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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて、基地局のＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌ
ｅｘ）設定情報送信方法であって、
　前記ＴＤＤ設定情報のためのＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を識別する過程と、
　前記ＴＤＤ設定情報を含むダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を生成する過程と、
　前記ＲＮＴＩでスクランブリングされたＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ
　ｃｈｅｃｋ）シーケンスを前記ＤＣＩに添付する過程と、
　前記ＤＣＩによって生成された制御情報を共通制御チャンネルを介して送信する過程と
、を含み、
　前記ＴＤＤ設定情報は、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレーム及びス
ペシャルサブフレームを含むラジオフレームを指示する送信方法。
【請求項２】
　前記ＤＣＩは、複数のアップリンク／ダウンリンク設定のうちのいずれか１つを指示す
る３ビット（ｂｉｔ）情報を含むことを特徴とする、請求項１に記載の送信方法。
【請求項３】
　前記ＤＣＩのフォーマットは、ＤＣＩフォーマット１Ｃに相応することを特徴とする、
請求項１に記載の送信方法。
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【請求項４】
　前記ＤＣＩのサイズは、ＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに相応することを特徴とする
、請求項１に記載の送信方法。
【請求項５】
　前記ＤＣＩを生成する過程は、
　複数のキャリアの個別ＴＤＤ設定情報を指示するための複数のＴＤＤ設定識別子を１つ
のＤＣＩに多重化する過程をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の送信方法。
【請求項６】
　前記ＤＣＩを受信するためのサブフレーム情報を含む設定情報を生成する過程と、
　前記設定情報をユーザ端末に送信する過程と、をさらに含み、
　前記サブフレーム情報は、サブフレームのタイミング、送信周期及びオフセットのうち
少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項１に記載の送信方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて、ユーザ端末のＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕ
ｐｌｅｘ）設定情報受信方法であって、
　前記ＴＤＤ設定情報のためのＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を識別する過程と、
　前記ＴＤＤ設定情報を含み、前記ＲＮＴＩでスクランブリングされたＣＲＣ（ｃｙｃｌ
ｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）シーケンスが添付されたダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を共通制
御チャンネルを介して受信する過程と、
　ＴＤＤ設定情報を識別する過程と、
　前記ＴＤＤ設定情報によってデータを送信したり受信する過程と、を含み、
　前記ＴＤＤ設定情報は、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレーム及びス
ペシャルサブフレームを含むラジオフレームを指示する受信方法。
【請求項８】
　前記ＤＣＩを受信する過程は、
　前記ＲＮＴＩで前記共通制御チャンネルをブラインド復調する過程をさらに含むことを
特徴とする、請求項７に記載の受信方法。
【請求項９】
　前記ＤＣＩは、複数のアップリンク／ダウンリンク設定のうちいずれか１つを指示する
３ビット（ｂｉｔ）情報を含むことを特徴とする、請求項７に記載の受信方法。
【請求項１０】
　前記ＤＣＩのフォーマットは、ＤＣＩフォーマット１Ｃに相応することを特徴とする、
請求項７に記載の受信方法。
【請求項１１】
　前記ＤＣＩのサイズは、ＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに相応することを特徴とする
、請求項７に記載の受信方法。
【請求項１２】
　前記ＤＣＩは、複数のキャリアの個別ＴＤＤ設定情報を指示するための複数のＴＤＤ設
定識別子を含むことを特徴とする、請求項７に記載の受信方法。
【請求項１３】
　前記ＤＣＩを受信するためのサブフレーム情報を含む設定情報を受信する過程をさらに
含み、
　前記サブフレーム情報は、サブフレームのタイミング、送信周期及びオフセットのうち
少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項７に記載の受信方法。
【請求項１４】
　無線通信システムでＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）設定情報を
送信する基地局であって、
　信号を送信又は受信する無線通信部と、
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　前記ＴＤＤ設定情報のためのＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を識別し、前記ＴＤＤ設定情報を含むダウンリンク制御情
報（ＤＣＩ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を生成し
、前記ＲＮＴＩでスクランブリングされたＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ
　ｃｈｅｃｋ）シーケンスを前記ＤＣＩに添付し、前記ＤＣＩによって生成された制御情
報を共通制御チャンネルを介して送信するように制御する制御部と、を含み、
　前記ＴＤＤ設定情報は、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレーム及びス
ペシャルサブフレームを含むラジオフレームを指示する基地局。
【請求項１５】
　前記ＤＣＩは、複数のアップリンク／ダウンリンク設定のうちいずれか１つを指示する
３ビット（ｂｉｔ）情報を含むことを特徴とする、請求項１４に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記ＤＣＩのフォーマットは、ＤＣＩフォーマット１Ｃに相応することを特徴とする、
請求項１４に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記ＤＣＩのサイズは、ＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに相応することを特徴とする
、請求項１４に記載の基地局。
【請求項１８】
　前記制御部は、複数のキャリアの個別ＴＤＤ設定情報を指示するための複数のＴＤＤ設
定識別子を１つのＤＣＩに多重化することを特徴とする、請求項１４に記載の基地局。
【請求項１９】
　前記制御部は、前記ＤＣＩを受信するためのサブフレーム情報を含む設定情報を生成し
、前記設定情報をユーザ端末に送信し、
　前記サブフレーム情報は、サブフレームのタイミング、送信周期及びオフセットのうち
少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項１４に記載の基地局。
【請求項２０】
　無線通信システムにおいて、ＴＤＤ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ）設
定情報を受信するユーザ端末であって、
　信号を送信又は受信する無線通信部と、
　前記ＴＤＤ設定情報のためのＲＮＴＩ（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａ
ｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を識別し、前記ＴＤＤ設定情報を含み、前記ＲＮＴＩでス
