張は、ＵＥが、ＵＥによって検出されたすべてのｅＮＢのうち、よ
り低い経路損失をもつｅＮＢに接続するシナリオである。これは、ＵＥが、何らかの他の
ｅＮＢよりも弱い信号をもつｅＮＢに接続する状況につながり得る。たとえば、図１では
、ＵＥ１３４は、より低い経路損失とより低い受信信号品質とをもつピコｅＮＢ１１４に
接続し得、マクロｅＮＢ１１０からの高い干渉を観測し得る。範囲拡張の場合、マクロｅ
ＮＢ１１０は、ＵＥ１３４にデータを送るためにピコｅＮＢ１１４によって使用され得る
一組のサブフレームを予約することができる。マクロｅＮＢ１１０は、予約済みサブフレ
ームをブランクサブフレームとして構成することができる。ピコｅＮＢ１１４は、マクロ
ｅＮＢ１１０によって使用されるサブフレームをブランクサブフレームとして宣言するこ
ともでき、その結果、ＵＥ１３４は、マクロｅＮＢ１１０からの高い干渉を測定しないよ
うになる。
【００４３】
　制限付き関連付けは、ＵＥがフェムトｅＮＢに近接し得るが、（たとえば、フェムトｅ
ＮＢが別のユーザに属するために）フェムトｅＮＢにアクセスすることができないシナリ
オである。ＵＥは、次いで、より低い受信電力をもつ別のｅＮＢに接続することができる
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。たとえば、図１では、ＵＥ１３６は、フェムトｅＮＢ１１６に近接しているが、フェム
トｅＮＢ１１６にアクセスすることができない。ＵＥ１３６は、次いで、マクロｅＮＢ１
１０に接続し得、フェムトｅＮＢ１１６からの高い干渉を観測し得る。フェムトｅＮＢ１
１６は、ＵＥ１３６への干渉を発生することを回避するために、いくつかのブランクサブ
フレームを送信することができる。ＵＥ１３６は、次いで、ブランクサブフレーム中でマ
クロｅＮＢ１１０と通信することができる。
【００４４】
　ブランクサブフレームは、ネットワーク多入力多出力（ＭＩＭＯ）、高次ＭＩＭＯなど
の技術をサポートするために新しい制御チャネルを送信するために使用することもできる
。ネットワークＭＩＭＯは、複数のセルから１つまたは複数のＵＥへの送信を指す。ネッ
トワークＭＩＭＯの場合、いくつかのサブフレームは、ブランクサブフレームとしてレガ
シーＵＥに通知され得、チャネル推定、干渉推定、測定、または他の目的のためにレガシ
ーＵＥによって使用されないであろう。ネットワークＭＩＭＯのための送信は、これらの
サブフレーム中で送られ得、レガシーＵＥに影響を及ぼさないであろう。
【００４５】
　ＬＴＥは、現在、ＦＤＤの場合には１０ｍｓの周期性をもつＭＢＳＦＮサブフレームを
サポートする。ＬＴＥは、現在、８ｍｓの周期性をもつ同期ＨＡＲＱをもサポートする。
ＭＢＳＦＮサブフレームは、データ送信のために使用されるサブフレームと整合させるこ
とができない。たとえば、ＭＢＳＦＮサブフレームは、サブフレーム０、１０、２０など
に対して宣言でき、データは、サブフレーム０、８、１６などの中でＨＡＲＱを用いて送
ることができる。
【００４６】
　別の態様では、ＨＡＲＱを用いて送られるデータの周期性を一致させるために、ＦＤＤ
の場合には８ｍｓの周期性をもつＭＢＳＦＮサブフレームをサポートすることができる。
ＬＴＥ規格は、データの周期性を一致させるために８ｍｓのＭＢＳＦＮサブフレームおよ
び／または他の好適なＳ値をサポートするように変更できる。
【００４７】
　中継局１２０は、いくつかのインターレースをバックホールリンクのために使用するこ
とができ、残りのインターレースをアクセスリンクのために使用することができる。バッ
クホールリンクのためのインターレース中のサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレームと
して宣言できる。場合によっては、中継局１２０は、通常の区分から逸脱し得る。たとえ
ば、中継局１２０は、バックホールリンクに割り振られたインターレースの一部であり得
るいくつかのサブフレーム（たとえば、ＦＤＤ中のサブフレーム０および５）中でＰＳＳ
、ＳＳＳ、およびＰＢＣＨを送信することができる。中継局１２０は、これらのサブフレ
ームのためにＭＢＳＦＮサブフレームではなく正規サブフレームを使用することができる
。１つの設計では、中継局１２０は、サブフレーム０および５のために使用される正規サ
ブフレーム中でＰＳＳおよびＳＳＳのみを送信することができる。別の設計では、中継局
１２０は、サブフレーム０および５のために使用される正規サブフレーム中でＴＤＭ制御
シンボルならびにＰＳＳおよびＳＳＳを送信することができる。
【００４８】
　別の態様では、中継局１２０またはｅＮＢ１１０によって使用される様々なタイプのサ
ブフレームを搬送するためにビットマップを使用することができる。一般に、ビットマッ
プは、任意の持続時間、たとえば、任意の数の無線フレームをカバーし得る。ビットマッ
プは、ビットマップによってカバーされる各サブフレームのタイプを示すことができる。
【００４９】
　図８に、Ｒ個の無線フレームｉ～ｉ＋Ｒ－１のためのビットマップ８００の設計を示し
、ここで、Ｒは２、４などに等しくなり得る。ビットマップは、ビットマップによってカ
バーされるサブフレームごとに１ビットを含むことができる。サブフレームごとの１ビッ
トは、正規サブフレームを示すために第１の値（たとえば、「０」）に、またはＭＢＳＦ
Ｎサブフレームを示すために第２の値（たとえば、「１」）に設定できる。第２の値は、
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ＭＢＳＦＮサブフレームではなくブランクサブフレームが使用される場合はブランクサブ
フレームを示すこともできる。ビットマップにより、サポートされたサブフレームタイプ
のうちの１つに各サブフレームをフレキシブルに設定することが可能になる。１つの設計
では、ビットマップは、４個の無線フレームをカバーすることができ、４０個のサブフレ
ームに対して４０個のビットを含むことができる。ビットマップは、ブロードキャストチ
ャネル（たとえば、ＰＢＣＨ）または何らかの他のチャネルを介して送ることができる。
【００５０】
　別の設計では、サブフレームをインターレースの単位で割り振ることができる。ＭＢＳ
ＦＮサブフレームとして（またはブランクサブフレームとして）指定されたサブフレーム
をもつ（１つまたは複数の）インターレースは、ブロードキャストチャネルを介して搬送
できる。ＭＢＳＦＮサブフレームとして（またはブランクサブフレームとして）指定され
たサブフレームは、他の方法で搬送することもできる。
【００５１】
　ブランクサブフレームおよび／またはＭＢＳＦＮサブフレームは、シグナリング、たと
えば、ビットマップを介してＵＥに搬送できる。ＵＥは、ブランクサブフレームおよび／
またはＭＢＳＦＮサブフレームに気づくことができる。ＵＥは、ブランクサブフレーム中
で基準信号を予想することができず、ＭＢＳＦＮサブフレーム中で限られた基準信号を予
想することができる。ＵＥは、（周波数内および周波数間）測定、チャネル推定、および
干渉推定のためにブランクサブフレームを使用することができない。ＵＥは、正規サブフ
レームに基づいて測定、チャネル推定、および干渉推定を実行することができる。ＵＥは
、測定、チャネル推定、および干渉推定のためにＭＢＳＦＮサブフレームを使用するまた
は使用しないことがある。ＵＥは、正規サブフレームおよび場合によってはＭＢＳＦＮサ
ブフレーム中の基準信号に基づいてチャネル推定を実行することができる。
【００５２】
　ＵＥは、正規サブフレームおよび場合によってはＭＢＳＦＮサブフレームの適切な一部
分に基づいて干渉推定を実行することができる。干渉は、（ｉ）ＭＢＳＦＮサブフレーム
内のＴＤＭ制御シンボルのＴＤＭ構造のためにＭＢＳＦＮサブフレームにわたって、およ
び（ｉｉ）ＭＢＳＦＮサブフレームのＴＤＭ構造のためにＭＢＳＦＮサブフレームと他の
サブフレームとの間で変動し得る。ＵＥは、干渉の変動を考慮に入れることによって干渉
推定を実行することができる。たとえば、ＯＦＤＭシンボル０が他のＯＦＤＭシンボルよ
りも高い干渉を有することをＵＥが知っている場合、ＵＥは、ＯＦＤＭシンボル０および
他のＯＦＤＭシンボルについて別々に干渉を推定することができる。ＵＥは、基準信号に
基づいて干渉推定を実行することができる。ＵＥは、ＯＦＤＭシンボル０中の基準信号の
みを使用してＯＦＤＭシンボル０の干渉推定値を取得することができる。ＵＥは、他のＯ
ＦＤＭシンボル中で送られる基準信号を使用してこれらのＯＦＤＭシンボルの干渉推定値
を取得することができる。
【００５３】
２．ＭＢＳＦＮサブフレームおよび時間オフセット
　ｅＮＢ１１０は、各サブフレームの最初のＭ個のシンボル期間中でＴＤＭ制御シンボル
を送信することができる。中継局１２０は、各サブフレームの最初のＭ個のシンボル期間
中でＴＤＭ制御シンボルを送信することもできる。中継局１２０は、ｅＮＢ１１０からＴ
ＤＭ制御シンボルを受信することと、そのＴＤＭ制御シンボルをそのＵＥに送信すること
とを同時に行うことができないことがある。
【００５４】
　別の態様では、中継局１２０のタイミングは、ｅＮＢ１１０のタイミングからＮ個のシ
ンボル期間だけオフセットされ得、ここで、Ｎは好適な値とすることができる。タイミン
グオフセットは、中継局１２０のＴＤＭ制御シンボルおよび／または基準信号がｅＮＢ１
１０のものと重複しないように選択できる。
【００５５】
　図９に、ｅＮＢ１１０と中継局１２０との間のシンボルタイミングオフセットの設計を



(13) JP 6165802 B2 2017.7.19

10

20

30

40

50

示す。一般に、中継局１２０のタイミングは、ｅＮＢ１１０のタイミングに対してＮ個の
シンボル期間だけ（図９に示すように）進めるまたは遅らせることができる。タイミング
オフセットにより、中継局１２０はｅＮＢ１１０からＴＤＭ制御シンボルを受信すること
が可能になる。
【００５６】
　ｅＮＢ１１０は、ｅＮＢ１１０のサブフレームｔ中で中継局１２０に基準信号（ＲＳ）
とデータとを送信することができる。中継局１２０は、中継局１２０のサブフレームｑ中
でＵＥとして振る舞うことができ、基準信号、制御情報および／またはデータをそのＵＥ
に送信することができない。中継局１２０は、そのサブフレームｑをＭＢＳＦＮサブフレ
ームとして構成することができ、サブフレームｑ中で１つまたは複数のＴＤＭ制御シンボ
ルを送信することができる。これにより、中継局１２０がそのＵＥに基準を送信する必要
があるシンボルの数を減らすことができ、中継局１２０は、サブフレームｔ中でｅＮＢ１
１０によって送信されたより多くのシンボルをリッスンすることが可能になる。ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームは、中継局１２０とｅＮＢ１１０との間のより効率的なタイミングオフセ
ットの選択を可能にし得る。
【００５７】
　図９に示すように、中継局１２０は、（中継局１２０のサブフレームｑ＋１に対応する
）サブフレームｔ中の最後のＮ個のＯＦＤＭシンボル中にその（１つまたは複数の）ＴＤ
