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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線時分割複信（ＴＤＤ）システムにおいて、
拡張ノードＢ（ｅＮＢ）から、スケジューリングセル及
びスケジューリングされたセルのアップリンク／ダウン
リンク（ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム構成のインディケー
ションを送信する方法を提供する。
【解決手段】スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフ
レーム構成のタイプを識別する段階と、スケジューリン
グされたセルのアップリンクリソース割り当てに使用す
るためのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を決定する段階を
備える。また、スケジューリングされたセルのＵＬリソ
ース割り当てに使用するための、参照ＵＬ－ＤＬサブフ
レーム構成を識別する段階を備える。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルのタイミング構成を決定する方法であって、
　クロスキャリアスケジューリングを利用する無線時分割複信（ＴＤＤ）システムにおけ
るスケジューリングセルのアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム構成
のインディケーションを、拡張ノードＢ（ｅＮＢ）から送信し、
　前記無線ＴＤＤシステムにおけるスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成のインディケーションを送信し、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を利用するハイブリッド
自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスのアップリンクラウンドトリップタイム（ＲＴＴ）に
基づいて前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のタイプを識別し
、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の前記タイプに基づいて
、前記スケジューリングされたセルのＨＡＲＱタイミング構成を決定する方法。
【請求項２】
　前記スケジューリングセルは、プライマリサービングセル又はセカンダリサービングセ
ルであり、前記スケジューリングされたセルはセカンダリサービングセルである請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記タイプが、１０ミリ秒に等しいアップリンクＨＡＲＱ　ＲＴＴに関連付けられた第
１タイプである場合、前記タイミング構成が前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬ
サブフレーム構成であると決定し、
　前記タイプが、１０ミリ秒と等しくないアップリンクＨＡＲＱ　ＲＴＴに関連付けられ
た第２タイプである場合、前記タイミング構成は、前記スケジューリングされたセルの前
記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成であると決定することを更に備える請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記ＨＡＲＱプロセスは、前記タイミング構成に基づいて、前記スケジューリングセル
の少なくとも１つのダウンリンクサブフレームを介して、前記スケジューリングセルにお
ける肯定応答信号又は否定応答信号を送信する段階を備え、
　前記肯定応答信号又は前記否定応答信号は、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャ
ネル（ＰＨＩＣＨ）のサブフレームにおいて送信される請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及び前記スケジュ
ーリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、第３世代パートナーシップ・プロジ
ェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格
に関連するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成０－６の少なくとも１つに対応し、
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の前記インディケ
ーションを送信する段階は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ　無線通信規格システム情報ブロック１（
ＳＩＢ１）を送信する段階を備える請求項１から4のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　セルのタイミング構成を決定するユーザ機器（ＵＥ）であって、
　クロスキャリアスケジューリングを利用する無線時分割複信（ＴＤＤ）システムのスケ
ジューリングセル及びスケジューリングされたセルの、互いに異なる複数のＵＬ－ＤＬサ
ブフレーム構成の各々のインディケーションを受信する受信機と、
　前記受信機に接続され、前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
を利用するハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスのアップリンクラウンドトリ
ップタイム（ＲＴＴ）に基づいて、スケジューリングされたセルのタイミング構成を決定
するプロセッサと
を備え、
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　前記受信機は、前記スケジューリングされたセルのタイミング構成に従い、前記スケジ
ューリングセルの少なくとも１つのダウンリンクサブフレームにおける前記スケジューリ
ングされたセルのＨＡＲＱ信号を更に受信するユーザ機器。
【請求項７】
　前記スケジューリングセルは、プライマリサービングセル又はセカンダリサービングセ
ルであり、前記スケジューリングされたセルは、セカンダリサービングセルであり、
　前記ＨＡＲＱ信号は、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）の
ダウンリンクサブフレームにおいて送信される肯定応答信号又は否定応答信号を含む請求
項６に記載のユーザ機器。
【請求項８】
　前記ＲＴＴが１０ミリ秒に等しい場合、前記スケジューリングされたセルのタイミング
構成は、前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成であり、
　前記ＲＴＴが１０ミリ秒と等しくない場合、前記スケジューリングされたセルのタイミ
ング構成は、前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成である
請求項６に記載のユーザ機器。
【請求項９】
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及び前記スケジュ
ーリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、
　第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション
（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格に関連するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成０－６の異なる
一つである請求項６に記載のユーザ機器。
【請求項１０】
　前記受信機は、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格システム情報ブロック１（ＳＩＢ１
）における前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を受信し
、
　前記ユーザ機器は、携帯電話、ネットブック、ラップトップ、電子タブレット又は車載
用データシステムである請求項６から９のいずれか一項に記載のユーザ機器。
【請求項１１】
　セルのタイミング構成を決定するシステムであって、
　ユーザ機器（ＵＥ）において、クロスキャリアスケジューリングを利用する無線時分割
複信（ＴＤＤ）システムにおけるスケジューリングセルのアップリンク／ダウンリンク（
ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム構成のインディケーションを受信する受信機であって、前記無
線ＴＤＤシステムにおけるスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の
インディケーションを更に受信する受信機と、
　前記スケジューリングセル及び前記スケジューリングされたセルの複数の前記ＵＬ－Ｄ
Ｌサブフレーム構成に基づいて、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を識別するプロセッサ
と
　を備え、
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、前記スケジュ
ーリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と異なり、
　前記受信機は、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のサブフレームタイミングに応じ
て、拡張ノードＢ（ｅＮＢ）の前記スケジューリングセルから、前記スケジューリングさ
れたセルのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）信号を更に受信するシステム。
【請求項１２】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２、４又は５に等しい場合
、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
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ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は２に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４又は５に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２、３又は４に等
しく、前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい
場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３又は４に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しい請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２又は５に等し
い場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項１１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記スケジューリングセルは、プライマリサービスセル又はセカンダリサービングセル
であり、
　前記スケジューリングされたセルは、セカンダリサービングセルである請求項１１から
１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記受信機は、１又は複数の無線リソース制御（ＲＲＣ）信号を介して、前記参照ＵＬ
－ＤＬサブフレーム構成のインディケーションを更に受信する請求項１１から１５のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項１８】



(5) JP 2016-174371 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

　前記プロセッサは、更に、前記ユーザ機器のメモリに格納されたテーブルを介して、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を識別する請求項１１から１５のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項１９】
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成、前記スケジュー
リングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及び前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
の少なくとも一つは、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）のロングタ
