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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリ
ンク／ダウンリンクサブフレーム設定に従って無線アクセスネットワークにおいて動作す
ることが可能なワイヤレスデバイスにおける方法であって、前記第１のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定と前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定
とは異なり、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および前記第２の
アップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１のセルおよび第２のセル
における動作のために用いることができ、前記ワイヤレスデバイスは、少なくとも、半二
重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第１のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定及び時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第２
のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に従って動作でき、
　該方法は、
　前記ワイヤレスデバイスにおいて、前記半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフ
レーム設定を含む前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／また
は前記時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第２のアップリンク／ダウンリ
ンクサブフレーム設定に関する設定メッセージを受信すること（９０５）と、
　前記ワイヤレスデバイスにおいて、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレー
ム設定および／または前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する
前記設定メッセージに基づいて、前記第１のセルおよび／または前記第２のセルとの間で
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送信および／または受信される信号に対する動作を実行すること（９１１）と、
を含み、
　前記設定メッセージを受信することは、前記ワイヤレスデバイスをサービングする無線
ネットワークノードではない無線ネットワークノードから前記設定メッセージを受信する
ことを含む、方法。
【請求項２】
　 前記設定メッセージは、前記ワイヤレスデバイスにおける動作のための前記第１のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定を特定する第１の設定メッセージを含み、
　 前記動作を実行することは、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定を特定する前記第１の設定メッセージに基づいて第１の動作を実行することを含み、該
方法は、
　 前記ワイヤレスデバイスにおける動作のための前記第２のアップリンク／ダウンリン
クサブフレーム設定を特定する第２の設定メッセージを受信すること（９０５）と、
　 前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定を特定する前記第２の設定
メッセージに基づいて前記ワイヤレスデバイスにおける第２の動作を実行すること（９１
１）と、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　 前記第１の動作を実行することは、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレ
ーム設定に基づいて第１の測定を実行することを含み、前記第２の動作を実行することは
、前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に基づいて第２の測定を実行
することを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　 前記動作を実行することは、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定および／または前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する前記
設定メッセージに基づいて測定を実行することを含む、請求項１から３のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項５】
　 前記測定は、タイミング測定、受信信号測定、受信品質測定、方向測定、チャネル状
態測定および／または測位のうちの少なくとも１つを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　 前記方法は、
　 前記動作の結果を無線ネットワークノードに送信すること（９１５）、
を更に含む、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　 前記設定メッセージを受信することは、無線ネットワークノードから無線インタフェ
ースを介して前記設定メッセージを受信することを含み、前記方法は、
　 能力メッセージを前記無線ネットワークノードに送信すること（９０３）を更に含み
、前記能力メッセージは、前記第１のセルおよび／または前記第２のセルに関する信号に
対する無線動作を実行することに関する前記ワイヤレスデバイスの能力を規定する、請求
項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　 前記ワイヤレスデバイスの前記能力は、ダイナミックアップリンク／ダウンリンクサ
ブフレーム設定で動作する能力を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　 前記無線ネットワークノードから能力情報の要求を受信すること（９０１）、
を更に含み、
　 前記能力メッセージを送信することは、前記能力情報の要求を受信することに応答し
て前記能力メッセージを送信することを含む、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
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　 前記設定メッセージに基づく前記ワイヤレスデバイスにおける前記動作の結果を用い
て、測定報告、測位、セル再選択、無線リソース管理、自己組織化、ドライブ試験の省力
化、モビリティ、干渉協調および／または受信機チューニングのうちの少なくとも１つを
実行すること（９１５）、
を更に含む、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　 前記設定メッセージに基づく前記ワイヤレスデバイスにおける動作を実行することは
、無線信号を受信すること、測定を実行すること、チャネル推定を実行すること、スペク
トルを検知すること、データを受信すること、および／またはデータを送信することのう
ちの少なくとも１つを含む、請求項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　 前記ワイヤレスデバイスは、前記第１のセルおよび／または前記第２のセルに信号を
送信する第１の無線ネットワークノードと異なり、かつ前記信号を前記第１のセルおよび
／または前記第２のセルに送信する前記第１の無線ネットワークノードにサービングする
第２の無線ネットワークノードと異なる、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１３】
　 第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定に従って無線アクセスネットワークにおける動作をサポート
する無線ネットワークノードにおける方法であって、前記第１のアップリンク／ダウンリ
ンクサブフレーム設定と前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定とは異
なり、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および前記第２のアップ
リンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１のセルおよび第２のセルにおけ
る動作のために用いることができ、
　 該方法は、
　 前記第１のセルおよび／または前記第２のセルに関する信号に対する無線動作を実行
することに関するワイヤレスデバイスの能力を取得すること（１００３）と、
　 半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第１のアップリ
ンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム
設定を含む前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する設定メッセ
ージを前記ワイヤレスデバイスに送信すること（１００５）と、
を含み、
　 前記設定メッセージは前記ワイヤレスデバイスにおける動作のための設定を規定し、
　 前記ワイヤレスデバイスは、少なくとも、前記半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ
）サブフレーム設定を含む前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定及び
前記時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第２のアップリンク／ダウンリン
クサブフレーム設定に従って動作でき、
　前記無線ネットワークノードは、前記ワイヤレスデバイスをサービングする無線ネット
ワークノードではない、方法。
【請求項１４】
　 前記ワイヤレスデバイスの前記能力を取得することは、前記ワイヤレスデバイスから
能力メッセージを受信することを含み、前記能力メッセージは、前記第１のアップリンク
／ダウンリンクサブフレーム設定および／または前記第２のアップリンク／ダウンリンク
サブフレーム設定に関する前記ワイヤレスデバイスの前記能力を規定する、請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記設定メッセージは、前記ワイヤレスデバイスにおける動作のための第１の設定を規
定する前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する第１の設定メッ
セージを含み、該方法は更に、
　 前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する第２の設定メッセ
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ージを前記ワイヤレスデバイスに送信すること（１００５）を含み、前記第２の設定メッ
セージは、前記ワイヤレスデバイスにおける動作のための第２の設定を規定する、請求項
１３または１４に記載の方法。
【請求項１６】
　 タイミング測定、受信信号測定、受信品質測定、方向測定、チャネル状態測定および
／または測位のうちの少なくとも１つの測定の結果を受信すること（１００９）、
を更に含む、請求項１３から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　 前記ワイヤレスデバイスの前記能力は、前記半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）
サブフレーム設定及び前記時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を用いるダイナミック
アップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定で動作する能力を含む、請求項１３から１
６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　 前記ワイヤレスデバイスに能力情報の要求を送信すること（１００１）、
を更に含み、前記ワイヤレスデバイスの能力を取得すること（１００３）は、前記能力情
報の前記要求に応答して前記ワイヤレスデバイスから能力メッセージを受信することを含
む、請求項１３から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　 前記無線ネットワークノードは第１の無線ネットワークノードであり、前記方法は、
　 前記ワイヤレスデバイスの受信した能力情報を第２の無線ネットワークノードに送信
すること、
を更に含む、請求項１３から１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　 前記無線ネットワークノードは、基地局、ｅＮｏｄｅＢ、測位ノード、モビリティ管
理エンティティ、無線ネットワークコントローラ、リモートラジオヘッド、中継器および
／またはロケーション測定ユニットのうちの任意の１つである、請求項１９に記載の方法
。
【請求項２１】
　 少なくとも、半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定を含む第１の
アップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム
設定を含む第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に従って無線アクセスネ
ットワークにおいて動作することが可能なワイヤレスデバイス（ＵＥ）であって、前記第
１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定と前記第２のアップリンク／ダウンリ
ンクサブフレーム設定とは異なり、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム
設定および前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１の
セルおよび第２のセルにおける動作のために用いることができ、該ワイヤレスデバイスは
、
　 前記無線アクセスネットワークの無線ネットワークノード（ｅＮｏｄｅＢ）と通信す
るように設定される送受信機（７０１）と、
　 前記送受信機に接続されるプロセッサ（７０３）であって、
　　 前記送受信機を通じて、前記半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム
設定を含む前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または前記
時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第２のアップリンク／ダウンリンクサ
ブフレーム設定に関する設定メッセージを、前記ワイヤレスデバイスをサービングする無
線ネットワークノードではない前記無線ネットワークノードから受信するためのコンピュ
ータプログラム命令と、
　　 前記ワイヤレスデバイスにおいて、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフ
レーム設定および／または前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関
する前記設定メッセージに基づいて、前記第１のセルおよび／または前記第２のセルとの
間で送信および／または受信される信号に対する動作を実行するためのコンピュータプロ
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グラム命令と、
を実行するように設定されるプロセッサと、
を備える、
　ワイヤレスデバイス。
【請求項２２】
　 半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定を含む第１のアップリンク
／ダウンリンクサブフレーム設定および時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含む第
２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に従って無線アクセスネットワークに
おける動作をサポートする無線ネットワークノード（ｅＮｏｄｅＢ）であって、前記第１
のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定と前記第２のアップリンク／ダウンリン
クサブフレーム設定とは異なり、前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定および前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１のセ
ルおよび第２のセルにおける動作のために用いることができ、該無線ネットワークノード
は、
　 ワイヤレスデバイス（ＵＥ）と通信するように設定される送受信機（８０５）と、
　 前記送受信機に接続されるプロセッサ（８０１）であって、
　　 前記第１のセルおよび／または前記第２のセルに関する信号に対する無線動作を実
行することに関する前記ワイヤレスデバイスの能力を取得し、
　　 前記能力はさらに、少なくとも、前記半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブ
フレーム設定を含む前記第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定及び前記時
分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブ
フレーム設定に従って動作するワイヤレスデバイスの能力に関するものであり、
　　 前記半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定を含む前記第１のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または前記時分割複信（ＴＤＤ）サ
ブフレーム設定を含む前記第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する
設定メッセージを、前記送受信機を通じて前記ワイヤレスデバイスに送信するように設定
され、前記設定メッセージは前記ワイヤレスデバイスにおける動作のための設定を規定す
る、プロセッサと、
を備え、
　前記無線ネットワークノードは、前記ワイヤレスデバイスをサービングする無線ネット
ワークノードではない、無線ネットワークノード。
【請求項２３】
　 前記第１の動作は、前記第２の設定メッセージを受信すること（９０５）の前に実行
される、請求項２から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　 前記動作の結果が前記無線ネットワークノードに送信された後、前記設定メッセージ
の送信の間に、または前後して、前記動作の結果を他の無線ネットワークノードに送信す
る、請求項６から１２または２３のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１３年１月１７日に出願された米国仮特許出願第６１／７５３，７４６
号の優先権の利益を主張する。この文献の開示は、参照によりその全体が本明細書に援用
される。
【０００２】
　本開示は、ワイヤレス通信ネットワークに関し、特に、様々なサブフレーム設定を用い
たネットワークならびに関連するノードおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
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複信設定
　複信通信システムは、２つの当事者またはデバイス間の双方向の通信をサポートするポ
イントツーポイントシステムである。
【０００４】
　半二重（ＨＤＸ）システムは、２つの当事者またはデバイス間の双方向の通信をサポー
トするが、（同時ではなく）一度に１つの方向の通信のみをサポートする。全二重（ＦＤ
Ｘ）または場合によって全四重（ｄｏｕｂｌｅ－ｄｕｐｌｅｘ）システムは、同じ時点に
（同時に）２つの当事者またはデバイス間の双方向の通信をサポートする。
【０００５】
　時分割複信（ＴＤＤ）は、出力信号と戻り信号とを分割するが同じ周波数で時分割多重
を適用する、すなわち半二重通信リンクにわたって動作する。
【０００６】
　周波数分割複信（ＦＤＤ）は、送信機および受信機が、通常、周波数オフセットによっ
て分割される様々なキャリア周波数において動作することを意味する。
【０００７】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）規格は、ＦＤＤ動作モードおよびＴＤＤ動作
モードの両方に備える。更に、半二重動作も規定されている。半二重動作は本質的にはＦ
ＤＤ動作モードであるが、ＴＤＤ方式と同様に、送信および受信が同時に行われない。例
えば結果として比較的高コストおよび／または比較的高電力消費となる複信フィルターが
妥当でない場合があるいくつかの周波数設定に関して半二重モードが利点を有する場合が
ある。キャリア周波数番号（ＥＡＲＦＣＮすなわちＥＵＴＲＡ絶対無線周波数番号）は一
意であるので、この番号を知ることにより、ＦＤＤまたはＴＤＤのいずれかに対応する周
波数帯域を求めることが可能である。一方、明示的な情報なしで全二重ＦＤＤと半二重Ｆ
ＤＤ（ＨＤ－ＦＤＤ）との違いを検出することは、より難しい場合がある。この理由は、
同じＦＤＤ帯域を全ＦＤＤまたはＨＤ－ＦＤＤとして用いることができるためである。
【０００８】
　３ＧＰＰでは、２つの無線フレーム構造タイプ、すなわちタイプ１（ＦＤＤに適用可能
）およびタイプ２（ＴＤＤに適用可能）が現在サポートされている。
【０００９】
　複数のセルにおける送信をアグリゲートすることができ、プライマリセルに加えて最大
で４つのセカンダリセルを用いることができる。マルチセルアグリゲーションの場合、Ｕ
Ｅ（ユーザ機器ノードおよび／またはワイヤレスデバイス／端末とも呼ばれる）は、現行
では、全てのサービング（プライマリおよびセカンダリ）セルにおいて同じフレーム構造
が用いられていると仮定する。
【００１０】
ＦＤＤ
　フレーム構造タイプ１は、全二重ＦＤＤと半二重ＦＤＤの両方に適用可能であり、フレ
ーム構造タイプ１は図１に示すように提供することができる。
【００１１】
　ＦＤＤの場合、各１０ｍｓの間隔において、１０個のサブフレームがダウンリンク送信
のために利用可能であり、１０個のサブフレームがアップリンク送信のために利用可能で
ある。アップリンク（ＵＬ）送信およびダウンリンク（ＤＬ）送信は、ＵＬ送信およびＤ
Ｌ送信が異なるキャリア周波数にわたって行われるという点で、周波数領域において分離
している。半二重ＦＤＤ動作では、ＵＥは同じ時点に送信および受信を行うことができな
い一方、全二重ＦＤＤにはそのような制約がない。
【００１２】
　全二重ＦＤＤにはガード期間が必要ない。半二重ＦＤＤ複信動作の場合、ＵＥがそのＵ
Ｅからのアップリンクサブフレームの直前にダウンリンクサブフレームの少なくとも最後
の部分を受信しないことによって、ガード期間が生成される。
【００１３】



