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(57)【要約】
システム獲得のために有用なモード情報を無線送信フレ
ーム内に含める方法および装置。特に、第１の情報ビッ
トが、送信フレームのプリアンブル内に提供される。こ
こで、このビットは、無線通信システムが時分割デュプ
レクス（ＴＤＤ）モードまたは周波数分割デュプレクス
（ＦＤＤ）モードのいずれかにしたがって動作している
ことを示すように構成されている。単一のビットしか加
えないことによって、プリアンブルのリソースへの影響
を最小にする。さらに、通常は、ＦＤＤ送信がフル・デ
ュプレクス送信であるかハーフ・デュプレクス送信であ
るかを通信するために、プリアンブル内に既に存在する
別のビット・リソースが、第１のビットがＴＤＤモード
を示す場合に、ＴＤＤモード送信に関する情報を分割す
ることを示すように割り当てられるので、プリアンブル
・リソースを増加させることなく、フレームで通信され
る追加情報を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて使用される方法であって、
　時分割デュプレクス（ＴＤＤ）モードおよび周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モード
のうちの１つにしたがって前記無線通信システムが動作していることを示すように構成さ
れた少なくとも１つの第１の情報ビットを提供することと、
　送信フレームのプリアンブル内に、前記少なくとも１つの第１の情報ビットを提供する
ことと
を備える方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、前記プリアンブルのパイロット・シンボル内に提
供される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パイロット・シンボルは、ＩＥＥＥ規格８０２．２０にしたがって構成された送信
フレーム内のＴＤＭ３パイロット・シンボルである請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作する無線
通信システムにおいて、前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏブロ
ック内に提供される請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記プリアンブル内に、少なくとも１つの第２の情報ビットを割り当てることをさらに
備え、
　前記少なくとも１つの第２の情報ビットは、前記少なくとも１つのビットが、前記無線
通信システムのＴＤＤ動作を示す場合、ＴＤＤ分割情報を示し、前記少なくとも１つの第
１のビットが、前記無線通信システムのＦＤＤ動作を示す場合、前記無線通信システムが
、ハーフ・デュプレクスＦＤＤ動作およびフル・デュプレクスＦＤＤ動作のうちの１つに
したがって動作しているかを示すように構成された請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの第２の情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作す
る無線通信システムにおける前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏ
ブロック内のハーフ・デュプレクス・イネーブル・ビットである請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
　時分割デュプレクス（ＴＤＤ）モードおよび周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モード
のうちの１つにしたがって前記無線通信システムが動作していることを示すように構成さ
れた少なくとも１つの第１の情報ビットを提供し、送信フレームのプリアンブル内に、前
記少なくとも１つの第１の情報ビットを提供するように構成された少なくとも１つのプロ
セッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと
を備える装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、前記プリアンブルのパイロット・シンボル内に提
供される請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記パイロット・シンボルは、ＩＥＥＥ規格８０２．２０にしたがって構成された送信
フレーム内のＴＤＭ３パイロット・シンボルである請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作する無線
通信システムにおいて、前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏブロ
ック内に提供される請求項７に記載の装置。
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【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記プリアンブル内に、少なくとも１つの
第２の情報ビットを割り当てるように構成され、前記少なくとも１つの第２の情報ビット
