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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　ユーザ機器（ＵＥ）において、第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）内のデータ領域におけ
るリソースを介して、非低レイテンシ送信を示す第１の制御領域を受信することと、
　　前記ＵＥにおいて、前記第１の制御領域に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイ
テンシ送信を受信することと、
　　前記ＵＥにおいて、前記受信された非低レイテンシ送信の後に第２の制御領域におい
て、前記第１のＴＴＩより少ない持続時間を有する第２のＴＴＩの間に低レイテンシ送信
の指示を受信することと、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、前記第１のＴＴＩ内
の前記データ領域の少なくとも一部分に存在する、
　　前記ＵＥにおいて、前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイテンシ送信
を復号することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記指示に少なくとも部分的に基づいて干渉推定値を生成すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＴＴＩの間に１つまたは複数のヌルトーンを識別すること、ここにおいて、
前記１つまたは複数のヌルトーンは、前記非低レイテンシ送信によって使用される周波数
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サブバンドのサブセットまたは前記非低レイテンシ送信によって使用される時間ユニット
のサブセットにのみ存在し、ここにおいて、前記干渉推定値を生成することは、前記１つ
または複数のヌルトーンに少なくとも部分的に基づく、
　をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記非低レイテンシ送信の変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ
領域の一部分を含むリソースのセットにマッピングすること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記非低レイテンシ送信の変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ
領域の一部分を除くリソースのセットにマッピングすること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記指示がブロードキャストメッセージ中でまたはユニキャストメッセージ中で受信さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記指示が前記第１のＴＴＩまたは前記第２のＴＴＩの後に受信される、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記指示が１つまたは複数の制御チャネルシンボル期間の間に受信される、請求項６に
記載の方法。
【請求項９】
　前記低レイテンシ送信が異なるワイヤレスデバイスに向けられる、請求項１に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記低レイテンシ送信が前記非低レイテンシ送信と同じセルからのものである、請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記低レイテンシ送信が前記非低レイテンシ送信とは異なるセルからのものである、請
求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記指示が基地局バックホールリンクを介して受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のＴＴＩがロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））サブフレー
ムを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２のＴＴＩが１つまたは複数のＬＴＥシンボル期間を備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記一部分がいくつかのリソースブロック（ＲＢ）を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記指示がサービング基地局または近隣基地局のうちの少なくとも１つから受信される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記指示が半静的構成を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　ワイヤレス通信のためのユーザ機器（ＵＥ）であって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　　前記メモリに記憶された命令であって、前記プロセッサによって実行されると、前記
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ユーザ機器（ＵＥ）に、
　　　第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）のデータ領域におけるリソースを介して、非低レイ
テンシ送信を示す第１の制御領域を受信することと、
　　　前記第１の制御領域に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイテンシ送信を受信
することと、
　　　前記受信された非低レイテンシ送信の後に第２の制御領域において、前記第１のＴ
ＴＩより少ない持続時間を有する第２のＴＴＩの間に低レイテンシ送信の指示を受信する
ことと、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域
の少なくとも一部分に存在する、
　　　前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイテンシ送信を復号することと