Ｍ制御シンボル、基準信号および／またはデータを送信することができるので、サブフレ
ームｔ中でｅＮＢ１１０から最初の１４－Ｎ個のＯＦＤＭシンボルのみを受信することが
できる。中継局１２０は、図５中のＭＢＳＦＮサブフレームフォーマット５１０を用いて
単一のＴＤＭ制御シンボルを送信することができ、Ｎは、１個に等しくなり得る。１つの
設計では、ダウンリンク上で、ｅＮＢ１１０は、サブフレームｔの最初の１４－Ｎ個のＯ
ＦＤＭシンボル内で中継局１２０にデータと基準信号とを送ることができる。インターリ
ービング方式は、（１４個のＯＦＤＭシンボルすべてではなく）最初の１４－Ｎ個のＯＦ
ＤＭシンボルにわたって中継局１２０に送信されるデータをインターリーブすることがで
きる。同様に、アップリンク上で、中継局１２０は、（１４個のＯＦＤＭシンボルすべて
ではなく）１４－Ｎ個のＯＦＤＭシンボル中でｅＮＢ１１０にデータを送ることができる
。インターリービング方式は、中継局１２０によって送られるデータを１４－Ｎ個のＯＦ
ＤＭシンボルにわたって拡散することができる。ダウンリンクとアップリンクのいずれの
場合も、Ｎ個のシンボル期間のタイミングオフセットをもつ１４－Ｎ個のＯＦＤＭシンボ
ルにわたるインターリービングは、データパフォーマンスを改善することができる。
【００５８】
　１つの設計では、連続するサブフレームをｅＮＢ１１０と中継局１２０との間の通信の
ために使用することができる。これにより、Ｎ個のＯＦＤＭシンボルが、各サブフレーム
中ではなく、ただ１つのサブフレーム中で失われることになる。たとえば、中継局１２０
が、Ｋ個の連続するサブフレームをブランクサブフレームとしてマークし、Ｎ個のシンボ
ルのタイミングアドバンスを有する場合、ｅＮＢ１１０のＫ－１個のサブフレームがあり
、その間、中継局１２０は、いかなる基準信号、制御情報またはデータをも送信せず、次
いで、すべてのシンボル期間中でｅＮＢ１１０をリッスンすることが可能である。これら
のＫ－１個のサブフレームに続くサブフレームでは、中継局１２０は、最後のＮ個のＯＦ
ＤＭシンボル中で送信することができ、したがって１４－Ｎ個のシンボルのみをリッスン
することが可能である。中継局１２０は、Ｋ個のサブフレームをブランクサブフレームで
はなくＭＢＳＦＮサブフレームとしてマークし、各ＭＢＳＦＮサブフレーム中のただ１つ
のＴＤＭ制御シンボル上で送信する場合、最後のサブフレーム中のＮ個のＯＦＤＭシンボ
ルと他のＫ－１個のサブフレーム中の１個のＯＦＤＭシンボルとを失うことがある。
【００５９】
　８ｍｓの周期性をもつＭＢＳＦＮサブフレームがサポートされる場合、ｅＮＢ１１０は
、８ｍｓのＨＡＲＱタイムラインに従って中継局１２０に送信することができる。中継局
１２０は、ｅＮＢ１１０が中継局１２０に送信するサブフレームに対してＭＢＳＦＮサブ
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フレームを宣言することができる。１０ｍｓの周期性をもつＭＢＳＦＮサブフレームがサ
ポートされる場合、ｅＮＢ１１０は、１０ｍｓのＨＡＲＱタイムラインに従って中継局１
２０に送信することができる。ｅＮＢ１１０は、次いで、８ｍｓのＵＥと１０ｍｓの中継
局とのための（たとえば、ダウンリンクおよびアップリンク制御、データなどのための）
リソースが衝突しないようにすることができる。アップリンク制御リソースの場合、ｅＮ
Ｂ１１０は、中継局およびＵＥからの復調基準信号（ＤＭＲＳ）のために様々なオフセッ
トを使用することができる。あるいは、中継局およびＵＥは周波数分割多重（ＦＤＭ）と
することができる。
【００６０】
　ＭＢＳＦＮサブフレームまたはブランクサブフレームおよび時間オフセットは、上述の
ように、リレー動作をサポートするために使用できる。ＭＢＳＦＮサブフレームまたはブ
ランクサブフレームおよび時間オフセットは、たとえば、範囲拡張および制限付き関連付
けのための干渉管理のためにも使用できる。
【００６１】
３．ＭＢＳＦＮサブフレームおよび新しい制御チャネル
　別の態様では、ｅＮＢ１１０は、中継局１２０が送信していない時間中、新しい制御チ
ャネル、基準信号、およびデータを中継局１２０に送信することができる。これにより、
次いで、中継局１２０は、制御チャネルを受信できるようになる。中継局１２０は、その
ようなサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレームとして構成することができ、その結果、中
継局１２０は、ＴＤＭ制御シンボルのみを送信することができ、ｅＮＢ１１０をリッスン
するために残りのシンボルを使用することができる。
【００６２】
　図１０に、新しい制御チャネルを用いたｅＮＢ１１０によるダウンリンク送信の設計を
示す。ｅＮＢ１１０は、サブフレームｔ中で中継局１２０に送信し、サブフレームｔ＋１
中でそのＵＥに送信することができる。中継局１２０は、（中継局１２０のサブフレーム
ｑに対応し得る）サブフレームｔ中でｅＮＢ１１０から受信することができ、（中継局１
２０のサブフレームｑ＋１に対応し得る）サブフレームｔ＋１中でそのＵＥに送信するこ
とができる。中継局１２０のタイミングは、ｅＮＢ１１０のタイミングと整合させること
ができる。
【００６３】
　図１０に示す設計では、ｅＮＢ１１０は、サブフレームｔの最初のＭ個のシンボル期間
中でＴＤＭ制御シンボルを送信するまたは送信しないことがある。ｅＮＢ１１０は、サブ
フレームｔの残りのシンボル期間中で新しい制御チャネルならびにデータを中継局１２０
に送信することができる。ＰＣＦＩＣＨに対してデフォルト値（たとえば、Ｍ＝３）を仮
定することができ、またはＰＣＦＩＣＨを制御チャネルの１つとして送ることができる。
ｅＮＢ１１０は、（たとえば、図４に示すように）正規サブフレームのためのフォーマッ
トまたは新しいフォーマットを使用して基準信号（ＲＳ）を送信することもできる。ｅＮ
Ｂ１１０は、サブフレームｔ中で他のＵＥおよび／または他の中継局にサービスすること
もできる。中継局１２０は、たとえば、ＭＢＳＦＮサブフレームフォーマットを使用して
サブフレームｔの最初のＭ個のシンボル期間中でそのＴＤＭ制御シンボルを送信すること
ができる。中継局１２０は、次いで、サブフレームｔの残りのシンボル期間中でｅＮＢ１
１０からの送信を受けるように切り替えることができる。
【００６４】
　ｅＮＢ１１０は、中継局１２０が送信するよう義務づけられているサブフレーム中で中
継局１２０に送信することができる。たとえば、ｅＮＢ１１０は、ＰＳＳおよびＳＳＳを
送信することができる中継局１２０のサブフレーム０および５中で送信することができる
。ｅＮＢ１１０は、次いで、中継局１２０が送信していないＯＦＤＭシンボル中で中継局
１２０に制御チャネルとデータとを送信することができる。ｅＮＢ１１０は、中継局１２
０による義務づけられた送信に気づくことができ、したがって、これらの義務づけられた
送信中に中継局１２０に送信することを回避することができる。
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【００６５】
　ＭＢＳＦＮサブフレームおよび新しい制御チャネルはまた、（たとえば、範囲拡張およ
び制限付き関連付けのための）干渉管理のためと、ネットワークＭＩＭＯなどの技術をサ
ポートするためとに使用できる。たとえば、支配的干渉物は、数個のサブフレームをＭＢ
ＳＦＮサブフレームとして構成することができる。これらのサブフレームでは、より弱い
ｅＮＢは、支配的干渉物によって使用されないシンボル期間中でそのＵＥと通信すること
ができる。
【００６６】
４．サブフレーム０および５を扱うための機構
　中継局１２０は、その動作に影響を及ぼし得る様々な制限を有し得る。たとえば、中継
局１２０は、図１に示すように、バックホールダウンリンクおよびアップリンクを介して
ｅＮＢ１１０と通信することができ、アクセスダウンリンクおよびアップリンクを介して
ＵＥ１３０と通信することもできる。中継局１２０は、一般に、同じ周波数チャネル上で
送信と受信とを同時に行うことができないので、バックホールリンクおよびアクセスリン
クは時分割多重とすることができる。中継局１２０は、次いで、各サブフレーム中のバッ
クホールリンク上のみでまたはアクセスリンク上のみで通信することが可能である。
【００６７】
　ＬＴＥは、ダウンリンク上で非同期ＨＡＲＱをサポートし、アップリンク上で同期ＨＡ
ＲＱをサポートする。ＨＡＲＱの場合、データの送信は、サブフレームｔ中で送られ得、
誤って受信され得る。データの再送信は、非同期ＨＡＲＱの場合は任意のサブフレーム中
で送られ得るか、または同期ＨＡＲＱの場合は特定のサブフレーム（たとえば、サブフレ
ームｔ＋８）中で送信され得る。同期ＨＡＲＱは、したがって、再送信のために使用でき
るサブフレームを制限することができる。
【００６８】
　中継局１２０は、バックホールサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレームとしてまたはブ
ランクサブフレームとして宣言することができる。これにより、図５に示すように、中継
局１２０は、制御情報および基準信号の最小量を送信できるようになる。しかしながら、
ＭＢＳＦＮサブフレームは、（ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８の場合のように、８ｍｓのＭ
ＢＳＦＮサブフレームがサポートされていない場合）１０ｍｓの周期性に制限され得る。
中継局１２０は、サブフレーム０および５中でＰＳＳおよびＳＳＳを送信する必要があり
得る。中継局１２０の様々な制限は、いくつかの方法で対処できる。
【００６９】
　図１１に、１０ｍｓのタイムラインを用いた中継局１２０による通信の設計を示す。こ
の設計では、中継局１２０は、ｅＮＢ１１０と通信するための各無線フレーム中にいくつ
かのバックホールサブフレームと有し、ＵＥ１３０と通信するための各無線フレーム中に
いくつかのアクセスサブフレームとを有することができる。サブフレーム０および５は、
中継局１２０がこれらのサブフレーム中でＰＳＳとＳＳＳとを送信することができるよう
にアクセスサブフレームとすることができる。中継局１２０は、各バックホールサブフレ
ーム中でｅＮＢ１１０との間で送信および／または受信することができる。中継局１２０
は、各アクセスサブフレーム中でＵＥ１３０との間で送信および／または受信することが
できる。中継局１２０は、バックホールサブフレームを、（図１１に示すように）１０ｍ
ｓの周期性を有し得るＭＢＳＦＮサブフレームとして、またはブランクサブフレームとし
て宣言することができる。
【００７０】
　図１１に示す例では、各無線フレームのダウンリンク中のサブフレーム０、４および５
、ならびにアップリンク中のサブフレーム４、８および９は、アクセスサブフレームとす
ることができる。各無線フレームのダウンリンク中のサブフレーム１、２、３、６、７、
８および９、ならびにアップリンク中のサブフレーム０、１、２、３、５、６および７は
、バックホールサブフレームとすることができる。アクセスダウンリンクの場合、中継局