は、前記少なくとも１つのビットが、前記無線通信システムのＴＤＤ動作を示す場合、Ｔ
ＤＤ分割情報を示し、前記少なくとも１つの第１のビットが、前記無線通信システムのＦ
ＤＤ動作を示す場合、前記無線通信システムが、ハーフ・デュプレクスＦＤＤ動作および
フル・デュプレクスＦＤＤ動作のうちの１つにしたがって動作しているかを示すように構
成された請求項７に記載の装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第２の情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作す
る無線通信システムにおける前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏ
ブロック内のハーフ・デュプレクス・イネーブル・ビットである請求項１１に記載の装置
。
【請求項１３】
　時分割デュプレクス（ＴＤＤ）モードおよび周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モード
のうちの１つにしたがって無線通信システムが動作していることを示すように構成された
少なくとも１つの第１の情報ビットを、コンピュータに提供させるためのコードと、
　前記無線通信システムにおいて送信されるべき送信フレームのプリアンブル内に、前記
少なくとも１つの第１の情報ビットを、前記コンピュータに提供させるためのコードと
を備えるコンピュータ読取可能媒体を備えるコンピュータ・プログラム製品。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、前記プリアンブルのパイロット・シンボル内に提
供される請求項１３に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項１５】
　前記パイロット・シンボルは、ＩＥＥＥ規格８０２．２０にしたがって構成された送信
フレーム内のＴＤＭ３パイロット・シンボルである請求項１３に記載のコンピュータ・プ
ログラム製品。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作する無線
通信システムにおいて、前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏブロ
ック内に提供される請求項１３に記載のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項１７】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記コンピュータに、前記プリアンブル内に
、少なくとも１つの第２の情報ビットを割り当てさせるためのコードをさらに備え、
　前記少なくとも１つの第２の情報ビットは、前記少なくとも１つのビットが、前記無線
通信システムのＴＤＤ動作を示す場合、ＴＤＤ分割情報を示し、前記少なくとも１つの第
１のビットが、前記無線通信システムのＦＤＤ動作を示す場合、前記無線通信システムが
、ハーフ・デュプレクスＦＤＤ動作およびフル・デュプレクスＦＤＤ動作のうちの１つに
したがって動作しているかを示すように構成された請求項１３に記載のコンピュータ・プ
ログラム製品。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの第２の情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作す
る無線通信システムにおける前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏ
ブロック内のハーフ・デュプレクス・イネーブル・ビットである請求項１７に記載のコン
ピュータ・プログラム製品。
【請求項１９】
　無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
　時分割デュプレクス（ＴＤＤ）モードおよび周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モード
のうちの１つにしたがって前記無線通信システムが動作していることを示すように構成さ
れた少なくとも１つの第１の情報ビットを提供する手段と、
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　送信フレームのプリアンブル内に、前記少なくとも１つの第１の情報ビットを提供する
手段と
を備える装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、前記プリアンブルのパイロット・シンボル内に提
供される請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記パイロット・シンボルは、ＩＥＥＥ規格８０２．２０にしたがって構成された送信
フレーム内のＴＤＭ３パイロット・シンボルである請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作する無線
通信システムにおいて、前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏブロ
ック内に提供される請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記プリアンブル内に、少なくとも１つの第２の情報ビットを割り当てる手段をさらに