　　を行わせるように動作可能な命令と
　を備えるユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項１９】
　前記命令は、前記ユーザ機器（ＵＥ）に、
　前記指示に少なくとも部分的に基づいて干渉推定値を生成すること
　を行わせるように動作可能である、請求項１８に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２０】
　前記命令は、前記ユーザ機器（ＵＥ）に、
　前記第１のＴＴＩの間に１つまたは複数のヌルトーンを識別することと、ここにおいて
、前記１つまたは複数のヌルトーンは、前記非低レイテンシ送信によって使用される周波
数サブバンドのサブセットまたは前記非低レイテンシ送信によって使用される時間ユニッ
トのサブセットにのみ存在する、
　前記１つまたは複数のヌルトーンに少なくとも部分的に基づいて前記干渉推定値を生成
することと
　を行わせるように動作可能である、請求項１９に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２１】
　前記命令は、前記ユーザ機器（ＵＥ）に、
　前記非低レイテンシ送信の変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ
領域の一部分を含むリソースのセットにマッピングすること
　を行わせるように動作可能である、請求項１８に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２２】
　前記命令は、前記ユーザ機器（ＵＥ）に、
　前記非低レイテンシ送信の変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ
領域の一部分を除くリソースのセットにマッピングすること
　を行わせるように動作可能である、請求項１８に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２３】
　前記命令は、前記ユーザ機器（ＵＥ）に、
　前記第１のＴＴＩまたは前記第２のＴＴＩの後に前記指示を受信すること
　を行わせるように動作可能である、請求項１８に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２４】
　前記命令は、前記ユーザ機器（ＵＥ）に、
　前記第１のＴＴＩの第１のシンボル期間の間に制御チャネルを受信すること、ここにお
いて、前記制御チャネルは、前記第１のＴＴＩのためのスケジューリング情報を備え、前
記第１のＴＴＩを復号することは、前記制御チャネルに少なくとも部分的に基づく、
　を行わせるように動作可能である、請求項２３に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２５】
　前記低レイテンシ送信が異なるワイヤレスデバイスに向けられる、請求項１８に記載の
ユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２６】
　前記低レイテンシ送信が前記非低レイテンシ送信と同じセルからのものである、請求項
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１８に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２７】
　前記命令は、前記ユーザ機器（ＵＥ）に、
　基地局バックホールリンクを介して前記指示を受信すること
　を行わせるように動作可能である、請求項１８に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２８】
　前記第１のＴＴＩがロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを備える、
請求項１８に記載のユーザ機器（ＵＥ）。
【請求項２９】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）内のデータ領域におけるリソースを介して、非低レイ
テンシ送信を示す第１の制御領域を受信するための手段と、
　　前記第１の制御領域に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイテンシ送信を受信す
るための手段と、
　　前記受信された非低レイテンシ送信の後に第２の制御領域において、前記第１のＴＴ
Ｉより少ない持続時間を有する第２のＴＴＩの間に低レイテンシ送信の指示を受信するた
めの手段と、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、前記第１のＴＴＩ内の前記データ
領域の少なくとも一部分に存在する、
　　前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイテンシ送信を復号するための手
段と
　を備える装置。
【請求項３０】
　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって
、前記コードが、
　　第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）内のデータ領域におけるリソースを介して、非低レイ
テンシ送信を示す第１の制御領域を受信することと、
　　前記第１の制御領域に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイテンシ送信を受信す
ることと、
　　前記受信された非低レイテンシ送信の後に第２の制御領域において、前記第１のＴＴ
Ｉより少ない持続時間を有する第２のＴＴＩの間に低レイテンシ送信の指示を受信するこ
とと、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域の
少なくとも一部分に存在する、
　　前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記非低レイテンシ送信を復号することと
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１６年１月１２日に出
願された「Ｐａｒａｌｌｅｌ　Ｌｏｗ　Ｌａｔｅｎｃｙ　Ａｗａｒｅｎｅｓｓ」と題する
Ｃｈｅｎらによる米国特許出願第１４／９９３，５９２号、２０１５年５月２２日に出願
された「Ｐａｒａｌｌｅｌ　ＵＬＬ　Ａｗａｒｅｎｅｓｓ」と題するＣｈｅｎらによる米
国仮特許出願第６２／１６５，７８３号、および２０１５年２月６日に出願された「Ｐａ