クランブリングされたＣＲＣ（ｃｙｃｌｉｃ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｃｈｅｃｋ）シー
ケンスが添付されたダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を共通制御チャンネルを介して受信し、ＴＤＤ設定情報を
識別して前記ＴＤＤ設定情報によってデータを送信したり受信するように制御する制御部
と、を含み、
　前記ＴＤＤ設定情報は、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレーム及びス
ペシャルサブフレームを含むラジオフレームを指示するユーザ端末。
【請求項２１】
　前記ＲＮＴＩで前記共通制御チャンネルをブラインド復調することを特徴とする、請求
項２０に記載のユーザ端末。
【請求項２２】
　前記ＤＣＩは、複数のアップリンク／ダウンリンク設定のうちいずれか１つを指示する
３ビット（ｂｉｔ）情報を含むことを特徴とする、請求項２０に記載のユーザ端末。
【請求項２３】
　前記ＤＣＩのフォーマットは、ＤＣＩフォーマット１Ｃに相応することを特徴とする、
請求項２０に記載のユーザ端末。
【請求項２４】
　前記ＤＣＩのサイズは、ＤＣＩフォーマット１Ｃのサイズに相応することを特徴とする
、請求項２０に記載のユーザ端末。
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【請求項２５】
　前記ＤＣＩは、複数のキャリアの個別ＴＤＤ設定情報を指示するための複数のＴＤＤ設
定識別子を含むことを特徴とする、請求項２０に記載のユーザ端末。
【請求項２６】
　前記制御部は、前記ＤＣＩを受信するためのサブフレーム情報を含む設定情報を受信し
、
　前記サブフレーム情報は、サブフレームのタイミング、送信周期及びオフセットのうち
少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項２０に記載のユーザ端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおいて、動的(Ｄｙｎａｍｉｃ ｓｕｂｆｒａｍｅ)を含
む時分割複信(Ｔｉｍｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｄｕｐｌｅｘ、以下「ＴＤＤ」と記す)フレー
ム構成情報送受信方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＯＦＤＭ(Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ)送信方式は、多重キャリア、即ち、マルチ-キャリア(Ｍｕｌｔｉ－ｃａｒ
ｒｉｅｒ)を使用してデータを送信する方式として、直列に入力されるシンボル(Ｓｙｍｂ
ｏｌ)系列を並列化してこれらそれぞれを相互直交関係をもって複数のマルチキャリア、
即ち、複数のサブキャリアチャンネル(Ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ ｃｈａｎｎｅｌ)で変調
して送信するマルチキャリア変調(Ｍｕｌｔｉ Ｃａｒｒｉｅｒ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ)方
式の一種である。
【０００３】
　このようなマルチキャリア変調方式を適用するシステムは、１９５０年代後半の軍用高
周波ラジオに初めて適用された。複数の直交するサブキャリアを重ねるＯＦＤＭ方式は、
１９７０年代から発展し始めたが、マルチキャリアの間の直交変調の具現が難解な問題で
あるので、実際システム適用に限界があった。しかし、１９７１年Ｗｅｉｎｓｔｅｉｎな
どが前記ＯＦＤＭ方式を使用する変復調は、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ Ｆｏｕｒｉｅｒ 
Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ)を利用して効率的に処理ができることを発表しながらＯＦＤＭ方式
に対する技術開発が急速に発展した。また、ガードインターバル（ｇｕａｒｄ ｉｎｔｅ
ｒｖａｌ）を使用して、ガードインターバルにサイクリックプレフィックス(Ｃｙｃｌｉ
ｃ Ｐｒｅｆｉｘ、ＣＰ)シンボルを挿入する方式が知られながら多重経路及び遅延拡散(
ｄｅｌａｙ ｓｐｒｅａｄ)に対するシステムの否定的影響がより減少された。
【０００４】
　このような技術的発展に応じてＯＦＤＭ方式技術は、デジタルオーディオ放送(Ｄｉｇ
ｉｔａｌ Ａｕｄｉｏ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ、ＤＡＢ)とデジタルビデオ放送(Ｄｉｇ
ｉｔａｌ Ｖｉｄｅｏ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ、ＤＶＢ)、無線近距離通信網(Ｗｉｒｅ
ｌｅｓｓ Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＬＡＮ)、及び無線非同期送信モード
(Ｗｉｒｅｌｅｓｓ Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｍｏｄｅ、ＷＡＴＭ)
などのデジタル送信技術に広範囲に適用されている。即ち、ＯＦＤＭ方式はハードウェア
的な複雑度(ｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙ)によって広く使用されることができなかったが近年、
高速フーリエ変換(Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ、ＦＦＴ)と逆高速フー
リエ変換(Ｉｎｖｅｒｓｅ Ｆａｓｔ Ｆｏｕｒｉｅｒ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ、ＩＦＦＴ)を
含む各種デジタル信号処理技術が発展することによって実現可能になった。
【０００５】
　ＯＦＤＭ方式は、従来の周波数分割多重(Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＦＤＭ)方式と類似であるが何よりも複数個のトーンの間の直交
性（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌｉｔｙ)を維持して送信することによって高速データ送信時の
最適の送信効率を得ることができる特徴がある。また、ＯＦＤＭ方式は、周波数使用効率
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が良く、かつ多重経路フェージング(ｍｕｌｔｉ－ｐａｔｈ ｆａｄｉｎｇ)に強い特性が
あり、高速データ送信時の最適の送信効率を得ることができるという特徴がある。
【０００６】
　ＯＦＤＭ方式の他の長所は周波数スペクトラムを重畳して使用するので周波数使用が効
率的で、かつ周波数選択的フェージング(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ ｆａ
ｄｉｎｇ)に強く、多重経路フェージングに強く、ガードインターバルを利用してシンボ
ルの間の干渉(Ｉｎｔｅｒ Ｓｙｍｂｏｌ Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ、ＩＳＩ)影響を減ら
すことができ、ハードウェア的に等化器(ｅｑｕａｌｉｚｅｒ)構造を簡単に設計すること
が可能であり、インパルス(ｉｍｐｕｌｓｅ)性雑音に強いという長所を有し、通信システ
ム構造に積極活用されつつある。
【０００７】
　無線通信において高速、ハイクオリティーのデータサービスを阻害する要因は、おおよ
そチャンネル環境に起因する。前記無線通信でチャンネル環境は白色ガウス性雑音(ＡＷ
ＧＮ：ａｄｄｉｔｉｖｅ ｗｈｉｔｅ Ｇａｕｓｓｉａｎ ｎｏｉｓｅ)以外にもフェージン
グ(ｆａｄｉｎｇ)現象によって発生される受信信号の電力変化、陰影(ｓｈａｄｏｗｉｎ
ｇ)、端末機の移動及び頻繁な速度変化によるドップラー(Ｄｏｐｐｌｅｒ)効果、他のユ
ーザ及び多重経路(ｍｕｌｔｉ－ｐａｔｈ)信号による干渉などによってよく変わる。従っ
て、無線通信で高速、ハイクオリティーのデータサービスをサポートするためには前記の
ようなチャンネル環境の阻害要因を効果的に解消するのが必要である。
【０００８】