備え、
　前記少なくとも１つの第２の情報ビットは、前記少なくとも１つのビットが、前記無線
通信システムのＴＤＤ動作を示す場合、ＴＤＤ分割情報を示し、前記少なくとも１つの第
１のビットが、前記無線通信システムのＦＤＤ動作を示す場合、前記無線通信システムが
、ハーフ・デュプレクスＦＤＤ動作およびフル・デュプレクスＦＤＤ動作のうちの１つに
したがって動作しているかを示すように構成された請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つの第２の情報ビットは、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって動作す
る無線通信システムにおける前記プリアンブルのパイロット・シンボルのＡｃｑＩｎｆｏ
ブロック内のハーフ・デュプレクス・イネーブル・ビットである請求項２３に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　本願は、２００７年９月１０日に出願され"METHOD AND APPARATUS FOR INCLUDING TDD/
FDD MODE AND TDD PARTITION INFORMATION IN ACQINFO BLOCK FOR SYSTEM ACQUISITION"
と題された米国仮出願６０／９７１，２０１号への優先権を主張する。上記出願は、本願
の譲受人に譲渡され、本明細書において参照によって明確に組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に、システム獲得のためにフレーム内にモード情報を含める方法および
装置に関し、さらに詳しくは、ＴＤＤモードにおける送信であるか、ＦＤＤモードにおけ
る送信であるかに関するモード情報を、フレーム・プリアンブル内に含めることに関する
。
【背景技術】
【０００３】
　周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）通信モードおよび時分割デュプレクス（ＴＤＤ）通
信モードの両方をサポートする特定の通信システムでは、ユーザ機器（ＵＥ）におけるシ
ステム獲得中のタイミング情報の獲得が、特定の通信モードに依存する。したがって、そ
のようなシステムで動作可能なユーザ・デバイスは、タイミング獲得前に、現在の送信モ
ードがＦＤＤであるかＴＤＤであるかを判定する必要がある。しかしながら、さまざまな
周知の通信システムは、特定の動作モードでアクティブに通信していない。これによって
、システム獲得中にタイミング情報を獲得することは、困難かつ非効率的になる。
【０００４】
　さらに、ＩＥＥＥ規格８０２．２０にしたがったモバイル広帯域無線アクセス（ＭＢＷ
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Ａ）のようなこれらの特定のタイプのシステムでは、システム獲得を支援するために、（
例えば、スーパフレームのような）送信フレームのプリアンブル内に、（例えば、Ａｃｑ
Ｉｎｆｏのような）挿入された獲得情報を適用することが知られている。しかしながら、
この情報は、今のところ、ユーザ・デバイスに対する現在の送信が、ＴＤＤモードにした
がっているのか、あるいはＦＤＤモードにしたがっているのかを通信しないので、タイミ
ング獲得が困難になる。しかしながら、ＩＥＥＥ８０２．２０によれば、ＦＤＤモード中
の送信がフル・デュプレクスであるかハーフ・デュプレクスであるかを通信するハーフ・
デュプレクス・イネーブル・ビットを、このビットのバイナリ状態に依存して、適用する
ことが注目される。しかしながら、ＴＤＤモードでは、順方向リンク送信（例えば、基地
局またはアクセス・ポイント（ＡＰ）からユーザ機器（ＵＥ）、アクセス端末（ＡＴ）ま
たはモバイル・デバイスへの送信）および逆方向リンク送信（例えば、ＵＥ、ＡＴまたは
モバイル・デバイスから基地局またはＡＰへの送信）のために時分割されたリソースのう
ちのさまざまな異なる分割が知られている。既知のシステムにおいて一般的である、ダウ
ンリンク・フレーム対アップリンク・フレームの特定の分割比が、システム内のデバイス
によって知られている場合、タイミング獲得がさらに遅れる。
【発明の概要】
【０００５】
　態様によれば、無線通信システムで使用される方法が開示される。この方法は、時分割
デュプレクス（ＴＤＤ）モードまたは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モードのうちの
１つにしたがって通信システムが動作していることを示すように構成された少なくとも１
つの第１の情報ビットを提供することを含む。さらに、この方法は、送信フレームのプリ
アンブル内に、少なくとも１つの第１の情報ビット提供することを含む。
【０００６】
　別の態様によれば、無線通信システムにおいて動作可能な装置が示される。この装置は
、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）モードまたは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モード
のうちの１つにしたがって通信システムが動作していることを示すように構成された少な
くとも１つの第１の情報ビットを提供するように構成された少なくとも１つのプロセッサ