(7) JP 6178432 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

ＴＤＤ
　ＴＤＤに適用可能なフレーム構造タイプ２は、図２に示すとおりである。
【００１４】
ＵＬ／ＤＬ　ＴＤＤ設定
　図３の表は、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェクト）においてこれまで規
定されてきたＵＬ／ＤＬ　ＴＤＤ設定を示す。ここで、無線フレームにおけるサブフレー
ムごとに、「Ｄ」は、サブフレームがダウンリンク送信のために予約済みであることを示
し、「Ｕ」は、サブフレームがアップリンク送信のために予約済みであることを示し、「
Ｓ」は、３つのフィールドＤｗＰＴＳ（ＴＤＤ動作のためのスペシャルサブフレームのダ
ウンリンク部分）、ＧＰ（ＴＤＤガード期間）およびＵｐＰＴＳ（ＴＤＤ動作のためのス
ペシャルサブフレームのアップリンク部分）を有するスペシャルサブフレームを示す。特
定のＵＬ／ＤＬ設定の選択は、例えば、ＤＬおよび／もしくはＵＬにおけるトラフィック
需要、ならびに／またはＤＬおよび／もしくはＵＬにおけるネットワーク容量に基づいて
決定することができる。
【００１５】
　サブフレーム０および５ならびにＤｗＰＴＳは、常にダウンリンク送信のために予約済
みである。ＵｐＰＴＳおよびスペシャルサブフレームの直後のサブフレームは、常にアッ
プリンク送信のために予約済みである。
【００１６】
　ＤｗＰＴＳおよびＵｐＰＴＳの長さは、ＤＬおよびＵＬのサイクリックプレフィックス
長の組合せおよびスペシャルサブフレーム設定（１０個の所定のスペシャルサブフレーム
設定がＴＳ３６．２１１において規定されている）に依拠する。通常、ＤｗＰＴＳはＵｐ
ＰＴＳよりも長い。
【００１７】
　複数のセルがアグリゲートされる場合、ＵＥは、様々なセル内のスペシャルサブフレー
ムのガード期間が少なくとも１４５６Ｔｓのオーバーラップを有すると仮定することがで
きる。
【００１８】
複信設定サポートに関連する既存の能力
サポートされるＲＦ（無線周波数）帯域（複数の場合もある）
　無線ネットワークノードおよびＵＥは、通常、全てのＲＦ帯域（動作周波数帯域として
知られる）ではなく、ＲＦ帯域のサブセットをサポートする。現行では、ＵＥによってサ
ポートされるＲＦ帯域は、サービングｅＮＢ（ｅＮｏｄｅＢおよび／または基地局とも呼
ばれる）または測位ノード（Ｅ－ＳＭＬＣすなわちエボルブドサービングモバイルロケー
ションセンタ）にシグナリングすることができる。基地局は通常、サポートされるＲＦ帯
域を宣言するが、いくつかの無線ネットワークノード、例えばＬＭＵ（ロケーション測定
ユニット）は、自身がサポートするＲＦ帯域を別のノード（例えば、測位ノード）にシグ
ナリングすることができる。ＲＦ帯域および複信モードは、キャリア周波数番号（ＥＡＲ
ＦＣＮ）によって間接的に示すことができる。この番号は一意であり、キャリア周波数番
号を知ることによって、この番号が属する周波数帯域を求めることができる。そして、Ｒ
Ｆ帯域はＦＤＤまたはＴＤＤのいずれかであるが、ＥＡＲＦＣＮからこれがＦＤＤである
かまたはＨＤ－ＦＤＤであるかがわかることが可能でない場合がある。
【００１９】
半二重ＦＤＤ（ＨＤ－ＦＤＤ）能力
　ＵＥのためのＨＤ－ＦＤＤ能力が、例えば低コストデバイスについて検討されている。
ネットワーク側から、ＨＤ－ＦＤＤをスケジューリングによってサポートすることができ
る。これは、無線ネットワークノードが非ＨＤ－ＦＤＤと通常のＦＤＤの両方のＵＥをサ
ポートすることも可能にする。
【００２０】
様々なＵＬ／ＤＬ　ＴＤＤ設定を用いたＤＬ（ダウンリンク）ＣＡ（キャリアアグリゲー
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ション）
　Ｒｅｌ－１１では、この能力はＴＤＤおよび帯域間ＣＡ（ＤＬのみ）をサポートする全
てのＲｅｌ－１１ＵＥにとって必須となっている。
【００２１】
非全二重動作モードを用いたネットワーク配置
　非全二重動作モード、例えばＨＤ－ＦＤＤまたはＴＤＤは、より低いデバイス複雑度（
例えば、複信フィルターを必要としない）、チャネル相互依存（ＵＬに関するチャネル推
定値は、低速に変動するチャネルの場合に特に、ＤＬにおけるチャネルを非常に良好に反
映することができる）、ならびに平衡していないＤＬおよびＵＬトラフィックにスペクト
ル利用をより良好に適応させることが可能であること等のいくつかの利点を有することが
できる。一方、典型的な不利な点は、発生する同一チャネル干渉および更にはチャネル間
／帯域間干渉であり得る。これらの干渉は、例えば他のシステムへの不要輻射を低減する
ために更なるかなり大きなガード帯域を必要とする場合がある、
【００２２】
　非全二重動作モードを用いる配置の例を以下で説明する。提案される配置は、そのよう
な配置における実施を可能にし、かつ／または改善する手段も提供することができるが、
他の配置も除外しない。
【００２３】
単一キャリアおよびマルチキャリア配置
　非全二重動作は、異なるキャリアにおいて同じもしくは異なる複信設定または更には異
なる複信モード（例えば、ＦＤＤおよびＴＤＤ）で、単一キャリアまたはマルチキャリア
配置において用いることができ、これはエリア内のスペクトル利用可能性、ワイヤレス通
信システムの目的、サービス、およびトラフィック需要によって決めることができる。
【００２４】
ダイナミックＴＤＤ
　通常、ダイナミックＴＤＤ動作は、単一キャリアまたはマルチキャリア配置の１つのキ
ャリアにおいて、ある期間にわたってＴＤＤ設定を変化させることを指すが、そのような
動作は複数のキャリアにわたって実施することもできる。
【００２５】
様々なＵＬ／ＤＬ設定
　３ＧＰＰにおいて、全てのＵＥが様々な帯域において様々なＵＬ／ＤＬ設定をサポート
するべきであることが合意されている。これは、非ＣＡ動作に適用されるが、帯域間ＣＡ
にも適用される（現行では、ＵＥは、帯域間の場合のＤＬ　ＣＡをサポートするが、後の
リリースにおいて帯域間の場合のＵＬ　ＣＡもサポートされる可能性が高い）。上記で言
及したように、様々な要因、例えばＤＬおよび／またはＵＬにおけるトラフィック需要に
基づいて、特定のＵＬ／ＤＬ設定を決定することができる。
【００２６】
　現行の規格において、様々なセルにおける様々なＵＬ／ＤＬ設定は、静的に設定される
と想定される。様々なＵＬ／ＤＬ設定は、十分な帯域間分離が存在する場合にのみ、様々
な帯域において静的にまたは動的に設定することができる。実際に、様々なＵＬ／ＤＬ設
定を有することが可能であることは、ダイナミックＴＤＤへの更なる柔軟性も与えること
ができ、このため、ダイナミックＴＤＤと組み合わせることができるが、帯域間すなわち
特に同じキャリアにおいて分離が不十分である場合、ネットワークにおける干渉協調がよ
り困難になる。
【００２７】
スモールセルおよびヘテロジニアス配置
　個々のユーザのネットワークカバレッジ、容量およびサービス体感の観点でマクロネッ
トワーク性能を向上させるために低電力ノード（ピコ基地局、ホームｅＮｏｄｅＢ、中継
器、リモートラジオヘッド等）を配置することへの関心が、ここ数年にわたって絶えず増
大している。同時に、例えば、異なるセル間の大きな送信電力変動、およびより均一なネ
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ットワークのために以前に開発されたセル関連付け技法に起因して生じる干渉問題に対処
する拡張された干渉管理技法の必要性が認識されている。
【００２８】
　３ＧＰＰにおいて、ヘテロジニアスネットワーク配置は、マクロセルレイアウト全体に
わたって様々な送信電力の低電力ノードが配置される配置として定義されており、このこ
とは不均一なトラフィック分布を暗に意味する。そのような配置は、例えば、ある特定の
エリア、いわゆるトラフィックホットスポット、すなわち、ピコノードの設置が性能を強
化するとみなされ得る、より高いユーザ密度および／またはより高いトラフィック強度を
有する小さな地理的エリアにおける容量拡張に効果的とすることができる。ヘテロジニア
ス配置は、トラフィック需要および環境に適応するようにネットワークの密度を高くする
方法とみなすこともできる。しかしながら、ヘテロジニアス配置は、効率的なネットワー
ク動作および優れたユーザ体感を確保するためにネットワークが備えなくてはならない課
題ももたらす場合がある。いくつかの課題は、セルレンジエクスパンションとしても知ら
れる、低電力ノードに関連付けられるスモールセルを増大させる試みにおいて増大する干
渉に関する。他の課題は、ラージセルとスモールセルとの混合に起因するアップリンクに
おける潜在的に高い干渉に関する。
【００２９】
　３ＧＰＰによれば、ヘテロジニアス配置は、低電力ノードがマクロセルレイアウト全体
にわたって設置される配置からなる。ヘテロジニアス配置における干渉特性は、ダウンリ
ンクもしくはアップリンクまたは両方においてホモジニアス配置と大幅に異なり得る。ヘ
テロジニアス配置におけるそのような干渉の例が図４に示される。事例（ａ）では、クロ
ーズドサブスクライバグループ（ＣＳＧ）セルへのアクセスを有しないマクロユーザＵＢ
－ａが、ＨｅＮｏｄｅＢ低電力ノードＬＰＮ－ａからの干渉を被る場合があり、事例（ｂ
）では、マクロユーザＵＥ－ｂがＨｅＮｏｄｅＢ低電力ノードＬＰＮ－ｂへの激しい干渉
を生成する場合があり、事例（ｃ）では、ＣＳＧユーザＵＥ－ｃは、別のＣＳＧ　ＨｅＮ
ｏｄｅＢ低電力ノードＬＰＮ－ｃから干渉を受ける場合があり、事例（ｄ）では、ＵＥ－
ｄは、拡張されたセルレンジエリアＥＣＲにおいてピコセルＬＰＮ－ｄによってサービン
グされ得る。一般に、ヘテロジニアス配置は必ずしもＣＳＧセルを有しなくてもよい。
【００３０】
　ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１２のための基本配置のうちの１つは、別個のキャリア上に配置され
るスモールセルを用いた配置である。スモールセル内でトラフィックパターンがかなり異
なり得ることも予期される。これにより、様々な複信モード、更にはマクロセルを有する
キャリアおよびスモールセルを有するキャリアにおける様々な複信設定（同じモードが用
いられる場合）が妥当となり得る。
【００３１】
ＬＴＥにおける測位アーキテクチャ
　図５に示すように、ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）測位アーキテクチャにお
ける３つの大きなネットワーク要素は、ＬＣＳ（ロケーションサービス）クライアントと
、ＬＣＳターゲットと、ＬＣＳサーバとを含む。ＬＣＳサーバは、測定値および他のロケ
ーション情報を収集し、必要な場合、測定においてワイヤレスデバイス／端末（ＵＥ）を
支援し、ＬＣＳターゲットロケーションを推定することによってＬＣＳターゲットデバイ
スの測位を管理する物理エンティティまたは論理エンティティである。ＬＣＳクライアン
トは、１つまたは複数のＬＣＳターゲット、すなわち測位されるエンティティに関するロ
ケーション情報を取得する目的でＬＣＳサーバとインタラクトするソフトウェアエンティ
ティおよび／またはハードウェアエンティティである。ＬＣＳクライアントはＬＣＳター
ゲット自体の中に存在することもできる。ＬＣＳクライアントは、ＬＣＳサーバにロケー
ション情報を取得することの要求を送信し、ＬＣＳサーバは、受信した要求を処理および
サービングし、測位結果およびオプションで速度推定値をＬＣＳクライアントに送信する
。測位要求はワイヤレスデバイス／端末またはネットワークノードまたは外部クライアン
トから送出され得る。
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【００３２】
　位置計算は、測位サーバ（例えば、ＬＴＥでは、Ｅ－ＳＭＬＣまたはＳＬＰすなわちセ
キュアユーザプレーンロケーションのロケーションプラットフォーム）またはＵＥによっ
て行うことができる。前者の手法はＵＥ支援による測位モードに対応し、後者はＵＥに基
づく測位モードに対応する。
【００３３】
　ＬＴＥ、ＬＰＰ（ＬＴＥ測位プロトコル）およびＬＰＰａにおいて、無線ネットワーク
を介して動作する２つの測位プロトコルが存在する。ＬＰＰは、ＵＥ（ターゲットデバイ
スとしても知られる）を測位するのに用いられる、ＬＣＳサーバとＬＣＳターゲットデバ
イスとの間のポイントツーポイントプロトコルである。ＬＰＰはユーザプレーンと制御プ
レーンの両方で用いることができ、連続および／または並行で複数のＬＰＰ手順が許可さ
れ、それによってレイテンシが低減する。ＬＰＰａは、制御プレーン測位手順についての
み規定される、ｅＮｏｄｅＢとＬＣＳサーバとの間のプロトコルであるが、ｅＮｏｄｅＢ
に情報およびｅＮｏｄｅＢ測定値をクエリすることによってユーザプレーン測位を支援す
ることもできる。ＳＵＰＬ（セキュアユーザプレーンロケーション）プロトコルは、ユー
ザプレーンにおけるＬＰＰのためのトランスポートとして用いられる。ＬＰＰはＬＰＰメ
ッセージ内でＬＰＰ拡張メッセージを伝達する可能性も有し、例えば、現行では、オペレ
ータ固有の支援データもしくはＬＰＰを備えることができない支援データを可能にするか
、または他の位置報告フォーマットもしくは新たな測位方法をサポートするために、ＯＭ
Ａ（オープンモバイルアライアンス）ＬＰＰ拡張（ＬＰＰｅ）が規定されている。
【００３４】
　現在ＬＴＥにおいて標準化されているような高レベルのアーキテクチャが図６に示され
る。ここで、ＬＣＳターゲットはワイヤレスデバイス／端末ＵＥであり、ＬＣＳサーバは
Ｅ－ＳＭＬＣまたはＳＬＰである。図６では、制御プレーン測位プロトコル（例えば、Ｌ
ＰＰ、ＬＰＰａおよびＬＣＳ－ＡＰ）がＥ－ＳＭＬＣにおいて（一端において）終端して
いるのが示され、ユーザプレーン測位プロトコル（例えば、ＳＵＰＬ／ＬＰＰ）がＳＬＰ
において（一端において）終端しているのが示される。ＳＬＰは、２つの設定要素／要素
、すなわち、ＳＰＣ（ＳＵＰＬロケーションセンタ）およびＳＬＣ（ＳＵＰＬロケーショ
ンプラットフォーム）を含むことができ、それらは異なるノードに存在することもできる
。例示的な実施形態では、ＳＰＣは、Ｅ－ＳＭＬＣとの独自仕様のインタフェース、およ
びＳＬＣとのＬｌｐインタフェースを有し、ＳＬＰのＳＬＣ部分は、Ｐ－ＧＷ（ＰＤＮゲ
ートウェイすなわちパケットデータネットワークゲートウェイ）および外部ＬＣＳクライ
アントと通信する。
【００３５】
　特定の測位方法の性能を更に拡張するために、追加の測位アーキテクチャ要素も配置す
ることができる。例えば、無線ビーコンを配置することは、例えば、近傍ロケーション技
法を用いてより正確な測位を可能にすることによって、屋内およびまた屋外での測位性能
を大幅に改善することができるコスト効率の良い解決策であり得る。
【００３６】
　ＵＬ測位（例えば、ＵＴＤＯＡすなわちアップリンク到達時間差）の場合、ロケーショ
ン測定ユニット（ＬＭＵ）も測位アーキテクチャに含めることができる（図５を参照）。
ＬＭＵは、例えば、スタンドアローンとすることもできるし、ｅＮｏｄｅＢに統合するこ
ともできるし、ｅＮｏｄｅＢと同じ場所にすることもできる。ＬＴＥにおいて、ＵＴＤＯ
Ａ測定、ＵＬ　ＲＴＯＡ（相対到達時間）は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）に対し
て行われる。ＳＲＳ信号を検出するために、ＬＭＵは、受信信号と相関をとるためのＳＲ
Ｓシーケンスを生成するための複数のＳＲＳパラメータを必要とする。ＳＲＳパラメータ
は、測位ノードによってＬＭＵに送信される支援データにおいて提供されなくてはならな
い。この支援データは、ＬＭＵｐを介して提供される。一方、これらのパラメータは通常
、測位ノードには知られておらず、そのために測位ノードはこの情報を、ＵＥによって送
信されＬＭＵによって測定されるＳＲＳを設定するｅＮｏｄｅＢから取得する必要がある
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。この情報は、ＬＰＰａまたは同様のプロトコルを用いて提供されなくてはならない場合
がある。
【００３７】
　非全二重モード（例えば、ＴＤＤまたはＨＤ－ＦＤＤ）が用いられるネットワークでは
、そのようなネットワークにおいて様々なＵＬ／ＤＬ（アップリンク／ダウンリンク）サ
ブフレーム設定で測定を行うことは困難である場合がある。
【００３８】
　この背景技術セクションにおいて記載した手法は、考え付きうるものではあるが、必ず
しも以前に着想され考え付かれた手法ではない。したがって、本明細書において別段の指
示がない限り、この背景技術セクションにおいて記載した手法は、本出願における特許請
求の範囲に対する先行技術ではなく、このセクションに含めることによって先行技術であ
ると認めるものではない。
【発明の概要】
【００３９】
　本明細書に開示されるいくつかの実施形態によれば、少なくとも第１のアップリンク／
ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定に従って無線アクセスネットワークにおいて動作することが可能な無線ノードにおける
方法を提供することができる。第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定と第
２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定とは異なる。第１のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定
は、それぞれ第１のセルおよび第２のセルにおける動作のために用いることができ、かつ
／または第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク
／ダウンリンクサブフレーム設定は、重複しない時間において第１のセルもしくは第２の
セルにおいて用いることができる。無線ノードにおいて、第１のアップリンク／ダウンリ
ンクサブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定に関する設定メッセージを受信することができる。無線ノードにおいて、第１のアップ
リンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウンリン
クサブフレーム設定に関する設定メッセージに基づいて、第１のセルおよび／または第２
のセルとの間で送信および／または受信される信号に対する動作を実行することができる
。
【００４０】
　このため、いくつかの実施形態によって、無線アクセスネットワークは、様々なＵＬ／
ＤＬサブフレーム設定で動作するセルに対し／それらのセルを用いて測定を行うことにつ
いての測定ノード（例えばワイヤレスデバイス）の能力を認識することができる。更に、
測定ノード（例えばワイヤレスデバイス）は、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有す
るセルに対し測定を実行するときに所定の要件を満たすことが可能であり得る。これによ
って、ひいては、システム／ネットワーク性能全体を改善することができる。更に、ネッ
トワークは、測定ノード（例えばワイヤレスデバイス）が様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム
設定を有するセルに対し実行する測定の性能をより認識することができる。これによって
、ひいては、トラフィック需要に従って様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を提供するこ
とによって、更なるネットワーク動作柔軟性につながり得る。
【００４１】
　第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、周波数分割複信（ＦＤＤ）サ
ブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定
は、時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含む。
【００４２】
　第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、第１の時分割複信（ＴＤＤ）
サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定は、第２の時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることができる。
【００４３】
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　第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、第１の半二重周波数分割複信
（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／ダウンリン
クサブフレーム設定は、第２の半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定
とすることができる。
【００４４】
　第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、半二重周波数分割複信（ＨＤ
－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブ
フレーム設定は、時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることができる。
【００４５】
　第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、半二重周波数分割複信（ＨＤ
－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブ
フレーム設定は、周波数分割複信（ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができる。
【００４６】
　設定メッセージは、無線ノードにおける動作のための第１のアップリンク／ダウンリン
クサブフレーム設定を特定する第１の設定メッセージとすることができ、動作を実行する
ことは、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定を特定する第１の設定メッ
セージに基づいて第１の動作を実行することを含むことができる。更に、無線ノードにお
ける動作のための第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定を特定する第２の
設定メッセージを受信することができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム
設定を特定する第２の設定メッセージに基づいて無線ノードにおける第２の動作を実行す
ることができる。
【００４７】
　第１の動作を実行することは、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に
基づいて第１の測定を実行することを含むことができ、第２の測定を実行することは、第
２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に基づいて第２の測定を実行すること
を含むことができる。
【００４８】
　動作を実行することは、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／
または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する設定メッセージに基
づいて測定を実行することを含むことができる。
【００４９】
　測定は、タイミング測定、受信信号測定、受信品質測定、方向測定、チャネル状態測定
および／または測位測定のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【００５０】
　更に、無線ノードは第１の無線ノード（例えば、ワイヤレスデバイス）とすることがで
き、動作の結果は、ワイヤレスチャネルを介して第２の無線ノード（例えば、基地局）に
送信することができる。
【００５１】
　無線ノードは第１の無線ノードを含むことができ、設定メッセージを受信することは、
第２の無線ノードから無線インタフェースを介して設定メッセージを受信することを含む
ことができる。更に、能力メッセージを第２の無線ノードに送信することができる。能力
メッセージは、第１のセルおよび／または第２のセルに関する信号に対する無線動作を実
行することに関する第１の無線ノードの能力を規定する。第１の無線ネットワークノード
の能力は、ダイナミックアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定で動作する能力を
含むことができる。
【００５２】
　能力情報の要求を受信すること（９０１）は第２のノードから受信することができ、能
力メッセージを送信することは、能力情報の要求を受信することに応答して能力メッセー
ジを送信することを含むことができる。
【００５３】
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　設定メッセージに基づく無線ノードにおける動作の結果を用いて、測定報告、測位、セ
ル再選択、無線リソース管理、自己組織化、ドライブ試験の省力化、モビリティ、干渉協
調および／または受信機チューニングのうちの少なくとも１つを実行することができる。
【００５４】
　設定メッセージに基づく無線ノードにおける動作を実行することは、無線信号を受信す
ること、測定を実行すること、チャネル推定を実行すること、スペクトルを検知すること
、データを受信すること、および／またはデータを送信することのうちの少なくとも１つ
を含むことができる。
【００５５】
　無線ノードはワイヤレスデバイスを含むことができ、設定メッセージを受信することは
、ネットワークノードから設定メッセージを受信することを含む。
【００５６】
　いくつかの他の実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に従って無線アクセスネッ
トワークにおける動作をサポートする第１の無線ノードにおける方法を提供することがで
きる。第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定と第２のアップリンク／ダウ
ンリンクサブフレーム設定とは異なる。第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム
設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１のセル
および第２のセルにおける動作のために用いることができ、かつ／または第１のアップリ
ンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレ
ーム設定は、重複しない時間において第１のセルもしくは第２のセルにおいて用いること
ができる。第１のセルおよび／または第２のセルに関する信号に対する無線動作を実行す
ることに関する第２の無線ノードの能力を取得することができ、第１のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレ
ーム設定に関する設定メッセージを第２の無線ノードに送信することができる。設定メッ
セージは第２の無線ノードにおける動作のための設定を規定する。
【００５７】
　第２の無線ノードの能力を取得することは、第２の無線ノードから能力メッセージを受
信することを含むことができ、能力メッセージは、第１のアップリンク／ダウンリンクサ
ブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関
連する第２の無線ノードの能力を規定する。
【００５８】
　第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、周波数分割複信（ＦＤＤ）サ
ブフレーム設定を含むことができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定
は、時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定を含むことができる。
【００５９】
　設定メッセージは、第２の無線ノードにおける動作のための第１の設定を規定する第１
のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する第１の設定メッセージを含むこ
とができる。第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する第２の設定メ
ッセージを第２の無線ノードに送信することができ、第２の設定メッセージは、第２の無
線ノードにおける動作のための第２の設定を規定する。
【００６０】
　タイミング測定、受信信号測定、受信品質測定、方向測定、チャネル状態測定および／
または測位測定のうちの少なくとも１つの測定の結果を受信することができる。
【００６１】
　第２の無線ネットワークノードの能力は、ダイナミックアップリンク／ダウンリンクサ
ブフレーム設定で動作する能力を含むことができる。
【００６２】
　第２の無線ノードに能力情報の要求を送信することができ、第２の無線ノードの能力を
取得することは、能力情報の要求に応答して第２の無線ノードから能力メッセージを受信
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することを含むことができる。
【００６３】
　第１の無線ノードはネットワークノードを含むことができ、第２の無線ノードはワイヤ
レスデバイスを含むことができる。例えば、ネットワークノードは、基地局、ｅＮｏｄｅ
Ｂ、測位ノード、モビリティ管理エンティティ、無線ネットワークコントローラ、リモー
トラジオヘッド、中継器および／またはロケーション測定ユニットのうちの任意の１つと
することができる。
【００６４】
　更に他の実施形態によれば、ワイヤレスデバイスが、少なくとも第１のアップリンク／
ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定に従って無線アクセスネットワークにおいて動作することが可能であり得る。第１のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定と第２のアップリンク／ダウンリンクサブフ
レーム設定とは異なる。第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２
のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１のセルおよび第２のセ
ルにおける動作のために用いることができ、かつ／または第１のアップリンク／ダウンリ
ンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、重
複しない時間において第１のセルもしくは第２のセルにおいて用いることができる。ワイ
ヤレスデバイスは、無線アクセスネットワークの無線ネットワークノード（ｅＮｏｄｅＢ
）と通信するように設定される送受信機と、送受信機に接続されるプロセッサとを備える
ことができる。より詳細には、プロセッサは、送受信機を通じて、第１のアップリンク／
ダウンリンクサブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフ
レーム設定に関する設定メッセージを受信するためのコンピュータプログラム命令と、無
線ノードにおいて、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または
第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する設定メッセージに基づいて
、第１のセルおよび／または第２のセルとの間で送信および／または受信される信号に対
する動作を実行するためのコンピュータプログラム命令と、を実行するように設定するこ
とができる。
【００６５】
　また他の実施形態によれば、無線ネットワークノードが、第１のアップリンク／ダウン
リンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に従
って無線アクセスネットワークにおける動作をサポートすることができる。第１のアップ
リンク／ダウンリンクサブフレーム設定と第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレー
ム設定とは異なる。第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１のセルおよび第２のセルに
おける動作のために用いることができ、かつ／または第１のアップリンク／ダウンリンク
サブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、重複し
ない時間において第１のセルもしくは第２のセルにおいて用いることができる。無線ネッ
トワークノードは、ワイヤレスデバイスと通信するように設定される送受信機と、送受信
機に接続されるプロセッサとを備えることができる。より詳細には、プロセッサは、第１
のセルおよび／または第２のセルに関する信号に対する無線動作を実行することに関する
ワイヤレスデバイスの能力を取得し、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定および／または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する設定メッ
セージを、送受信機を通じてワイヤレスデバイスに送信するように設定することができる
。設定メッセージはワイヤレスデバイスにおける動作のための設定を規定する。
【００６６】
　本開示の更なる理解を与えるように含められ、本出願の一部をなすように組み込まれる
添付の図面が、いくつかの非限定的な実施形態を示す。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】全二重と半二重の両方の周波数分割複信（ＦＤＤ）に適用可能なタイプ１フレー
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ム構造を示す図である。
【図２】時分割複信（ＴＤＤ）に適用可能なタイプ２フレーム構造を示す図である。
【図３】第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に従って規定されるアップ
リンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）設定を示す図である。
【図４】ヘテロジニアスネットワーク配置における干渉の例を示す図である。
【図５】ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）アップリンク（ＵＬ）測位アーキテク
チャにおけるネットワーク要素を示す図である。
【図６】別のＬＴＥ測位アーキテクチャにおけるネットワーク要素を示す図である。
【図７】いくつかの実施形態によるワイヤレスデバイス（ＵＥ）を示すブロック図である
。
【図８】いくつかの実施形態による基地局（ｅＮｏｄｅＢ）を示すブロック図である。
【図９】いくつかの実施形態による図７のワイヤレスデバイス（ＵＥ）の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】いくつかの実施形態による図８の基地局（ｅＮｏｄｅＢ）の動作を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　以下の詳細な説明において、本発明の実施形態の完全な理解を与えるために多数の特定
の詳細について記載する。しかしながら、本発明の実施形態はこれらの特定の詳細がなく
ても実施することができることが当業者には理解されよう。他の例において、よく知られ
た方法、手順、設定要素および回路は、本発明の実施形態を曖昧にしないように詳細に説
明されていない。本明細書に開示される全ての実施形態は、別個に、または何らかの方法
および／または組合せで結合して実施することができる。
【００６９】
いくつかの実施形態に従って対処される問題
　以下の問題のうちの１つまたは複数は、本明細書に開示されるいくつかの実施形態に従
って対処することができる。
【００７０】
　いくつかの実施形態は、ＵＬ／ＤＬサブフレーム設定に関する能力情報の利用可能性が
限られているか全くないことに、例えば以下のように対処することができる。ＵＥが様々
なセルにおいて様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定をサポートすることができる能力が、
関連する測位ノード、例えばＥ－ＳＭＬＣ、ＬＭＥ等にシグナリングされない場合がある
。現行では、様々なおよび／またはダイナミックＵＬ／ＤＬ設定をサポートするＵＥの能
力を認識することができるのはサービング無線ノードおよびＭＭＥのみであり、他のノー
ド、例えばＵＥをサービングしていない無線ネットワークノード、測位ノード、ＭＤＴ（
ドライブ試験の省力化）ノード、ＬＭＵ（ロケーション測定ユニット）等は認識すること
ができない。現行では、様々なおよび／またはダイナミックＵＬ／ＤＬ設定をサポートす
るｅＮｏｄｅＢの能力は、測位ノード、ＳＯＮ（自己組織化ネットワーク）、ワイヤレス
デバイス、ＬＭＵ等にシグナリングされない。現行では、異なるおよび／またはダイナミ
ックＵＬ／ＤＬ設定をサポートするＬＭＵの能力が存在しない場合があり、したがってこ
れは他のノード、例えばｅＮＢ、測位ノード、ＳＯＮ、ＭＭＥ（モビリティ管理エンティ
ティ）、協調ノードまたはＬＭＵゲートウェイ等にシグナリングされない場合がある。異
なるおよび／またはダイナミックＵＬ／ＤＬ設定をサポートすることが可能なＵＥまたは
任意の無線ノードは、ＵＬ／ＤＬ設定の特定のサブセットについての異なるおよび／また
はダイナミックＵＬ／ＤＬ設定の動作のサポートを含まない場合がある。
【００７１】
　いくつかの実施形態は、多岐にわたる様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の下で、適切
な測定性能の維持に対処することができる。