ームエボリューション（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格に関連するＴＤＤ　ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成０－６の一つに対応し、
　前記システムは、携帯電話、ネットブック、ラップトップ、電子タブレット又は車載用
データシステムである請求項１１から１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、前記スケジューリングセル、又は前記スケジ
ューリングされたセルのいずれかの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と異なる請求項１１
から１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記受信機は、更に、前記スケジューリングセルのダウンリンクサブフレームにおいて
、前記スケジューリングされたセルの前記ＨＡＲＱ信号を受信し、
　前記ＨＡＲＱ信号は、肯定応答信号又は否定応答信号を含む請求項１１から１５のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項２２】
　セルのタイミング構成を決定するための拡張ノードＢ（ｅＮＢ）であって、
　クロスキャリアスケジューリングを利用する無線時分割複信（ＴＤＤ）システムにおけ
るスケジューリングセル及びスケジューリングされたセルのアップリンク／ダウンリンク
（ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム構成のそれぞれを決定し、
　前記スケジューリングセル及び前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成に基づいて、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を決定するプロセッサと、
　ユーザ機器（ＵＥ）に
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のインディケーションと
、
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のインディケーシ
ョンと、
　前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のインディケーションと
を送信する送信機と
を備え、
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、前記スケジュ
ーリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と異なり、
　前記送信機は、更に、前記スケジューリングセルのダウンリンクサブフレームにおける
前記スケジューリングされたセルの肯定応答信号又は否定応答信号を含むハイブリッド自
動再送要求（ＨＡＲＱ）信号を送信する拡張ノードＢ。
【請求項２３】
　前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の前記インディケーションは、１又は複数の無線
リソース制御（ＲＲＣ）信号を介して送信され、
　前記スケジューリングセルは、プライマリサービスセル又はセカンダリサービングセル
であり、
　前記スケジューリングされたセルは、セカンダリサービングセルである請求項２２に記
載の拡張ノードＢ。
【請求項２４】
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成、前記スケジュー
リングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及び前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
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の少なくとも一つは、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）のロングタ
ームエボリューション（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格に関連するＴＤＤ　ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成０－６の一つである請求項２２に記載の拡張ノードＢ。
【請求項２５】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２、４又は５に等しい場合
、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は２に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４又は５に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２、３又は４に等
しく、前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい
場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３又は４に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２又は５に等し
い場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項２２から２４のいずれか一項に記載の拡
張ノードＢ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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［関連出願の相互参照］
　本願は、「アドバンスト無線通信システムと技術」と題する、２０１２年３月１６日出
願の米国の仮特許出願第６１／６１２、１８８号、及び、「ＴＤＤシステムのスケジュー
リングタイミング設計」と題する、２０１２年１２月１７日出願の、米国特許出願第１３
／７１６、９７８号の優先権を主張し、その両方は全ての目的のために本明細書に参照と
して組み込まれる。
【０００２】
　本願発明の複数の実施形態は、広く通信の分野に関連し、特に、無線通信ネットワーク
における確認タイミングの選択に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信において、時分割複信（ＴＤＤ）システムは、リソース利用において適応性を
提供してよい。例えば、ＴＤＤシステムは、無線通信セルのアップリンクトラフィック特
性及びダウンリンクトラフィック特性に合うように、異なる複数のサブフレーム構成を使
用してよい。異なる複数のサブフレーム構成を使用することの適応性は、利用可能なアッ
プリンク（ＵＬ）リソースとダウンリンク（ＤＬ）リソースとの間の比率を、３ＵＬ：２
ＤＬから１ＵＬ：９ＤＬまでの範囲にしてよい。第３世代パートナーシップ・プロジェク
ト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューションアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）通信規格であ
るリリース１０は、複数のＴＤＤコンポーネントキャリア（ＣＣ）のアグレゲーションの
サポートを、同じアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム構成に限定し
てもよい。このような限定が、規格における設計及び処理を単純化するかもしれない一方
で、このような限定がより大きなデータスループットのための可能性を限定するかもしれ
ない。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　発明の複数の態様は、同様の要素に言及する参照番号のように、添付の図面において、
例示の方法により説明され、限定による方法では説明されない。
【０００５】
【図１】様々な実施形態に沿った無線通信ネットワークを概略的に示す。
【図２】様々な実施形態に沿った任意のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）信号スケ
ジューリングダイアグラムを概略的に示す。
【図３】様々な実施形態に沿った任意のＨＡＲＱ信号スケジューリングダイアグラムを概
略的に示す。
【図４】様々な実施形態に沿ったＨＡＲＱ信号スケジューリング構成の選択を示すフロー
チャートである。
【図５】様々な実施形態の第１の方法に従って、任意のＨＡＲＱ信号スケジューリングダ
イアグラムを概略的に示す。
【図６】様々な実施形態の第１の方法に従って、任意のＨＡＲＱ信号スケジューリングダ
イアグラムを概略的に示す。
【図７】様々な実施形態に沿ったＨＡＲＱ信号スケジューリング構成の選択を示すフロー
チャートである。
【図８】様々な実施形態の第２の方法に従って、任意のＨＡＲＱ構成の選択を示す表であ
る。
【図９】様々な実施形態の第２の方法に従って、任意のＨＡＲＱ信号スケジューリングダ
イアグラムを概略的に示す。
【図１０】様々な実施形態の第２の方法に従って、他の任意のＨＡＲＱ構成の選択を示す
表である。
【図１１】様々な実施形態に沿った例示のシステムを概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【０００６】



(8) JP 2016-174371 A 2016.9.29

10

20

30

40

50

　本開示の説明に係る実施形態は、無線通信ネットワークにおける応答信号タイミングの
選択のための方法、システム及び装置を含むが、これらに限られない。
【０００７】
　複数の実施形態は、クロスキャリアスケジューリングを利用するＴＤＤ無線システムに
おいて、スケジューリングセル及びスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成を識別する方法を含む。いくつかの実施形態では、スケジューリングセルのタイプ
は、例えばＨＡＲＱプロセスのＵＬラウンドトリップタイム（ＲＴＴ）に基づいて識別さ
れてよい。そして、ＵＬリソース割り当てのためのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、スケ
ジューリングセルのタイプに少なくとも部分的に基づいて決定されてよい。他の実施形態
においては、参照構成は、ＵＬリソース割り当てのために利用されてもよい。参照構成は
、スケジューリングセル及びスケジューリングされたセルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成に少なくとも部分的に基づいてよい。いくつかの実施形態では、ｅＮＢ、ＵＥ若し
くはそれら２つの間の信号伝達のある組み合わせによって、複数の方法が実行されてよい
。
【０００８】
　実例となる複数の実施形態の様々な態様は、他の当業者にそれらの仕事の本質を伝える
ために、当業者によって一般に用いられる用語を用いて記載される。しかしながら、記載
された複数の態様を部分的に用いることによって、いくつかの代替の実施形態が実行され
てよいことが当業者にとって明らかである。説明のため、特定の番号、材料、及び構成は
、順に説明され、実例となる実施形態の十分な理解を提供する。しかしながら、当業者が
、代替の実施形態が詳細情報なしに実施されてもよいことは明らかである。他の例では、
実例となる実施形態を不明瞭にしないために、周知の特徴が除外され、単純化される。
【０００９】
　更に、様々な処理が、多数の独立した処理として記載され、これは、同様に、いわば、
実例となる実施形態の理解を大きく助ける。しかしながら、説明の順序は、これらの処理
が、必要な順番に依存していることを暗に意味するものと解釈されるべきではない。特に
、これらの処理は、説明の順に、実行される必要はない。
【００１０】
　「一実施形態」という文言が繰り返し使用される。一般的に、この文言は、同一の実施
形態に言及するものではないが、同一の実施形態に言及するものであってもよい。「備え
る」、「有する」及び「含む」という用語は、文脈が指示しない限り、同義である。「Ａ
／Ｂ」という文言は、「ＡまたはＢ」を意味する。「Ａ及び／又はＢ」という文言は、「
（Ａ）、（Ｂ）、又は（Ａ及びＢ）」を意味する。「Ａ、Ｂ及びＣの少なくとも一つ」と
いう文言は、「（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ａ及びＢ）、（Ａ及びＣ）、（Ｂ及びＣ）、
又は、（Ａ、Ｂ及びＣ）」を意味する。「（Ａ）Ｂ」という文言は、「（Ｂ）又は（ＡＢ
）」を意味し、Ａは任意である。
【００１１】
　ここに具体的な実施形態が説明され、記載されているにもかかわらず、当業者によって
、多種多様な代替及び／又は同等の実施が、本開示の実施形態の範囲を超えることなく、
示され、記載された具体的な実施形態に置換されてよい。本願は、ここで議論される複数
の実施形態の任意の適応又は変更をカバーすることを意図している。したがって、請求項
及びこれらに等価なものによってのみ、本開示の実施形態が限定されることを、明白に意
図している。
【００１２】
　本明細書で使用される「モジュール」という用語は、１つ又はそれ以上のソフトウェア