を含む。この少なくとも１つのプロセッサはまた、送信フレームのプリアンブル内に、少
なくとも１つの第１の情報ビットを提供するように構成される。この少なくとも１つのプ
ロセッサに接続されたメモリも、この装置に含まれる。
【０００７】
　さらなる態様によれば、コンピュータ読取可能媒体を備えたコンピュータ・プログラム
製品が示される。コンピュータ読取可能媒体は、コンピュータに対して、時分割デュプレ
クス（ＴＤＤ）モードまたは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モードのうちの１つにし
たがって通信システムが動作していることを示すように構成された少なくとも１つの第１
の情報ビットを提供させるためのコードを含む。この媒体はまた、コンピュータに対して
、無線通信システムで送信されるべき送信フレームのプリアンブル内に、少なくとも１つ
の第１の情報ビットを提供させるためのコードをも含む。
【０００８】
　さらなる態様によれば、無線通信システムにおいて動作可能な装置が示される。この装
置は、時分割デュプレクス（ＴＤＤ）モードまたは周波数分割デュプレクス（ＦＤＤ）モ
ードのうちの１つにしたがって通信システムが動作していることを示すように構成された
少なくとも１つの第１の情報ビットを提供する手段を含む。さらに、送信フレームのプリ
アンブル内に、少なくとも１つの第１の情報ビットを提供する手段が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、ここで開示される方法および装置が適用される典型的な無線通信システ
ムである。
【図２】図２は、図１のシステムで利用される送信フレーム・フォーマットを示す。
【図３】図３は、１：１の分割比を有する典型的なＴＤＤ送信を示す。
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【図４】図４は、２：１の分割比を有する典型的なＴＤＤ送信を示す。
【図５】図５は、無線送信においてＦＤＤモード情報およびＴＤＤモード情報の通信を提
供する方法を例示する。
【図６】図６は、無線送信においてＦＤＤモード情報およびＴＤＤモード情報の通信を達
成するための典型的な装置を例示する。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、ＦＤＤモードであるかＴＤＤモードであるかといった送信モードを通信する
ための情報を、送信フレーム内に提供する方法および装置に着目している。この情報は、
送信フレーム（すなわち、スーパフレーム）のプリアンブル内に、単一のバイナリ・ビッ
トを備えうる。この送信フレームは、送信フレームを受信する装置へ、ＦＤＤ送信モード
あるいはＴＤＤ送信モードの何れかを通信する。さらに、別の態様では、本開示はまた、
ＦＤＤにしたがって送信している場合にフル・デュプレクス・モードまたはハーフ・デュ
プレクス・モードで通信するのみならず、ＴＤＤにしたがって送信している場合に分割情
報を通信する追加機能をもって通信するために、例としてＩＥＥＥ８０２．２０システム
におけるハーフ・デュプレクス・イネーブル・ビットのような残りのリソースを再利用す
る方法および装置をも含む。
【００１１】
　図１は、ここで開示される方法および装置が適用される典型的な無線通信システムを例
示する。アクセス・ポイント１００（ＡＰ）は、複数のアンテナ・グループを含んでおり
、１つが１０４および１０６を含み、別のものが１０８および１１０を含み、さらに別の
ものが１１２および１１４を含んでいる。図１では、おのおののアンテナ・グループにつ
いて、２本のアンテナのみが示されている。しかしながら、おのおのアンテナ・グループ
について、２本よりも多いあるいは少ないアンテナもまた利用されうる。アクセス端末１
１６（ＡＴ）は、アンテナ１１２、１１４と通信しており、アンテナ１１２、１１４は、
順方向リンク１２０でアクセス端末１１６へ情報を送信し、逆方向リンク１１８でアクセ
ス端末１１６から情報を受信する。アクセス端末１２２は、アンテナ１０６、１０８と通
信しており、アンテナ１０６、１０８は、順方向リンク１２６でアクセス端末１２２へ情
報を送信し、逆方向リンク１２４でアクセス端末１２２から情報を受信する。
【００１２】
　図１のシステムは、ＦＤＤモードとＴＤＤモードとの両方をサポートすることが注目さ
れる。ＦＤＤモードでは、通信リンク１１８、１２０、１２４、１２６は、通信のために
、異なる周波数を使用しうる。例えば、順方向リンク１２０は、逆方向リンク１１８によ
って使用されるものとは異なる周波数を使用しうる。アクセス・ポイント（例えば１００
）は、端末と通信するために使用される固定局であり、さらにアクセス・ポイント（ＡＰ
）、ノードＢ、基地局、またはその他いくつかの用語で称されることが注目される。アク
セス端末はまた、ユーザ機器（ＵＥ）、無線通信デバイス、端末、ユーザ・デバイス、モ
バイル・デバイス、あるいはその他いくつかの用語で称されうる。
【００１３】
　図２は、図１のシステムで利用されうる送信フレーム・フォーマットを示す。例示され
るように、一例としてスーパフレームでありうる送信フレーム２００は、システム獲得お
よびタイミング獲得のために、シンボルを含むさまざまなオーバヘッド・シンボルを含む
プリアンブル２０２を含む。送信フレーム２００はさらに、フレーム２００によって送信
されるべきデータを含んでいるペイロード２０４を含んでいる。特に、フレーム２００は