１２０は、それぞれ、サブフレーム０、４および５中でＵＥ１３０にデータを送信するこ
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とができ、サブフレーム４、８および９中でＵＥ１３０からＡＣＫ情報（たとえば、ＡＣ
ＫまたはＮＡＫ）を受信することができる。非同期ＨＡＲＱはダウンリンクのために使用
されるので、中継局１２０はサブフレーム０、４および５中で再送信を送ることができる
。アクセスダウンリンクは、１０ｍｓのタイムラインを用いて動作することができる。た
とえば、中継局１２０は、所与の無線フレームのサブフレーム０中で送信を送り、サブフ
レーム４中でＮＡＫを受け、次いで、次の無線フレームのサブフレーム０中で再送信を送
ることができる。
【００７１】
　アクセスアップリンクの場合、ＵＥ１３０は、それぞれ、サブフレーム４、８および９
中で中継局１２０にデータを送ることができ、サブフレーム８、２および３中で中継局１
２０からＡＣＫ情報を受けることができる。中継局１２０は、レガシーＵＥのために第１
の送信をターゲッティングすることができ、新しいＵＥのために１０ｍｓのタイムライン
を用いて動作することができる。１つの設計では、第１の送信が不成功の場合、ＵＥ１３
０は、他のサブフレーム中で送信するように構成できる。同期ＨＡＲＱはアップリンクの
ために使用されるので、ＵＥ１３０は特定のサブフレーム中で再送信を送ることができる
。たとえば、ＵＥ１３０は、所与の無線フレームのサブフレーム４中でパケットの送信を
送ることができ、サブフレーム８中でＡＣＫ情報を受けることができる。サブフレーム８
はＭＢＳＦＮサブフレームであるので、このサブフレームがバックホールダウンリンクの
ために予約されていたとしても、中継局１２０は、このサブフレーム中のアクセスダウン
リンク上でＡＣＫ情報を送出することができる。ＵＥ１３０は、サブフレーム８中でＮＡ
Ｋを受けることができ、後続のサブフレーム２中でデータを再送信することができる。し
かしながら、このアップリンクサブフレームはバックホールアップリンクのために予約さ
れていることがある。この場合、中継局１２０は、（ｉ）ＵＥ１３０をリッスンし、その
アップリンク送信をキャンセルするか、または（ｉｉ）バックホールアップリンク中で送
信を続け、ＵＥ再送信がアクセスアップリンクのためのサブフレームと一致するまで再送
信を無視することができる。
【００７２】
　別の設計では、「ＡＣＫアンドサスペンド」プロシージャを使用することができる。た
とえば、中継局１２０は、ある送信のターゲット終端を用いてアップリンク上でＵＥ１３
０をスケジュールすることができる。ＵＥ１３０はパケットの送信を送ることができる。
中継局１２０が（たとえば、中継局１２０がバックホールリンク上でリッスンしているこ
とがあるので）この送信のためのＡＣＫ情報を送出することができない場合、ＵＥ１３０
は、これを暗黙的ＡＣＫとして扱うことができ、その送信を中断することができる。しか
しながら、ＵＥ１３０はパケットを廃棄しない。中継局１２０がパケットを誤って復号し
た場合、中継局１２０は、その後、割当てを送信することが可能なサブフレーム中でパケ
ットの第２の送信をスケジュールすることができ、次いで、暗黙的ＡＣＫによってカバー
された中断が取り消され得る。ｅＮＢ１１０がアップリンク上で中継局１２０をスケジュ
ールするとき、同様のシナリオが生じ得る。中継局１２０は、パケットを送ることができ
るが、アクセスリンク上でＵＥ１３０に送信していることがあるので、ｅＮＢ１１０から
ＡＣＫ情報を受けることができないことがある。中継局１２０は、それを暗黙的ＡＣＫと
して扱うことができるが、パケットを廃棄することはできない。ｅＮＢ１１０がパケット
を誤って復号した場合、ｅＮＢ１１０は、アップリンク上でパケットを再送信するように
中継局１２０をスケジュールすることができる。
【００７３】
　図１２に、送信機会に基づいたターゲット終端の選択を示す。図１２に、図１１に示し
た区分とは異なる、アクセスリンクとバックホールリンクとの間の区分を示す。図１２に
示す例では、ダウンリンク中のサブフレーム０、２、４、５、６および８、ならびにアッ
プリンク中のサブフレーム０、１、３、４および８はアクセスリンクのために使用され、
残りのサブフレームはバックホールリンクのために使用される。中継局１２０は、バック
ホールサブフレームをブランクサブフレームとしてマークすることができ、これらのサブ
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フレーム中で制御情報またはデータをそのＵＥに送信することができない。１つの設計で
は、ＵＥ１３０は、中継局１２０にとって利用可能なＡＣＫ送信機会に基づいて判断され
るターゲット終端を用いてパケットを送ることができる。ＡＣＫ送信機会は、（同期ＨＡ
ＲＱ要件のために）ＡＣＫ情報を送出することができ、かつ使用可能であるサブフレーム
に、対応し得る。図１２に示す例では、ＵＥ１３０は、無線フレームｉのサブフレーム０
中でパケットの送信を開始することができ、サブフレーム８中でデータ送信機会を有する
ことができるが、次の無線フレームｉ＋１のサブフレーム６中でデータ送信機会を有する
ことができない。中継局１２０は、無線フレームｉのサブフレーム４中ならびに次の無線
フレームのサブフレーム２中でＡＣＫ送信機会を有することができる。中継局１２０は、
次いで、ＵＥ１３０に対するパケットのために２つの送信のターゲット終端を選択するこ
とができる。ＵＥ１３０はまた、図１２に示すように、無線フレームｉのサブフレーム１
中でパケットの送信を開始することができ、サブフレーム９中にデータ送信機会がないの
で１つの送信のターゲット終端を有することができる。
【００７４】
　中継局１２０は、たとえば、図１２中の最初の２つの例で示すように、ＵＥ１３０によ
るデータの各送信後にＡＣＫ情報を送出することができる。別の設計では、中継局１２０
は、データの各送信後にＡＣＫ情報を送出することができないことがあるが、次のＡＣＫ
送信機会においてＡＣＫ情報を送出することができる。たとえば、ＵＥ１３０は、図１２
中の第３の例で示すように、無線フレームｉのサブフレーム３中でパケットの第１の送信
を送り、サブフレーム７中でＡＣＫ情報を受けず、次の無線フレームｉ＋１のサブフレー
ム１中でパケットの第２の送信を送り、次の無線フレームのサブフレーム５中でパケット
のためのＡＣＫ情報を受けることができる。中継局１２０は、アップリンクリソースを効
率的に利用するため、パケットのために２つの送信のターゲット終端を選択することがで
きる。
【００７５】
　一般に、パケットのためのターゲット終端は、パケットを送るために使用できない第１
のサブフレームに基づいて、あるいはＡＣＫ情報が送信および／または受信できるときに
基づいて、判断できる。１つの設計では、ＡＣＫ情報をパケットの各送信後に送ることが
できる。この設計では、ターゲット終端は、ＡＣＫ送信機会がパケットのために利用可能
でない第１のサブフレームに基づいて選択できる。別の設計では、ＡＣＫ情報を遅延させ
ることができる。この設計では、パケットのためのターゲット終端は、Ｋ個の送信の後に
ＡＣＫ送信機会がパケットのために利用可能である場合、Ｋ個の送信とすることができ、
ここで、Ｋは１以上の整数値とすることができる。図１２に示す例示的な区分では、中継
局１２０は、（ｉ）サブフレーム１、４または８中で開始して送られるパケットのために
１個の送信のターゲット終端を選択し、（ｉｉ）サブフレーム０または３中で開始して送
られるパケットのために２個の送信のターゲット終端を選択することができる。
【００７６】
　別の設計では、ＵＥ１３０は、第１の送信上の各パケットのターゲット終端の形でパケ
ットを中継局１２０に送ることができる。この場合、中継局１２０は、再送信のために他
のサブフレームを監視する必要がないであろう。第１の送信上で終端しないパケットの場
合、ＵＥ１３０は、同期ＨＡＲＱに従って再送信を送ることができる。中継局１２０は、
ｅＮＢ１１０をリッスンする代わりに、バックホールサブフレーム中でＵＥ１３０によっ
て送られた再送信を受けることができる。代替的に、中継局１２０は、バックホールサブ
フレーム中でＵＥ１３０によって送られた再送信を無視することができ、アクセスサブフ
レーム中で送られる後続の再送信を待つことができ、これはより長い待ち時間を生じるこ
とがある。一般に、中継局１２０は、可能な場合はいつでもＵＥ１３０からの再送信を受
けることができ、理由は何であれ受信できない再送信を無視することができる。
【００７７】
　図１２に示す例では、中継局１２０は、類似の方法でサブフレーム１、３、７および９
中のバックホールダウンリンクならびにサブフレーム２、５、６、７および９中のバック
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ホールアップリンクを介してｅＮＢ１１０と通信することができる。バックホールダウン
リンクの場合、ｅＮＢ１１０は、それぞれ、サブフレーム１および３中で中継局１２０に
データを送信することができ、サブフレーム５および７中でＡＣＫ情報を受信することが
できる。ｅＮＢ１１０はまた、非同期ＨＡＲＱを用いて任意の好適なサブフレーム中で再
送信を送ることができる。バックホールアップリンクの場合、中継局１２０は、それぞれ
、サブフレーム５、７および９中でｅＮＢ１１０にデータを送ることができ、サブフレー
ム９、１および３中でＡＣＫ情報を受けることができる。中継局１２０は、中継局１２０
にとって利用可能なデータ送信機会とｅＮＢ１１０にとって利用可能なＡＣＫ送信機会と
に基づいてｅＮＢ１1０にパケットを送ることができる。いくつかのサブフレームはＡＣ
Ｋ送信機会を有しないことがある。ＡＣＫアンドサスペンドプロシージャおよび終端ター
ゲット選択などの上記で説明した技法は、対応するＡＣＫ送信機会を有しないサブフレー
ムのために使用できる。代替的に、中継局１２０は、第１の送信上の各パケットのターゲ
ット終端の形でｅＮＢ１１０にパケットを送ることができる。第１の送信上で終端しない
パケットの場合、中継局１２０は、同期ＨＡＲＱに従って再送信を送ることができる。１
つの設計では、中継局１２０は、バックホールサブフレーム中で再送信を送ることができ
、アクセスサブフレーム中で再送信をスキップすることができる。ｅＮＢ１１０は、次い
で、バックホールサブフレーム中で中継局１２０によって送られた再送信を受けることが
できる。別の設計では、中継局１２０は、バックホールサブフレーム中とアクセスサブフ
レーム中の両方で再送信を送ることができる。この設計では、中継局１２０は、アクセス
サブフレーム中でＵＥ１３０をリッスンすることをスキップすることができる。さらに別
の設計では、中継局１２０は、アップリンク上で非同期ＨＡＲＱを使用することができ、
第１の送信のために使用されたインターレースの一部ではないことがある他のバックホー
ルサブフレーム上で再送信を送ることができる。
【００７８】
　バックホールリンクとアクセスリンクの両方の場合、データの対応する送信の後に固定