ｒａｌｌｅｌ　ＵＬＬ　Ａｗａｒｅｎｅｓｓ」と題するＣｈｅｎらによる米国仮特許出願
第６２／１１３，０６６号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システム
における並列低レイテンシ認識（parallel low latency awareness）に関する。
【背景技術】
【０００３】
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　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
よび電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続（
ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機器（Ｕ
Ｅ）として知られ得る、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、
いくつかの基地局を含み得る。基地局は、（たとえば、基地局からＵＥへの送信のために
）ダウンリンクチャネル、および（たとえば、ＵＥから基地局への送信のために）アップ
リンクチャネル上で、通信デバイスと通信し得る。
【０００５】
　[0005]ワイヤレス多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さ
らには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通
信規格において採用されている。例示的な電気通信規格はロングタームエボリューション
（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、スペクトル効率を改善し、コストを下げ、サ
ービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、他のオープン規格とより良く統合するよう
に設計されている。ＬＴＥは、ダウンリンク（ＤＬ）上のＯＦＤＭＡと、アップリンク（
ＵＬ）上のシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）と、多入力多出力（
ＭＩＭＯ）アンテナ技術とを使用し得る。
【０００６】
　[0006]ワイヤレス通信システムは、通信リンクのスループットを増加させるために、低
レイテンシ動作を利用し得る。いくつかの場合には、低レイテンシ動作は、非低レイテン
シ動作と同時に行われ得る。非低レイテンシ通信を受信するデバイスが低レイテンシ通信
に気づいていない場合、低レイテンシ通信は、受信デバイスが非低レイテンシ通信におけ
る情報のすべてを復号する能力に干渉し得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]並列低レイテンシ（parallel low latency）（低レイテンシ（low latency））
認識のためのシステム、方法、および装置が説明される。受信デバイスは、低レイテンシ
送信に関連付けられた信号を検出し、それに応じて、非低レイテンシ通信を復号し得る。
いくつかの場合には、受信デバイスは、どこでいつ低レイテンシ通信が行われているかを
受信デバイスに通知するインジケータを送信デバイスから受信し得る。たとえば、指示（
indication）は、低レイテンシ通信によって利用される周波数リソースと、どのシンボル
が使用されているかとを開示し得る。インジケータは、低レイテンシ通信と同じサブフレ
ームの間に、サブフレームの終わりに、または後続のサブフレームの間に、送信され得る
。受信デバイスは、低レイテンシ干渉（low latency interference）を軽減し、チャネル
推定値を生成し、非低レイテンシ通信を確実に復号するために、インジケータを使用し得
る。いくつかの場合には、干渉する低レイテンシ通信は、受信デバイスのサービングセル
内で行われ得るが、他の場合には、干渉する低レイテンシ通信は、近隣セルにおいて行わ
れ得る。
【０００８】
　[0008]ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、データ領域におけるリソースを利
用して第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデータチャネルを受信することと、低レイテ
ンシ送信が第１のＴＴＩ内のデータ領域の少なくとも一部分に存在するという指示を受信
することであって、低レイテンシ送信は、第２のＴＴＩに少なくとも部分的に基づく、指
示を受信することと、指示に少なくとも部分的に基づいてデータチャネルを復号すること
とを含み得る。
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【０００９】
　[0009]ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、データ領域におけるリソー
スを利用して第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデータチャネルを受信するための手段
と、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内のデータ領域の少なくとも一部分に存在するとい
う指示を受信するための手段であって、低レイテンシ送信は、第２のＴＴＩに少なくとも
部分的に基づく、指示を受信するための手段と、指示に少なくとも部分的に基づいてデー
タチャネルを復号するための手段とを含み得る。
【００１０】
　[0010]さらなる装置が説明される。装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信して
いるメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プロセッサに、データ領
域におけるリソースを利用して第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデータチャネルを受
信することと、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内のデータ領域の少なくとも一部分に存
在するという指示を受信することであって、低レイテンシ送信は、第２のＴＴＩに少なく
とも部分的に基づく、指示を受信することと、指示に少なくとも部分的に基づいてデータ