、３つの時分割多重化（ＴＤＭ）されたパイロット・チャネル、すなわち、ＴＤＭパイロ
ット１（２０６）、ＴＤＭパイロット２（２０８）、およびＴＤＭパイロット３（２１０
）を含む。ＴＤＭパイロット１　２０６は、特に、粗いタイミング獲得のために、トラン
シーバによって使用される。ＴＤＭパイロット２　２０８は、時間において、ＴＤＭ１　
２０６に続く。ＴＤＭ２　２０８は、精細なタイミング獲得または再獲得のためにトラン
シーバによって使用される擬似乱数（ＰＮ）シーケンスまたはコードを含む。
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【００１４】
　ＴＤＭパイロット３チャネル２１０は、受信デバイスへ追加のシステム情報を通信する
ために利用されうる。態様によれば、ＭＢＷＡシステム（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．２
０規格）では、ＴＤＭパイロット３に含まれる情報は、受信デバイスへの現在の送信がＦ
ＤＤ送信であるかＴＤＤ送信であるかに関する情報を含んでいないことが注目される。し
たがって、本方法および本装置は、プリアンブル内の例えばＴＤＭ３内に、この送信がＦ
ＤＤ送信であるかＴＤＤ送信であるかを通信する少なくとも１つの追加の情報ビットを提
供する。一例として、ゼロ（０）状態のビットは、ＦＤＤモードを示すことができ、１状
態のビットは、ＴＤＤモードを示すことができる。
【００１５】
　また、ＭＢＷＡシステム（すなわち、ＩＥＥＥ８０２．２０規格）では、ＴＤＭ３チャ
ネルは、システム獲得のために送信された獲得情報（ＡｃｑＩｎｆｏ）ブロック（図示せ
ず）を、プリアンブル内に含む。したがって、態様では、上述した追加ビットが、Ａｃｑ
Ｉｎｆｏブロックに含まれるが、そのような配置に限定されず、スーパフレーム・プリア
ンブルの任意の部分に含まれうることが考慮される。ビットがＡｃｑＩｎｆｏブロックに
追加されるか、あるいはプリアンブル内の何れかに追加されるかに関わらず、単一のビッ
トしか追加しないことによって、スーパフレームへ最小のオーバヘッドしか加えない。プ
リアンブルでは、さらなる情報を通信するために、あるいは、別の例として、２よりも多
いモードが通信システムによってサポートされている場合、モードを通信するために、１
ビットより多い追加ビットが使用されうることが注目される。
【００１６】
　ＴＤＤ送信では、特定の順方向リンクによっておよび逆方向リンクによってデュプレク
スされた送信が交互に行われるか、あるいは、特定の定められた比率で、時間的に分割さ
れることが知られている。実例として、図３は、１：１の分割比を有するＴＤＤ送信を示
す。ここでは、順方向リンク送信３０２が、時間において、逆方向リンク送信３０４と交
互する。異なるＴＤＤ分割の別の例として、図４は、２：１の分割比を示す。ここでは、
時間において連続して送信される２つの順方向リンク送信４０２、４０４毎に、１つの逆
方向リンク４０６が続く。
【００１７】
　ある通信システムでは、ＦＤＤモードにおいて、ＦＤＤ送信がフル・デュプレクスであ
るかハーフ・デュプレクスであるかを示すために、プリアンブル内のビットを利用するこ
とが知られている。ＭＢＷＡシステムの場合、具体的な例として、この既存のビットは、
“ハーフ・デュプレクス・イネーブル”ビットと称され、ＡｃｑＩｎｆｏブロック内に位
置する。例えば図３および図４に例示されるような分割のように、ＴＤＤ送信のための特
定の分割に関し、ＴＤＤモードで動作するシステムでは、現在、何のインジケーションも
与えられていない。さらなる態様によれば、（例えば、ハーフ・デュプレクス・イネーブ
ル・ビットのような）プリアンブル内の既存のビットは、現在、ＦＤＤモードでのみ使用
されているので、このビットは、ＴＤＤ分割のインジケータとして使用される（あるいは
、実質的に再使用される）と考えられる。したがって、上述した第１のビットがＦＤＤを
示す場合、第２のビットは、ＦＤＤフル・デュプレクス動作とハーフ・デュプレクス動作
のうちの何れかが利用されているかを示す。さらに、第１のビットがＴＤＤモードを示す
場合、２モードの場合、２つの分割比のうちのどちらが使用されているのかを示すために
、同じ第２のハーフ・デュプレクス・イネーブル・ビットが利用されうる。例えば、第２
のビットがゼロ（０）状態に設定されている場合、図４に例示するような２：１のＴＤＤ
分割を意味する。そうではない場合、１状態に設定されていることは、例えば図３に例示
される１：１の分割のような別の分割を示す。これは単に、任意に選択された比率の例で
あり、システムでは、その他さまざまな比率も適用され、ビット選択を意味することが注
目される。さらに、２を超える異なるＴＤＤ分割がシステムにおいて利用される場合、こ
の情報にさらなるビットが追加されうる。
【００１８】
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　図５は、例えば図１のシステムのような無線通信システムで適用されうるＦＤＤモード
情報およびＴＤＤモード情報の通信を提供する方法５００を例示する。方法５００は、通
信システムがＴＤＤモードまたはＦＤＤモードにしたがって動作していることを示すよう
に構成された少なくとも１つの第１の情報ビットを提供する第１のブロック５０２を示す
。既に説明したように、この第１の情報ビットは、一例として単一のバイナリ・ビットで