又はファームウェアプログラムを実行する特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、電子回路
、プロセッサ（共有、専用又はグループ）及び／又はメモリー（共有、専用又はグループ
）、組み合わせ論理回路及び／又は記述された機能を提供する他の適当な構成に部分的に
言及し、又は含んでもよい。
【００１３】
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　図１は、様々な実施形態に沿った無線通信ネットワーク１００を概略的に示す。無線通
信ネットワーク１００（以下「ネットワーク１００」）は、進化したユニバーサル移動体
通信システム（ＵＭＴＳ）及び地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）のよう
な３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）又はＬＴＥ－Ａネットワークのアク
セスネットワークであってよい。ネットワーク１００は、例えば、ユーザ機器（ＵＥ）１
０８のようなモバイルデバイス又は端末と無線通信するように構成された、例えば、拡張
ノード基地局（ｅＮＢ）１０４のような基地局を含んでよい。本発明の実施形態は、ＬＴ
Ｅネットワークに関連して記述される。いくつかの実施形態では、複数の無線アクセスネ
ットワークの他の複数のタイプに使用されてよい。
【００１４】
　ｅＮＢ１０４は、受信機モジュール１２０を用いて、１つ又はそれ以上のアンテナ１３
０を介してＵＥ１０８から信号を受信する受信機モジュール１２０を含んでよい。ｅＮＢ
１０４は、送信機モジュール１２４を用いて、１つ又はそれ以上のアンテナ１３０を介し
てＵＥ１０８に信号を送信する送信機モジュール１２４を含んでよい。ｅＮＢ１０４はま
た、受信機モジュール１２０と送信機モジュール１２４との間に接続されたプロセッサモ
ジュール１２８を含んでよく、複数の信号によって通信された情報をエンコード及びデコ
ードしてよい。
【００１５】
　ＵＥ１０８がキャリアアグリゲーション（ＣＡ）を利用できる複数の実施形態において
、ｅＮＢ１０４とＵＥ１０８との間の通信のため、いくつかのＣＣが集められてよい。初
期接続の形成において、ＵＥ１０８は、プライマリＣＣを利用するｅＮＢ１０４のプライ
マリサービングセル（ＰＣｅｌｌ）に接続されてよい。この接続は、例えば、セキュリテ
ィ、モビリティ、コンフィギュレーション等の様々な機能のために使用されてよい。その
後、ＵＥ１０８は、１つ又はそれ以上のセカンダリＣＣを利用するｅＮＢ１０４の１つ又
はそれ以上のセカンダリサービングセル（ＳＣｅｌｌ）に接続されてよい。これらの複数
の接続は、追加の複数の無線リソースを提供するために使用されてよい。いくつかの実施
形態では、ＵＥ１０８は、４つものＳＣｅｌｌと接続されてよい。
【００１６】
　各ＣＣは、３ＧＧＰ　ＬＴＥ－Ａ通信規格のリリースに従って、いくつかの通信チャネ
ルをサポートしてよい。例えば、各ＣＣは、ダウンリンクデータの送信のための物理ダウ
ンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）をサポートしてよい。他の例として、各ＣＣは、物
理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）及び／又は物理アップリンク共有チャネル（
ＰＵＳＣＨ）をサポートして、ＵＥ１０８とｅＮＢ１０４との間の情報を運んでもよい。
ＣＣは、ｅＮＢ１０４とＵＥ１０８との間の情報を運ぶための複数のアップリンクサブフ
レーム及び複数のダウンリンクサブフレームを含んでよい。単一１０ミリ秒無線フレーム
は、１０個のサブフレームを含んでよい。
【００１７】
　複数のＣＣは、ＴＤＤ通信プロトコルに従って、情報を運んでよい。各ＣＣは、いくつ
かのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のうちの一つに従って、データをＵＥ１０８に輸送する
ように、又はデータをｅＮＢ１０４に輸送するようにスケジューリングされてよい。いく
つかの実施形態において、複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、表１で示された３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１０．５．０　（２０１２－０６）の表４.２－２において
定義されるように、ＵＬ　ＴＤＤ　ＨＡＲＱプロセスのための３ＧＰＰ　ＬＴＥ　ＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成０－６であってよい。他の実施形態では、異なる複数のＵＬ－ＤＬ
サブフレーム構成が使用されてよい。
【００１８】
　表１を参照すると、各ＣＣは、いくつかの可能性のある複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム
構成のうちの１つに従って、データを輸送し、及び／又は信号を制御するように割り当て
られてよい。本実施形態では、プライマリＣＣ及びセカンダリＣＣはいずれも、同一のＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成又は異なる複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成により構成され
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てよい。一般的に、「Ｄ」又は「Ｓ」でラベル付されたサブフレーム０－９のそれぞれは
、ＵＥ１０８がｅＮＢ１０４からデータを受信するサブフレームであり、「Ｕ」でラベル
付されたサブフレーム０－９のそれぞれはＵＥ１０８がｅＮＢ１０４にデータを送信する
サブフレームである。
【００１９】
【表１】

　表１：複数のＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
【００２０】
　いくつかの実施形態では、ＵＥ１０８は、例えばＰＵＳＣＨにおいて、ｅＮＢ１０４に
データを通信してよい。それに応じて、例えば物理ハイブリッド自動再送要求インジケー
タチャネル（ＰＨＩＣＨ）により、ｅＮＢ１０４は、ＵＥ１０８に応答信号を通信してよ
い。一実施形態によれば、応答信号は、データ受信の肯定応答（ＡＣＫ）及びデータ受信
の否定応答（ＮＡＣＫ）に対応する複数のＨＡＲＱ信号であってよい。複数の実施形態に
おいて、ｅＮＢ１０４は、ＡＣＫ信号又はＮＡＣＫ信号を送信してよく、送信されたデー
タが受信されたか、若しくは受信されていないかのそれぞれをＵＥ１０８に知らせてよい
。
【００２１】
　ｅＮＢ１０４は、更に、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号をＵＥ１０８に送信するスケジュールを
決定してよい。例えば、ｅＮＢ１０４は、どのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成がＰＣｅｌｌ
及びＳＣｅｌｌに用いられるかを決定し、複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の複数のイ
ンディケーションをＵＥ１０８に送信してよい。いくつかの実施形態では、システム情報
ブロック（ＳＩＢ）として参照されるであろう制御信号において、ＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成の複数のインディケーションは、ＵＥ１０８に送信されてよい。いくつかの実施形
態において、具体的には、制御信号は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格において記述されるような
第１システム情報ブロック（ＳＩＢ１）であってよい。ＳＩＢ１は、ｅＮＢ１０４によっ
てブロードキャストされてよく、それに応じて、ＰＤＳＣＨにおいて、ＵＥ１０８によっ
て受信されてよい
【００２２】
　ＵＥ１０８は、受信機モジュール１４４、送信機モジュール１４８、プロセッサモジュ
ール１５２、及び１つ又はそれ以上の適切なアンテナ１５６を含んでよい。受信機モジュ
ール１４４及び送信機モジュール１４８は、１つ又はそれ以上の適切なアンテナ１５６に
接続されてよく、ｅＮＢ１０４へ若しくはｅＮＢ１０４から、無線信号を送信及び受信し
てよい。
【００２３】
　プロセッサモジュール１５２は、受信機モジュール１４４及び送信機モジュール１４８
に接続され、ＵＥ１０８とｅＮＢ１０４との間で通信された信号において送信された情報
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をデコード及びエンコードしてよい。プロセッサモジュールは、通信モジュール１５４及
びＨＡＲＱモジュール１５８を含んでよい。プロセッサモジュール１５２は、第１周波数
における第１ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のスケジューリングに従って、通信モジュール
１５４を使用し、ＰＣｅｌｌ（例えば、ＣＣ＿０）の複数のアップリンクサブフレームに
おける情報を送信してよい。プロセッサモジュール１５２は、同様に、第１周波数と異な
る第２周波数における第２ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成に従って、ＳＣｅｌｌ（例えば、
ＣＣ＿１）の複数のアップリンクサブフレームにおける情報を送信してよい。一実施形態
によると、インターバンドキャリアアグリゲーションに従って、ＣＣ＿０の送信周波数と
ＣＣ＿１の送信周波数との違いは、数百キロヘルツから数十ギガヘルツの範囲であってよ
い。いくつかの実施形態では、プロセッサモジュール１５２は、ＨＡＲＱモジュール１５
８を使用し、ＰＣｅｌｌのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成又はＳＣｅｌｌのＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成の一つに基づいて、ＨＡＲＱタイミングシーケンス又はタイミングスケジュ
ールを選択してよい。
【００２４】
　同様に、ｅＮＢ１０４のプロセッサモジュール１２８は、通信モジュール１６２及びＨ
ＡＲＱモジュール１６６に接続されてよい。プロセッサモジュール１２８は、上述のよう
に、プロセッサモジュール１５２の複数のアップリンクサブフレームに関して、通信モジ
ュール１６２を使用し、ＰＣｅｌｌのダウンリンクサブフレーム及び／又はＳＣｅｌｌの
ダウンリンクサブフレームにおける情報を送信してよい。
【００２５】
　以後、より詳細に記載される通り、プロセッサモジュール１２８は、ＳＣｅｌｌのＵＬ
－ＤＬサブフレーム構成と異なるＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を介して、ＳＣｅｌｌ通信
のために、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を選択的に送信してよい。複数の実施形態において、プ
ロセッサモジュール１２８は、ＨＡＲＱモジュール１６６を使用し、複数のＵＬ－ＤＬサ
ブフレーム構成の一つに基づいて、ＨＡＲＱタイミングシーケンス又はタイミングスケジ
ュールを選択してよい。ＨＡＲＱモジュール１６６は、同様に、プロセッサモジュール１
２８のためにＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を生成してよい。ＨＡＲＱモジュール１６６は、通信
モジュール１６２に接続されてよく、通信モジュール１６２を使用して、選択されたＨＡ
ＲＱタイミングシーケンスを介して、生成されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を送信してよい。
【００２６】
　ＴＤＤシステムの利点は、上述した構成０－６のような異なる複数のＵＬ－ＤＬサブフ
レーム構成の使用による、フレキシブルなリソース利用であってよい。複数のＵＬ－ＤＬ
サブフレーム構成は、セルにおけるアップリンクトラフィック及びダウンリンクトラフィ
ックのためのより高い効率を実現するように選択されてよい。表１において上に示した通
り、利用可能なＵＬリソース及びＤＬリソースの比率は、構成０において３ＵＬ：２ＤＬ
から、構成５において示した１ＵＬ：９ＤＬであってよい。いくつかの実施形態では、異
なる複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が異なる複数のセルで使用されることが望ましい
かもしれない。例えば、ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌと異なる構成を使用してよい。異なる
複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の使用は、レガシーシステム共存、ヘテロジニアスネ
ットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）サポート、複数のトラフィック依存キャリアのアグリゲーシ
ョン、低いバンド幅の使用における、多数のＵＬサブフレームがよりよい範囲のために利
用可能で、より多くの複数のＤＬサブフレームが高いバンド幅の使用のために利用可能な
フレキシブルな複数の構成、及びより高いピーク速度のような利得を提供してよい。
【００２７】