　ＯＦＤＭ方式で変調信号は、時間と周波数から構成された２次元リソース(ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ)に位置する。時間軸上のリソースは互いに異なるＯＦＤＭシンボルに区別され、
これらは互いに直交する。周波数軸上のリソースは互いに異なるトーン(ｔｏｎｅ)に区別
されてこれらも互いに直交する。即ち、ＯＦＤＭ方式では時間軸上で特定ＯＦＤＭシンボ
ルを指定して周波数軸上で特定トーンを指定すると一つの最小単位リソースを指すことが
できるのに、これをリソース要素(Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｅｌｅｍｅｎｔ；ＲＥ)と称する。
互いに異なるＲＥは、周波数選択的チャンネル(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ
 ｃｈａｎｎｅｌ)を経ても互いに直交する特性があり、互いに異なるＲＥに送信された信
号は相互干渉を起こせず受信側に受信されることができる。
【０００９】
　物理チャンネルは、一つまたはその以上の符号化されたビット列を変調した変調シンボ
ルを送信する物理階層のチャンネルである。直交周波数分割多元接続(Ｏｒｔｈｏｇｏｎ
ａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ、ＯＦＤＭ
Ａ) システムでは送信する情報系列の用途や受信機によって複数の物理チャンネルを構成
して送信する。一つの物理チャンネルをどんなＲＥに配置して送信するのかを送信機と受
信機が予め約束すべきであるが、その規則を写像またはマッピング(ｍａｐｐｉｎｇ)と言
う。
【００１０】
　無線通信システムは、多重化の方法に応じて、周波数分割複信（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ、ＦＤＤ）の方法と時分割複信（ＴＤＤ）の方法があり
、 ＦＤＤシステムは、ダウンリンクとアップリンクが異なる周波数帯域を使用して送信
するシステムであり、基地局と端末は、送信と受信を同時に進行する方式である。ＴＤＤ
システムは、ダウンリンクとアップリンクが相互に同じ周波数帯域を使用して送信するシ
ステムで、基地局と端末は、送信と受信を同時にできない。従って、ＴＤＤシステムの場
合には、端末と基地局が送信と受信の時間を予め約束して定められた時間に送信する方法
を使用する。
【００１１】
　従って、無線通信システムにおいて、基地局が時分割複信フレーム構成を動的に変える
ことによって時分割複信フレーム構成情報を共通制御チャンネルの予め指定された領域を
通じて送る時分割複信フレーム構成情報送受信方法及び装置を要する。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の実施形態によれば、無線通信システムのための動的時分割複信データチャネル
の送信方法およびそのための装置は、基地局が共通制御チャネル領域に基地局の時分割複
信システム情報を共通制御チャネルから構成して送信して時分割複信システムの構成を動
的に変更する方法であって、基地局がアップリンクとダウンリンクのトラフィックの状態
に適応的に対応すると共に、端末の制御チャネルの受信エラーに起因する基地局送信と端
末の送信が同時に発生することで生じる干渉を防止することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の実施形態によれば、無線通信システムのための動的時分割複信データチャネル
の送信方法およびそのための装置は、基地局が共通制御チャネル領域に基地局の時分割複
信システム情報を共通制御チャネルから構成して送信して時分割複信システムの構成を動
的に変更する方法であって、基地局がアップリンクとダウンリンクのトラフィックの状態
に適応的に対応すると共に、端末の制御チャネルの受信エラーに起因する基地局送信と端
末の送信が同時に発生することで生じる干渉を防止することができる。
【００１４】
　本発明の一実施形態によれば、無線通信システムにおいて、基地局の時分割複信フレー
ム構成情報の送信方法は、動的サブフレームの送信方向を示す時分割複信フレーム構成を
決定する過程と、前記時分割複信フレーム構成情報でシステム情報を生成する過程と、共
通制御チャネルに前記システム情報を挿入して送信する過程を含むことを特徴とする。
【００１５】
　このとき、本発明に係る送信方法において、前記生成過程は、前記システム情報を前記
共通制御チャネルのダウンリンク制御情報と同じサイズで生成する。さらに、本発明に係
る送信方法において、前記生成過程は、前記システム情報のためのＲＮＴＩを用いてスク
ランブルされたＣＲＣを前記システム情報にアタッチする過程を含む。ここで、本発明に
係る送信方法において、前記生成過程は、無線通信システムにおいて複数のキャリアのた
めの上記のキャリア別の時分割複信フレーム情報を結合して前記システム情報を生成して
もよい。
【００１６】
　本発明の他の実施形態によれば、無線通信システムの端末の時分割複信フレーム構成情
報を受信する方法は、共通制御チャネルからシステム情報を受信する過程と、前記システ
ム情報を分析して動的サブフレームの送信方向を示す時分割複信フレーム構成を把握する
過程と、前記送信方向に応じて前記動的サブフレームを利用するプロセスと、を含むこと
を特徴とする。
【００１７】
　このとき、本発明に係る受信方法において、前記システム情報は、上記共通制御チャネ
ルのダウンリンク制御情報と同じサイズから成る。さらに、本発明に係る受信方法におい
て、前記受信過程は、前記システム情報のためのＲＮＴＩを用いて前記共通制御チャネル
をブラインド復調する。ここで、本発明に係る受信方法において、前記システム情報は、
無線通信システムで用いる複数のキャリアのための前記のキャリア別の時分割複信フレー
ム情報が結合されてもよい。
【００１８】
　本発明の他の実施形態によれば、無線通信システムの基地局の時分割複信フレーム構成
情報送信装置は、動的サブフレームの送信方向を示す時分割複信フレーム構成を決定する
ためのコントローラと、前記時分割複信フレーム構成情報、システム情報を生成するため
のシステム情報ジェネレータと、共通制御チャネルに前記システム情報を挿入して送信す
るための制御チャネルジェネレータと、を含むことを特徴とする。
【００１９】
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　このとき、本発明に係る送信装置において、前記システム情報ジェネレータは、前記シ
ステム情報を前記共通制御チャネルのダウンリンク制御情報と同じサイズで生成する。さ
らに、本発明に係る送信装置において、前記システム情報ジェネレータは、前記のシステ
ム情報のためのＲＮＴＩを用いてスクランブルされたＣＲＣを前記システム情報にアタッ
チする。ここで、本発明に係る送信装置において、前記システム情報ジェネレータは、無
線通信システムにおいて複数のキャリアのための前記のキャリア別の時分割複信フレーム
情報を結合して前記システム情報を生成することができる。
【００２０】
　本発明の他の実施形態によれば、無線通信システムにおいて、基地局の時分割複信フレ
ーム構成情報受信装置は、共通制御チャネルからシステム情報を受信するための制御チャ
ネルの受信機と、前記システム情報を分析して動的サブフレームの送信方向を示す時分割
複信フレームの構成を把握するためのシステム情報アナライザと、前記送信方向に応じて
前記動的サブフレームを用いるためのコントローラと、を含むことを特徴とする。
【００２１】
　このとき、本発明に係る受信装置において、前記システム情報は、上記共通制御チャネ
ルのダウンリンク制御情報と同じサイズからなる。さらに、本発明に係る受信装置におい
て、前記制御チャネルの受信機は、上記のシステム情報のためのＲＮＴＩを用いて前記共
通制御チャネルをブラインド復調するためのブラインド復調器を含む。ここで、本発明に
係る受信装置において、前記システム情報は無線通信システムにおいて複数のキャリアの
利用の時、前記キャリア別の時分割複信フレーム情報が結合されてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の実施形態によれば、無線通信システムのための動的時分割複信データチャネル
の送信方法およびそのための装置は、基地局が共通制御チャネル領域に基地局の時分割複
信システム情報を共通制御チャネルから構成して送信して時分割複信システムの構成を動