チャネルを復号することとを行わせるように動作可能であり得る。
【００１１】
　[0011]ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的
コンピュータ可読媒体は、プロセッサに、データ領域におけるリソースを利用して第１の
送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデータチャネルを受信することと、低レイテンシ送信が第
１のＴＴＩ内のデータ領域の少なくとも一部分に存在するという指示を受信することであ
って、低レイテンシ送信は、第２のＴＴＩに基づく、指示を受信することと、指示に基づ
いてデータチャネルを復号することとを行わせる命令を含み得る。
【００１２】
　[0012]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例は、指示に基づいて干渉推定値を生成するためのプロセス、特徴、手段、または命令
をさらに含み得る。上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体
のいくつかの例は、第１のＴＴＩの間に１つまたは複数のヌルトーン（null tones）を識
別するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここで、識別されたヌ
ルトーンは、データチャネルによって使用される周波数サブバンドのサブセットまたはデ
ータチャネルによって使用される時間ユニットのサブセットにのみ存在し、ここで、干渉
推定値を生成することは、１つまたは複数のヌルトーンに基づく。
【００１３】
　[0013]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例は、データチャネルの変調シンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部
分を含むリソースのセットにマッピングするためのプロセス、特徴、手段、または命令を
さらに含み得る。上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体の
いくつかの例は、データチャネルの変調シンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデータ領
域の一部分を除くリソースのセットにマッピングするためのプロセス、特徴、手段、また
は命令をさらに含み得る。
【００１４】
　[0014]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、指示はブロードキャストメッセージまたはユニキャストメッセージ中で受信さ
れる。上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例では、指示は第１のＴＴＩまたは第２のＴＴＩの後に受信される。上記で説明された方
法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、指示は１つまたは
複数の制御チャネルシンボル期間の間に受信される。
【００１５】
　[0015]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、低レイテンシ送信は異なるワイヤレスデバイスに向けられる。上記で説明され
た方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、低レイテンシ
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送信はデータチャネルと同じセルからのものである。上記で説明された方法、装置、また
は非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、低レイテンシ送信はデータチャネ
ルとは異なるセルからのものである。上記で説明された方法、装置、または非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例では、指示は基地局バックホールリンクを介して受信さ
れる。
【００１６】
　[0016]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、第１のＴＴＩはロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを備え
る。上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例
では、第２のＴＴＩはＬＴＥシンボル期間を備える。上記で説明された方法、装置、また
は非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、一部分はいくつかのリソースブロ
ックを備える。上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のい
くつかの例では、指示はサービング基地局から受信される。
【００１７】
　[0017]上記で説明された方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、指示は近隣基地局から受信される。上記で説明された方法、装置、または非一
時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、指示は半静的構成を備える。
【００１８】
　[0018]開示される概念および具体例は、本開示の同じ目的を実施するための他の構造を
修正または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価な構成は、添
付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示される概念の特性、それらの編成と
動作方法の両方は、関連する利点とともに、添付の図に関して以下の説明を検討するとよ
り良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のみのために与えられ、特許請求の範
囲の限定の定義として与えられるものではない。
【００１９】
　[0019]本開示の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照して実現され得る
。添付の図では、同様の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同
じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要素
の間で区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照ラベルの
みが本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわらず、同
じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれか１つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】[0020]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワイヤ
レス通信システムの一例を示す図。
【図２Ａ】[0021]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワイ
ヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２Ｂ】本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワイヤレス
通信システムの一例を示す図。
【図３】[0022]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするチャネ
ル構造の一例を示す図。
【図４Ａ】[0023]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートする１つ
または複数のシステム内のプロセスフローの一例を示す図。
【図４Ｂ】本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートする１つまたは
複数のシステム内のプロセスフローの一例を示す図。
【図５】[0024]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワイヤ
レスデバイスのブロック図。
【図６】[0025]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワイヤ
レスデバイスのブロック図。
【図７】[0026]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワイヤ
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レスデバイスのブロック図。
【図８】[0027]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするデバイ
スを含むシステムのブロック図。
【図９】[0028]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートする基地局
を含むシステムのブロック図。
【図１０】[0029]本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法を示す
図。
【図１１】本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法を示す図。
【図１２】本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法を示す図。
【図１３】本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法を示す図。
【図１４】本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法を示す図。
【図１５】本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　[0030]ワイヤレスシステムは、通信リンクのスループットを増加させるために、また、
レイテンシに耐えられない通信（latency-intolerant communications）をサポートする
ために、低レイテンシ通信を利用し得る。低レイテンシ通信は、１ｍｓよりもかなり短い
送信時間間隔（ＴＴＩ）を利用し、それにより、レイテンシを著しく低減し、スケジュー
リングの柔軟性を高めることができる。低レイテンシ通信と非低レイテンシ通信の両方を
利用するワイヤレスシステムは、非低レイテンシ動作の間に低レイテンシ干渉（low late
ncy interference）を受けることがある。したがって、受信デバイスは、低レイテンシ通
信に関連付けられた潜在的な悪影響を軽減するために、低レイテンシ干渉の指示を検出し
得る。非低レイテンシ送信は、たとえば、１ｍｓサブフレームの始めにスケジュールされ
得るが、低レイテンシトラフィックは、シンボルごとにスケジュールされ得るので、受信
デバイスは、受信されたデータを復号する前にサブフレームの終わりまで待つことがある
。低レイテンシトラフィックの指示は、サブフレームの終わりに（たとえば、最後のいく
つかのシンボルに）、後続のサブフレームの制御領域に（たとえば、後続のサブフレーム
の最初のいくつかのシンボルに）、サブフレームの中央（middle）に（たとえば、スロッ
ト境界の近くに）、などに含まれ得る。受信デバイスは加えて、シンボルとブロックとに
依存する干渉推定（symbol and block dependent interference estimation）について低
レイテンシ干渉の指示を利用し得る。
【００２２】
　[0031]ワイヤレスシステムは、１つまたは複数のキャリア（たとえば、時間分割複信（
ＴＤＤ）キャリアまたは周波数分割複信（ＦＤＤ）キャリア）上でデュアルＴＴＩ構造を
用いることができる。シンボル長ＴＴＩ（または他のサブサブフレームＴＴＩ）は、低レ
イテンシＴＴＩと呼ばれることがあり、ＴＤＤフレームの特定のサブフレーム内で編成さ
れ得る。これらのサブフレームは、低レイテンシサブフレームと呼ばれることがあり、１
つの方向（たとえば、アップリンク（ＵＬ）またはダウンリンク（ＤＬ））における送信
のためにサブフレームレベルでスケジュールされ得、ＵＬ送信とＤＬ送信の両方のために
スケジュールされた複数の低レイテンシシンボルを含み得る。低レイテンシサブフレーム
は、ＤＬ低レイテンシシンボルとＵＬ低レイテンシシンボルの両方を含み得るので、ＤＬ
サブフレームまたはＵＬサブフレームのいずれかの内で同じデバイスによる送信および受
信が可能である。さらに、そのような低レイテンシシンボルのヌメロロジー（numerology