【００７２】
提案される実施形態の概要
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　本明細書において開示されるいくつかの実施形態によれば、無線ノードは、ＵＬ／ＤＬ
サブフレーム設定に関連する動作（例えば測定実行）の能力を有し、ＵＬ／ＤＬ関連能力
は、少なくとも１つのセルにおいてダイナミックＵＬ／ＤＬサブフレーム設定で動作する
ことができる能力、および／または、重複する期間中に、同じ周波数もしくは異なる周波
数において、少なくとも２つのセルにおいて異なるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定で、もし
くは少なくとも２つの無線ノードで動作することができる能力に関する。この能力はキャ
リアアグリゲーションに関連する場合もしない場合もある。
【００７３】
　この基本要素は、例えば以下のように例示的な実施形態に含めることができるが、簡単
にするために、基本要素は更に、ＵＬ／ＤＬサブフレーム設定に関連する能力、または基
本要素において説明された能力とみなされる場合がある。
　・測定を実行しおよび／またはメッセージを受信するために無線ノードを設定する、ネ
ットワークノードにおける方法。この方法は、以下を含む：
　　・基本要素に関して上記で説明されたように動作することができる能力を示す無線ノ
ードの能力を取得する（例えば、受信するかまたは自律的に判断する）こと；および
　　・関連能力の使用を伴う１つまたは複数の無線動作タスクを実行するために無線ノー
ドを設定すること。この設定は無線ノードが関連能力をサポートすると判断するのに応答
して実行される。
　・無線ノード（例えば、ワイヤレスデバイスまたは無線ネットワークノード）において
、メッセージを送信し、および／または、基本要素において説明された無線ノード自身の
または別の無線ノード（例えばサービングされるＵＥまたは関連するＲＲＵまたはＬＭＵ
）の能力の使用を伴う少なくとも１つの動作を実行する（例えば、測定を実行する）方法
。この方法は、以下を含む：
　　・基本要素において説明された（無線ノード自身のまたは別の無線ノードの）能力を
第２のノード（例えば、ワイヤレスデバイス、ＬＭＵまたは測位ノード）にシグナリング
すること。
　・第１の無線ノード（例えば、ワイヤレスデバイスまたは無線ネットワークノード）に
おいて、基本要素において説明された能力の使用を伴う少なくとも１つの動作を実行する
（例えば、測定を実行する）方法。この方法は、以下を含む：
　　・基本要素において説明された能力を、別のワイヤレスデバイスまたは測位ノードの
うちの１つまたは複数である第２のノードにシグナリングすること；
　　・基本要素において説明された第１の無線ノードの能力の使用を伴う動作のための設
定メッセージを受信すること；
　　・基本要素において説明された能力の使用を伴う少なくとも１つの動作を実行する（
例えば、測定を実行する）こと。
　・無線ノード（例えば、ワイヤレスデバイスまたは無線ネットワークノード）において
、別のノードから受信した設定に基づいて、基本要素において説明された能力の使用を伴
う少なくとも１つの動作を実行する（例えば、測定を実行する）方法。この方法は、以下
を含む：
　　・別のワイヤレスデバイスまたは測位ノードから、基本要素において説明された能力
の使用を伴う少なくとも１つの動作を実行する（例えば、測定を実行する）ための設定メ
ッセージを受信すること；
　　・１つまたは複数の対応する予め定義された規則に従う１つまたは複数の予め定義さ
れた要件を満たしながら、基本要素において説明された能力の使用を伴う上記少なくとも
１つの動作を実行する（例えば、測定を実行する）こと；
　　・１つまたは複数の無線タスク、例えば測定報告、測位、セル再選択、ＲＲＭ（無線
リソース管理）、ＳＯＮ（自己組織化ネットワーク）、ＭＤＴ（ドライブ試験の省力化）
について、基本要素において説明された能力の使用を伴う上記少なくとも１つの動作の結
果（例えば、無線測定値）を用いること。
【００７４】
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　無線ノードは、無線信号を送信および／または受信することができる能力によって特徴
付けることができ、送信および／または受信アンテナを備えることができる。無線ノード
は、ＵＥ（ユーザ機器ノードおよび／またはワイヤレスデバイス／端末とも呼ばれる）ま
たは無線ネットワークノード（以下の対応する説明を参照）とすることができる。
【００７５】
　ワイヤレスデバイス／端末およびＵＥという用語は、明細書内で交換可能に用いられる
。ワイヤレスデバイス／端末は、無線インタフェースを備え、別の無線ノードとの間で無
線信号を少なくとも送信および／または受信することが可能な任意のデバイス／端末を表
すことができる。ワイヤレスデバイス／端末は、信号を受信し、それらの信号を復調する
ことも可能とすることができる。本明細書において記載されるワイヤレスデバイス／端末
は、ＵＥのようなインタフェースを備えるある種の無線ネットワークノード、例えばフェ
ムト基地局またはフェムトＢＳ（ホームＢＳとも呼ばれる）も含むことができる。ワイヤ
レスデバイス／端末の例は、ＰＤＡ（携帯情報端末）、ラップトップ、携帯電話、タブレ
ットデバイス、センサ、固定中継器、モバイル中継器、ターゲットデバイス、およびＵＥ
のようなインタフェースを備える任意の無線ネットワークノード（例えば、小型のＲＢＳ
、ｅＮｏｄｅＢ、フェムトＢＳ）を含むがこれらに限定されない。ワイヤレスデバイス／
端末またはＵＥは、ワイヤレスメータまたは他のセンサ、デジタル掲示板、ワイヤレス対
応機器（例えば、洗濯機、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ））、無線周波数識別子（Ｒ
ＦＩＤ）タグ、または無線通信ネットワークとのワイヤレス通信が可能な任意の他のデバ
イス等の、限られた通信機能を有するマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）および／またはマシン
型通信（ＭＴＣ）デバイスも表すことができる。例示的なワイヤレスデバイス／端末ＵＥ
の要素を、以下で図７を参照してより詳細に説明する。
【００７６】
　無線ネットワークノードは、無線通信ネットワークにおける無線ノードである。無線ネ
ットワークノードは、１つまたは複数の周波数において無線信号の受信および／または無
線信号の送信を可能とすることができ、単一のＲＡＴ（単一の無線アクセス技術）、マル
チＲＡＴ、またはマルチスタンダードモード（例えば、ＭＳＲ）において動作することが
できる。無線ネットワークノードは、ｅＮｏｄｅＢ、ＲＲＨ（リモートラジオヘッド）、
ＲＲＵ（リモートラジオユニット）、中継器、ＬＭＵ（ロケーション測定ユニット）、ま
たは送信専用／受信専用無線ネットワークノードを含み、独自のセルを作成する場合もし
ない場合もある。独自のセルを作成しない無線ネットワークノードのいくつかの例は、設
定された無線信号を送信するビーコンデバイス、またはある種の信号（例えば、ＬＭＵ）
に対する測定を受信および実行する測定ノードである。また、独自のセルを作成しない無
線ネットワークノードは、独自のセルを作成する別のノードとセルまたは使用されるセル
ＩＤを共有することもできるし、セルセクタにおいて動作することもできるし、独自のセ
ルを作成する無線ネットワークノードに関連付けることもできる。２つ以上のセルまたは
セルセクタ（説明される実施形態では「セル」という一般化した用語で総称され、セルま
たはその論理部分もしくは地理的部分として理解することができる）を１つの無線ネット
ワークに関連付けることができる。更に、例えば、ＵＥが１つのプライマリセル（ＰＣｅ
ｌｌ）および１つまたは複数のセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）を有することができるキャ
リアアグリゲーションシステムにおいて、ＵＥのために１つまたは複数のサービングセル
（ＤＬおよび／またはＵＬ）を設定することができる。セルは、送信ノードに関連付けら
れた仮想セル（例えば、セルＩＤによって特徴付けられるが、セルのようなサービスの全
てを提供しない）とすることもできる。例示的な無線ネットワークノードの内容について
図８を参照して以下でより詳細に説明する。
【００７７】
　ネットワークノードは、任意の無線ネットワークノード（対応する説明を参照されたい
）またはコアネットワークノードとすることができる。ネットワークノードのいくつかの
非限定的な例は、ｅＮｏｄｅＢ（無線ネットワークノードでもある）、ＲＮＣ（無線ネッ
トワークコントローラ）、測位ノード、ＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ）、ＰＳＡ
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Ｐ（緊急通報受信センタ）、ＳＯＮ（自己組織化ネットワーク）ノード、ＭＤＴ（ドライ
ブ試験の省力化）ノード、協調ノード、ゲートウェイノード（例えば、Ｐ－ＧＷまたはＳ
－ＧＷまたはＬＭＵゲートウェイまたはフェムトゲートウェイ）、およびＯ＆Ｍ（運用＆
保守とも呼ばれる運用および管理）ノードである。
【００７８】
　本明細書において用いられる「協調ノード」という用語はネットワークおよび／または
ノードであり、無線リソースを１つまたは複数の無線ノードと協調させる。協調ノードの
いくつかの例は、ネットワークモニタリングおよび設定ノード、ＯＳＳ（動作サポートシ
ステム）ノード、Ｏ＆Ｍ、ＭＤＴノード、ＳＯＮノード、測位ノード、ＭＭＥ、パケット
データネットワークゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）またはサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ
）ネットワークノードまたはフェムトゲートウェイノード等のゲートウェイノード、関連
付けられたより小型の無線ノードを協調させるマクロノード、他のｅＮｏｄｅＢとリソー
スを協調させるｅＮｏｄｅＢ等である。
【００７９】
　本明細書において説明されるシグナリングは、物理層シグナリングまたは上位層（例え
ば、層２または層３）シグナリングのいずれかとすることができ、これは直接リンクを介
するかもしくは論理リンクを介する（例えば、より高い層のプロトコルを介するならびに
／または１つもしくは複数のネットワークおよび／もしくは無線ノードを介する）か、ま
たは他の間接的なリンクを介することができる。例えば、協調ノードからＵＥへのシグナ
リングは、別のネットワークノード、例えば無線ネットワークノードを通過することもで
きる。
【００８０】
　説明された実施形態は、ＬＴＥに限定されず、任意の無線アクセスネットワーク（ＲＡ
Ｎ）、単一ＲＡＴまたはマルチＲＡＴに適用することができる。いくつかの他のＲＡＴの
例は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、ＵＭＴＳ（ユニバーサルモバイル電気通信システム）
、ＨＳＰＡ（高速パケットアクセス）、ＧＳＭ（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ｃｄｍａ２０００、ＷｉＭＡＸ（登録
商標）およびＷｉＦｉ（登録商標）である。
【００８１】
　提案される実施形態は、マルチポイント送信および／または受信システム、キャリアア
グリゲーションシステムおよびマルチポイントキャリアアグリゲーションシステムにも適
用することができる。
【００８２】
　本明細書において説明される実施形態において（通常、ＬＴＥに関係して）用いられる
「サブフレーム」という用語は、時間領域における例示的なリソースであり、上位概念で
いえば、任意の所定の時点または期間とすることができる。
【００８３】
　「被害者」という用語は、例えば、測定が高干渉条件で実行される被測定信号または被
測定セル（状況に依拠する）に適用することができる。「加害者」という用語は、例えば
、被害者に干渉する強干渉信号または強干渉セル（状況に依拠する）に適用することがで
きる。信号は、無線ネットワークノードまたはワイヤレスデバイス／端末からのものとす
ることができる。被害者－加害者の関係のいくつかの例は、（同じタイプまたは異なるタ
イプの）ＬＴＥ物理信号と干渉するかまたはＬＴＥ信号物理チャネルと干渉するＬＴＥ物
理信号、（同じタイプまたは異なるタイプの）ＬＴＥ物理チャネルまたはＬＴＥ物理信号
と干渉するＬＴＥ物理チャネル、ピコセルまたはピコＵＥと干渉するマクロセルまたはそ
のＵＥ、非ＣＳＧセルまたは非ＣＳＧ　ＵＥと干渉するフェムトセルまたはＣＳＧ　ＵＥ
を含む。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、説明される様々なＵＬ／ＤＬ設定は、非全二重モードにおけ
る少なくとも１つの設定を含むことができる。１つの例では、ＵＬ／ＤＬ設定は、例えば
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ＵＬ／ＤＬ　ＴＤＤ設定、またはＨＤ－ＦＤＤを用いたＵＬ／ＤＬ設定／スケジューリン
グ方式を含むことができる。様々なＵＬ／ＤＬ設定は、様々なセルにおける様々なＵＬ／
ＤＬ設定、様々なキャリア、様々な帯域、様々なＲＡＴ、および／または１つもしくは複
数のノードの経時的に動的に変化するＵＬ／ＤＬ設定を表すことができる。１つの実施形
態では、同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴ内に様々なＵＬ／ＤＬ設定を更に含めることがで
きる。
【００８５】
第１の実施形態：様々なＵＬ／ＤＬ設定に関する能力情報を取得し用いる方法
　本明細書に記載の実施形態は、本明細書において開示される他の実施形態において説明
される実施形態と組み合わせることもできる。
【００８６】
　様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定は、上記で概略的に説明されたとおりである。
【００８７】
　提案される実施形態の基本要素によれば、無線ノードは、動作（例えば測定実行）能力
に関するＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有し、ＵＬ／ＤＬ関連能力は、少なくとも１つの
セルにおいてダイナミックＵＬ／ＤＬサブフレーム設定で動作することができる能力、お
よび／または重複する期間中に、同じ周波数または異なる周波数において、少なくとも２
つのセルにおいて異なるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定で、もしくは少なくとも２つの無線
ノードで動作することができる能力に関し、かつ／または、能力はキャリアアグリゲーシ
ョンに関連する場合もしない場合もある。
【００８８】
　この基本要素は、以下でより詳細に説明するように例示的な実施形態に含めることがで
き、簡単にするために、基本要素は更に、ＵＬ／ＤＬサブフレーム設定に関連する能力、
または基本要素において説明された能力とみなされる。
【００８９】
ＵＬ／ＤＬサブフレーム設定に関連する無線ノードの能力の属性
　このセクションでは、上記で基本要素において説明された能力の属性を更に説明する。
【００９０】
　関連動作は、任意のタイプのワイヤレス通信を含むことができ、例えば、無線信号を受
信すること、１つまたは複数の測定を実行すること、チャネル推定（例えば、報告、干渉
推定、受信機設定、測定の実行等に用いる）を実行すること、スペクトルを検知すること
、データ、制御を受信および／または送信すること等のうちの任意の１つまたは複数を含
むことができる。
【００９１】
　測定は、ＵＬ測定、ＤＬ測定、または（例えば、デバイスツーデバイス通信またはディ
スカバリーにおける）別のワイヤレスデバイスからの無線信号に対する測定とすることが
できる。測定は更に、１方向測定（例えば、ＤＬ信号に対してのみまたはＵＬ信号に対し
てのみ）、２方向測定（例えば、ＲＴＴすなわちラウンドトリップタイム、ＵＥ　Ｒｘ－
Ｔｘ（受信－送信）、ｅＮｏｄｅＢ　Ｒｘ－Ｔｘ（受信－送信）等）、または、２０１１
年６月１３日に出願された、米国特許出願第６１／４９６、３２７号「Ｍｅｔｈｏｄ　ａ
ｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒｉｎｇ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｔｉ
ｍｉｎｇ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　Ｉｎｖｏｌｖｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｆａｒｉｏｕｓ
　Ｌｉｎｋｓ」において更に詳細に説明される多様リンク（ｍｕｌｔｉｆａｒｉｏｕｓ　
ｌｉｎｋｓ）等の多様リンクに対する測定とすることができる。この文献の開示は参照に
よりその全体が本明細書に援用される。測定は、１つまたは複数の無線リンクを測定する
こと（例えば、ＴＤＯＡすなわち到達時間差測定、および２つ以上の無線リンクを伴う多
様リンクに対する測定）を含むことができる。測定は、例えば、タイミング測定、受信信
号測定、受信品質測定、方向測定、チャネル状態測定等とすることができる。測定は、１
つまたは複数の目的、例えばＲＲＭ（無線リソース管理）、モビリティ、ＳＯＮ、測位、
ＭＤＰ、干渉協調、受信機チューニング等のために行うことができる。測定は無線ノード
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によって内部で用いることもできるし、別のノードに報告することもできる。別のノード
に報告することができる測定のいくつかの更なる例は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１４「Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ；Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ」の、
２０１１年３月３０日のＶ１０．１．０等のあらゆるバージョンに見ることができる。こ
の文献の開示は参照によりその全体が本明細書に援用される。
【００９２】
　様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有するセルが、同じキャリア周波数に属すること
もできるし、異なるキャリア周波数に属することもでき、ひいては同じ周波数帯域に属す
ることもできるし、異なる周波数帯域に属することもでき、全てが（例えば、マルチキャ
リア、ＣｏＭＰすなわち協調マルチポイント等）におけるＵＥのサービングセルとするこ
ともできるし、全てがＵＥのサービングセルおよび近傍セルの任意の組合せとすることも
できるし、全てがＵＥの近傍セルとすることもできる。
【００９３】
　いくつかの実施形態では、基本要素において説明された能力は、サポートされるＵＬ／
ＤＬサブフレーム設定のサブセット、または更には、異なるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定