　ＣＡが使用される複数の実施形態において、クロスキャリアスケジューリングが実行さ
れてよい。一般に、クロスキャリアスケジューリングは、あるサービングセルがスケジュ
ーリングセルであり、他のサービングセルがスケジューリングされたセルであるインディ
ケーションを含んでよい。例えば、ＰＣｅｌｌは、スケジューリングセルであり、ＳＣｅ
ｌｌがスケジューリングされたセルであってよい。セルが多重の複数のＳＣｅｌｌを含む
他の実施形態では、第１ＳＣｅｌｌは、スケジューリングセルであってよく、第２ＳＣｅ
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ｌｌは、スケジューリングされたセルであってよい。これらの実施形態では、スケジュー
リングされたセルは、ＵＥ１０８からｅＮＢ１０４にデータを送信するために使用されて
よく、例えば、ＰＣｅｌｌのようなスケジューリングセルは、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報をｅＮＢ１０４からＵＥ１０８に送信するために使用されてよい。本明細書は、ス
ケジューリングセル及びスケジューリングされたセルという用語に関する複数の実施形態
を続けて議論する。
【００２８】
　クロスキャリアスケジューリングが使用されるこれらの実施形態では、異なる複数のＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成は、複数のアップリンクリソースのスペクトル効率に影響を与
えるかもしれない。これは、３ＧＧＰ　ＬＴＥ仕様が、ＵＬデータ送信と、対応するＤＬ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信との間の少なくとも４つのサブフレームを要求してよいからであ
る。しかし、スケジューリングセル及びスケジューリングされたセルは、異なる複数のＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成を使用してよいので、スケジューリングされたセルにおける複
数のＵＬサブフレームのリソース利用は、完全に効率的でなくてもよく、それゆえ、異な
るスケジューリングタイミングを有してよい。スケジューリングタイミングは、セルのＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成によって指示されたように、セルのための無線フレーム内にお
いて、ＵＬサブフレーム、ＤＬサブフレーム又はＳサブフレームの特定のタイミング及び
構成を参照してよい。スケジューリングセル及びスケジューリングされたセルのスケジュ
ーリングタイミングが異なる場合、より詳細に以下に説明される通り、スケジューリング
セルのサブフレームがＵＬサブフレームであってよいのに対して、スケジューリングされ
たセルの同じサブフレームがＤＬサブフレームであってよく、又はその逆であってよい。
例えばＵＥ１０８からの、１つのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成に従ってスケジューリング
されたセルにおけるＵＬ送信は、それゆえ、例えばｅＮＢ１０４からの、スケジューリン
グセルにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信のための対応するＤＬサブフレームを有していなく
てもよい。
【００２９】
　図２は、スケジューリングされたセルとスケジューリングセルとの異なるスケジューリ
ングタイミングに起因する非効率なＵＬリソース利用の例を示す。スケジューリングセル
のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、構成６であってく、３つの通常ＤＬサブフレームＤ、
２つの特別なサブフレームＳ及び５つのＵＬサブフレームＵを有してよい。スケジューリ
ングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、構成４であってよく、７つの通常ＤＬ
サブフレームＤ、１つの特別なサブフレームＳ及び２つのＵＬサブフレームＵを有してよ
い。スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のＰＵＳＣＨスケジュー
リングタイミング（例えば、構成４）が、本実施形態のスケジューリングされたセルにお
けるＰＵＳＣＨ送信のために用いられる場合、スケジューリングされたセルにおけるＵＬ
サブフレーム３だけがアップリンクデータ送信のために用いられてよい。それに応じて、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、実線の矢印によって示されるように、スケジューリングセルの
サブフレーム９においてのみ、受信されることができる。スケジューリングセルにおいて
対応するスケジューリングサブフレームは、例えば、図２で示されたスケジューリングセ
ルにおけるサブフレーム８のように、ＤＬサブフレームよりはむしろＵＬサブフレームで
あってよいので、サブフレーム２は使用できなくてよく、サブフレーム２に関連付けられ
たＵＬグラント／ＰＨＩＣＨ情報は、結果として、送信されなくてよい。したがって、ス
ケジューリングされたセルのＵＬリソース効率を５０％減らすであろうサブフレーム３の
みが有効であってよい。異なる複数の実施形態及び組み合わせは、同様の、それ以上の、
又はより少ないリソース効率の低減を有してよい。
【００３０】
　図３は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のスケジューリングタイ
ミングを使用するための代替の方法を示す。しかし、図３に示される通り、サブフレーム
３におけるスケジューリングされたセルからのＵＬデータ送信は、スケジューリングセル
によって処理されてよく、スケジューリングセルは、実線により図示されたように、次の
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無線フレームのサブフレーム０におけるＤＬ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信を送ってよい。しか
し、破線で示された通り、例えば、ｅＮＢ１０４がＵＥ１０８からのデータ送信を正しく
受信できなかった場合に送信されるＮＡＣＫ情報のような、ＰＨＩＣＨチャネルにおける
ＮＡＣＫ情報によってトリガーされた非適応再送信のための次に利用可能なＵＬ送信は、
スケジューリングセルのスケジューリングタイミングに応じて、サブフレーム４で開始し
てよい。しかし、スケジューリングセルのタイミングが使用される本実施形態では、サブ
フレーム４は、ＤＬサブフレームであってよく、したがって、破線によって示された通り
、後続のＵＬデータ送信のために利用可能でなくてよい。本実施形態では、次に利用可能
なＵＬサブフレームは、次の無線フレームのサブフレーム２まででなくてもよい。ＨＡＲ
Ｑプロセスにおけるこの遅延は、ＵＬリソース利用の効率を不必要に下げるかもしれない
。
【００３１】
　図４は、複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を調整し、一実施形態によるＵＬ　ＨＡＲ
Ｑプロセスのためのクロスキャリアスケジューリングされた複数のＴＤＤセルのアップリ
ンク効率を増加するための方法のフローチャートを示す。この方法では、スケジューリン
グセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、４００で識別される。スケジューリングされた
セルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、次に４０５で識別される。４００及び４０５にお
ける識別は、連続して、又は、実質的に同時に発生してもよいと理解される。スケジュー
リングセル及びスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を識別した後
に、スケジューリングセルのＵＬ　ＲＴＴは、４１０において識別されてよい。ＵＬ　Ｒ
ＴＴは、ＨＡＲＱプロセスを発生させる時間であってよい。いくつかのＵＬ－ＤＬサブフ
レーム構成は、１０ミリ秒（ｍｓ）のＲＴＴであってよい。特に、構成１、２、３、４及
び５のようなＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、１０ｍｓのＲＴＴを有する。これらの構成
は、４１５において、「タイプ１」構成に指定されてよい。例えば構成０－６のような、
他の複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成では、１０から１３ｍｓの間のＲＴＴを有してよ
く、４１５において、「タイプ２」構成に指定されてよい。「タイプ１」又は「タイプ２
」の指定は、任意の名前で、タイプの名前は、異なる複数の実施形態において、異なって
よい。上記の指定は、仕様の残りに用いられてよいが、異なる名前は、ここに記載された
方法の代替の複数の実施形態に用いられてよい。
【００３２】
　スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成がタイプ１に指定された場合、そ
の後、４２０において、ＨＡＲＱプロセスのスケジューリングタイミングは、スケジュー
リングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成に続いてよい。代わりに、スケジューリングセ
ルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成がタイプ２に指定された場合、その後、４２５において
、ＨＡＲＱプロセスのスケジューリングタイミングは、スケジューリングされたセルのＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成に続いてよい。代替の複数の実施形態は、更なる複数のタイプ
又は複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の異なる複数のタイプの決定方法を有してよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、図４の方法は、ｅＮＢ１０４により実行されてよく、他
の実施形態において、ＵＥ１０８により実行されてよい。ある複数の実施形態において、
当該方法は、ＵＥ１０８及びｅＮＢ１０４の両方により実行され、どのＵＬ－ＤＬサブフ
レーム構成がＨＡＲＱプロセスのＵＬ－ＤＬ送信に用いるかを、両方の実体が独立して決
定することができる。他の複数の実施形態において、ＵＥ１０８は、当該方法を実行して
もよく、その後、ＨＡＲＱプロセスにおいて、ＵＬ－ＤＬ送信のためにどのＵＬ－ＤＬサ
ブフレーム構成を使用すべきかをｅＮＢ１０４に指示する信号をｅＮＢ１０４に送信して
もよい。代わりに、ｅＮＢ１０４は、当該方法を実行してもよく、その後、ＨＡＲＱプロ
セスにおいて、ＵＬ－ＤＬ送信のためにどのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を使用すべきか
をＵＥ１０８に指示する信号をＵＥ１０８に送信してもよい。ＵＥ１０８により当該方法
が実行された場合、その後、上述の通り、ｅＮＢ１０４からＳＩＢ１を受信し、分析する
ことにより、ＵＥ１０８は、４００において、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフ
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レーム構成を識別し、４０５において、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフ
レーム構成を識別してよい。
【００３４】
　図５は、図４に示された方法がアップリンクリソース効率を増加するかもしれないこと
を示す。本実施形態において、スケジューリングセルは、構成１のようなＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成を使用していてもよく、スケジューリングされたセルは、構成２のようなＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成を使用していてもよい。４１５に関して上述した通り、構成１
及び構成２の両方は、タイプ１構成に指定されてよい。したがって、４１５及び４２０に
よれば、スケジューリングセル及びスケジューリングされたセルは、すなわち、構成１の
ような、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を使用してよい。
【００３５】
　図５に示す通り、スケジューリングセル、構成１及びスケジューリングされたセルのＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成は、ＵＥ１０８からｅＮＢ１０４にサブフレーム２のＵＬデー
タを送信することができ、スケジューリングセルのサブフレーム６のＤＬにおいて、対応
するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号をｅＮＢ１０４から受信することができる。セパレートＨＡＲ
Ｑプロセスは、サブフレーム７においてＵＥ１０８からｅＮＢ１０４にＵＬデータを送信
することができ、スケジューリングセルの次の無線フレームのサブフレーム１において、