的に変更する方法であって、基地局がアップリンクとダウンリンクのトラフィックの状態
に適応的に対応すると共に、端末の制御チャネルの受信エラーに起因する基地局送信と端
末の送信が同時に発生することで生じる干渉を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明に実施形態による無線通信システムの概念を示す図である。
【図２】本発明に実施形態によるＴＤＤシステムのフレーム構造を示した図面である。
【図３】本発明に実施形態による一般的な制御チャネル情報構造を示した図面である。
【図４】本発明に実施形態による制御チャネルの情報構造を示した図面である。
【図５】本発明に実施形態によるＴＤＤフレーム構成情報を送信する方法を示した図であ
る。
【図６】本発明に実施形態によるＴＤＤフレーム構成制御チャネルの受信時点と適用時点
との間の関係を示した図である。
【図７】本発明に実施形態によるＴＤＤフレーム構成制御チャネルの構造を示した図面で
ある。
【図８】本発明に実施形態によるＭＡＣ ｍｅｓｓａｇｅの構造を示す図である。
【図９】本発明の実施例に係る基地局の送信手続きを示した制御フローチャートである。
【図１０】本発明の実施形態に係る端末の受信手続きを示した制御フローチャートである
。
【図１１】本発明の実施形態に係る基地局の構成を示したブロック図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る端末の構成を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付した図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳しく説明する。この際、
図面において同一構成要素には可能な限り同一符号が付されている事に留意されたい。ま
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た、本発明の要旨を不明瞭にする公知機能及び構成に関する説明は省略する。
【００２５】
　また、後述する本明細書及び特許請求の範囲に使用された用語や単語は、通常であるか
、或いは辞典的な意味に限定して解釈されてはいけなく、発明者は、その自らの発明を最
善の方法で説明するために用語の概念に適切に定義することができるという原則に基づい
て本発明の技術的思想に付合する意味と概念として解釈されるべきである。
【００２６】
　以下、本明細書ではＬＴＥ（Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)システムとＬＴ
Ｅ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ)ＴＤＤシステムの例を挙げて記述するが、本発明は
基地局スケジューリングが適用されるその他の無線ＴＤＤ通信システムに別の加減無しに
適用可能である。
【００２７】
　ＬＴＥシステムは、ＯＦＤＭ方式がダウンリンクに適用された代表的なシステムであり
、ＳＣ－ＦＤＭＡ(Ｓｉｎｇｌｅ Ｃａｒｒｉｅｒ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ)が適用されるシステムである。ＬＴＥシステムはＦ
ＤＤとＴＤＤシステムの構成が可能である。ＦＤＤの場合には２つの周波数をもって、一
方はダウンリンク送信のための周波数帯域に使用し、他方はアップリンク送信のための周
波数帯域に使用する。ＴＤＤの場合には、一方の周波数帯域のみをもって、他方の周波数
帯域を時間軸に区分して任意の時間にはダウンリンク送信をし、他の時間にはアップリン
ク送信をする方法である。ＴＤＤシステムの場合には一定規則に応じてアップリンクとダ
ウンリンクが送信されるが、ＬＴＥシステムの場合、総７つの場合のＴＤＤラジオフレー
ム構成をもってＴＤＤラジオフレームの構成は一度システムが決定すると殆ど変わらない
。ＴＤＤの場合、セルの間の互いに異なる構成を有する場合、干渉によって送受信がなら
ないので、一定地域の全てのセルは同一のＴＤＤ構成をもって同期化されて同一の時間に
アップリンクとダウンリンク送信がなる。
【００２８】
　ＬＴＥ ＴＤＤやＦＤＤシステムのサブフレームは、共に時間軸へ１ｍｓの長さと周波
数軸に全体ＬＴＥ送信帯域幅(Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ；ＢＷ)をもって、時間軸に応じて２つ
のスロットに区分される。ＬＴＥ送信帯域幅は複数個のリソースブロック(Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ Ｂｌｏｃｋ；以下、「ＲＢ」)からなり、各ＲＢはリソース割り当ての基本単位とし
て使用される。各ＲＢは、周波数軸に配列された１２個のトーンと時間軸に配列された１
４個のＯＦＤＭシンボルから構成されてもよい。このようなサブフレームは制御信号を送
信するための制御チャンネル領域、データを送信するためのデータチャンネル領域を含み
、制御チャンネル領域及びデータチャンネル領域にチャンネル推定のための基準信号(Ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｓｉｇｎａｌ;以下、「ＲＳ」)が挿入される。
【００２９】
　最近には、ＬＴＥシステムが進化されたＬＴＥ－Ａシステムの開発研究が進行しつつあ
る。ＬＴＥ－Ａシステムは、進化されたシステムでＴＤＤシステムの場合、前述したよう
に一応ＴＤＤラジオフレーム構成が決定されると殆ど変わることができないから動的にデ
ータ量に対応できない。即ち、一定時間の間の多い量のアップリンクが発生しても使用し
ないダウンリンクサブフレームをアップリンク送信に使用できない。このような問題を解
消する研究が進行しつつある。このような問題はセルが階層的に構成された環境で容易に
発生するのに図１を参照して説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態による無線通信システムの概念を示した図面である。この
とき、無線通信システムはマクロセルとピコセルが同一領域に階層的に配置された環境を
有する。
【００３１】
　図１を参照して説明すれば、１０１はマクロセルを意味し、１０２はピコセルを意味す
る。ピコセルの場合、一般的にマクロ対比少ない電力に送信してマクロセルでデータトラ
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フィックの要求量が多い地域に設置する。データトラフィックの要求量の多い地域はデー
タトラフィックの要求が時間によって動的に変わることを意味する。例えば、複数のユー
ザがダウンリンクデータ受信とＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ－ｏｖｅｒ ＩＰ)送受信をする場合
、端末はダウンリンクから多くのデータを受信すべきであると共に一定量のデータをアッ
プリンクへ送信しなければならない。従って、システムは大部分のサブフレームをダウン
リンクに使用して相対的に少ない量のサブフレームをアップリンク送信に利用するように
ＴＤＤラジオフレームを構成する。しかし、一定瞬間に端末は基地局へ多くのデータを送
信したりＶｏＩＰアップリンク信号が集中される場合、瞬間的にアップリンクで多くの量
のリソースを要求するのに一般的なシステム構成ではこのような要求を反映することがで
きない。
【００３２】
　図２は、本発明の一実施形態によるＴＤＤシステムでフレーム構造を示した図面である
。
【００３３】
　図２を参照して説明すれば、一つのラジオフレーム２０１は１０ｍｓｅｃの時間間隔を
もって２個のハーフラジオフレーム２０２から構成される。また、一つのハーフラジオフ
レーム２０２は５個のサブフレーム２０３で分けられる。従って、一つのラジオフレーム
は総１０個のサブフレーム２０３をもって、一つのサブフレーム２０３は１ｍｓｅｃの間
隔を有する。それぞれの１０個のサブフレーム２０３は、ＬＴＥでサポートする総７つの
ＴＤＤ構成に応じて互いに異なるサブフレーム２０３として使用され、それぞれは表１の
通りである。
【００３４】
　表１を参照して、例えば、０番構成の場合、０番、５番サブフレームインデックスは「
Ｄ」と表記されてダウンリンク送信に使用され、２番、３番、４番、７番、８番、及び９
番サブフレームインデックスは「Ｕ」と表記されてアップリンク送信に使用される。１番
と６番サブフレームインデックスは「Ｓ」と表記されて特別サブフレームに使用される。