を有するシナリオでは、（例えば、２つ以上のセルおよび／または２つ以上の無線ノード
における）サポートされるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の組合せを更に含むことができる
。
【００９４】
　他の実施形態では、基本要素において説明された能力は、動的に設定することができる
全てのＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の組、または更には、動的に設定することができる全
てのＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の組合せの組を更に含むことができる。
【００９５】
　更に他の実施形態では、基本要素において説明された能力は、ＵＬ／ＤＬサブフレーム
の変化しない組または共通組を更に備えることができる。また他の実施形態では、能力は
、ＵＬ／ＤＬサブフレームの柔軟な組、または可変のＵＬ／ＤＬサブフレームの組を含む
ことができる。
【００９６】
　更なる実施形態では、基本要素において説明された能力は、以下の追加の属性のうちの
任意の１つまたは複数を更に含むことができる：
　・ノードが、異なるセルにおける様々な静的またはダイナミックＵＬ／ＤＬサブフレー
ム設定の、全てではないが２つ以上の組合せをサポートすることができる能力。この組合
せは、例えば以下である：
　　・同じ切換ポイント周期（ｓｗｉｔｃｈ－ｐｏｉｎｔ　ｐｅｒｉｏｄｉｃｉｔｙ）を
有する設定を含む組合せ；
　　・少なくともＫ１個のＤＬサブフレームおよび／または少なくともＫ２個のＵＬサブ
フレームを有する設定を含む組合せ；
　　・最大でＫ３個のＤＬサブフレームおよび／または最大でＫ４個のＵＬサブフレーム
を有する設定を含む組合せ；
　　・並列に動作させることができるサポートされるＲＦ帯域の組合せによって決まる組
合せ；
　・ノードが、動的に（例えばある種の周波数変化または周期を有して）変化し得る様々
なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定での動作をサポートすることができる能力；
　・ノードが、例えば、ノードによってサポートされるＲＦ帯域またはＲＦ帯域の組合せ
、セルのＲＦ帯域間の周波数分離、２つのＵＬ／ＤＬ設定間の干渉分離レベル、またはＲ
Ｆガードバンド（例えば、ＲＦ帯域４２および４３に能力が適用されない場合がある）に
応じて決まる、セルが動作する周波数の周波数特性に依拠して、様々なＵＬ／ＤＬサブフ
レーム設定でセルにおける動作をサポートすることができる能力；
　・ノードが、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定でセルにおける動作を実行するために
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、エンハンストレシーバーの同じ組合せまたは異なる組合せをサポートすることができる
能力；
　・ＣＡを用いるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定のリストからからの２つ以上。リストは少
なくとも１つのセル（必ずしも２つのセルの組合せではない！）についてサポートされる
ＵＬ／ＤＬサブフレーム設定のリストを含む；
　・ＣＡを用いないＵＬ／ＤＬサブフレーム設定のリストからの２つ以上；
　・高ＵＥアクティビティまたは低ＵＥアクティビティ状態におけるＵＬ／ＤＬサブフレ
ーム設定のリストからの任意の２つ以上。高アクティビティ状態の例は、ＲＲＣ（無線リ
ソース制御）コネクテッドステート、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ（セル専用チャネル）ステート（
ＲＡＴ間Ｅ－ＵＴＲＡ測定の場合）である。低アクティビティ状態の例は、ＲＲＣ＿ＩＤ
ＬＥステート、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ／ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨステート（ＲＡ
Ｔ間Ｅ－ＵＴＲＡ測定の場合）である；
　・特定の１つまたは複数の測定（例えば、タイミング測定、受信信号強度または受信信
号品質測定、方向測定、複数のリンクを含む測定等）のためのＵＬ／ＤＬサブフレーム設
定のリストからの任意の２つ以上；
　・特定の目的、例えば測位、モビリティ、無線リンクモニタリング、ＲＲＭ、ＭＤＴ、
ＳＯＮ、ネットワーク計画等のためのＵＬ／ＤＬサブフレーム設定のリストからの任意の
２つ以上；
　・特定の測位測定（例えば、タイミング測定、ＵＥ　Ｒｘ－Ｔｘ、ｅＮＢ　Ｒｘ－Ｔｘ
、ＲＴＴ、ＲＳＴＤまたは参照信号時間差、ＵＬ　ＲＴＯＡまたは相対到達時間、受信信
号強度または受信信号品質等）、または特定の測位方法（例えば、Ｅ－ＣＩＤすなわちエ
ンハンストセルアイデンティティ、ＯＴＤＯＡ、ＵＴＤＯＡ、ハイブリッド測位、ＡＥＣ
ＩＤすなわちアダプティブエンハンストセルアイデンティティ、パターンマッチング、Ｒ
Ｅフィンガープリンティング等）のための上記のうちの任意の１つまたは複数。
【００９７】
能力情報の拡張されたシグナリング
　基本要素において説明され、上記で「ＵＬ／ＤＬサブフレーム設定に関連する無線ノー
ドの能力の属性」と題するセクションにおいて説明された能力を得るための１つの手法は
、シグナリング（例えば、より高い層、物理層、またはそれらの組合せ；個別、マルチキ
ャストまたはブロードキャスト；直接または別のノードを介する）によるものである。
【００９８】
　本明細書におけるいくつかの実施形態によれば、（第１の）無線ノード（例えば、ワイ
ヤレスデバイスまたは無線ネットワークノード）は、基本要素において説明された能力を
維持し、この能力を第２のノードに直接または別のノードを介して（例えば、基地局およ
び／またはＲＮＣおよび／またはＭＭＥおよび／または測位ノードまたは更には別の無線
ノードを介して）シグナリングする。シグナリングは、明示的（例えば、サポートされる
設定を含む）または暗黙的（例えば、上記能力に基づく推奨される設定、これによって能
力またはサポートされる設定の少なくともサブセットを間接的に示す）とすることができ
る。
【００９９】
　いくつかの実施形態は、例えば以下のうちの１つまたは複数をカバーすることができる
。
　・様々なＵＬ／ＤＬ設定をサポートするワイヤレスデバイス能力→ワイヤレスデバイス
、
　・様々なＵＬ／ＤＬ設定をサポートするワイヤレスデバイス能力→測位サーバ、
　・様々なＵＬ／ＤＬ設定をサポートする無線ネットワークノード（例えば、ｅＮｏｄｅ
Ｂ、ＬＭＵ等）自身の能力→測位サーバまたはＬＭＵ、
　・様々なＵＬ／ＤＬ設定をサポートする別の無線ノードの能力の無線ノード（例えば、
ワイヤレスデバイス、ｅＮｏｄｅＢ、ＬＭＵ等）能力を通知する→測位サーバまたはＬＭ
Ｕ、
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　・２ステップチェーン：様々なＵＬ／ＤＬ設定をサポートする無線デバイス能力→測位
サーバ→任意の他のノードへ（例えば、ＬＭＵまたは非サービングｅＮｏｄｅＢ）。
【０１００】
　能力は、（例えば第２のノードから送信される）要求時に、または、例えばトリガー条
件、トリガーイベント（例えば、オンへの切換え、ネットワークにおける登録またはネッ
トワークアタッチ、インタフェースまたは接続セットアップ中の別のノードとのハンドシ
ェーク、ハンドオーバ等）時、もしくはセッションセットアップ中に要求されずに提供す
ることができる。
【０１０１】
ＵＬ／ＤＬ設定に関する無線ノードの能力の自律的取得
　この実施形態によれば、第２のノード（例えば、ワイヤレスデバイス、無線ネットワー
クノードまたはネットワークノード）は、基本要素において説明された第１の無線ノード
（例えば、ワイヤレスデバイス、無線ネットワークノード）の能力を自律的に（例えば、
第２のノードに向けられるか別のノードに更に送信するための設定報告、受信した測定応
答を解析することにより学習することによって、または測定を実行することによって）取
得する。
【０１０２】
　１つの例では、第２のノードは、基本要素において説明された能力に基づいて、第１の
ノードから推奨される測定設定を受信する。
【０１０３】
　別の例では、無線ネットワークノードは、１つまたは複数の無線ノードから１つまたは
複数の測定報告を受信し、受信した測定報告に基づいて、少なくとも１つの近傍無線ノー
ドまたはセルのＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を判断する。判断された設定は、ワイヤレス
デバイスに記憶することができ、以下で説明するように更に用いることができる。
【０１０４】
　更に別の例では、ネットワークノードは１つまたは複数の無線ノードから１つまたは複
数の測定報告を受信し、受信した測定報告に基づいて、第１のノードによって測定されお
よび／または第１のノードを含む少なくとも１つの無線ノードのＵＬ／ＤＬサブフレーム
設定を判断する。判断された設定は、ワイヤレスデバイスに記憶することができ、以下で
説明するように更に用いることができる。
【０１０５】
　更に別の例では、第２のノードは第１のノードからメッセージを受信し、このメッセー
ジは第１のノードまたは別のノードのＵＬ／ＤＬ設定を含む。
【０１０６】
　更に別の例では、ワイヤレスデバイス（第２のノード）は、セルに対し測定を実行し、
（例えば所定の信号を検出するかまたは相関を行うことによって）セル内で設定されるＵ
Ｌ／ＤＬ設定を判断る。判断された設定は、ワイヤレスデバイスに記憶することができ、
以下で説明するように更に用いることができる。この設定は、別のノードに更にシグナリ
ングするかまたは内部で用いることもできる。
【０１０７】
取得した第１のノードの能力情報の使用方法
　１つの実施形態では、上記で説明されたように第２のノードによって取得された無線ノ
ードの能力を、例えば以下で説明するように第２のノードによって更に用いることができ
る。
【０１０８】
　１つの実施形態では、能力を受信する第２のノードは、この能力を、無線動作タスク、
例えば以下のうちの１つのために用いることができる。
　・別のノード（例えば、Ｏ＆Ｍ、ＳＯＮ等）へのシグナリング；
　・ＲＲＭ；
　・モビリティ；
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　・ＳＯＮ；
　・Ｏ＆Ｍ；
　・ＭＤＴ；
　・ネットワーク管理タスク（複数の場合もある）、例えば、最大出力電力等のネットワ
ーク設定パラメータのチューニング；
　・無線ノードのためのＣＡ設定の選択；
　・無線ノードのためのＣｏＭＰクラスタの設定；
　・時間整合または同期制御（例えば、ＴＡすなわちタイミングアドバンスコマンド）；
　・無線ノードまたは別のノード（例えば、無線ノードの無線送信に対する測定を実行す
るノード）への測定設定パラメータの選択およびシグナリング／推奨；
　・例えばＯＴＤＯＡとＥ－ＣＩＤとの間での測位方法選択。例えば、ＵＥが現在ネット
ワークによっても用いられている周波数帯域において様々なＵＬ／ＤＬ設定をサポートす
る能力をサポートしている場合、測位ノードはＯＴＤＯＡを選択することができる；
　・測定のためのキャリア選択；
　・取得した能力情報に対して適応的に、一定の送信設定を要求、または測位測定のため
に用いられるべき無線信号の送信を設定（例えば、一定の参照信号設定を選択し、ＤＬ測
定のためのＰＲＳまたはＵＬ測定のためのＳＲＳを設定）；
　・測定または測定セッション（例えば、測位セッション）がハンドオーバまたはセルも
しくはキャリア変更後に継続することができることを確保；
　・第１の無線ノードの取得した能力情報に対して適応的に、第１の無線ノードまたは別
の無線ノードの測定／送信／受信手順（例えば、測定、測定帯域幅、被測定信号、被測定
セル、測定が実行されるべき時点、測定のためのキャリア、測定周期性）を設定；
　　・測定／送信／受信手順を用いて設定されたノードは、設定したノードから設定を受
信することができる。設定したノードは第１のノードと異なる場合があり、受信した設定
に基づいて測定送信／受信を実行する；
　　・設定は、測定を実行するノードまたは別のノードによって行うことができる（例え
ば、Ｅ－ＳＭＬＣが１つまたは複数のＬＭＵを設定する）；
　・取得した能力情報に適応的に依拠して、測定ノードに送信される支援情報に示される
セルまたは無線ノードを選択、例えばＯＴＤＰＡ支援データ内に含めるためのセルを選択
（選択された無線ノードの能力が受信側のワイヤレスデバイスの能力と合致するようにす
る）、またはワイヤレスデバイスによって送信される無線信号に対するＵＬ測定を実行す
るための無線ノード（例えば、ＬＭＵまたは他のワイヤレスデバイス）を選択（選択され
た無線ノードの能力が送信側のワイヤレスデバイスの能力と合致するようにする）；
　・ノードが様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定をサポートする能力および様々なリンク
またはセルにおいて現在設定されているＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を考慮に入れながら
、測定ノード（例えば、ＵＥ、ｅＮｏｄｅＢ、ＬＭＵ等）における測定手順を設定。測定
ノードは第１のノードとすることができ、上記設定は１つまたは複数の判断基準に基づく
。そのような基準の例は、以下を含む：
　　・より短い測定期間等の、最も切迫した所定の測定要件につながる測定設定の送信。
これは、異なるセルにおけるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定間に大幅な差があるときに、よ
り大きな測定帯域幅を設定することによって達成することができる。
【０１０９】
第２の実施形態：様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を用いて測定を実行し、関連する要
件を満たす方法
　説明のはじめに、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を概略的に説明する。本明細書に
記載の実施形態は、他の実施形態と組み合わせることもできる。
【０１１０】
　提案される実施形態のこの態様は、例えば「様々なＵＬ／ＤＬ設定に関する能力情報を
取得し用いる方法」と題するセクションにおいて記載された様々なおよび／またはダイナ
ミックＵＬ／ＤＬサブフレーム設定に関する利用可能な能力情報に基づいて、任意の他の
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態様と組み合わせることができる。上記で説明した実施形態におけるように、この実施形
態は、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定が同じままであるか否かまたはそれらが動的に
変更／再設定されるか否かに関わらず適用することができる。更に、この態様は測位のた
めの測定に適用することができるが、測位に限定されず、例えばＲＲＭ測定、ＳＯＮ、Ｍ
ＤＴ、モビリティ、干渉協調の拡張、ＣＡの拡張、ヘテロジニアス配置の拡張等にも適用
することができる。
【０１１１】
　提案される実施形態のこの態様は、特に、少なくとも送信／受信にわたるある時間中の
、異なるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有する２つのリンクに対する測定に適用すること
ができる。２つのリンクは通常、異なるセルに関連付けることができ、異なるセル識別子
またはノード識別子によってＵＥにより識別することができる。２つのリンクは複数のリ
ンク間で同じセルＩＤを共有する同じセルに属することもできる。別の例では、異なるリ
ンクは、異なるアンテナまたは異なる送信／受信エンティティに関連付けることができる
。異なるアンテナおよび／または異なるエンティティは、異なる無線ノード（例えば、２
つ以上のＲＲＨに接続された基地局ＢＳまたは複数のアンテナを備えるワイヤレスデバイ
ス／端末）に属する場合もあるし、属さない場合もある。異なるリンクは、リンク固有の
参照信号シーケンス、例えばチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）によって異なる
リンクとして一意に識別することができる。異なるリンクは、異なる無線チャネル特性、
例えば、遅延スプレッド、ドップラシフト、チャネル利得等も有することができる。本明
細書における実施形態は、使用時に、異なるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定および／または
実際のＵＬ／ＤＬサブフレーム設定に関する能力情報を利用する（能力情報の取得を開始
する）ことができる。
【０１１２】
異なるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有するリンクに対して実行される測定を実行する方
法
　本明細書におけるいくつかの実施形態によれば、方法を無線ノード（例えば、ワイヤレ
スデバイスまたは無線ネットワークノード）で実施することもできるし、「第１の実施形
態：様々なＵＬ／ＤＬ設定に関する能力情報を取得し用いる方法」と題するセクションに
おいて上記で説明された第１の実施形態において説明された能力を起動する測定を実行お
よび／または設定する他のネットワークノード（例えば、測位ノード、ＳＯＮ、ＭＤＴノ
ード、ＲＮＣ、ｅＮｏｄｅＢ、中継器、ＢＳ、ＬＭＵ等）で実施することもできる。測定
を実行する無線ノードおよび／または測定を設定するノードは、以下とすることができる
：
　・様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を設定するノードと同じノード。例えばｅＮｏｄ
ｅＢが様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を設定し、測定を実行することができ、および
／もしくは様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を用いた測定によりＵＥを設定することが
できる。または、
　・様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を設定するノードと異なるノード。例えば、ｅＮ
ｏｄｅＢが様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を設定するのに対し、測位測定によりＵＥ
を設定する測位ノードである。
【０１１３】
　測定ノードは、第１の実施形態において説明された能力を有するノードとすることもで
きる。
【０１１４】
第１の実施形態において説明された能力を起動するそのような測定のいくつかの非限定的
な例：
　・２つのリンクの絶対測定（例えば、受信信号強度または品質）；
　・サービングセルと近傍セルとの間、ＣＡにおける２つのサービングセル間等の２つの
リンク間の相対信号測定（例えば、相対ＲＳＲＱすなわち参照信号受信品質、および相対
ＲＳＲＰすなわち参照信号受信電力の測定）等；