ｅＮＢ１０４からの対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を受信することができてよい。
【００３６】
　図６は、代替の実施形態を示す。図６では、スケジューリングセルは、構成０のような
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を使用していてよく、スケジューリングされたセルは、構成
１のようなＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を使用していもよい。４１５に関して上述した通
り、構成０は、タイプ２構成を指定され、構成１は、タイプ１構成であってよい。したが
って、４１５及び４２５に従って、スケジューリングセル及びスケジューリングされたセ
ルは、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成（構成１）を使用して
よい。
【００３７】
　図６は、スケジューリングされたセルが、サブフレーム２において、ＵＥ１０８からｅ
ＮＢ１０４にＵＬデータを送信することができ、スケジューリングセルのサブフレーム６
において、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号をｅＮＢ１０４から受信できてよいことを示す
。セパレートＨＡＲＱプロセスは、同様に実行されてよく、ＵＥ１０８は、スケジューリ
ングされたセルのサブフレーム７においてＵＬデータを送信し、スケジューリングセルの
次の無線フレームのサブフレーム１において、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号をｅＮＢ１
０４から受信する。
【００３８】
　図５及び図６に関して、上述した複数の実施形態は、例示である。代替の複数の実施形
態は、複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の異なる組み合わせに関して、図４に記載され
た方法の論理に従ってよい。
【００３９】
　図７は、クロスキャリアスケジューリングされた複数のＴＤＤセルのＨＡＲＱプロセス
におけるアップリンク効率を増加させるための代替の実施形態の方法を示す。スケジュー
リングセル及びスケジューリングされたセルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、７
００及び７０５において、それぞれ識別されてよい。その後、７１０において、参照ＵＬ
－ＤＬサブフレーム構成が識別されてよい。いくつかの実施形態において、参照ＵＬ－Ｄ
Ｌサブフレーム構成は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と同じであ
ってよい。他の複数の実施形態では、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、スケジューリ
ングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と同じであってよい。更に他の複数の実施
形態では、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、スケジューリングセル又はスケジューリ
ングされたセルのいずれかのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と異なってよい。いくつかの実
施形態では、多重の複数の参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が、識別されてよい。
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【００４０】
　一般的に、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサ
ブフレーム構成と、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成との比較
を通して、７１０において識別されてよい。特に、当該方法がｅＮＢ１０４により実行さ
れた場合、その後、ｅＮＢ１０４は、スケジューリングセル及びスケジューリングされた
セルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と、ｅＮＢ１０４のメモリに記憶されるであろ
うテーブルとを比較してよい。いくつかの実施形態では、テーブルは、ｅＮＢ１０４と通
信可能に接続されたサーバ又は他のデバイスに記憶されてよい。テーブルは、スケジュー
リングセル及びスケジューリングされたセルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の１つ
又は両方に基づいて、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を識別してよい。その後、ｅＮＢ
１０４は、ＲＲＣ信号伝達を介して、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成をＵＥ１０８と通
信してよい。
【００４１】
　代替の実施形態において、上述したように、ＵＥ１０８は、例えば、ＰＤＳＣＨ上の信
号において受信されたＳＩＢ１における情報として、スケジューリングセル及びスケジュ
ーリングされたセルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のインディケーションをｅＮＢ
１０４から受信してよい。その後、ＵＥ１０８は、ＨＡＲＱプロセスのためにどの参照Ｕ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成を使用すべきかを決定するために、スケジューリングセル及び
スケジューリングされたセルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のうち１つ又は両方を
比較するテーブルを参照する。いくつかの実施形態では、テーブルは、ＵＥ１０８のメモ
リに格納されてよい。他の複数の実施形態では、テーブルは、ＵＥ１０８に通信可能に接
続された外部メモリ又はサーバのような他のデバイス上に格納されてよい。
【００４２】
　図８は、図７において上述された方法に従って、ＨＡＲＱプロセスのための参照ＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成を決定するために使用されてよいテーブルの例示となる実施形態を
示す。特に、図８のテーブルの第１列は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成を示す。図８のテーブルの第２列は、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサ
ブフレーム構成を示す。図８のテーブルの第３列は、スケジューリングセル及びスケジュ
ーリングされたセルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のために使用されてよい参照Ｕ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成を示す。
【００４３】
　図８の実施形態では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０であり
、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、３、４、又は６であ
る場合、又は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１であり、スケジ
ューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３又は６である場合、参照ＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成は６である。スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
が０であり、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２又は５であ
る場合、又は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１であり、スケジ
ューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４又は５である場合、参照ＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成は１である。スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
が２であり、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３、４又は６
である場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成はスケジューリングされたセル構成である
。スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２であり、スケジューリングさ
れたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５である場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構
成は５又は１である。スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６であり、
スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２、４又は５である場
合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１である。スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサ
ブフレーム構成が６であり、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
が３である場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６である。スケジューリングセルの
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３又は４であり、スケジューリングされたセルのＵＬ－Ｄ
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Ｌサブフレーム構成が０である場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０である。スケ
ジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３であり、スケジューリングされたセ
ルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１である場合、又は、スケジューリングセルのＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成が３又は４であり、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成が６である場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６である。スケジュー
リングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４であり、スケジューリングされたセルのＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成が１である場合、又は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサ
ブフレーム構成が３又は４であり、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成が２である場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１又は６である。
【００４４】
　図８のテーブルの第４列は、本実施形態において示された複数の参照構成を使用するこ
とにより達成されるであろうアップリンクリソース効率を示す。例えば、スケジューリン
グセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、スケジューリングされたセルの
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、１に等しくなり、それから、７５％のアップリンクリソ
ース効率となり、又はスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成１の複
数のＵＬサブフレームの７５％は、ＨＡＲＱプロセスに使用可能である。同様に、スケジ
ューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい場合、スケジューリン
グされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、１に等しくなり、それから、同様にアッ