数のサブフレーム（たとえば、４個のサブフレーム）中でＡＣＫ情報を送出することがで
きる。これは、バックホールおよびアクセスリンク上でデータを送るために使用され得る
サブフレームの数を制限し得る。１つの設計では、ｅＮＢ１１０は、非固定サブフレーム
中（たとえば、次のＡＣＫ送信機会中）で中継局１２０にＡＣＫ情報を送出することがで
きる。たとえば、中継局１２０は、サブフレーム１中でｅＮＢ１１０にデータの送信を送
ることができ、（サブフレーム５ではなく）サブフレーム６中でこの送信のためのＡＣＫ
情報を受けることができる。同様に、中継局１２０は、非固定サブフレーム中（たとえば
、次のＡＣＫ送信機会中）でｅＮＢ１１０にＡＣＫ情報を送出することができる。たとえ
ば、ｅＮＢ１１０は、サブフレーム１中で中継局１２０にデータの送信を送ることができ
、（サブフレーム５ではなく）サブフレーム６中でこの送信のためのＡＣＫ情報を受ける
ことができる。したがって、中継局１２０との間でＡＣＫ情報を送信／受信するために使
用されるサブフレームは、中継局１２０ではなくレガシー／Ｒｅｌｅａｓｅ　８　ＵＥが
スケジュールされていた場合に使用されるであろうサブフレームとは異なることがある。
バックホールダウンリンクとアップリンクの両方の場合、中継局１２０（またはｅＮＢ１
１０）は、ＡＣＫ情報を送出するための様々なサブフレームの使用を搬送するために、シ
グナリングを送ることができる。ｅＮＢ１１０（または中継局１２０）は、次いで、示さ
れたサブフレーム中でＡＣＫ情報を受けることができる。
【００７９】
　中継局１２０は、バックホールサブフレーム中でＵＥ１３０からデータおよび／または
ＡＣＫ情報を受けることを選択することができるが、これらのサブフレーム中でｅＮＢ１
１０にデータおよび／またはＡＣＫ情報を送出することができないことがある。中継局１
２０は、これを（たとえば、制御チャネルを介して）ｅＮＢ１１０に示すことができ、そ
の結果、ｅＮＢ１１０は、中継局１２０からのデータおよび／またはＡＣＫ情報を待つこ
とができる。ｅＮＢ１１０は、他の手段を通してこれを推測することもできる。たとえば
、ｅＮＢ１１０は、それぞれサブフレーム０および５中での中継局１２０からＵＥ１３０
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へのデータの送信に応答して、中継局１２０がサブフレーム４および９中でＵＥ１３０か
らのＡＣＫ情報を監視することができることに気づくことができる。中継局１２０は、次
いで、他のサブフレーム中でデータおよび／またはＡＣＫ情報を送出することができる。
ｅＮＢ１１０が、中継局１２０が中継局１２０のために予約されたバックホールサブフレ
ーム中のリソースを使用しないことに気づいている場合、ｅＮＢ１１０は、利用可能なリ
ソースをより十分に利用するためにこれらのリソース上に他のＵＥをスケジュールするこ
とができる。
【００８０】
　別の設計では、バックホールリンクおよびアクセスリンク上の送信および再送信を、８
ｍｓのタイムラインを用いて送ることができる。１つまたは複数のインターレースはアク
セスリンクのために使用でき、（１つまたは複数の）インターレース中のサブフレームは
アクセスサブフレームとすることができる。残りのインターレースは、バックホールリン
クのために使用でき、これらのインターレース中のサブフレームはバックホールサブフレ
ームとすることができる。中継局１２０は、ｅＮＢ１１０を効率的にリッスンすることが
できるようにバックホールサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレームまたはブランクサブフ
レームとして構成することができる。しかしながら、バックホールインターレースのいく
つかのサブフレーム中で、中継局１２０は、信号を送信することを強制されることがある
。たとえば、サブフレーム０および５中で、中継局１２０は、ＰＳＳ、ＳＳＳなどを送信
する必要があり得る。中継局１２０は、これらのバックホールサブフレーム中でＵＥ１３
０に送信を送り、それによってこれらのサブフレームをアクセスサブフレームに変換する
ことができる。
【００８１】
　一般に、所与の瞬間において所与のインターレース上でただ１つのＨＡＲＱプロセスが
アクティブになる。１つの設計では、より多くの処理時間を与えるために複数のＨＡＲＱ
プロセスを同じインターレース上でインターリーブすることができる。ＨＡＲＱプロセス
のこのインターリービングはアクセスリンクとバックホールリンクの両方に適用できる。
たとえば、ｅＮＢ１１０は、サブフレーム６中で中継局１２０に第１のダウンリンクＨＡ
ＲＱプロセス上のパケット１を送信することができる。中継局１２０は、次の無線フレー
ムのサブフレーム０中でそのＵＥに送信することを強制されることがあり、ＡＣＫ情報を
ｅＮＢ１１０に送ることが可能でないことがある。次の無線フレームのサブフレーム４で
は、ｅＮＢ１１０は、第１のダウンリンクＨＡＲＱプロセス上のパケット１を再送信する
代わりに、第２のダウンリンクＨＡＲＱプロセス上の新しいパケット（パケット２）を送
信することができる。インターレースは、次いで、第１および第２のダウンリンクＨＡＲ
Ｑプロセスのためのパケット間で交替することができる。これにより、ＡＣＫ情報をｅＮ
Ｂ１１０へ送るために中継局１２０により多くの時間を与えることができる。ｅＮＢ１１
０は、ＮＡＣＫが受信された場合のみパケットを再送信し、したがってリレー動作を改善
することができる。
【００８２】
　中継局１２０は、アップリンクサブフレームがバックホールリンクのために予約された
インターレースの一部であっても、バックホールリンクのために最初に予約されていたサ
ブフレーム中でダウンリンク送信に対応するＡＣＫ情報を搬送するアップリンクサブフレ
ーム中で、そのＵＥのためのアップリンクデータをスケジュールすることができる。この
場合、中継局１２０は、アップリンクサブフレーム中の送信（ならびにダウンリンクデー
タのためのアップリンクＡＣＫ）を監視することができる。中継局１２０は、バックホー
ルサブフレームがブランクサブフレームとしてマークされているときにＡＣＫの位置がア
クセスダウンリンクサブフレームと一致するときのみ、パケットのためのＡＣＫ情報を送
出することができる。バックホールサブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームとして構成さ
れた場合、中継局１２０は、アップリンク送信のためのＡＣＫ情報を送出することができ
る。
【００８３】
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　中継局１２０は、８ｍｓのタイムラインの場合でも、各無線フレームのサブフレーム０
および５中でＰＳＳとＳＳＳとを送信することができる。所与のサブフレーム０または５
がバックホールインターレース上にある場合、中継局１２０は、ｅＮＢ１１０との通信を
スキップし、バックホールサブフレーム中でそのＵＥに送信し、それによってこのサブフ
レームをアクセスサブフレームに変換することができる。この場合、中継局１２０は、サ
ブフレーム中にｅＮＢ１１０から受信することができないことがある。ｅＮＢ１１０が、
サブフレーム中で中継局１２０に送るべきＡＣＫ情報を有する場合、ｅＮＢ１１０は、次
のバックホールサブフレームまでＡＣＫ情報の送信を遅延させることができる。同様に、
中継局１２０が、アクセスリンクのために使用されるアップリンクサブフレーム中でｅＮ
Ｂ１１０に送るべきＡＣＫ情報を有する場合、中継局１２０は、次のバックホールサブフ
レームまでＡＣＫ情報の送信を遅延させることができる。別の設計では、中継局１２０は
、バックホールサブフレームであるサブフレーム０および５中でＰＳＳおよびＳＳＳなど
の義務づけられた送信をスキップすることができ、代わりに、ｅＮＢ１１０と通信するこ
とができる。
【００８４】
　１つの設計では、中継局１２０が監視するサブフレーム中でＵＥ１３０がＡＣＫ情報を
送信するようにするために、ＡＣＫ反復方式を使用することができる。ＵＥ１３０は、バ
ックホールサブフレーム中で送るべきＡＣＫ情報を有することができる。ＵＥ１３０は、
中継局１２０がバックホールリンク上でｅＮＢ１１０と通信する代わりにアクセスリンク
を監視する可能性があるこのサブフレーム中でＡＣＫ情報を送出することができる。代替
または追加として、ＵＥ１３０は、中継局１２０が監視することになる次のアクセスサブ
フレーム中でＡＣＫ情報を送出することができる。ＵＥ１３０は、所与のサブフレーム中
で複数のパケットのためのＡＣＫ情報、たとえば、現在のサブフレーム中で送るべきＡＣ
Ｋ情報ならびに現在のサブフレーム中で繰り返される先行サブフレーム中で送るべきＡＣ
Ｋ情報を送出することができる。
【００８５】
５．サブフレームオフセット／周期的制御チャネル
　別の態様では、中継局１２０のタイミングは、ｅＮＢ１１０のタイミングから整数個の
サブフレームだけオフセットできる。サブフレームオフセットにより、中継局１２０は、
そのＵＥにＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送信し、またｅＮＢ１１０からＰＳＳ、ＳＳ
ＳおよびＰＢＣＨを受信できるようになる。
【００８６】
　図１３に、ｅＮＢ１１０と中継局１２０との間のサブフレームタイミングオフセットの
設計を示す。中継局１２０のタイミングは、ｅＮＢ１１０のタイミングに対して整数個の
サブフレームだけ（たとえば、１個のサブフレームだけ）（図１３に示すように）遅らせ
るまたは進めることができる。ｅＮＢ１１０は、それぞれ中継局１２０のサブフレーム９
および４に対応し得るそのサブフレーム０および５中でＰＳＳ、ＳＳＳ、および場合によ
ってはＰＢＣＨを送信することができる。中継局１２０は、ｅＮＢ１１０からＰＳＳ、Ｓ
ＳＳ、および場合によってはＰＢＣＨを受信することができる。中継局１２０は、それぞ
れｅＮＢ１１０のサブフレーム１および６に対応し得るそのサブフレーム０および５中で
ＰＳＳ、ＳＳＳ、および場合によってはＰＢＣＨを送信することができる。
【００８７】
　図１３に示すように、ｅＮＢ１１０と中継局１２０との間のサブフレームオフセットに
より、ｅＮＢサブフレーム０がリレーサブフレームｋと等しくなり、ここで、ｋ≠０であ
る。サブフレームオフセットにより、中継局１２０は、ｅＮＢ１１０からのＰＳＳ、ＳＳ
ＳおよびＰＢＣＨを監視できるようになる。また、サブフレームオフセットにより、ｅＮ
Ｂ１１０は、中継局１２０がｅＮＢ１１０を監視することになるサブフレーム中でシステ
ム情報ブロック（ＳＩＢ）をスケジュールすることができるようになる。いくつかの状況
では、サブフレームオフセットは、中継局１２０が（たとえば、サブフレームオフセット
が可能でないことがあるＴＤＤ動作のために）ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、および／また