特別サブフレームは、２０４のように構成されるが、総３個の領域に分離される。それぞ
れのＤｗＰＴＳ、ＧＰ、ＵｐＰＴＳ領域であり、ＤｗＰＴＳは、ダウンリンク制御チャン
ネルとデータチャンネルが送信され、ＧＰは何も送信しない領域であり、ＵｐＰＴＳはア
ップリンク信号を送信する領域である。特別サブフレームは、アップリンク領域が小さい
からランダムアクセスシグナル(Ｐｈｙｓｉｃａｌ ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｃｈａｎ
ｎｅｌ、以下「ＰＲＡＣＨ」)とＳｏｕｎｄｉｎｇ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｓｉｇｎａｌ(以
下、「ＳＲＳ」)送信にだけ使用されてデータや制御チャンネルは送信されない。ＧＰは
、ｇｕａｒｄ ｐｅｒｉｏｄ領域であり、この領域は基地局がダウンリンク信号を送信し
つつ、アップリンク信号を受信するために必要な時間を保障するためのものである。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　全体ＴＤＤ構成情報を説明すると、ＴＤＤ構成に関係せず常に同一の送信をするサブフ
レームがある。０番、１番、２番、５番、６番、７番サブフレームは、全てのＴＤＤ構成
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に関係せず常に同一のサブフレーム構成を有する。一方、残りサブフレームの場合には構
成によって互いに異なるサブフレーム構成を有してもよい。一般的なＬＴＥシステムでは
一度ＴＤＤラジオフレームが構成されると、データトラフィックの量に応じて変更されな
く、隣接セルのＴＤＤ干渉を無視して、変更されても最小限８０ｍｓｅｃ以上の時間が所
要となる。８０ｍｓｅｃの時間は、端末が基地局が送信したシステムの変更情報を読み、
全体システムの情報をアップデートするのにかかる時間であり、端末の受信エラー無し完
全に送信されたときの時間であり、実際には１００ｍｓｅｃで数秒の時間がかかることが
できる。従って、動的変更方法が必要であり、現在のＴＤＤサブフレームで動的に変更が
可能なサブフレーム、即ち、動的サブフレームは、３番、４番、8番、９番または３番と
４番のサブフレームインデックスに該当する。
【００３７】
　特定のサブフレームについての送信方向を変えるためには、定められた時点で端末に該
当するサブフレームが任意の方向に使用されることを通知しなければならない。一般的に
、ダウンリンク送信の場合、制御チャネルを送信するサブフレームとその制御チャネルに
スケジューリングされるデータチャネルが同じサブフレームから送信される。従って、任
意のサブフレームがダウンリンクへ送信されるか通知するためには、当該サブフレームで
ダウンリンクのスケジューリングを送信する。一方、アップリンク送信の場合、アップリ
ンクスケジューリング制御チャネルを受信し、端末がデータチャネルを送信するまでには
少なくとも4つのサブフレームの時間が必要である。従って、任意のサブフレームをアッ
プリンク送信に使用するためには少なくとも4つのサブフレーム以前に表すダウンリンク
の制御チャネルにアップリンクのスケジューリング制御チャネルを送信する。従って、任
意のサブフレームの送信方向をスケジューリングする制御チャネルの種類と送信された制
御チャネルが適用されるサブフレームの位置だけが決定されている変更が可能である。
【００３８】
　しかし、スケジュールを用いてサブフレームの方向を転換した場合、問題が発生するこ
とができる。スケジューリングされない端末の場合、端末は、継続的に制御チャネルを復
調するために、毎ダウンリンクサブフレームで制御チャネル復調を試みるが、実際には制
御チャネルがなくても端末は、自らの制御チャネルがあると受信が可能であり、このよう
な確率は非常に大きい。従って、これらの問題が発生した場合、基地局の送信と端末の送
信が同時に発生する場合が生じ、基地局と端末の送受信性能の領域を与え、データチャネ
ルの復調が不可能になるという問題が発生する。
【００３９】
　従って、提案する方法は、制御チャネルのシステム情報を伝達する方法で、全ての端末
がＴＤＤの構成が変更され、サブフレームの方向を認識できるようにして、リンクが干渉
を発生させず、また、システム情報の変更より早くシステムを変更して適応的にシステム
を操作するようにするものである。
【００４０】
　図３は、本発明の一実施形態による制御チャネル情報の構造を図示したものである。
　図３を参照して説明すると、一般的な制御チャネルは、共通制御チャネルと端末専用制
御チャネルに関係せず、基本的な構造を有する。制御チャネル情報の基本的な構造は、優
３０１のようにダウンリンク制御情報領域と３０２のように、ＣＲＣ領域に区分される。
３０１の領域は、実際の制御チャネルの情報領域であり、３０２はエラーｄｅｔｅｃｔｉ
ｏｎをするためのシーケンスである３０１の制御チャネル情報は、大きくて３０３のリソ
ースの割り当て情報、３０４のチャネルコーディング情報、及び３０５のその他の情報を
含む。制御チャネル情報は、共通制御チャネルの場合には、３０３と３０４の情報を用い
てデータチャネル領域へ行って、その領域を受信し、受信した情報からシステム情報を受
信する過程を経て、この時、３０２のＣＲＣは、セルで指定された専用ＣＲＣを使用して
全ての端末が同一ＲＮＴＩでＣＲＣをスクランブルして、全て同一ＣＲＣで受信できるよ
うになっている。若し、図３の制御チャネルが端末専用制御チャネルとして使用される場
合には、図３０３のリソースの割り当て情報と３０４のコーディング情報を用いてデータ
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０６はセルが端末別に割り当てたＲＮＴＩをＣＲＣにスクランブルして端末間で区別でき
るようにする。上述したように一般的な制御チャネルは、共通制御チャネル、或いは端末
専用制御チャネルに関係せず送信される情報は、データチャネルを受信するための情報で
あり、実際の送信する情報は、データチャネルに送信される。従って、一般的な方法で変
更されたＴＤＤの構成情報を伝達するためには、基地局は、共通制御チャネルへデータチ
ャネルをスケジューリングして、全て端末はデータチャネルを復調してシステム情報を取
得する過程を経る。
【００４１】
　図４は、本発明の実施形態による制御チャネル情報の構造を図示したものである。この
とき、本発明で共通制御チャネルのＴＤＤフレーム構成情報を含むシステム情報を挿入し
て送信する方法を提供する。
【００４２】
　図4を参照して説明すると、提案する新たな共通制御チャネルの構造であり、一般的な
制御チャネルの情報とは異なり実際のシステム情報を制御チャネル情報領域に送信する方
法である。提供する共通制御チャネルは、４０１のシステム情報の部分と４０２のＣＲＣ
から構成される。４０１のシステム情報の部分は、ＴＤＤシステムの情報が含む部分４０
３とｒｅｓｅｒｖｅｄの部分４０４から成る。４０１のシステム情報のサイズは、一般的
な制御情報のサイズ、即ち、３０１と同じサイズからなる。若し、４０３の情報が、３０
１よりも小さい場合、４０４の予約ビット（ｒｅｓｅｒｖｅｄ ｂｉｔ）を挿入して、４
０１のシステム情報のサイズが、４０６のように他の共通制御チャネルと同じように維持
する。これは、４０１のシステム情報のサイズを他の共通制御チャネルのサイズと同じに
維持すると、端末でブラインド復調時に端末が追加的な復調を試みなく、ＣＲＣだけを確
認して、制御チャネルを復調することができるためである。ＬＴＥシステムでは、共通制
御チャネルを送信するフォーマットは１ｃフォーマットであり、よって、提案する共通制
御チャネルのサイズは、フォーマット１ｃと同じサイズを有するように構成する。４０２
のＣＲＣは、他の制御チャネルとの区別のために、新しいＲＮＴＩを使用しなければなら
ない。一般的なＬＴＥシステムで表２のようにＲＮＴＩが使用される。
【００４３】
【表２】

【００４４】
　共通制御チャネル送信のためのフォーマット１ｃの場合は、表２のＭ-ＲＮＴＩ、Ｐ-Ｒ
ＮＴＩ、ＳＩ－ＲＮＴＩを使用しており、提供するＲＮＴＩは、ＴＤ－ＲＮＴＩでＴＤＤ
構成のシステム情報を伝達するためのＲＮＴＩでＦＦＦ４～ＦＦＦＣの領域中の１つを使
用する。好ましい実施形態として提供するＲＮＴＩはＦＦＦＣを用い、表３の通りである
。
【００４５】
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【表３】