プリンクリソース効率は７５％になってよい。本実施形態において、スケジューリングセ
ルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、０に等しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成は３に等しくなり、それから、アップリンクリソース効率は６６％
となってよい。本実施形態のスケジューリングセル及びスケジューリングされたセルの複
数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の他の組み合わせにおいて、アップリンクリソース効率
は１００％に達する。他の実施形態において、どの参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が使
用されるかに応じて、異なる組み合わせのために、アップリンクリソース効率は高くなっ
たり、低くなったりしてよい。
【００４５】
　図９は、一実施形態に応じた参照セルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の使用を示す。本
実施形態において、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０である。ス
ケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は２である。図８のテーブルに
示されたように、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、その後、１になってよい。図９に
示されたように、ＵＥ１０８は、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を使用して、スケジュ
ーリングされたセルのサブフレーム２において、ＵＬデータを送信してよく、スケジュー
リングセルのサブフレーム６においてＤＬ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号をｅＮＢ１０４から受
信してよい。セパレートＨＡＲＱプロセスは、同様に発生してよく、ＵＥ１０８は、スケ
ジューリングされたセルのサブフレーム７において、ＵＬデータを送信し、スケジューリ
ングセルの後続の無線フレームのサブフレーム２において、ＤＬ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号
を受信する。本実施形態において、図８のテーブルに示された通り、スケジューリングさ
れたセルのＵＬリソースの１００％は利用されてよい。
【００４６】
　図１０は、図７において上述された方法に応じたＨＡＲＱプロセスのための参照ＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成を決定するのに使用されてよいテーブルの例示の実施形態を示す。
特に、図１０のテーブルの第１列は、スケジューリングセル及びスケジューリングされた
セルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成に依存する、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の複数
の設定を示す。第２列は、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を示す。
図１０のテーブルの第３列は、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構
成を示す。図１０のテーブルの第４列は、スケジューリングされたセルのＰＵＳＣＨ　Ｈ
ＡＲＱタイミングの決定のために使用されてよい参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を示す
。
【００４７】
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　第１設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しく、ス
ケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２、４、又は５に等しい場合
、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しい。第１設定では、スケジューリングセル
のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬ
サブフレーム構成が５に等しい場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は２に等しい。第
１設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しく、スケジ
ューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４又は５に等しい場合、参照ＵＬ
－ＤＬサブフレーム構成は３に等しい。第１設定では、スケジューリングセルのＵＬ－Ｄ
Ｌサブフレーム構成が４に等しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成が５に等しい場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい。
【００４８】
　第２設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２、３又は
４に等しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい場
合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しい。第２設定では、スケジューリングセ
ルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３又は４に等しく、スケジューリングされたセルのＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等
しい。第２設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく
、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しい場合、参照Ｕ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しい。
【００４９】
　第３設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、ス
ケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、参照ＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成は３に等しい。第３設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬ
サブフレーム構成が２に等しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム
構成が４に等しい場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい。
【００５０】
　第４設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、ス
ケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、参照ＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成は０に等しい。第４設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬ
サブフレーム構成が０又は６に等しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフ
レーム構成が１、２、又は５に等しい場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等し
い。第４設定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等
しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、参
照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しい。第４設定では、スケジューリングセルのＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しく、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成が６に等しい場合、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しい。第４設
定では、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、スケジュー
リングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、参照ＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成は４に等しい。
【００５１】
　図７の方法は、例えば、図１０のテーブルに示された単に設定１のような単一の設定を
使用してよく、当該方法は、７１０において参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を識別する
ための２又はそれ以上の設定の組み合わせを使用してもよい。いくつかの実施形態では、
図１０で示されていない、複数の参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成、スケジューリングセ
ルの複数のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及びスケジューリングされたセルの複数のＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成の追加の組み合わせが、図１０において示されたこれらの組み合わ
せにおいて使用されてよい。例えば、追加の複数の実施形態は、図８又は図１０において
示されていないスケジューリングセル又はスケジューリングされたセルの複数のＵＬ－Ｄ
Ｌサブフレーム構成の組み合わせのための複数の参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を含ん
でよい。
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【００５２】
　図１０のテーブルは、図４の方法及び図８のテーブルの両方の要素を含むことが分かる
であろう。例えば、図４の要素４２０において上述されたように、スケジューリングセル
のＵＬ－ＤＬサブフレーム構成がタイプ１構成である場合、図１０のテーブルは、スケジ
ューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の使用を、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構
成として示す。例えば、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１であり
、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２である場合、図１０の
テーブルは、１のＵＬ－ＤＬ参照構成が使用されてよいことを示す。同様に、図４の要素
４２５において上述されたように、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成がタイプ２である場合、図１０は、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成の使用を、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成として示す。例えば、図１０の
テーブルは、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６であり、スケジュ
ーリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４である場合、４のＵＬ－ＤＬ参照
構成が使用されてよいことを示す。同様に、図８のテーブルに示される通り、図１０は、
スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３であり、スケジューリングされ
たセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６である場合、６のＵＬ－ＤＬ参照構成が使用さ
れてよいことを示す。図１０のいくつかの組み合わせは、スケジューリングセルのＵＬ－