(25) JP 6178432 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

　・多様の無線リンク（ｍｕｌｔｉｆａｒｉｏｕｓ　ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋｓ）（例えば
、ＲＴＴ、ＵＥ　Ｒｘ－Ｔｘ、ｅＮｏｄｅＢ　Ｒｘ－Ｔｘ等）を伴う二方向タイミング測
定；
　・２つの無線リンク間の示差測定（例えば、ＲＳＴＤすなわち参照信号時間差等の到達
時間差）、および／または、
　・第１の実施形態に関して上記で与えた測定の説明も参照されたい。
【０１１５】
様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を用いて所定の要件を満たす方法
　測定ノード（例えば、ＵＥ、無線ネットワークノード等）は、セルに対して実行される
測定または様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定とのリンクに関連付けられた１つまたは複
数の所定の要件を満たすことを必要とされる場合がある。所定の要件は、通常、１つまた
は複数の所定の規則、条件等によって表すことができる。
【０１１６】
　所定の規則および／または所定の要件は、特定のタイプの測定（例えば、ＲＳＲＰすな
わち参照信号受信電力、ＣＳＩすなわちチャネル状態情報等）、測定のグループ（例えば
、モビリティ関連またはＲＳＴＤ等の測位関連）、または全ての測定に適用可能とするこ
とができる。所定の規則および／または要件は、測定のタイプが異なると異なることもで
きる。要件は、測定が行われる信号のアクティビティ要因（例えば、ＰＲＳすなわち測位
参照信号の周期性、ＣＳＩ－ＲＳすなわちＣＳＩ参照信号の密度等）および／またはＵＥ
のアクティビティレベル（例えば、ＤＲＸすなわち間欠受信サイクル、ＤＴＸすなわち間
欠送信サイクル等）に依拠することもできる。
【０１１７】
　所定の要件のいくつかの例は、測定精度要件、測定時間要件（例えば、測定期間、測定
報告遅延、セル識別遅延等）、チャネル復調要件、ＣＳＩ報告要件（例えば、ＣＱＩすな
わちチャネル品質インジケータ、ＰＭＩすなわちプレコーディングマトリックスインジケ
ータ、ＲＩすなわちランクインジケータ等）、ＲＬＭ（無線リンクモニタリング）要件（
例えば、非同期評価期間（ｏｕｔ　ｏｆ　ｓｙｎｃ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｐｅｒｉｏ
ｄ）、同期評価期間（ｉｎ　ｓｙｎｃ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｐｅｒｉｏｄ）等）、セ
ル識別要件、任意の要件を適用可能な信号受信レベルおよび／または信号品質レベル、測
定期間にわたって測定が行われるセル数またはリンク数等を含むことができる。要件は、
周波数内測定、周波数間測定またはＲＡＴ間測定に関するものとすることができる。
【０１１８】
　測定ノードが、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定で動作するセルまたはリンクに対し
測定を実行するときに１つまたは複数の所定の要件を満たすことを確実にするために規定
することができる所定の規則および／または条件のいくつかの例を以下に説明する。以下
の所定の規則または条件は、特定の測定のための所定の要件の１つまたは任意の組合せに
適用することができる。例えば、測定期間のみに適用し、測定精度には適用しないことが
できる。別の例では、測定されるセル数のみに適用し、他の測定要件には一切適用しない
ことができる。以下で述べる所定の要件を統制する所定の規則または条件の１つまたは任
意の組合せが測定ノードによって満たされなくてはならない場合がある。
　・測定ノードは、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有するセルまたはリンクに対し
て行われる測定に関する所定の要件の第２の組を満たさなくてはならない。要件の第２の
組は、要件の第１の組よりも緩和されている（またはより厳密でない）。例えば、要件の
第２の組は、要件の第１の組において用いられる測定期間よりも長い測定期間により特徴
付けることができる。要件の第１の組は、測定が行われる全てのセルに対し同じＵＬ／Ｄ
Ｌサブフレーム設定が用いられるときに満たされるべきであることが要求される。１つの
例では、第２の組および第１の組は、それぞれ４００ｍｓの測定期間および２００ｍｓの
測定期間を用いることができる。別の例では、測定期間は同じ（例えば、２００ｍｓ）と
することができるが、別の１つまたは複数の所定の要件を緩和することができる。例えば
、ＵＥによって測定されるべきであることが要求される、識別されるセルの数（すなわち
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、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ測定数）が、例えば特定のキャリア周波数において８つのセルから
４つのセルに低減される。
　　・この要件は、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定が用いられないときと比較して、
様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定が用いられるとき、更に緩和することができ（例えば
、より長い測定時間、より低い精度、報告イベントまでのより長い時間等）、または様々
なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定が用いられるとき、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の
（一定の条件を満たす）サブセットにのみ適用することができる。
　・測定ノードは、フレームあたりの最小ＤＬサブフレーム数を有する２つのＵＬ／ＤＬ
サブフレーム設定のうちの１つに対応する要件を満たすものとする。
　・測定ノードは、フレームあたりの最小ＵＬサブフレーム数を有する２つのＵＬ／ＤＬ
サブフレーム設定のうちの１つに対応する要件を満たすものとする。
　・測定ノードは、フレームあたりの最小測定可能サブフレーム数を有する２つのＵＬ／
ＤＬサブフレーム設定のうちの１つに対応する要件を満たすものとする。測定サブフレー
ムは、特定の測定、例えば、ＰＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳ、新たなキャリアタイプにおけるＲＳ
等のためにＵＥによって用いられる信号を含む。
　・測定ノードは、測定、例えば周波数内測定、マルチキャリアでのプライマリキャリア
および／またはセカンダリキャリアにおけるセルに対する測定等が測定ギャップなしで行
われるならば、異なるセルにおける同じＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の場合について規定
されるレガシー要件を満たすものとする。
　・測定ノードは、測定が、エンハンストレシーバーを用いて測定ノードによって実行さ
れるか、または特定のタイプのエンハンストレシーバー（例えば、ＣＲＳ　ＩＣ（セル固
有参照信号干渉キャンセレーションとも呼ばれる）対応受信機、）を用いて実行され、か
つ／またはネットワークから支援データ／情報が受信されるエンハンストレシーバーによ
って実行されるならば、異なるセルにおける同じＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の場合につ
いて規定されるレガシー要件を満たすものとする。
　・測定ノードは、測定、例えば周波数間測定、ＲＡＴ間測定等が測定ギャップを用いて
行われるならば、異なるセルにおける異なるＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の場合について
規定される要件の第２の組を満たすものとする。
　・測定ノードが測定を実行している間に任意の一方または両方のＵＬ／ＤＬサブフレー
ム設定が変更される場合、測定ノードは、以下の規則のうちの１つまたは複数による要件
を満たすものとする；
　　・測定ノードは進行中の測定を継続しなくてはならない；
　　・測定ノードは、測定期間または測定時間中の最小ＤＬサブフレーム数を有するＵＬ
／ＤＬサブフレーム設定に対応する要件を満たし、かつ／または、
　　・測定ノードは、測定期間または測定時間中の最小ＵＬサブフレーム数を有するＵＬ
／ＤＬサブフレーム設定に対応する要件を満たすものとする；
　　・測定要件は、測定期間または測定時間中のＵＬ／ＤＬサブフレーム設定の全ての変
化に起因する遅延時間または再設定時間を含むものとする。
　・要件は、任意の１つまたは複数の条件、例えば以下の条件のうちの１つまたは複数が
満たされているならば、測定ノードによって満たされるべきであることが要求される：
　　・ＵＬ／ＤＬ設定は、一定の測定（例えば、最も長い時間がかかるかまたはより高い
複雑度を要求する）の１つの測定期間よりも頻繁に変更されない；
　　・ＵＬ／ＤＬ設定は、時間ｔ１を用いてまたはＴ１以上の周期を用いてＮ回（例えば
、Ｎ＝１または２）よりも頻繁に変更されない；
　　・ＵＬ／ＤＬ設定は、時間ｔ２以内にまたはＴ２未満の周期を用いて少なくともＭ回
（例えば、Ｍ＝１または２）変更される；
　　・少なくともｔ３だけ事前に、次の変化が生じるときを知る；
　　・必要な支援データが利用可能になった後の変化または測定／受信の開始の前に、測
定または受信ノードに必要な支援データが利用可能になる；
　　・（例えば測定時間内および／または無線フレームもしくは１０ｍｓ等の全てのより
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短い期間中の測定について）様々なＵＬ／ＤＬ設定のそれぞれの中で十分な数のＤＬおよ
び／またはＵＬサブフレームが利用可能である、例えば、
　　　・被測定セル（例えば、ＯＴＤＯＡ測位の場合、基準セルおよび測定される近傍セ
ル）におけるＤＬサブフレーム数の最小値が閾値を超えている、または言い換えれば、こ
の条件を満たす設定のみが適用可能な設定である；
　　・様々なＵＬ／ＤＬ設定について、十分な数の重なり合う（同時に設定される）ＤＬ
および／またはＵＬサブフレームが利用可能である；
　　・様々なＵＬ／ＤＬ設定のそれぞれについて、十分な数の連続ＤＬおよび／またはＵ
Ｌサブフレームが利用可能である。
【０１１９】
　上記において、上記確実にすることは、例えば以下のうちの１つまたは複数を更に含む
ことができる；
　・測定ノードについて、その動作を説明された要件を満たすように適合させる、例えば
、受信機設定、測定手順、アクティビティ状態等のうちの１つまたは複数を適合させる；
　・別のノードについて、所定の規則（例えば、条件のうちの１つまたは複数を満たす）
に従って支援データを提供し、測定ノードが説明された要件を満たすことができることを
確実にする；
　・別のノードについて、無線信号送信を設定／スケジューリングし、測定ノードが説明
された要件を満たすことができることを確実にする；および、
　・別のノードについて、測定を実行するための受信機パラメータを設定し、測定ノード
が説明された要件を満たすことができることを確実にする。
【０１２０】
第３の実施形態：ＵＬ／ＤＬ設定に関する無線ノードの能力をシグナリングし、その能力
を用いて動作する、無線ノードにおける方法
　ここで記載する実施形態は他の実施形態と組み合わせることができる。様々なＵＬ／Ｄ
Ｌサブフレーム設定は、明細書のはじめに概略的に説明されたとおりである。
【０１２１】
　この実施形態では、無線ノード（例えば、ワイヤレスデバイスまたは無線ネットワーク
ノード）は、以下の例示的なステップを実施することによって、第１の実施形態において
説明された、無線ノードの能力の使用を伴う少なくとも１つの動作を実行する：
　ステップ１：基本要素において説明された自身の能力を第２のノード（例えば、ワイヤ
レスデバイス、無線ネットワークノードまたは測位ノード）にシグナリングする。シグナ
リングは、従来のシグナリングにより（ステップ２の解説を参照）、および／または「能
力情報の拡張されたシグナリング」と題するセクションにおいて記載された実施形態を用
いて行うことができる。
　ステップ２：第３のノード（例えば、ワイヤレスデバイス、無線ネットワークノード、
ＬＭＵ、測位ノード）から、基本要素において説明された無線ノードの能力の使用を伴う
動作の設定を受信する。上記設定は、無線ノードが上記能力をサポートするならば、送信
される。ここで、無線ノードがワイヤレスデバイスであり、かつ第２のノードおよび第３
のノードが異なるか；または無線ノードがワイヤレスデバイスであり、かつ第２のノード
が第３のノードと同じであり、無線ノードをサービングしているｅＮｏｄｅＢではないか
；または無線ノードがワイヤレスデバイスでなく（例えば、ｅＮｏｄｅＢ、ＬＭＵ等であ
る）、かつ第２のノードおよび第３のノードが異なる場合も異ならない場合もある。
　ステップ３：基本要素において説明された自身の能力の使用を伴う少なくとも１つの動
作を実行する（例えば、測定を実行する）。ステップ３は第２の実施形態からの実施形態
と組み合わせることもでき、例えば、１つまたは複数の所定の要件を満たしている間、上
記少なくとも１つの動作を実行することもできる。
【０１２２】
提案される実施形態の利点
　提案される実施形態のいくつかの実施態様によって以下のように利点を提供することが