【００４６】
　本発明で上述した新しい制御チャネルの構成方法および送信方法には、ＴＤＤシステム
の構成情報を送信することだけでなく、システムの情報をデータチャネルを経ず直接端末
に伝達する制御チャネルを共に含む。
【００４７】
　４０３のＴＤＤ構成は以下の好ましい実施形態を介して端末にサブフレームの送信方向
を伝達する。先ず、表４は２ビットを用いて指示する実施形態である。上述のように、サ
ブフレームのインデックス３、４、或いは８、９に限って他のＴＤＤ構成と異なるのでこ
の変更部分だけを指示する方法である。例えば、情報が００である場合は、３番、４番サ
ブフレーム若しくは８番、０番サブフレームの共にアップリンクへ送信されることを意味
する。本発明の実施形態による情報ｆｉｅｌｄは、表で定義されたものｉｎｖｅｒｓｅ 
ｂｉｔと構成した場合にも同様に適用される。一つの制御チャネルに最大２つのサブフレ
ームを指示するために５ｍｓｅｃの周期、或いはその倍数の周期で送信、或いは変更可能
なシステム構成で使用することができる。
【００４８】

【表４】

【００４９】
　表５は、アップリンクサブフレームをダウンリンクに変更されたことを通知する実施形
態である。表５でｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎは（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ／ｓｌｏ
ｔ）から構成されており、若し、０／１の場合、ＴＤＤ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ１
とｏｄｄ ｓｌｏｔに該当する。Ｓｌｏｔが２の場合は、ｅｖｅｎ ｓｌｏｔを意味する。
従って、受信された制御チャネルが、表５のｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎの場所に適用す
べき場合は、ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｆｉｅｌｄは、表５のように解釈される。この場
合、ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに基づいて、アップリンクの個数が相違するので、表５
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のように、異なるｂｉｔ ｆｉｅｌｄを有し、現在の設定情報に基づいて端末はその構成
のビット長さを認知する。
【００５０】
【表５】

【００５１】
　表６は、ダウンリンクのサブフレームがアップリンクサブフレームに変更された指示す
る実施形態である。表５と同様にｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎはＴＤＤの構成と当該ｓｌ
ｏｔから構成され、受信されたｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎのｓｌｏｔの位置に応じて、
サブフレームの方向を指示する方法である。
【００５２】
【表６】

【００５３】
　表７は、４ビットを用いてサブフレームの方向の指示する方法である。４ビットを用い
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Ｄシステムで送信できる実施形態である。
【００５４】
【表７】

【００５５】
　一つのｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｆｉｅｌｄのｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎは、表７のよう
に、各ｓｕｂ ｆｒａｍｅのｄｉｒｅｃｔｉｏｎを指示した場合、総ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ ｆｉｅｌｄの長さは、表７の情報が２回含まれて合計８ビットで、１つのラジオフ
レームで０番と５番を除いて総８つのサブフレームのｄｉｒｅｃｔｉｏｎを指示すること
ができる。この場合にｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎは１０ｍｓｅｃ単位から構成され
る。
【００５６】
　表８は、３ビット用いて指示する方法で、サブフレームの方向を指示する方法ではなく
、直接ＴＤＤ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ ｉｎｄｅｘを指示する方法である。それぞれ
のｆｉｅｌｄは、一つのＴＤＤ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを意味し、表４～７と同様
に、サブフレームの方向に解釈する場合は、表８のｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ ｓｕｂｆｒａ
ｍｅ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎのＤ０、１、２、３のそれと同じように解釈する実施形態であ
る。
【００５７】
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【表８】

【００５８】
　図５は、本発明の実施形態によるＴＤＤ構成情報を含む制御チャネルを送信する方法を
図示したものである。
【００５９】
　図５を参照して説明すると、ＴＤＤの設定を変更する場合は、サブフレームの３、４、
８、９の場合は、ダウンリンクとアップリンク間の変換が隨時に変更されるため、共通制
御チャネルを送信するのに適合しない。従って、残りのサブフレームのうちでダウンリン
ク制御チャネル送信が可能な０、１、５、６番から送信すべきであり、５ｍｓeｃ周期の
送信をする場合、５１１の５０１と５０２のように、０番と５番のサブフレームに端末が
提案する制御チャネルを受信する。限定された共通制御チャネルのリソースに他の制御チ
ャネルとの間の送信を確保するために５２１の５０３と５０４のように、１番と６番のサ
ブフレームに限定して送信することも可能である。他の例として５３１の５０５、５０６
、５０７及び５０８のように０番、１番、５番、６番の候補領域を予め設定し、当該領域
で新たな制御チャネルを受信を試みるようにする例も可能である。他の方法で送信される
周期とｏｆｆｓｅｔを設定して５０５、５０６、５０７と５０８のいずれかの１つ領域の
み受信するようにする。もし周期が１０ｍｓｅｃであり、ｏｆｆｓｅｔが３の場合も、５
４１のように、一般的に可能な４つのサブフレームのうちでも、５０８に該当する５１０
のサブフレームで送信が可能である。
【００６０】
　図６は、本発明の実施形態による新しい制御チャネルの送信と制御チャネルを介して変
更され、新しいサブフレームの方向が適用される時点の間の関係を図示したものである。
【００６１】
　図６を参照して説明すると、６０１は６０４に該当する０番と１番のサブフレームから
の変更指示を受けた場合、適用はダウンリンクとアップリンク方向の両方１ｓｌｏｔ後に
送信される方法である。端末がＴＤＤの変更を受信した後に、実際のスケジューリングさ
れた時間を考慮したものである。即ち、サブフレームの変更のための指示がなると、少な
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くとも４つのサブフレームの後の動的サブフレームからダウンリンクとアップリンク間の
送信方向変換が適用される。
【００６２】
　他の例として６０２のように、ダウンリンクは、受信されたｓｌｏｔから直ちに適用し
、アップリンクは１ｓｌｏｔの後に適用する方法である。アップリンクの場合、上述のよ
うに、スケジューリングを受信するために、少なくとも4つのサブフレームの時間が必要
であるので、アップリンクで変更された場合には、１ｓｌｏｔ以後に適用され、ダウンリ
ンクの場合には、スケジューリングのための時間を必要としないので、直ちに適用が可能
である。即ち、サブフレームの変更のための指示がなると、隣接する動的サブフレームか
らダウンリンクからアップリンクで送信方向の変更が適用され、少なくとも４つのサブフ
レーム以後の動的サブフレームからアップリンクからダウンリンクで送信方向の変換が適
用される。
【００６３】
　他の例として６０３のように０番または５番のサブフレームに変更情報を送信する場合
は、少なくとも４つのサブフレームを保障する場合、６１０のようなｓｌｏｔの最後のサ