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はＳＩＢを受信できるようにするのに十分でないことがある。これらの状況では、中継局
１２０がＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、および／またはＳＩＢを受信できるようにするため
に、それらを別個のチャネル中で送ることができる。あるいは、中継局１２０は、周期的
に離調し（たとえば、ＵＥ１３０にデータを送信せず）、ｅＮＢ１１０からそのような送
信を受けることができる。
【００８８】
　中継局１２０は、ＵＥ１３０から周期制御チャネルを受信することができ、おおび／ま
たはｅＮＢ１１０に周期制御チャネルを送信することができる。周期制御チャネルは、チ
ャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）情報、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）などを搬送
することができる。ＬＴＥは、現在、周期制御チャネルのために２、５、１０、２０およ
び４０ｍｓの周期性をサポートする。
【００８９】
　アクセスリンク上で、中継局１２０は、８ｍｓの周期性をもつサブフレームを監視する
ことができる。周期制御チャネルは、中継局１２０が８ｍｓごとにこれらの制御チャネル
を受信できるようにするために、２ｍｓの周期性を用いて送ることができる。あるいは、
ＵＥ１３０は、５、１０ｍｓまたは何らかの他の持続時間の周期性をもつ周期制御チャネ
ルを送ることができる。中継局１２０は、ＵＥ１３０から周期制御チャネルを監視するか
、または周期制御チャネルがアクセスサブフレームと一致するまで待つことができる。
【００９０】
　別の設計では、周期制御チャネルに対して、８ｍｓの周期性、またはＨＡＲＱを用いて
送られるデータの何らかの他の整数倍の周期性をサポートすることができる。これにより
、中継局１２０は、ＵＥ１３０によって送られた周期制御チャネルの各送信を受信できる
ようになり、無駄なＵＥ送信を回避することができる。また、これにより、ｅＮＢ１１０
は、中継局１２０によって送られた周期制御チャネルの各送信を受信できるようになる。
【００９１】
６．非対称バックホール／アクセス区分
　別の態様では、リソースの効率的な使用を可能にするためにバックホールリンクおよび
アクセスリンクの非対称ダウンリンク／アップリンク区分を採用することができる。区分
は、Ｓ個のサブフレームごとに繰り返し得るパターンに基づくことができ、ここで、Ｓは
８、１０などに等しくなり得る。ダウンリンクの場合、Ｓ個のサブフレームは、ＵDLサブ
フレームがバックホールダウンリンクのために使用され、ＶDLサブフレームがアクセスダ
ウンリンクのための使用されるように区分でき、ここで、Ｓ＝ＵDL＋ＶDLである。アップ
リンクの場合、Ｓ個のサブフレームは、ＵULサブフレームがバックホールアップリンクの
ために使用され、ＶULサブフレームがアクセスアップリンクのための使用されるように区
分でき、ここで、Ｓ＝ＵUL＋ＶULである。非対称ダウンリンク／アップリンク区分の場合
、ＵDL≠ＵULおよびＶDL≠ＶULである。
【００９２】
　図１４に、非対称ダウンリンク／アップリンク区分の一例を示す。この例では、Ｓは８
に等しく、ダウンリンクのために５：３のバックホール／アクセス区分が使用され、アッ
プリンクのために４：４のバックホール／アクセス区分が使用される。簡単のために、図
１４は、５：３のバックホール／アクセスダウンリンク区分の場合の（ｉ）サブフレーム
０～４中のバックホールダウンリンク上でｅＮＢ１１０から受信し、（ｉｉ）サブフレー
ム５～７中のアクセスダウンリンク上でＵＥ１３０に送信する中継局１２０を示す。図１
４はまた、４：４のバックホール／アクセスアップリンク区分の場合の（ｉ）サブフレー
ム０～３中のバックホールアップリンク上でｅＮＢ１１０に送信し、（ｉｉ）サブフレー
ム５～７中のアクセスアップリンク上でＵＥ１３０から受信する中継局１２０を示す。図
１４に示すように、中継局１２０は、サブフレーム４以外の各サブフレーム中の様々な周
波数チャネル上で送信および受信することができ、サブフレーム４中の２個の周波数チャ
ネル上で受信することができる。中継局１２０は、したがって、同じ周波数チャネル上で
送信と受信とを同時に行わないという要件に準拠することができる。一般に、バックホー
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ルおよびアクセスダウンリンクのために使用されるサブフレームは８個のサブフレームに
わたって分散でき、バックホールおよびアクセスアップリンクのために使用されるサブフ
レームも８個のサブフレームにわたって分散でき、上記で説明した送信／受信要件の対象
となる。
【００９３】
　ダウンリンクおよびアップリンクのためのバックホール／アクセス区分は様々な方法で
判断できる。１つの設計では、各リンクのためのバックホール／アクセス区分をチャネル
状態に基づいて判断することができる。たとえば、より悪いチャネル状態をもつリンクの
データ要件を満たすために、そのリンクのためにより多くのサブフレームを使用すること
ができる。あるいは、スループットを改善するために、より良いチャネル状態をもつリン
クのためにより多くのサブフレームを使用することができる。別の設計では、各リンクの
ためのバックホール／アクセス区分は、そのリンクのデータ要件に依存することができ、
そのデータ要件は、サービスされているＵＥの数と各ＵＥのデータ要件とに依存すること
ができる。たとえば、ｅＮＢ１１０は多数のＵＥをサービスし得るが、中継局１２０は１
つまたは少数のＵＥをサービスし得る。この場合、バックホールダウンリンクおよびアッ
プリンクのためにより多くのサブフレームを使用することができ、アクセスダウンリンク
およびアップリンクのためにより少数のサブフレームを使用することができる。一般に、
ダウンリンクおよびアップリンクに対して任意のバックホール／アクセス区分をサポート
することができる。さらに、リンクごとに任意のバックホール／アクセス区分をサポート
するためにＭＢＳＦＮサブフレームを使用することができる。ＭＢＳＦＮサブフレームは
、中継局１２０による送信の量を減らすことができ、バックホールダウンリンクサブフレ
ーム中でｅＮＢ１１０をリッスンすることをより効率的にすることができる。バックホー
ルリンクのために予約されたＭＢＳＦＮサブフレームも、ＵＥを中継するために制御情報
の送信をサポートすることができる。したがって、アクセスリンクの場合、アップリンク
送信をスケジュールすることとアップリンク送信のためのＡＣＫ情報を送出することとへ
の影響が小さくなり得る。ＭＢＳＦＮサブフレームにより、アップリンクおよびダウンリ
ンクサブフレームの非対称区分であっても中継局１２０の効率的な動作が可能になる。
【００９４】
　図１４に示す１つの設計では、様々なリンクに様々な数のインターレースを割り振るこ
とによって非対称バックホール／アクセス区分を達成することができる。別の設計では、
インターレースのサブサンプリングによって非対称バックホール／アクセス区分を達成す
ることができる。たとえば、所与のインターレース中の偶数番号のサブフレームをバック
ホールリンクのために使用することができ、インターレース中の奇数番号のサブフレーム
をアクセスリンクのために使用することができる。中継局１２０は、インターレース中の
１つおきのサブフレームのみがアクセスリンクのために利用可能であることを知ることが
でき、これらの１つおきのサブフレーム中でＵＥ１３０からの送信を受信することが可能
である。中継局１２０は、それに応じてＵＥ１３０のための変調および符号化方式を選択
することができる。たとえば、中継局１２０は、ＵＥ１３０からの最初の送信の後に終端
をターゲッティングすることができる。
【００９５】
　非対称区分により、アクセスリンク上でＵＥ１３０をスケジュールするため、および／
またはアップリンク送信に対応するＡＣＫ情報を送出するために、中継局１２０は、バッ
クホールリンクのために予約されたサブフレーム中で制御情報を送信することができる。
中継局１２０がバックホールリンクのためにＭＢＳＦＮサブフレームを使用する場合、中
継局１２０は、任意のサブフレーム中でＵＥ１３０から受信したデータ送信のためのＡＣ
Ｋ情報とアップリンク許可などの他の制御情報とを送出することが可能である。この場合
、中継局１２０は、中継局１２０によってＭＢＳＦＮサブフレームとしてマークされたバ
ックホールダウンリンクサブフレームの最初の１個または２個のＯＦＤＭシンボル中で制
御情報と基準信号とを送信することができ、ｅＮＢ１１０をリッスンするためにサブフレ
ーム中の残りのシンボル期間を使用することができる。また、アップリンクおよび／また
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はダウンリンクのための新しい制御チャネルを使用して、これらの制御チャネルを受信／
送信することが可能なＵＥとの間でＡＣＫ情報、許可および／または他の情報を送出する
ことができる。
【００９６】
　バックホールリンクでは、アップリンクおよび／またはダウンリンクの場合、ＡＣＫ情
報、許可などを送出するために新しい制御チャネルを使用することができる。新しい制御
チャネルは、指定されたサブフレーム中で送出できる（たとえば、ＡＣＫ情報は、サブフ
レームｔ中で送信されたデータ送信のためにサブフレームｔ＋４中で送出できる）か、ま
たは様々なサブフレーム中で送出できる。図１４に示す５：３のバックホール／アクセス
ダウンリンク区分の場合、追加のバックホールダウンリンクサブフレーム４のためのＡＣ
Ｋ情報は、４個のバックホールアップリンクサブフレームのうちの１個中で送出できる。
【００９７】
７．ＴＤＤ中継
　ＬＴＥは、ＴＤＤのためのいくつかのダウンリンクアップリンク構成をサポートする。
表１に、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ　８によってサポートされるダウンリンクアップリンク
構成を記載し、各構成のためのサブフレームの割振りを与える。表１では、「Ｄ」はダウ
ンリンクサブフレームを示し、「Ｕ」はアップリンクサブフレームを示し、「Ｓ」は、図
３に示すＤｗＰＴＳフィールドとＧＰフィールドとＵｐＰＴＳフィールドとを備える特殊
なサブフレームを示す。
【表１】

【００９８】
　特定のダウンリンクアップリンク構成を使用のために選択することができる。選択され
たダウンリンクアップリンク構成中の利用可能なダウンリンクおよびアップリンクサブフ
レームは、時分割多重とすることができるバックホールリンクとアクセスリンクとに割り
振ることができる。１つの設計では、バックホールサブフレームのためにブランクサブフ
レームを宣言することができ、その結果、中継局１２０によってサービスされるＵＥは、
これらのサブフレーム中で非アクティブになることができる。別の設計では、バックホー
ルサブフレームのためにＭＢＳＦＮサブフレームを使用することができる。
【００９９】