ＤＬサブフレーム構成が１であり、スケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成が４である場合、例えば、１のＵＬ－ＤＬ参照サブフレーム構成の使用は、図８の
テーブルと図４の方法の両方に対応する。
【００５３】
　他の実施形態では、図８若しくは図１０に示され、又は図４の方法により導出される、
参照アップリンク－ダウンリンク構成、スケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム
構成、及びスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のより少ない又は
異なる組み合わせを使用してよい。これらの実施形態は、図８若しくは図１０に示されて
おらず、又は図４の方法により導出されない、参照アップリンク－ダウンリンク構成、ス
ケジューリングセルのＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及びスケジューリングされたセルのＵ
Ｌ－ＤＬサブフレーム構成の追加の組み合わせを含んでよい。
【００５４】
　ここで開示されるｅＮＢ１０４及びＵＥ１０８は、要求通りに設定するための、適当な
ハードウェア及び／又はソフトウェアを使用するシステムに組み入れられてよい。図１１
は、一実施形態において、１つ又はそれ以上のプロセッサ１１０４、少なくとも一つのプ
ロセッサ１１０４に接続されたシステム制御ロジック１１０８、システム制御ロジック１
１０８に接続されたシステムメモリ１１１２、システム制御ロジック１１０８に接続され
た不揮発性メモリ（ＮＶＭ）／ストレージ１１１６、及びシステム制御ロジック１１０８
に接続されたネットワークインタフェース１１２０を備える例示のシステム１１００を説
明する。
【００５５】
　プロセッサ１１０４は、１つ又はそれ以上のシングルコアプロセッサ又はマルチコアプ
ロセッサを含んでよい。プロセッサ１１０４は、複数の汎用プロセッサ及び複数の専用プ
ロセッサ（例えば、グラフィクスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、ベースバン
ドプロセッサ等）の任意の組み合わせを含んでよい。ＵＥ１０８を実行するシステム１１
００のある実施形態では、プロセッサ１１０４は、プロセッサモジュール１５２を含んで
よく、さまざまな実施形態に沿って、図２から図９の実施形態を実行してよい。システム
１１００がｅＮＢ１０４を実行する実施形態では、プロセッサ１１０４は、プロセッサモ
ジュール１２８を含んでよく、ＵＥ１０８によって送信されたＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報を復号化してよい。
【００５６】
　一実施形態のためのシステム制御ロジック１１０８は、システム制御ロジック１１０８
との通信において、プロセッサ１１０４及び／又は適当なデバイス又はコンポーネントの
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少なくとも一つと適当なインターフェースを提供するべく、適当な複数のインターフェー
スコントローラを含んでよい。
【００５７】
　一実施形態に係るシステム制御ロジック１１０８は、１つ又はそれ以上のメモリコント
ローラを含み、システムメモリ１１１２へのインターフェースを提供してよい。システム
メモリ１１１２は、例えば、システム１１００のために、データ及び／又は命令をロード
し、及び格納するために使用されてよい。一実施形態において、システムメモリ１１１２
は、例えば、適当なダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ（ＤＲＡＭ）のような、
適当な揮発性メモリを含んでよい。
【００５８】
　ＮＶＭ／ストレージ１１１６は、データ及び／又は複数の命令を格納する１つ又はそれ
以上の、例えば、タンジブル、一時的でないコンピュータ可読媒体を含んでよい。ＮＶＭ
／ストレージ１１１６は、フラッシュメモリのような、適当な不揮発性メモリを含んでよ
く、例えば、及び／又は、１つ又はそれ以上のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、１つ
又はそれ以上のコンパクトディスク（ＣＤ）、及び／又は１つ又はそれ以上のデジタル多
目的ディスク（ＤＶＤ）ドライバのような適当な揮発性記憶デバイスを含んでよい。
【００５９】
　ＮＶＭ／ストレージ１１１６は、システム１１００がインストールされたデバイスの物
理的な一部である格納リソースを含んでよく、又は一部である必要はないが、デバイスに
よってアクセス可能であってよい。例えば、ＮＶＭ／ストレージ１１１６は、ネットワー
クインタフェース１１２０を介して、ネットワーク上でアクセスされてよい。
【００６０】
　システムメモリ１１１２及びＮＶＭ／ストレージ１１１６は、特に、命令１１２４の一
時的及び持続的な複数のコピーをそれぞれ含んでよい。命令１１２４は、ここで開示され
たように、少なくとも一つのプロセッサ１１０４によって実行された場合、システム１１
００が、方法４００及び７００のうち１つ又は両方を実行する命令を含んでよい。いくつ
かの実施形態では、命令１１２４又はそのハードウェア、ファームウェア、及び／又はソ
フトウェアコンポーネントは、追加的に又は代替的にシステム制御ロジック１１０８、ネ
ットワークインタフェース１１２０及び／又はプロセッサ１１０４において格納されてよ
い。
【００６１】
　ネットワークインタフェース１１２０は、システム１１００の無線インターフェースを
提供するためのトランシーバ１１２２を有し、１つ又はそれ以上のネットワーク及び／又
は他の適切なデバイスを用いて通信してよい。トランシーバ１１２２は、受信機モジュー
ル１４４及び／又は送信機モジュール１４８を実装してよい。様々な実施形態において、
トランシーバ１１２２は、システム１１００の他のコンポーネントと統合されてよい。例
えば、トランシーバ１１２２は、プロセッサ１１０４のプロセッサ、システムメモリ１１
１２のメモリ及びＮＶＭ／ストレージ１１１６のＮＶＭ／ストレージを含んでよい。ネッ
トワークインタフェース１１２０は、適当なハードウェア及び／又はファームウェアを含
んでよい。ネットワークインタフェース１１２０は、複数のアンテナを含み、多重入力、
多重出力無線インターフェースを提供してよい。一実施形態に係るネットワークインタフ
ェース１１２０は、例えば、ネットワークアダプター、ワイヤレスネットワークアダプタ
ー、テレフォンモデム及び／又は無線モデムを含んでよい。
【００６２】
　一実施形態によると、少なくとも一つのプロセッサ１１０４は、システム制御ロジック
１１０８の１つ又はそれ以上のコントローラのための論理回路と共にパッケージ化されて
よい。一実施形態によると、少なくとも一つのプロセッサ１１０４は、システムインパッ
ケージ（ＳＩＰ）を形成するために、システム制御ロジック１１０８の１つ又はそれ以上
のコントローラのための論理回路と共にパッケージ化されてよい。一実施形態によると、
少なくとも一つのプロセッサ１１０４は、システム制御ロジック１１０８の１つ又はそれ
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と、少なくとも一つのプロセッサ１１０４は、システムオンチップ（ＳｏＣ）を形成する
ために、システム制御ロジック１１０８の１つ又はそれ以上のコントローラのための論理
回路と同一ダイ上で統合されてよい。
【００６３】
　システム１１００は、更に、入出力（Ｉ／Ｏ）装置１１３２を含んでよい。入出力装置
１１３２は、ユーザとシステム１１００とのやりとりを可能にするように指定された複数
のユーザインターフェース、周辺コンポーネントとシステム１１００とのやりとりを可能
にするように指定された複数の周辺コンポーネントインターフェース及び／又はシステム
１１００に関連する環境状況及び／又は位置情報を決定するように指定された複数のセン
サを含んでよい。
【００６４】
　様々な実施形態において、複数のユーザインターフェースは、これらには限られないが
、ディスプレイ（例えば、液晶ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ等）、スピ
ーカー、マイクロホン、１つ又はそれ以上のカメラ（例えば、スチールカメラ及び／又は
ビデオカメラ）、フラッシュライト（例えば、発光ダイオードフラッシュ）及びキーボー
ドを含むことができる。
【００６５】
　様々な実施形態において、複数の周辺コンポーネントインターフェースは、これらに限
られないが、不揮発性メモリ、オーディオジャック及び電源供給インターフェースを含ん
でよい。
【００６６】
　様々な実施形態において、複数のセンサは、これらには限られないが、ジャイロセンサ
、加速度計、近接センサ、環境光センサ及び測位ユニットを含んでよい。測位ユニットは
、ネットワークインタフェース１１２０の一部であってよく、又は、ネットワークインタ
フェース１１２０とやりとりし、例えば、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）
衛星のようなポジショニングネットワークの複数のコンポーネントと通信してよい。
【００６７】
　様々な実施形態において、システム１１００は、これらに限定されないが、ラップトッ
プコンピューティングデバイス、タブレットコンピューティングデバイス、ネットブック
、携帯電話等のようなモバイルコンピューティングデバイスであってよい。様々な実施形
態において、システム１１００は、それより多い又は少ないコンポーネント、及び／又は
異なるアーキテクチャーを有してよい。
【００６８】
　説明のために、ここに、いくつかの実施形態が説明され、記載されているが、同一の目
的を達成するために計算された多種多様な代替の及び／又は同等の実施形態もしくは実装
は、本発明の開示の範囲を逸脱することなく示され、開示された実施形態のと置き換えら
れてよい。このアプリケーションは、ここに説明された実施形態の任意の適応又は変更を
カバーするように意図されている。したがって、ここに記載された実施形態は、請求項及
びそれと同等のものによってのみ限定されてよいことが明示的に意図されている。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月13日(2016.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）の１又は複数のプロセッサによって実行された場合に、前記ユーザ
機器に、
　クロスキャリアスケジューリングを利用している無線時分割複信（ＴＤＤ）システムに
おけるスケジューリングセルのアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム
構成のインディケーションを受信させ、
　前記無線ＴＤＤシステムにおけるスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成のインディケーションを受信させ、
　前記スケジューリングセル及び前記スケジューリングされたセルの複数の前記ＵＬ－Ｄ
Ｌサブフレーム構成に基づいて、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を識別させ、
　前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のサブフレームタイミングに応じて、拡張ノード
Ｂ（ｅＮＢ）の前記スケジューリングセルから、前記スケジューリングされたセルのハイ
ブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）信号を受信させ、
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、前記スケジュ
ーリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と異なる
　プログラム。
【請求項２】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２、４又は５に等しい場合
、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は２に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４又は５に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項１に記載のプログラム。
【請求項３】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２、３又は４に等
しく、前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい
場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３又は４に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しい請求項１に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前記参照
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ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項１に記載のプログラム。