ブフレームからはアップリンクにも適用することができるので、適用時点が最大限速くす
ることができる。従って、最後の例では、可能な限り迅速に適用が可能な例である。即ち
、サブフレームの変更のための指示がなれば、４つのサブフレーム内の動的サブフレーム
からダウンリンクからアップリンクから送信方向の変更が適用され、４つのサブフレーム
以後の動的サブフレームからアップリンクへダウンリンクへ送信方向変換が適用される。
【００６４】
　図７は、本発明に実施形態によるシステム情報の指示のための制御チャネルを構成する
場合は、複数のセルのＴＤＤ構成情報をアグリゲーションする方法を図示したものである
。
【００６５】
　図７を参照して説明すると、一つのセルから別のセルのＴＤＤの変更を指示する方法で
ある。端末は、複数のキャリアを使用するが、それぞれのキャリアは別のセルに扱う。ま
た、それぞれのセルは、周波数の間に十分な距離がある場合は、異なるＴＤＤの構成を有
することができ、従って、１つのキャリアが構成を変更する場合は、他のキャリアも変更
が可能である。しかし、動的に構成情報を取得するために１つのセルから他のセルの構成
情報を送信することが必要であり、７０１は一般的なシステム情報の部分であり、この部
分に７０３から７０５までの複数個のセルのＴＤＤの変更情報が連接され、システムが構
成したセルの順序に応じて順に連接する。この場合も、上述の場合と同様に全体情報のサ
イズは、一般的な共通制御チャネルの全体情報サイズと同じであるべきで、本発明では、
７０７ようにＬＴＥシステムのフォーマット１ｃと同様に構成する。７０６と７０２は図
4と同様に構成する。
【００６６】
　本発明が提供する他の実施例として、基地局は、端末に送信するデータチャネルのＭＡ
Ｃ ｈｅａｄｅｒにＴＤＤの構成情報を含んで送信することができる。例えば、基地局が
データチャネルをスケジューリングするにおいて、前記記述されたｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ ｆｉｅｌｄをＭＡＣ ｈｅａｄｅｒに追加して送信することができ、そのデータチャン
ネルが成功的に受信された場合、端末は、新しいｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎやｓｕｂｆ
ｒａｍｅ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎを認知することができる。
【００６７】
　ＴＤＤ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を指示するＭＡＣ ｈｅａｄｅｒは、基地局が
端末に送信されるデータのチャネルだけでなく、追加で端末が基地局に送信するデータチ
ャネルに含まれることもできる。従って、基地局は、端末から現在のＴＤＤ ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ情報をｆｅｅｄｂａｃｋされることができる。これは、共通制御チャネ
ルにも、全て端末に成功的に受信されたが確認し難い短所を補うためのものであり、基地
局は、端末に成功的に新しいＴＤＤ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎが適用されたかを確認
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【００６８】
　図８は、本発明の実施形態によるＭＡＣ ｍｅｓｓａｇｅ構造を示した図である。
　図８を参照して説明すると、一般的なデータチャネルのＭＡＣ ｍｅｓｓａｇｅは、図
８のように構成され、８０１のように、最初にＭＡＣ ｈｅａｄｅｒが存在する。これら
のＭＡＣ ｈｅａｄｅｒは、８０９のように、複数のｓｕｂ－ｈｅａｄｅｒから構成され
る。一つのＳｕｂ－ｈｅａｄｅｒは８１１、８１３、８１５のような情報を有しているが
、Ｒはｒｅｓｅｒｖｅｄを意味し、Ｅはｅｘｔｅｎｓｉｏｎ ｆｉｅｌｄを意味し、ＬＣ
ＩＤはｓｕｂ－ｈｅａｄｅｒの種類を区別するためにｉｎｄｉｃａｔｏｒである。ＬＣＩ
Ｄは、ｕｐｌｉｎｋとｄｏｗｎｌｉｎｋが互い異なると、合計５つのビットから構成され
る。
【００６９】
　ＭＡＣ ｈｅａｄｅｒ８０１が出た後にＭＡＣ ｈｅａｄｅｒに存在するｓｕｂ－ｈｅａ
ｄｅｒ８０９の順と個数に応じて関連するＭＡＣ ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔ８０３
が存在し、ＭＡＣ ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔの後には８０５のように、ＭＡＣ Ｓ
ＤＵとｐａｄｄｉｎｇ８０７が存在する。ＭＡＣ ｍｅｓｓａｇｅは、ＭＡＣへ送信され
る情報をｓｕｂ－ｈｅａｄｅｒに含み、それぞれに対するＭＡＣ情報をＭＡＣ ｃｏｎｔ
ｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔに含まれて送信される。従って、提案する実施形態のように、Ｔ
ＤＤ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎのためのｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎもＭＡＣ ｈｅａ
ｄｅｒを介して端末に送信することができ、これは、表９のようにＬＣＩＤ ｆｉｅｌｄ
を利用することができる。表９は、ＬＣＩＤで１１０１０を用いた例である。
【００７０】
【表９】

【００７１】
　若し、基地局が端末が現在使用しているＴＤＤ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報
が必要な場合には、端末は、基地局に現在使用しているＴＤＤ ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ情報をＭＡＣ ｍｅｓｓａｇｅを介して送信することができる。このとき、端末
は、表１０のようにアップリンクのためのＬＣＩＤを利用して区別することができる。表
１０は１１０００を使用してＬＣＩＤを区別する例を示す。
【００７２】
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【表１０】

【００７３】
　図８の示したように、提案するＭＡＣ ｈｅａｄｅｒを用いた方法でＭＡＣ ｃｏｎｔｒ
ｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔは、８１７のように１ｂｙｔｅの長さで図示することができ、これ
により上述の４０３ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｆｉｅｌｄを送信することができる。これは
、８１９の例のように、サブフレーム１、２、３、４、６、７、８、９のｄｉｒｅｃｔｉ
ｏｎを８ビットに含まれて送信できることを意味する。
【００７４】
　図９は、本発明の実施例に係る基地局の動作を示すフローチャートである。
　図９を参照して説明すると、ステップ９０２で基地局は、システム情報でＴＤＤフレー
ム構成情報を端末に送信する。以後の段階９０３で、基地局は変更しようとするＴＤＤ構
成を提案する制御チャネルのシステム情報の部分に構成し、他の共通制御チャネルと同じ
情報ビットを有するように作る。以来、９０４段階で基地局はその情報をＴＤ－ＲＮＴＩ
を用いてスクランブルされたＣＲＣを加える。以後の段階９０５で、基地局は定められた
周期とｏｆｆｓｅｔ或いは定められたサブフレームの位置の共通制御チャネル領域から割
り当てて送信する。ステップ９０６で提案する制御チャネル送信時点と、これを適用する
タイミングを考慮し、基地局はサブフレームの方向を転換し、転換された方向に合わせて
ダウンリンクのデータ送信処理とアップリンクプロセスを構成して端末にスケジューリン
グ情報を伝達し、データチャネルを送信したり端末のデータチャネルを受信する。
【００７５】
　即ち、基地局は、ＴＤＤフレームの構成を決定する。このとき、基地局はトラフィック
の量に応じてＴＤＤフレームで動的サブフレームの送信方向を決定する。以後、基地局は
ＴＤＤフレーム構成情報でシステム情報を生成する。このとき、基地局はシステム情報を
共通制御チャネルのダウンリンク制御情報と同じサイズで生成する。このため、ＴＤＤフ
レーム構成情報のサイズがダウンリンク制御情報のサイズ未満であれば、基地局はシステ
ム情報の予約ビットを挿入する。即ち、基地局はＴＤＤフレーム構成情報とダウンリンク