あり、その状態は、現在、ＦＤＤ送信モードであるか、あるいはＴＤＤモードであるかを
示す。第１の情報ビットは、無線通信システムにおいて送信されるべき送信フレームのプ
リアンブル内に提供、配置、あるいは挿入されうる。既に説明したように、ＩＥＥＥ８０
２．２０システムの例において、第１の情報ビットは、スーパフレームのＴＤＭパイロッ
ト３チャネル内へ、別の態様では、ＴＤＭパイロット３内のＡｃｑＩｎｆｏブロックへ挿
入されることが注目される。
【００１９】
　図５はさらに、破線で示すように、追加処理であるが代替処理を提供する補足ブロック
５０６を例示する。ブロック５０６は、特に、第１の情報ビットがＴＤＤ動作を示す場合
に、ＴＤＤ分割情報を示すために、第１の情報ビットがＦＤＤ動作を示す場合に、ハーフ
・デュプレクスＦＤＤ動作およびフル・デュプレクスＦＤＤ動作を示すために、プリアン
ブル内に、少なくとも１つの第２の情報ビットを割り当てる。１つの態様によれば、第２
の情報ビットは、本明細書において上述したように、ＩＥＥＥ８０２．２０にしたがって
動作するシステムのスーパフレーム・プリアンブル内に既に存在するハーフ・デュプレク
ス・イネーブル・ビットであることが注目される。したがって、ブロック５０６の処理に
よって、ＴＤＤ送信に関する更なる分割情報を通信するために、この情報ビットを再使用
することができる。これは、伝送される情報量をプリアンブル内に追加しながら、追加さ
れたリソースに対する必要性を無くする。
【００２０】
　方法５００の処理のうちの１または複数は、通信システムにおいてアセンブルされ送信
されるおのおののスーパフレームについて繰り返されることが注目される。あるいは、方
法５００の処理のうちの１または複数は、周期的に実行され、周期的なスーパフレームの
みに、追加のビット情報が提供される。
【００２１】
　図６は、ＴＤＤおよびＦＤＤをサポートする通信システムである特定の送信モードの通
信に関する情報を提供する装置を例示する。この装置６００は、単なる２つの例として、
図１に例示するように、例えば基地局またはアクセス・ポイント・デバイス１００、ある
いは、ユーザ機器１１６、１２２のような通信システムにおけるその他のデバイスのよう
な無線デバイスで利用されうるさまざまな構成要素を含みうる。
【００２２】
　装置６００は、電力バス、制御信号バス、ステータス信号バス、データ・バス、これら
任意の組み合わせ、あるいは、その他任意の適切な通信リンクを含みうる通信バス６０２
によって通信可能に接続された多くのさまざまな構成要素を含みうる。また、装置６００
には、装置６００の動作を制御する少なくとも１つのプロセッサ６０４が含まれる。この
プロセッサ６０４は、中央処理装置（ＣＰＵ）とも称されうる。装置６００はさらに、読
取専用メモリ（ＲＯＭ）とランダム・アクセス・メモリとの両方を含み、命令群およびデ
ータをプロセッサ６０４へ提供する、メモリ６０６を含む。メモリ６０６の一部はまた、
一例として、不揮発性ランダム・アクセス・メモリ（ＮＶＲＡＭ）をも含みうる。プロセ
ッサ６０４は、メモリ６０６内に格納されたプログラム命令群に基づいて、論理動作およ
び演算動作を実行するように構成される。さらに、メモリ６０６の命令群は、本明細書に
記載された方法を実現するように実行することが可能でありうる。
【００２３】
　装置６００はまた、例えば、装置６００を適用する無線デバイスと、その他の無線デバ
イスとの間での、無線信号の送信および受信を提供する送信機／受信機回路６０８をも含
みうる。１または複数のアンテナ６１０が、図６に例示するように、送信機／受信機回路
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６０８に通信可能に接続されうる。装置６００を適用する無線デバイスは、複数の送信機
、複数の受信機、および／または複数のアンテナを含みうることが注目される。
【００２４】
　装置６００はまた、例えば、図２乃至図５に関連して上述したさまざまな処理および機
能のような、本明細書に記載された機能および方法を有効にするための手段として構成さ
れる。さらに、装置６００は、受信された信号を処理する際に使用されるデジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）６１４を含みうる。さらに、プロセッサ６０４および／またはＤＳＰ
６１４は、代替実施例として、送信フレーム・アセンブリ・モジュール６１２によって実
行される機能のうちのいくつかまたは全てを含みうることが注目される。
【００２５】
　開示された処理におけるステップの具体的な順序または階層は、典型的なアプローチの
例であることが理解される。設計選択に基づいて、これら処理におけるステップの具体的
な順序または階層は、本開示の範囲内であることを維持しながら、並び替えられうること
が理解される。これに伴う方法請求項は、さまざまなステップの現在の要素をサンプル順
で示しており、ここで示された具体的な順序または階層に限定されないことが意図される
。
【００２６】
　当業者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技法を用いて表される
ことを理解するであろう。例えば、上述した記載の全体で引用されているデータ、命令群
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの組み合わせによっ