(28) JP 6178432 B2 2017.8.9

10

20

30

40

50

できる。ネットワークは、測定ノードが、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定で動作する
セルに対し測定を行うことができる能力を認識することを可能にされ得る。測定ノードは
、様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有するセルに対し測定を実行するときに所定の要
件を満たすことを可能にされ得る。これによって、ひいては、システム性能全体を改善す
ることができる。ネットワークは、測定ノードが様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を有
するセルに対し実行する測定の性能を認識することを可能にされ得る。これによって、ひ
いては、トラフィック需要に従って様々なＵＬ／ＤＬサブフレーム設定を設定することが
できるので、更なるネットワーク動作柔軟性につながり得る。
【０１２３】
例示的な実施形態
　説明された実施形態は、任意の適切な通信規格をサポートする任意の適切な電気通信シ
ステムにおいて、任意の適切なコンポーネントを用いて実施することができるが、説明さ
れた実施形態のうちの特定の実施形態は、図４～図６に示すネットワーク等のＬＴＥネッ
トワークにおいて実施することができる。
【０１２４】
　上記で示すように、例示的なネットワークは、ワイヤレスデバイスの１つまたは複数の
実例（例えば、従来のユーザ機器ノード（ＵＥ）、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）および／
またはマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）ＵＥ）と、ワイヤレスデバイス間またはワイヤレスデ
バイスと別の通信デバイス（地上電話等）との間の通信をサポートするのに適した任意の
追加の要素とともにこれらのワイヤレスデバイスと通信することが可能な１つまたは複数
の無線ネットワークノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢまたは他の基地局）とを含むことがで
きる。示されるワイヤレスデバイスは、ハードウェアおよび／またはソフトウェアの任意
の適切な組合せを含む通信デバイスを表すことができ、これらのワイヤレスデバイスは、
特定の実施形態において、図７により詳細に示される例示的なワイヤレスデバイス等のデ
バイスを表すことができる。同様に、示された無線ネットワークノードは、ハードウェア
および／またはソフトウェアの任意の適切な組合せを含むネットワークノードを表すこと
ができ、これらのノードは、特定の実施形態では、図８により詳細に示される例示的な無
線ネットワークノード等のデバイスを表すことができる。
【０１２５】
　図７に示すように、例示的なワイヤレスデバイスＵＥは、プロセッサ７０３と、メモリ
７０５と、送受信機７０１と、アンテナ７０７とを備える。特定の実施形態では、ＵＥ、
ＭＴＣ／Ｍ２Ｍデバイス、および／または任意の他のタイプのワイヤレスデバイスによっ
て提供されるような上記で説明された機能のいくつかまたは全てを、図７に示すメモリ７
０５等のコンピュータ可読媒体上に記憶された命令を実行するデバイスプロセッサ７０３
によって提供することができる。ワイヤレスデバイスＵＥの代替的な実施形態は、図７に
示すコンポーネントに加えて、デバイスの機能のいくつかの態様を提供する役割を果たす
ことができる追加のコンポーネントを備えることができる。この追加のコンポーネントは
、上記で説明された機能および／または上記で説明された実施形態をサポートするのに必
要／有用な任意の機能のうちの任意のものを含む。図８に示すように、例示的な無線ネッ
トワークノードｅＮｏｄｅＢは、プロセッサ８０１と、メモリ８０３と、送受信機８０５
と、アンテナ８０７とを備える。無線ネットワークノードｅＮｏｄｅＢは、無線アクセス
ネットワークＲＡＮの他の要素／ノードと接続する通信を提供するネットワークインタフ
ェース８０９も備えることができる。特定の実施形態では、基地局、ノードＢ、拡張型ノ
ードＢ、および／または任意の他のタイプのネットワークノードによって提供されるもの
として上記で説明された機能のうちのいくつかまたは全てを、図８に示すメモリ８０３等
のコンピュータ可読媒体上に記憶される命令を実行するノードプロセッサ８０１によって
提供することができる。無線ネットワークノードｅＮｏｄｅＢの代替的な実施形態は、上
記で特定した機能、および／または上記で説明された実施形態をサポートするのに必要／
有用な任意の機能のうちの任意のものを含む、追加の機能を提供する役割を果たす追加の
コンポーネントを含むことができる。
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【０１２６】
　図９は、いくつかの実施形態による図７のワイヤレスデバイスＵＥの動作を示すフロー
チャートである。例えば、ワイヤレスデバイスＵＥは、少なくとも第１のアップリンク／
ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設
定に従って無線アクセスネットワークにおいて動作することができ、第１のアップリンク
／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム
設定は異なる。より詳細には、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定およ
び第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１のセルおよび第
２のセルにおける動作のために用いることができ、かつ／または第１のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定
は、重複しない時点に第１のセルまたは第２のセルにおいて用いることができる。上記で
説明したように、ワイヤレスデバイスＵＥは、無線アクセスネットワークの無線ネットワ
ークノードｅＮｏｄｅＢと通信するように設定される送受信機７０１と、送受信機に接続
されたプロセッサ７０３とを備えることができ、プロセッサ７０３は、例えばメモリ７０
５に記憶することができるコンピュータプログラム命令を実行するように設定することが
できる。プロセッサ／送受信機７０３／７０１のそのような動作を、以下で図９に関して
より詳細に説明する。
【０１２７】
　ブロック９０１において、プロセッサ７０３は能力情報の要求を待つことができる。プ
ロセッサ７０３は、ブロック９０１において、無線インタフェースを介して送受信機７０
１を通じてプロセッサ７０３においてネットワークノード（無線アクセスネットワークの
基地局）から能力情報の要求を受信するのに応答して、ブロック９０３において能力メッ
セージをネットワークノードに送信することができる。能力メッセージは、第１のセルお
よび／または第２のセルに関する信号に対する無線動作を実行することに関するワイヤレ
ス端末ＵＥの能力を規定する。例えば、第１の無線ネットワークノードの能力は、ダイナ
ミックアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定で動作する能力を含むことができる
。
【０１２８】
　ブロック９０５において、プロセッサ７０３は、第１のアップリンク／ダウンリンクサ
ブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関
する設定メッセージを、ネットワークノードから送受信機７０１を通じて受信することが
できる。プロセッサ７０３は、ブロック９０５において設定メッセージを受信するのに応
答して、ブロック９０７において自身の設定を更新することができる。
【０１２９】
　いくつかの実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は
、周波数分割複信（ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／
ダウンリンクサブフレーム設定は、時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることが
できる。いくつかの他の実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレ
ーム設定は、第１の時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、第２の時分割複信（ＴＤＤ）サブフレー
ム設定とすることができる。更に他の実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリ
ンクサブフレーム設定は、第１の半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設
定とすることができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、第２の半
二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができる。更に他の実
施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、半二重周波数
分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定は、時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることがで
きる。更なる実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は
、半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、周波数分割複信（ＦＤＤ）サブフレーム
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設定とすることができる。
【０１３０】
　プロセッサ７０３は、ブロック９０９において、ネットワークノードから（送受信機７
０１を通じて）信号を送信および／または受信することに応答して、ブロック９１１にお
いて、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または第２のアップ
リンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関する設定メッセージに基づいて、第１のセル
および／または第２のセルとの間で送信および／または受信される信号に対する動作を実
行することができる。
【０１３１】
　いくつかの実施形態によれば、ブロック９１１において動作を実行することは、第１の
アップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウ
ンリンクサブフレーム設定に関する設定メッセージに基づいて測定を実行することを含む
ことができる。例えば、測定は、タイミング測定、受信信号測定、受信品質測定、方向測
定、チャネル状態測定および／または測位測定のうちの少なくとも１つを含むことができ
る。いくつかの他の実施形態によれば、設定メッセージに基づいてブロック９１１におい
て動作を実行することは、無線信号を受信すること、測定を実行すること、チャネル推定
を実行すること、スペクトルを検知すること、データを受信することおよび／またはデー
タを送信することのうちの少なくとも１つを含むことができる。
【０１３２】
　ブロック９１５において、プロセッサ７０３はブロック９１１の動作の結果を送信およ
び／または使用することができる。いくつかの実施形態によれば、プロセッサ７０３は、
ブロック９１５において、送受信機７０１を通じてワイヤレスチャネルを介して第２の無
線ノード（例えば、ネットワークノード）に動作結果を送信することができる。いくつか
の他の実施形態によれば、プロセッサ７０３は、ブロック９１５における設定メッセージ
に基づく動作の結果を用いて、測定報告、測位、セル再選択、無線リソース管理、自己組
織化、ドライブ試験の省力化、モビリティ、干渉協調および／または受信機チューニング
のうちの少なくとも１つを実行することができる。
【０１３３】
　プロセッサ７０３は、新たな設定メッセージがブロック９０５において受信されるまで
、同じ設定に従ってブロック９０９、９１１および／または９１５の動作を繰り返すこと
ができる。例えば、上記でブロック９０５および９０７に関して説明された第１の設定メ
ッセージは、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定を特定することができ
る。
【０１３４】
　プロセッサ７０３は、ブロック９０５において、無線ノードにおける動作のための第２
のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定を特定する第２の設定メッセージを受信
することに応答して、ブロック９０７において自身の設定を更新することができる。プロ
セッサ７０３は、ブロック９０９において送受信機７０１を通じてネットワークノードと
の間で信号が送信および／または受信されることに応答して、ブロック９１１において、
第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定を特定する第２の設定メッセージに
基づいて動作を実行することができる。例えば、プロセッサ７０３は、第２の設定メッセ
ージを受信する前に、ブロック９１１において、第１のアップリンク／ダウンリンクサブ
フレーム設定に基づいて測定を実行することができ、プロセッサ７０３は、第２の設定メ
ッセージを受信した後に、ブロック９１１において、第２のアップリンク／ダウンリンク
サブフレーム設定に基づいて測定を実行することができる。
【０１３５】
　図９の動作は、いくつかの実施形態による図７のワイヤレスデバイスＵＥの動作に関し
て上記で説明されたが、図９の動作は他の通信ノード（例えば、無線アクセスネットワー
クノード）において適用することもできる。
【０１３６】
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　図１０は、いくつかの実施形態による無線ネットワークノードｅＮｏｄｅＢの動作を示
すフローチャートである。例えば、無線ネットワークノードｅＮｏｄｅＢは、第１のアッ
プリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブ
フレーム設定による無線アクセスネットワークにおける動作をサポートすることができる
。ここで、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定と第２のアップリンク／
ダウンリンクサブフレーム設定とは異なる。第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレ
ーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、それぞれ第１の
セルおよび第２のセルにおける動作のために用いることができ、かつ／または第１のアッ
プリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および第２のアップリンク／ダウンリンクサブ
フレーム設定は、重複しない時間において第１のセルもしくは第２のセルにおいて用いる
ことができる。上記で説明したように、無線ネットワークノードは、ワイヤレスデバイス
ＵＥと通信するように設定される送受信機８０５と、この送受信機に接続されたプロセッ
サ８０１とを備えることができ、プロセッサ８０１は、例えばメモリ８０３に記憶するこ
とができるコンピュータプログラム命令を実行するように設定することができる。プロセ
ッサ／送受信機８０３／８０５のそのような動作は、図１０に関して以下でより詳細に説
明される。
【０１３７】
　ブロック１００１において、プロセッサ８０１は、（例えば、図９のブロック９０１に
関して上記で説明したように）送受信機８０５を通じてワイヤレスデバイスＵＥに能力情
報の要求を送信することができる。要求は、例えばワイヤレスデバイスＵＥが無線ネット
ワークノードｅＮｏｄｅＢとのサービスを開始することに応答して送信することができる
。ブロック１００３において、プロセッサ８０１は、第１のセルおよび／または第２のセ
ルに関する信号に対し無線動作を実行することに関するワイヤレス端末ＵＥの能力を取得
することができる。例えば、プロセッサ８０１は、能力情報の要求に応答してワイヤレス
デバイスＵＥから送受信機８０５を通じて能力メッセージを受信することによって、ワイ
ヤレスデバイスＵＥの能力を取得することができる。いくつかの他の実施形態によれば、
ワイヤレスデバイスＵＥはブロック１００１の要求を受信することに応答して能力メッセ
ージの送信を開始することができる。
【０１３８】
　プロセッサ８０３は、ブロック１００３においてワイヤレスデバイスＵＥの能力を取得
することに応答して、ブロック１００５において、送受信機８０５を通じてワイヤレスデ
バイスＵＥに設定メッセージを送信することができる。ここで、設定メッセージは第１の
アップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウ
ンリンクサブフレーム設定に関し、設定メッセージはワイヤレスデバイスＵＥにおける動