制御情報との差の値に相当する個数の予約ビットを挿入する。さらに、基地局はシステム
情報のためのＲＮＴＩ、即ち、ＴＤ－ＲＮＴＩを用いてスクランブルされたＣＲＣをシス
テム情報にアタッチする。ここで、基地局は無線通信システムで複数個のキャリアのため
のキャリア別ＴＤＤフレーム構成情報を結合してシステム情報を生成することができる。
次に、基地局は共通制御チャネルのシステム情報を挿入して送信する。これにより、基地
局はＴＤＤフレームの構成に応じて端末と通信を実行する。
【００７６】
　図１０は、本発明の実施例に係る端末の送信過程を示すフローチャートである。
　図１０を参照して説明すると、端末は段階１００２で基地局からシステム情報にＴＤＤ
フレーム構成情報をシステム情報から受信する。よって、端末はステップ１００３で定め
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られた周期とｏｆｆｓｅｔ、或いは定められたサブフレームの共通制御チャネル領域でＴ
Ｄ－ＲＮＴＩを用いてブラインド復調を試みる。端末はステップ１００４で成功的に復調
をして、受信した情報を用いてＴＤＤの構成情報を把握する。端末は、段階１００５で受
信時点と定められた適用時点を考慮して、制御チャネルとデータチャネルを受信したり、
或いはアップリンクデータチャンネル送信する。
【００７７】
　即ち、端末は共通制御チャネルでシステム情報を受信する。このため、端末はシステム
情報のためのＲＮＴＩ、即ち、ＴＤ－ＲＮＴＩを用いて共通制御チャネルをブライド復調
する。このとき、システム情報は共通制御チャネルのダウンリンク制御情報と同じサイズ
からなる。ここで、システム情報は、無線通信システムで利用する複数のキャリアのため
のキャリア別ＴＤＤフレームの構成情報が結合されてもよい。この後、端末はシステム情
報を分析してＴＤＤフレームの構成を把握する。このとき、端末はＴＤＤフレームの動的
サブフレームの送信方向を決定する。次に、端末はＴＤＤフレームの構成に応じて基地局
と通信を実行する。このとき、端末は動的サブフレームをそれぞれの送信方向に応じて使
用する。
【００７８】
　図１１は、本発明の実施例に係る基地局のブロック構成図である。
　図１１を参照して説明すると、基地局はＴＤＤ ＲＦ装置１１０１、動的ＴＤＤ変換器
１１０２、送信ハンドラ１１０３、受信ハンドラ１１０４、コントローラ１１０５、制御
チャネルジェネレータ１１０６、システム情報Ａｔｔａｃｈｅｒ１１０７、システム情報
ジェネレータ１１０８、制御情報ジェネレータ１１０９及び制御情報Ａｔｔａｃｈｅｒ１
１１０を含む。
【００７９】
　ＴＤＤ ＲＦ装置１１０１は、基地局の無線通信機能を実行する。即ち、ＴＤＤ ＲＦ装
置１１０１は、アップリンクまたはダウンリンクで動作する。動的ＴＤＤ変換器１１０２
はＴＤＤ ＲＦ装置１１０１を運営する。即ち、動的ＴＤＤ変換器１１０２は、定められ
た時間に基づいて、アップリンクとダウンリンクの間の動作の変換を実行する。送信ハン
ドラ１１０３は、ダウンインクで送信するための信号を処理する。受信ハンドラ１１０４
は、アップリンクで受信された信号を処理する。コントローラ１１０５は、ＴＤＤフレー
ム構成情報を決定する。即ち、コントローラ１１０５は、動的サブフレームの送信方向、
即ち、動的サブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのいずれか１つに決定する。
さらに、コントローラ１１０５は、ＴＤＤフレーム構成に応じて無線通信を制御する。即
ち、コントローラ１１０５は、ＴＤＤフレームで動的サブフレームのアップリンクとダウ
ンリンク間の動作に変換するかどうかを決定する。また、コントローラ１１０５は、動的
サブフレームでアップリンクとダウンリンクの間の動作の変換を制御する。
【００８０】
　一方、システム情報ジェネレータ１１０８は、ＴＤＤフレーム構成情報でシステム情報
を生成する。このとき、システム情報ジェネレータ１１０８は、システム情報を共通制御
チャネルのダウンリンク制御情報と同じサイズで生成する。ここで、システム情報ジェネ
レータ１１０８は、無線通信システムでは複数個のキャリアのためのキャリア別ＴＤＤフ
レームを生成して結合し、システム情報を生成することができる。システム情報Ａｔｔａ
ｃｈｅｒ１１０７は、ＴＤ－ＲＮＴＩを用いてスクランブルされたＣＲＣをシステム情報
にアタッチする。制御情報ジェネレータ１１０９は、ダウンリンク制御情報を生成する。
制御情報Ａｔｔａｃｈｅｒ１１１０は、ＲＮＴＩを用いてスクランブルされたＣＲＣをダ
ウンリンク制御情報にアタッチする。制御チャネルジェネレータ１１０６は、システム情
報とダウンリンク制御情報として制御チャネルを構成する。即ち、制御チャネルジェネレ
ータ１１０６は、共通制御チャネルのシステム情報とダウンリンク制御情報を挿入して送
信する。
【００８１】
　図１２は、本発明の実施例に係る端末のブロック構成図である。
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　図１２を参照して説明すると、端末は、制御チャネルの受信機１２０１、ブラインド復
調器１２０２、システム情報アナライザ１２０３、制御情報アナライザ１２１０、ＲＮＴ
Ｉメモリー１２０４、コントローラ１２０５、１つのＴＤＤ ＲＦ装置１２０６、動的Ｔ
ＤＤ変換器１２０７、送信ハンドラ１２０８及び受信ハンドラ１２０９を含む
【００８２】
　ＴＤＤ ＲＦ装置１２０６は、端末の無線通信機能を実行する。即ち、ＴＤＤ ＲＦ装置
１２０６は、アップリンクまたはダウンリンクで動作する。動的ＴＤＤ変換器１２０７は
、ＴＤＤ ＲＦ装置１２０６を運営する。即ち、動的ＴＤＤ変換器１２０７、定められた
時間に基づいてアップリンクとダウンリンクの間の動作の変換を実行する。送信ハンドラ
１２０８は、アップリンクで送信するための信号を処理する。受信ハンドラ１２０９は、
ダウンリンクから受信された信号を処理する。コントローラ１２０５は、ＴＤＤフレーム
の構成情報に基づいて定められた時間に応じて、アップリンクとダウンリンク間の動作に
変換するかどうかを把握する。即ち、コントローラ１２０５は、動的サブフレームの送信
方向、即ち、動的サブフレームをアップリンクまたはダウンリンクのいずれか１つに決定
する。さらに、コントローラ１２０５は、ＴＤＤフレーム構成に応じて無線通信を制御す
る。即ち、コントローラ１１０５は、動的サブフレームでアップリンクとダウンリンクの
間の動作の変換を制御する。
【００８３】
　一方、制御チャネルの受信機１２０１は、制御チャネルを受信する。ブラインド復調器
１２０２は、ＲＮＴＩで制御チャネルをブラインド復調して、共通制御チャネルと端末専
用制御チャネルを受信する。ＲＮＴＩメモリー１２０４は、ＲＮＴＩを記憶する。このと
き、ブラインド復調器１２０２は、共通制御チャネルでＴＤ－ＲＮＴＩを介して共通制御
チャネルでシステム情報を受信して、一般的なＲＮＴＩを介して共通制御チャネルでダウ
ンリンク制御情報を受信する。このとき、システム情報は、ダウンリンク制御情報と同じ
サイズからなる。システム情報アナライザ１２０３は、システム情報を分析してＴＤＤフ
レームの構成を把握する。このとき、システム情報アナライザ１２０３は、動的サブフレ
ームの送信方向、即ち、アップリンクまたはダウンリンクのいずれか１つを決定する。制
御情報アナライザ１２１０は、ダウンリンク制御情報を分析してスケジューリング情報を
把握する。
【００８４】
　なお、本明細書及び図面に開示された本発明の実施形態は、本発明の技術内容を簡単に
説明し、本発明の理解を助けるための具体的な例を提示したものであって、本発明の範囲
を限定するものではない。即ち、本発明の技術的思想に基づいた他の変形例が実施可能で
あることは、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者に自明であろう。
【符号の説明】
【００８５】
１０１　マクロセル
１０２　ピコセル
１１０１　ＴＤＤ ＲＦ装置
１１０２　動的ＴＤＤ変換器
１１０３　送信ハンドラ１１０３
１１０４　受信ハンドラ
１１０５　コントローラ
１１０６　制御チャネルジェネレータ
１１０７　システム情報Ａｔｔａｃｈｅｒ
１１０８　システム情報ジェネレータ１１０８
１１０９　制御情報ジェネレータ
１１１０　制御情報Ａｔｔａｃｈｅｒ１１１０
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