　中継局１２０は、サブフレーム０、１、５および６中でＰＳＳ、ＳＳＳ、および場合に
よってはＰＢＣＨを送信することができる。中継局１２０は、ｅＮＢ１１０に高い干渉を
発生することを回避するためにバックホールアップリンクサブフレーム中にアクセスダウ
ンリンク上で送信することを回避することができる。中継局１２０は、ｅＮＢ１１０に高
い干渉を発生することにならない場合、たとえば、中継局１２０のためのダウンリンクア
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ンテナビームパターンが、ｅＮＢ１１０をジャミングすることを回避するために十分なＲ
Ｆ分離を行うことができる場合、バックホールアップリンクサブフレーム中のアクセスダ
ウンリンク上で送信することができる。中継局１２０はまた、アップリンクの場合にｅＮ
Ｂ１１０によって使用されるサブフレーム中でのみそのＵＥに対するアップリンク送信を
スケジュールすることができ、その結果、そのＵＥは、ｅＮＢ１１０に送信するＵＥに干
渉を発生することを回避することができる。
【０１００】
　表２に、上述の制約を満たし、使用のために選択できるいくつかのバックホールアクセ
ス構成を示す。表２では、バックホールアクセス構成ＸまたはＸＹはダウンリンクアップ
リンク構成Ｘに基づく。Ｙは、構成Ｘのための複数の代替案（利用可能な場合）のうちの
１つを示す。表２中の各バックホールアクセス構成について、バックホールリンクに割り
振られたサブフレームを陰影付きで示し、アクセスリンクに割り振られたサブフレームを
陰影なしで示す。
【表２】

【０１０１】
　表３に、表２中の各バックホールアクセス構成について各リンクのためのサブフレーム
の番号を記載する。
【表３】

【０１０２】
　図１５に、ワイヤレス通信システムにおいてサブフレームタイプ情報をブロードキャス
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トするためのプロセス１５００の設計を示す。複数の無線フレーム（例えば４つの無線フ
レーム）をカバーするビットマップが発生され得、各無線フレームは複数のサブフレーム
を備えている（ブロック１５１２）。このビットマップは、複数の無線フレーム内の少な
くとも２つのサブフレームを識別できる。このビットマップはＵＥらに送信できる（ブロ
ック１５１４）。１つの設計では、少なくとも２つのタイプのサブフレームは、（ｉ）制
限された制御情報および／または制限された基準信号を伴うＭＢＳＦＮサブフレームと、
（ｉｉ）制御情報、基準信号、およびデータを伴う正規サブフレームを備えることができ
る。他の設計では、少なくとも２つのタイプのサブフレームは、（ｉ）送信を伴わないブ
ランクサブフレームと、（ｉｉ）正規サブフレームを備えることができる。その他の設計
では、このビットマップは、基地局により発生され、ＵＥらに送信されてもよい。
【０１０３】
　図１６に、ワイヤレス通信システムにおいてサブフレームタイプ情報をブロードキャス
トするための装置１６００の設計を示す。装置１６００は、複数の無線フレームをカバー
するビットマップを発生するモジュール１６１２と、このビットマップをＵＥらへ送信す
るモジュール１６１２を含んでいる。ここで、各無線フレームは複数のサブフレームを備
えており、ビットマップは複数の無線フレーム内の少なくとも２つのタイプのサブフレー
ムを識別するようになっている。
【０１０４】
　図１７に、ワイヤレス通信システムにおいてチャネル推定または測定を行うためのプロ
セス１７００の設計を示す。プロセス１７００は、中継局、ＵＥ、あるいはその他のなん
らかのエンティティ（entity）で構成できる局によって、実行できる。この局は、第１タ
イプのサブフレーム（たとえば正規サブフレーム）と、第１タイプとは異なる第２タイプ
のサブフレーム（たとえばＭＢＳＦＮサブフレームあるいはブランクサブフレーム）を識
別するビットマップを受信することができる（ブロック１７１２）。第１タイプのサブフ
レームおよび第２タイプのサブフレームは、基地局あるいはその他のなんらかの指定され
たエンティティにより、指定され得る。この局は、第２タイプのサブフレームを伴い第１
タイプのＴＤＭｅｄのサブフレームを受信できる（ブロック１７１４）。この局は、第１
タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を実行できる（ブロック１７１
６）。第１タイプのサブフレームは基準信号を含むことができ、この基準信号に基づいて
、局は、チャネル推定あるいは測定を実行できる。この局は、第２タイプのサブフレーム
に対しては、チャネル推定および測定をスキップできる（ブロック１７１８）。
【０１０５】
　図１８に、ワイヤレス通信システムにおいてチャネル推定または測定を行うための装置
１８００の設計を示す。装置１８００は、モジュール１８１２とモジュール１８１４とモ
ジュール１８１６とモジュール１８１８を含む。モジュール１８１２は、第１タイプのサ
ブフレームおよびこの第１タイプとは異なる第２タイプのサブフレームを識別するビット
マップを受信する。モジュール１８１４は、第２タイプのサブフレームを伴い第１タイプ
のＴＤＭｅｄのサブフレームを受信する。モジュール１８１６は、第１タイプのサブフレ
ームに対してチャネル推定あるいは測定を実行する。そして、モジュール１８１８は、第
２タイプのサブフレームに対してはチャネル推定および測定をスキップする。
【０１０６】
　図１９に、ワイヤレス通信システムにおいて基準信号への干渉を回避するためのプロセ
ス１９００の設計を示す。プロセス１９００は、基地局、あるいはその他のなんらかのエ
ンティティ（entity）によって、実行できる。基地局は、基準信号を送信するために中継
局によって使用されないリソースを識別することができる（ブロック１９１２）。１つの
設計では、識別されたリソースは、ＭＢＳＦＮサブフレームのデータ部分内の少なくとも
1つのＯＦＤＭシンボルを備えることができる。他の設計では、識別されたリソースは、
ＭＢＳＦＮサブフレームのデータ部分内の少なくとも１つのリソースブロックを備えるこ
とができる。基地局は、識別されたリソース上で、制御情報および／またはデータを送出
できる（ブロック１９１４）。これにより、中継局からの基準信号に対する干渉を回避で
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きる。
【０１０７】
　図２０に、ワイヤレス通信システムにおいて基準信号への干渉を回避するための装置２
０００の設計を示す。装置２０００は、基準信号を送信するために中継局により使用され
ないリソースを識別するモジュール２０１２と、識別されたリソース上で基地局により制
御情報またはデータもしくはその両方を送出するモジュール２０１４を含んでいる。
【０１０８】
　図２１は、ワイヤレス通信システム内で第２の局により第１の局のための通信を促進す
るプロセス２１００を示す。第２の局は、第１の局のために予約されたサブフレームを判
断する（ブロック２１１２）。第２の局は、第１の局が予約されたサブフレーム内の１以
上の他局と通信できるようにするために、予約されたサブフレーム内では無送信とするこ
とができる（ブロック２１１４）。１つの設計では、第１の局を中継局とし、第２の局を
基地局とし、１以上のその他の局を１以上のＵＥとすることができる。他の設計では、第
１の局を基地局とし、第２の局を中継局とし、１以上のその他の局を１以上のＵＥとする
ことができる。
【０１０９】
　図２２は、ワイヤレス通信システム内で第２の局により第１の局のための通信を促進す
る装置２２００を示す。装置２２００は、第１の局のために予約されたサブフレームを判
断するモジュール２２１２と、第１の局が予約されたサブフレーム内の１以上の他局と通
信できるようにするために予約されたサブフレーム内での無送信を第２の局により送信す
るモジュール２２１４を含んでいる。
【０１１０】
　図１６、図１８、図２０および図２２のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハ
ードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファーム
ウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備えることができる。
【０１１１】
　図２３に、基地局／ｅＮＢ１１０、中継局１２０、およびＵＥ１３０の設計のブロック
図を示す。基地局１１０は、ダウンリンク上で１つまたは複数のＵＥへの送信を送り出す
ことができ、アップリンク上で１つまたは複数のＵＥからの送信を受け取ることもできる
。簡単のために、ＵＥ１３０のみとの間で送受される送信の処理について、以下で説明す
る。
【０１１２】
　基地局１１０において、送信（ＴＸ）データプロセッサ２３１０は、ＵＥ１３０および
他のＵＥへ送られるべきデータのパケットを受信し、選択されたＭＣＳに従って各パケッ
トを処理（たとえば、符号化および変調）してデータシンボルを取得する。ＨＡＲＱの場
合、プロセッサ２３１０は、各パケットの複数の送信を生成し、一度に１個の送信を与え
る。プロセッサ２３１０はまた、制御情報を処理して制御シンボルを取得し、基準信号の
ための基準シンボルを生成し、データシンボル、制御シンボル、および基準シンボルを多
重化する。プロセッサ２３１０はさらに、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）多重化さ
れたシンボルを処理して出力サンプルを生成する。送信機（ＴＭＴＲ）２３１２は、出力
サンプルを調整（たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバー
ト）して、中継局１２０とＵＥとに送信されるダウンリンク信号を生成する。
【０１１３】
　中継局１２０において、基地局１１０からのダウンリンク信号が受信され、受信機（Ｒ
ＣＶＲ）２３３６に与えられる。受信機２３３６は、受信信号を調整（たとえば、フィル
タ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）し、入力サンプルを与える。受信
（ＲＸ）データプロセッサ２３３８は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプ
ルを処理して受信シンボルを取得する。プロセッサ２３３８はさらに、受信シンボルを処
理（たとえば、復調および復号）して、ＵＥ１３０に送られる制御情報とデータとを復元
する。ＴＸデータプロセッサ２３３０は、基地局１１０がデータシンボルと制御シンボル
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とを取得するのと同じ方法で、プロセッサ２３３８からの復元されたデータと制御情報と
を処理（たとえば、符号化および変調）する。プロセッサ２３３０はまた、基準シンボル
を生成し、基準シンボルを用いてデータと制御シンボルとを多重化し、多重化されたシン