て表現されうる。
【００２７】
　当業者であれば、さらに、本開示の実施形態に関連して記載された様々な例示的な論理
ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズム・ステップが、電子工学ハードウェア
、コンピュータ・ソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されることを理
解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互置換性を明確に説明するために、
様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機
能の観点から一般的に記述された。それら機能がハードウェアとしてまたはソフトウェア
として実現されるかは、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられている設
計制約に依存する。当業者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変化する方法で
上述した機能を実現することができる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲か
らの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
【００２８】
　本明細書での開示に関連して記述された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、お
よび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）あるいはそ
の他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲートあるいはトランジスタ・ロ
ジック、ディスクリート・ハードウェア構成要素、または上述された機能を実現するため
に設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現または実施されうる。汎用プロセッサ
としてマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能で
ある。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイク
ロプロセッサ、ＤＳＰコアに接続された１または複数のマイクロプロセッサ、またはその
他任意のこのような構成である計算デバイスの組み合わせとして実現することも可能であ
る。
【００２９】
　本開示の実施形態に関連して記述されたアルゴリズムや方法のステップは、ハードウェ
アによって直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールによって
、または、これらの組み合わせによって具体化される。ソフトウェア・モジュールは、Ｒ
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ＡＭメモリ、フラッシュ・メモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモ
リ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル・ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該
技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されうる。典型的な記憶媒体は、
プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情報を書き込むことができるようにプ
ロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッサに統合されることができる。この
プロセッサと記憶媒体とは、ＡＳＩＣ内に存在することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ端
末内に存在することもできる。あるいはこのプロセッサと記憶媒体とは、ユーザ端末内の
ディスクリート部品として存在することができる。
【００３０】
　開示された例の上記記載は、当業者をして、本開示の方法または装置の製造または利用
を可能とするように提供される。これらの開示への様々な変形例もまた、当業者には明ら
かであって、本明細書で定義された一般的な原理は、本発明の主旨または範囲から逸脱す
ることなく他のバリエーションにも適用されうる。用語「典型的」は、本明細書において
、「例、事例、または実例として役立つ」ことを意味するために用いられていることが注
目される。本明細書で「典型的」と記載されている例は、必ずしも他の例よりも好適であ
るとか有利であるとか解釈される必要はない。このように、本開示は、本明細書で示され
た例や設計に限定されるものではなく、本明細書で開示された原理および新規な特徴に一
致した最も広い範囲に相当することが意図されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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