作の設定を規定する。更に、プロセッサ８０３は、ワイヤレスデバイスＵＥの能力に関す
る情報を別のネットワークノードに送信することができる。例えば、ワイヤレスデバイス
ＵＥの能力に関する情報は、ブロック１００３において能力を取得することに応答して送
信することができ、かつ／または、ワイヤレスデバイスＵＥの能力に関する情報は、ブロ
ック１００５において設定メッセージを送信する前／後／最中に送信することができる。
【０１３９】
　このため、ブロック１００３においてワイヤレスデバイスＵＥの能力を取得することは
、ワイヤレスデバイスＵＥから送受信機８０５を通じて能力メッセージを受信することを
含むことができる。ここで、能力メッセージは、第１のアップリンク／ダウンリンクサブ
フレーム設定および／または第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に関す
るワイヤレスデバイスＵＥの能力を規定する。例えば、ワイヤレスデバイスＵＥの能力は
、ダイナミックアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定とともに動作する能力を含
むことができる。
【０１４０】
　いくつかの実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は
、周波数分割複信（ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／
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ダウンリンクサブフレーム設定は、時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることが
できる。いくつかの他の実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレ
ーム設定は、第１の時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、第２の時分割複信（ＴＤＤ）サブフレー
ム設定とすることができる。更に他の実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリ
ンクサブフレーム設定は、第１の半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設
定とすることができ、第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、第２の半
二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができる。また他の実
施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、半二重周波数
分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のアップリンク／ダ
ウンリンクサブフレーム設定は、時分割複信（ＴＤＤ）サブフレーム設定とすることがで
きる。更なる実施形態によれば、第１のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は
、半二重周波数分割複信（ＨＤ－ＦＤＤ）サブフレーム設定とすることができ、第２のア
ップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定は、周波数分割複信（ＦＤＤ）サブフレーム
設定とすることができる。
【０１４１】
　ブロック１００７において、プロセッサ８０１は、ワイヤレスデバイスＵＥとの間で送
受信機８０５を通じて信号を送信／受信することができ、ブロック１００９において、プ
ロセッサ８０１は、タイミング測定、受信信号測定、受信品質測定、方向測定、チャネル
状態測定および／または測位測定のうちの少なくとも１つの測定の結果を受信することが
できる。より詳細には、プロセッサ８０１は、送信８０５を通じてワイヤレスデバイスＵ
Ｅから結果を受信することができる。結果は、ブロック１００７において送信／受信され
る信号に対応する。
【０１４２】
　ブロック１００７および１００９の動作は、ブロック１０１１において新たな設定が指
定されるまで、ワイヤレスデバイスＵＥのための同じ設定に従ってワイヤレスデバイスＵ
Ｅとの通信に関して繰り返すことができる。プロセッサ８０１は、ブロック１０１１にお
ける新たな設定の指定に応答して、ブロック１００５において、送受信機８０５を通じて
ワイヤレスデバイスＵＥに第２の設定メッセージを送信することができる（１００５）。
ここで、第２の設定メッセージは第２のアップリンク／ダウンリンクサブフレーム設定に
関し、第２の設定メッセージはワイヤレスデバイスＵＥにおける動作のための第２の設定
を規定する。次に、ブロック１００７および１００９の動作を、第２の設定に従って繰り
返すことができる。
【０１４３】
　図１０の動作は、いくつかの実施形態による図８の基地局ｅＮｏｄｅＢの動作に関して
上記で説明されたが、図１０の動作は、ｅＮｏｄｅＢ、測位ノード、モビリティ管理エン
ティティ、無線ネットワークコントローラ、リモートラジオヘッド、中継器および／また
はロケーション測定ユニット等の他のネットワークノードに適用することができる。
【０１４４】
略語
　３ＧＰＰ　第３世代パートナーシッププロジェクト
　ＢＳ　基地局
　ＣＡ　キャリアアグリゲーション
　ＣＱＩ　チャネル品質インジケータ
　ＣＳＩ　チャネル状態情報
　ＣＲＳ　セル固有参照信号
　ＤＬ　ダウンリンク
　ＤＲＸ　間欠受信
　ＤＴＸ　間欠送信
　ＥＡＲＦＣＮ　Ｅ－ＵＴＲＡ絶対無線周波数チャネル番号
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　ｅＮｏｄｅＢ　エボルブドＮｏｄｅＢ
　Ｅ－ＳＭＬＣ　エボルブドＳＭＬＣ
　Ｅ－ＵＴＲＡ　エボルブドユニバーサル陸上無線アクセス
　ＦＡＣＨ　下りリンクアクセスチャネル
　ＦＤＤ　周波数分割複信
　ＨＤ－ＦＤＤ　半二重ＦＤＤ
　ＨＳＰＡ　高速パケットアクセス
　ＩＣ　干渉キャンセレーション
　ＬＣＳ　ロケーションサービス
　ＬＣＳ－ＡＰ　ＬＣＳアプリケーションプロトコル
　ＬＴＥ　ロングタームエボリューション
　ＬＭＵ　ロケーション測定ユニット
　ＭＤＴ　ドライブ試験の省力化
　ＭＩＭＯ　多入力多出力
　ＭＭＥ　モビリティ管理エンティティ
　ＯＭＡ　オープンモバイルアライアンス
　ＯＴＤＯＡ　観測到達時間差
　ＰＣＨ　ページングチャネル
　ＰＣＩ　物理セルアイデンティティ
　ＰＬＭＮ　公衆陸上モバイルネットワーク
　ＰＭｌ　プリコーディングマトリックスインジケータ
　ＰＲＳ　測位参照信号
　ＲＢＳ　無線基地局
　ＲＦ　無線周波数
　ＲＩ　ランクインジケータ
　ＲＬＭ　無線リンクモニタリング
　ＲＲＭ　無線リソース管理
　ＲＲＣ　無線リソース制御
　ＲＲＵ　リモートラジオユニット
　ＲＳ　参照信号
　ＲＳＲＰ　参照信号受信電力
　ＲＳＲＱ　参照信号受信品質
　ＲＳＳＩ　受信信号強度インジケータ
　ＲＳＴＤ　参照信号時間差
　ＲＴＯＡ　相対到達時間
　ＲＴＴ　ラウンドトリップタイム
　Ｒｘ　受信
　ＳＩＮＲ　信号対干渉雑音比
　ＳＬＰ　ＳＵＰＬロケーションプラットフォーム
　ＳＭＬＣ　サービングモバイルロケーションセンタ
　ＳＯＮ　自己組織化ネットワーク
　ＳＲＳ　サウンディング参照信号
　ＳＵＰＬ　セキュアユーザプレーンロケーション
　ＴＤＤ　時分割複信
　ＴＤＯＡ　到達時間差
　Ｔｘ　送信
　ＵＥ　ユーザ機器
　ＵＬ　アップリンク
　ＵＬＰ　ユーザプレーンロケーションプロトコル
　ＵＭＴＳ　ユニバーサルモバイル電気通信システム
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　ＵＲＡ　ＵＴＲＡＮ登録エリア
　ＵＴＤＯＡ　ＵＬ到達時間差
ＵＴＲＡ　ユニバーサル陸上無線アクセス
ＵＴＲＡＮ　ユニバーサル陸上無線アクセスネットワーク
【０１４５】
更なる定義および実施形態
　様々な実施形態の上記の説明では、本明細書において用いられる用語が、特定の実施形
態を説明することのみを目的としており、実施形態を限定することを意図していないこと
を理解されたい。別段の規定がない限り、本明細書において用いられる全ての用語（技術
用語および科学用語を含む）は、本発明の実施形態が属する当該技術分野の当業者が一般
的に理解するのと同じ意味を有する。一般的に用いられる辞書において定義される用語等
の用語は、本明細書との関連における意味と一致する意味を有すると解釈されるべきであ
り、本明細書において明確に定義しない限り、理想的な意味または過度に正式な意味に解
釈されないことが更に理解されるであろう。
【０１４６】
　ノードが別のノードに対して「接続される」、「応答する」またはその変形として参照
されるとき、そのノードはその別のノードに直接接続または応答することもできるし、介
在するノードが存在することもできる。対照的に、ノードが別のノードに対して「直接接
続される」、「直接応答する」またはその変形として参照されるとき、介在するノードは
存在しない。同様の符号は全体を通じて同様のノードを指す。更に、「接続される」、「
応答する」またはその変形は、本明細書において用いられるとき、ワイヤレスに接続され
、または応答することも含む。本明細書において用いられるとき、文脈により別段に明確
に示されない限り、単数形（「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」）は複数形も含むことが
意図される。よく知られた機能または構造は、簡単および／または明確にするために詳細
に説明しない場合がある。「および／または」という用語は、関連する列挙された項目の
うちの１つまたは複数の項目の任意のおよび全ての組合せを含む。
【０１４７】
　本明細書において、「含む、備える、有する（「ｃｏｍｐｒｉｓｅ」、「ｃｏｍｐｒｉ
ｓｉｎｇ」、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ」、「ｉｎｃｌｕｄｅ」、「ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ」、
「ｉｎｃｌｕｄｅｓ」、「ｈａｖｅ」、「ｈａｓ」、「ｈａｖｉｎｇ」）」という用語お
よびその変形は、オープンエンド様式であり、１つまたは複数の述べられた特徴、完全体
、ノード、ステップ、コンポーネントまたは機能を含むが、１つまたは複数の他の特徴、
完全体、ノード、ステップ、コンポーネント、機能またはそれらのグループの存在または
追加を排除するものではない。更に、本明細書において用いられるとき、ラテン語の語句
「ｅｘｅｍｐｌｉ　ｇｒａｔｉａ」から派生した「例えば（「ｅ．ｇ．」）」という一般
的な略語は、以前に言及した項目の一般的な１つまたは複数の例を紹介または指定するの
に用いることができ、そのような項目を限定するものとして意図されない。ラテン語の語
句「ｉｄ　ｅｓｔ」から派生した「すなわち（「ｉ．ｅ．」）」という一般的な略語は、
より大まかな説明から特定の項目を指定するのに用いることができる。
【０１４８】
　第１の、第２の、第３の等の用語は、本明細書において、様々な要素／動作を記述する
のに用いることができるが、これらの要素／動作は、これらの用語によって限定されるべ
きではないことが理解されよう。これらの用語は、別の要素／動作から１つの要素／動作
を区別するためにのみ用いられる。このため、いくつかの実施形態における第１の要素／
動作は、本発明の実施形態の教示から逸脱することなく、他の実施形態において第２の要
素／動作と呼ばれ得る。同じ参照数字または同じ参照指示子は、明細書全体を通じて同じ
または類似の要素を表す。
【０１４９】
　コンピュータ実施方法、装置（システムおよび／またはデバイス）および／またはコン
ピュータプログラム製品のブロック図および／またはフローチャート図を参照して、本明
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細書において例示的な実施形態が記載されている。ブロック図および／またはフローチャ
ート図のブロック、ならびにブロック図および／またはフローチャート図におけるブロッ
クの組合せは、１つまたは複数のコンピュータ回路によって実行されるコンピュータプロ
グラム命令によって実施することができることが理解される。これらのコンピュータプロ
グラム命令は、汎用コンピュータ回路、専用コンピュータ回路および／または機械を製造
するための他のプログラム可能なデータ処理回路のプロセッサ回路（プロセッサとも呼ば
れる）に提供することができ、それによって、コンピュータおよび／または他のプログラ
マブルデータ処理装置のプロセッサにより実行される命令は、トランジスタ、メモリロケ
ーションに記憶された値、およびそのような回路内の他のハードウェアコンポーネントを
変形および制御して、ブロック図および／または１つもしくは複数のフローチャートブロ
ックにおいて指定される機能／動作を実施し、それによって、ブロック図および／または
フローチャートブロック（複数の場合もある）において指定される機能／動作を実施する
ための手段（機能）および／または構造を作成する。
【０１５０】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラム可能デー
タ処理装置に特定の方式で機能するように指示することができる有形コンピュータ可読媒
体に記憶することもでき、それによって、コンピュータ可読媒体に記憶される命令は、ブ
ロック図および／または１つもしくは複数のフローチャートブロックにおいて指定される
機能／動作を実施する命令を含む製造物を生成することができる。
【０１５１】
　有形の非一時的コンピュータ可読媒体は、電子、磁気、光、電磁または半導体のデータ
記憶システム、装置またはデバイスを含むことができる。コンピュータ可読媒体のより具
体的な例は、以下のもの、すなわち、ポータブルコンピュータディスケット、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）回路、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）回路、消去可能プログラム
可能読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭまたはフラッシュメモリ）回路、ポータブル小型デ
ィスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）およびポータブルデジタルビデオディスク読
み出し専用メモリ（ＤＶＤ／ＢｌｕｅＲａｙ）を含む。
【０１５２】
　コンピュータプログラム命令を、コンピュータおよび／または他のプログラム可能デー
タ処理装置上にロードして、コンピュータおよび／または他のプログラム可能装置上で一
連の動作ステップを実行させてコンピュータ実施プロセスを生成することもできる。それ
によって、コンピュータまたは他のプログラム可能装置上で実行される命令は、ブロック
図および／または１つもしくは複数のフローチャートブロックにおいて規定される機能／
動作を実施するステップを提供する。したがって、実施形態は、デジタルシグナルプロセ
ッサ等のプロセッサ上で実行されるハードウェアおよび／またはソフトウェア（ファーム
ウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコード等を含む）において実施することができ、こ
れを「回路」、「モジュール」またはその変形として総称することができる。
【０１５３】
　いくつかの代替の実施態様では、ブロックに示される機能／動作は、フローチャートに
示すのと異なる順序で行うことができることにも留意するべきである。例えば、連続して
示される２つのブロックは、実際に、実質的に同時に実行される場合もあるし、関与する
機能／動作に応じて場合によっては逆の順序で実行される場合もある。更に、フローチャ
ートおよび／もしくはブロック図の所与のブロックの機能は、複数のブロックに分割する
ことができ、かつ／またはフローチャートおよび／もしくはブロック図の２つ以上の機能
を少なくとも部分的に統合することができる。最後に、示されるブロック間に他のブロッ
クを追加／挿入することができる。更に、図のうちのいくつかは、通信経路上に、通信の
主要な方向を示す矢印を含むが、通信は示される矢印と反対方向に行われる場合があるこ
とが理解される。
【０１５４】
　本明細書において、上記の説明および図面に関して多くの異なる実施形態が開示されて



(36) JP 6178432 B2 2017.8.9

10

きた。これらの実施形態の組合せおよび部分的組合せの全てを文字で記載および説明する
のは、過度な繰り返しとなり曖昧になることが理解される。したがって、図面を含む本明
細書は、実施形態ならびに実施形態を作成および使用する方式およびプロセスの様々な例
示的な組合せおよび部分的組合せの完全な書面による明細を構成すると解釈されるものと
し、任意のそのような組合せまたは部分的組合せに対する特許請求の範囲をサポートする
ものとする。
【０１５５】
　本発明の実施形態の原理から実質的に逸脱することなく、実施形態に対し多くの変形お
よび変更を行うことができる。全てのそのような変形および変更は、本発明の実施形態の
範囲内で本明細書に含まれることが意図される。

【図１】 【図２】
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