ボルを処理して出力サンプルを取得する。送信機２３３２は、出力サンプルを調整し、Ｕ
Ｅ１３０に送信されるダウンリンク中継信号を生成する。
【０１１４】
　ＵＥ１３０において、基地局１１０からのダウンリンク信号と中継局１２０からのダウ
ンリンク中継信号とは、受信機２３５２によって受信および調整され、ＲＸデータプロセ
ッサ２３５４によって処理されて、ＵＥ１３０に送られる制御情報とデータとを復元する
。コントローラ／プロセッサ２３６０は、正しく復号されたパケットのためのＡＣＫ情報
を生成する。アップリンク上で送られるべきデータおよび制御情報（たとえば、ＡＣＫ情
報）は、ＴＸデータプロセッサ２３５６によって処理され、送信機２３５８によって調整
されて、中継局１２０に送信されるアップリンク信号を生成する。
【０１１５】
　中継局１２０において、ＵＥ１３０からのアップリンク信号は、受信機２３３６によっ
て受信および調整され、ＲＸデータプロセッサ２３３８によって処理されて、ＵＥ１３０
によって送られるデータと制御情報とを復元する。復元されたデータおよび制御情報は、
ＴＸデータプロセッサ２３３０によって処理され、送信機２３３２によって調整されて、
基地局１１０に送信されるアップリンク中継信号を生成する。基地局１１０において、中
継局１２０からのアップリンク中継信号は、受信機２３１６によって受信および調整され
、ＲＸデータプロセッサ２３１８によって処理されて、中継局１２０を介してＵＥ１３０
によって送られるデータと制御情報とを復元する。コントローラ／プロセッサ２３２０は
、ＵＥ１３０からの制御情報に基づいてデータの送信を制御する。
【０１１６】
　コントローラ／プロセッサ２３２０、２３４０および２３６０は、それぞれ基地局１１
０、中継局１２０、およびＵＥ１３０における動作を指示する。コントローラ／プロセッ
サ２３２０は、図１５のプロセス１５００、図１９のプロセス１９００、図２１のプロセ
ス２１００、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または
指示する。コントローラ／プロセッサ２３４０は、プロセス１５００、１７００または２
１００および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示す
る。コントローラ／プロセッサ２３６０は、プロセス１７００または２１００および／ま
たは本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示する。メモリ２３２
２、２３４２および２３６２は、それぞれ基地局１１０、リレー１２０、およびＵＥ１３
０のためのデータとプログラムコードとを記憶する。
【０１１７】
　情報および信号は様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表すことができる
ことを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されるデータ
、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって
表すことができる。
【０１１８】
　さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール
、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せとして実装できることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアと
ソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モ
ジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そ
のような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定
の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機
能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装の決定は
、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
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【０１１９】
　本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および
回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマ
ブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素
、あるいは本明細書に記載の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用
いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが
、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコント
ローラ、または状態マシンとすることができる。プロセッサは、コンピューティングデバ
イスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロ
セッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他
のそのような構成として実装することもできる。
【０１２０】
　本明細書の開示に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで実施するか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施するか
、またはその２つの組合せで実施することができる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ
メモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標
）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当
技術分野で知られている他の形態の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロ
セッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるよ
うにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化することがで
きる。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐することができる。ＡＳＩＣは、ユ
ーザ端末内に常駐することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ
端末内に個別構成要素として常駐することもできる。
【０１２１】
　１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能を、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの組合せで実装することができる。ソフトウェアで実装す
る場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記
憶するか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信することができる。コンピュータ
可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意
の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または
専用コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。限
定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは
他の磁気ストレージデバイス、もしくは命令またはデータ構造の形の所望のプログラムコ
ード手段を搬送または記憶するために使用でき、汎用または専用コンピュータあるいは汎
用または専用プロセッサによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。
また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェア
が、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）
、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイ
ト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤ
レス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディス
ク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（
disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー
（登録商標）ディスク（disk）およびブルーレイディスク（disc）を含み、ディスク（di
sk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザで光学的
に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【０１２２】
　本明細書には、参照のため、およびいくつかのセクションの位置を特定するのを助ける
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ために見出しが含まれる。これらの見出しは、その下で説明される概念の範囲を限定する
ものではなく、これらの概念は、本明細書全体にわたって他のセクションにおいて適用性
を有することができる。
【０１２３】
　本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することができる
ように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で
定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用
できる。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるものでは
なく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべ
きである。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生すること、ここで各無線フレーム
は複数のサブフレームを備え、前記ビットマップは前記複数の無線フレーム内で少なくと
も２つのタイプのサブフレームを識別する；および
　ユーザ機器（ＵＥｓ）へ前記ビットマップを送信すること
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２］
　前記少なくとも２つのタイプのサブフレームが、マルチキャスト／フロードキャスト単
一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと正規サブフレームを備える、 Ｃ１
に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記少なくとも２つのタイプのサブフレームが、ブランクサブフレームと正規サブフレ
ームを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ビットマップが４つの無線フレームをカバーする、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ビットマップは、中継局により発生されて前記ＵＥｓへ送信される、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ６］
　前記ビットマップは、基地局により発生されて前記ＵＥｓへ送信される、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ７］
　複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生する手段、ここで各無線フレーム
は複数のサブフレームを備え、前記ビットマップは前記複数の無線フレーム内で少なくと
も２つのタイプのサブフレームを識別する；および
　ユーザ機器（ＵＥｓ）へ前記ビットマップを送信する手段
　を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ８］
　前記少なくとも２つのタイプのサブフレームが、マルチキャスト／フロードキャスト単
一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと正規サブフレームを備える、Ｃ７に
記載の装置。
［Ｃ９］
　前記少なくとも２つのタイプのサブフレームが、ブランクサブフレームと正規サブフレ
ームを備える、Ｃ７に記載の装置。
［Ｃ１０］
　前記ビットマップが４つの無線フレームをカバーする、Ｃ７に記載の装置。
［Ｃ１１］
　複数の無線フレームをカバーするビットマップを発生するように構成され、かつユーザ
機器（ＵＥｓ）へ前記ビットマップを送信するように構成された少なくとも１つのプロセ
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ッサを具備するものであって、各無線フレームが複数のサブフレームを備え、前記ビット
マップが前記複数の無線フレーム内で少なくとも２つのタイプのサブフレームを識別する
ようになっている、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ１２］
　前記少なくとも２つのタイプのサブフレームが、マルチキャスト／フロードキャスト単
一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームと正規サブフレームを備える、 Ｃ１
１に記載の装置。
［Ｃ１３］
　前記少なくとも２つのタイプのサブフレームが、ブランクサブフレームと正規サブフレ
ームを備える、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記ビットマップが４つの無線フレームをカバーする、Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１５］
　少なくとも１つのコンピュータに、複数の無線フレームをカバーするビットマップを発
生させるためのコード、ここで各無線フレームは複数のサブフレームを備え、前記ビット
マップは前記複数の無線フレーム内で少なくとも２つのタイプのサブフレームを識別する
、および
　前記少なくとも１つのコンピュータに、ユーザ機器（ＵＥｓ）へ前記ビットマップを送
信させるためのコード
　を備えるコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ１６］
　第１タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を行うこと；および
　前記第１タイプとは異なる第２タイプのサブフレームに対してチャネル推定および測定
をスキップすること
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ１７］
　前記第１タイプのサブフレームと前記第２タイプのサブフレームを識別するビットマッ
プを受信することをさらに備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記第２タイプのサブフレームに時分割多重化された前記第１タイプのサブフレームを
受信することをさらに備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記第１タイプのサブフレームが基準信号を含み、この基準信号に基づいて前記チャネ
ル推定あるいは測定が行われる、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記第１タイプのサブフレームおよび前記第２タイプのサブフレームが基地局により指
定される、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記第１タイプのサブフレームが正規サブフレームを備え、前記第２タイプのサブフレ
ームがマルチキャスト／フロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフ
レームを備える、Ｃ１６に記載の方法。
［Ｃ２２］
　第１タイプのサブフレームに対してチャネル推定あるいは測定を行う手段；および
　前記第１タイプとは異なる第２タイプのサブフレームに対してチャネル推定および測定
をスキップする手段
　を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ２３］
　前記第１タイプのサブフレームと前記第２タイプのサブフレームを識別するビットマッ
プを受信する手段をさらに具備した、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］
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　前記第１タイプのサブフレームが基準信号を含み、この基準信号に基づいて前記チャネ
ル推定あるいは測定が行われる、Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２５］
　基準信号を送信するために中継局で使用されないリソースを識別すること；および
　識別されたリソース上で基地局により制御情報、またはデータ、もしくはそれら両方を
送出すること
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２６］
　前記識別されたリソースが、マルチキャスト／フロードキャスト単一周波数ネットワー
ク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つの直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）シンボルを備える、Ｃ２５に記載の方法。
［Ｃ２７］
　前記識別されたリソースが、マルチキャスト／フロードキャスト単一周波数ネットワー
ク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つのリソースブロックを備
える、Ｃ２５に記載の方法。
［Ｃ２８］
　基準信号を送信するために中継局で使用されないリソースを識別する手段；および
　識別されたリソース上で基地局により制御情報、またはデータ、もしくはそれら両方を
送出する手段
　を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ２９］
　前記識別されたリソースが、マルチキャスト／フロードキャスト単一周波数ネットワー
ク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つの直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）シンボルを備える、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記識別されたリソースが、マルチキャスト／フロードキャスト単一周波数ネットワー
ク（ＭＢＳＦＮ）サブフレームのデータ部分内の少なくとも１つのリソースブロックを備
える、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３１］
　第１の局のために予約されたサブフレームを判断し；および
　前記第１の局が前記予約されたサブフレーム内の１以上の他局と通信できるように、第
２の局により前記予約されたサブフレーム内で無送信を送出する
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ３２］
　前記第１の局が中継局であり、前記第２の局が基地局であり、前記１以上の他局が１以
上のユーザ機器（ＵＥｓ）である、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］
　前記第１の局が基地局であり、前記第２の局が中継局であり、前記１以上の他局が１以
上のユーザ機器（ＵＥｓ）である、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３４］
　第１の局のために予約されたサブフレームを判断する手段；および
　前記第１の局が前記予約されたサブフレーム内の１以上の他局と通信できるように、第
２の局により前記予約されたサブフレーム内で無送信を送出する手段
　を具備した、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ３５］
　前記第１の局が中継局であり、前記第２の局が基地局であり、前記１以上の他局が１以
上のユーザ機器（ＵＥｓ）である、Ｃ３４に記載の装置。
［Ｃ３６］
　前記第１の局が基地局であり、前記第２の局が中継局であり、前記１以上の他局が１以
上のユーザ機器（ＵＥｓ）である、Ｃ３４に記載の装置。
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