【請求項５】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２又は５に等し
い場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項１に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記スケジューリングセルは、プライマリサービスセル又はセカンダリサービングセル
であり、
　前記スケジューリングされたセルは、セカンダリサービングセルである請求項１から５
のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項７】
　前記ユーザ機器に、無線リソース制御（ＲＲＣ）信号方式を介して、前記参照ＵＬ－Ｄ
Ｌサブフレーム構成のインディケーションを更に受信させる請求項１から５のいずれか一
項に記載のプログラム。
【請求項８】
　前記ユーザ機器に、更に、前記ユーザ機器のメモリに格納されたテーブルを介して、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を識別させる請求項１から５のいずれか一項に記載の
プログラム。
【請求項９】
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成、前記スケジュー
リングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及び前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
の少なくとも一つは、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）のロングタ
ームエボリューション（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格に関連するＴＤＤ　ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成０－６の一つに対応し、
　前記ユーザ機器は、携帯電話、ネットブック、ラップトップ、電子タブレット又は車載
用データシステムである請求項１から５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、前記スケジューリングセル、又は前記スケジ
ューリングされたセルのいずれかの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と異なる請求項１か
ら５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１１】
　前記ユーザ機器に、更に、前記スケジューリングセルのダウンリンクサブフレームにお
いて、前記スケジューリングされたセルの前記ＨＡＲＱ信号を受信し、
　前記ＨＡＲＱ信号は、肯定応答信号又は否定応答信号を含む請求項１から５のいずれか
一項に記載のプログラム。
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【請求項１２】
　拡張ノードＢ（ｅＮＢ）の１又は複数のプロセッサによって実行された場合に、前記拡
張ノードＢに、
　クロスキャリアスケジューリングを利用している無線時分割複信（ＴＤＤ）システムに
おけるスケジューリングセル及びスケジューリングされたセルのアップリンク／ダウンリ
ンク（ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム構成のそれぞれを決定させ、
　前記スケジューリングセル及び前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブ
フレーム構成に基づいて、参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を決定させ、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のインディケーションを
送信させ、
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のインディケーシ
ョンを送信させ、
　前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のインディケーションを送信させ、
　前記スケジューリングセルのダウンリンクサブフレームにおける前記スケジューリング
されたセルの肯定応答信号又は否定応答信号を含むハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ
）信号を送信させ、
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、前記スケジュ
ーリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成と異なる
　プログラム。
【請求項１３】
　前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の前記インディケーションは、無線リソース制御
（ＲＲＣ）信号方式で送信される
　請求項１２に記載のプログラム。
【請求項１４】
　前記スケジューリングセルは、プライマリサービスセル又はセカンダリサービングセル
であり、
　前記スケジューリングされたセルは、セカンダリサービングセルである請求項１２に記
載のプログラム。
【請求項１５】
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成、前記スケジュー
リングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及び前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成
の少なくとも一つは、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）のロングタ
ームエボリューション（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格に関連するＴＤＤ　ＵＬ－Ｄ
Ｌ構成０－６の一つである請求項１４に記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２、４又は５に等しい場合
、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は２に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４又は５に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が５に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい
　請求項１２から１５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１７】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２、３又は４に等
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しく、前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい
場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３又は４に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しい
　請求項１２から１５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が２に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい
　請求項１２から１５のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は０に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が１、２又は５に等し
い場合、前記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は１に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０又は６に等しく、前
記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が３に等しい場合、前
記参照ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は３に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が０に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は６に等しく、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が６に等しく、前記スケ
ジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成が４に等しい場合、前記参照
ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は４に等しい請求項１２から１５のいずれか一項に記載のプ
ログラム。
【請求項２０】
　請求項１から１９のいずれか１項に記載のプログラムを格納するコンピュータ可読媒体
。
【請求項２１】
　クロスキャリアスケジューリングを利用する無線時分割複信（ＴＤＤ）システムにおけ
るスケジューリングセルのアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ－ＤＬ）サブフレーム構成
のインディケーションと、
　前記無線ＴＤＤシステムにおけるスケジューリングされたセルのＵＬ－ＤＬサブフレー
ム構成のインディケーションと
　を送信するための送信機と、
　前記送信機に連結されたプロセッサと
　を備え、
　前記プロセッサは、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成を利用するハイブリッド
自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスのアップリンクラウンドトリップタイム（ＲＴＴ）に
基づいて前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成のタイプを識別し
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、
　前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の前記タイプに基づいて
、前記スケジューリングされたセルのＨＡＲＱタイミング構成を決定する
　拡張ノードＢ。
【請求項２２】
　前記スケジューリングセルは、プライマリサービングセル又はセカンダリサービングセ
ルであり、前記スケジューリングされたセルはセカンダリサービングセルである請求項２
１に記載の拡張ノードＢ。
【請求項２３】
　前記プロセッサは、更に、
　前記タイプが、１０ミリ秒に等しいアップリンクＨＡＲＱ　ＲＴＴに関連付けられた第
１タイプである場合、前記タイミング構成が前記スケジューリングセルの前記ＵＬ－ＤＬ
サブフレーム構成であると決定し、
　前記タイプが、１０ミリ秒と等しくないアップリンクＨＡＲＱ　ＲＴＴに関連付けられ
た第２タイプである場合、前記タイミング構成は、前記スケジューリングされたセルの前
記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成であると決定する
　請求項２１に記載の拡張ノードＢ。
【請求項２４】
　前記ＨＡＲＱプロセスは、前記スケジューリングセルの少なくとも１つのダウンリンク
サブフレームを介して、前記スケジューリングセルにおける肯定応答信号又は否定応答信
号の前記タイミング構成に基づく送信を含み、
　前記肯定応答信号又は前記否定応答信号は、物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャ
ネル（ＰＨＩＣＨ）のサブフレームにおいて送信される請求項２１から２３のいずれか一
項に記載の拡張ノードＢ。
【請求項２５】
　前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成及び前記スケジュ
ーリングセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成は、第３世代パートナーシップ・プロジ
ェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）アドバンスト無線通信規格
に関連するＴＤＤ　ＵＬ－ＤＬ構成０－６の少なくとも１つに対応し、
　前記送信機は、更に、ＧＰＰ　ＬＴＥ　無線通信規格システム情報ブロック１（ＳＩＢ
１）を送信し、前記スケジューリングされたセルの前記ＵＬ－ＤＬサブフレーム構成の前
記インディケーションを送信する請求項２１から２３のいずれか一項に記載の拡張ノード
Ｂ。
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