）は、非低レイテンシシステム動作についてのヌメロロジーに一致（consistent with）
し得るので、低レイテンシ対応デバイスは、低レイテンシシンボルを利用することができ
る一方、非低レイテンシデバイスは、シンボルを容易に無視（ignore）することができる
。本明細書で説明されるように、システムは、実装作業を最小限に抑え、後方互換性を促
進するために、ＬＴＥヌメロロジー（たとえば、タイミング、ＴＴＩ構造など）を活用し
得る。たとえば、低レイテンシをサポートするいくつかのシステムでは、１５ｋＨｚトー
ン間隔と、約７１μｓのサイクリックプレフィックス（ＣＰ）持続時間とを含み得る。し
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たがって、この手法は、低レイテンシデバイスと非低レイテンシデバイスまたはレガシー
デバイス（たとえば、ＬＴＥ規格の以前のバージョンに従って動作するデバイス）の両方
の統合を実現し得る。
【００２３】
　[0032]上述のように、また、本明細書でさらに説明されるように、低レイテンシＴＴＩ
構造は、ワイヤレスシステムにおけるレイテンシをかなり低減し、スケジューリングの柔
軟性を高めることができる。たとえば、低レイテンシＴＴＩ構造なしのＬＴＥシステムと
比較して、レイテンシは、約４ｍｓから約３００μｓに低減され得る。このことは、レイ
テンシの低減の大きさ以上のことを表す。低レイテンシ期間ごとのＴＴＩは単一のシンボ
ル期間であり得るので、（それぞれ、拡張ＣＰおよびノーマルＣＰに対する）１２ｘまた
は１４ｘの潜在的なレイテンシ低減が実現され得る。
【００２４】
　[0033]いくつかの場合には、低レイテンシ送信をサポートするシステムは、８回（８）
までのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスに適応することができる。他の場
合には、８回（８）よりも多いＨＡＲＱプロセスがサポートされ得る。しかしながら、非
低レイテンシ通信と低レイテンシ通信の両方を利用するシステムでは、低レイテンシ動作
は非低レイテンシ通信に干渉をもたらすこともある。いくつかの場合には、低レイテンシ
送信は、非低レイテンシ通信に割り当てられたまたは非低レイテンシ通信に干渉するリソ
ースを利用する。たとえば、アップリンク上では、低レイテンシ送信に割り当てられたリ
ソースは、非低レイテンシＵＬ送信に割り当てられたリソースブロック（ＲＢ）と重複す
ることがある。低レイテンシＤＬ送信は、たとえば、非低レイテンシＤＬ送信に割り当て
られたリソースブロックをパンクチャするか、または占有することがある。いくつかの場
合には、非低レイテンシ通信に関連付けられた制御情報は低レイテンシ送信の前に送信さ
れるので、制御情報は、非低レイテンシ通信における情報のすべてを復号するのに十分な
情報を含まないことがある。
【００２５】
　[0034]低レイテンシと非低レイテンシの共存からの干渉を軽減するために、また、デー
タの復号を容易にするために、デバイスは、システム内の低レイテンシ動作を検出し得る
。いくつかの場合には、低レイテンシ認識デバイスは、低レイテンシ動作を検出するため
にブラインド検出を使用し得る。他の場合には、低レイテンシ認識デバイスは、いくつか
のシンボルまたはＲＢにおける低レイテンシの存在をデバイスに警告する信号を受信し得
る。たとえば、どこで低レイテンシ動作がサービングセルのために有効にされるかを指定
し得る低レイテンシインジケータが、デバイスに送られ得る。低レイテンシインジケータ
はまた、低レイテンシ動作が近隣セルにおいて有効にされるかどうかを示し得る。この指
示は、半静的にまたは動的にシグナリングされてもよく、アップリンクまたはダウンリン
クにおいて行われてもよく、サブフレームのデータ領域にもしくは後続のサブフレームに
、または両方に含まれてもよい。
【００２６】
　[0035]低レイテンシインジケータは、周波数領域または時間領域の両方においてグラニ
ュラリティを有し得る。たとえば、周波数領域は、低レイテンシ動作が実行され得るリソ
ースブロックを含み得る。各ブロックは、たとえば、約５ＭＨｚであり得る。別の例とし
て、各ブロックはリソースブロックであり得る。時間領域では、シンボルレベル指示は、
サブフレーム中の低レイテンシ動作を識別するために使用され得る。いくつかの例では、
バックホールリンクは、基地局間で低レイテンシインジケータを交換するために使用され
得、セル間協調は、低レイテンシ動作の影響を最小限に抑え得る。たとえば、ブロードキ
ャスト情報は、低レイテンシ送信と一致しないリソースを使用して送信され得る。
【００２７】
　[0036]いくつかの場合には、１ｍｓの物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）送
信（たとえば、非低レイテンシ送信）は、サブフレームの始めにスケジュールされ得るが
、低レイテンシトラフィックは、シンボルごとに（たとえば、サブフレームの間に）スケ
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ジュールされ得る。したがって、低レイテンシインジケータは、１ｍｓの送信の間に行わ
れ得るすべての低レイテンシトラフィックに適応するために、サブフレームの終わりにま
たは後続のサブフレームにおいてシグナリングされ得る。結果として、受信デバイスは、
受信されたＰＤＳＣＨ送信を復号しようと試みる前に、１ｍｓサブフレームの終わりまで
待つことがある。追加または代替として、１つまたは複数の低レイテンシインジケータは
、それぞれのインジケータの前に行われ得る低レイテンシトラフィックに適応するために
、サブフレームの中央で（たとえば、サブフレームのデータ領域において）シグナリング
され得る。結果として、受信デバイスは、各それぞれの低レイテンシインジケータの前に
、受信されたＰＤＳＣＨ送信の一部を復号しようと試みることができる。いくつかの場合
には、低レイテンシ認識デバイスは、ＰＤＳＣＨ送信を復号する前に制御情報の複数のセ
ットを復号し得る。サブフレームのデータ領域中に１つまたは複数の追加の制御チャネル
を含み得るそのような制御情報の存在は、ＰＤＳＣＨ送信の早期の（たとえば、より速い
）復号を容易にするために、低レイテンシ認識デバイスによって使用され得る。
【００２８】
　[0037]例として、低レイテンシ認識デバイスは、スケジュールされたＰＤＳＣＨに関連
付けられた制御情報の第１のセットと、低レイテンシ動作（たとえば、低レイテンシ動作
は、ＰＤＳＣＨスケジューリングの後にスケジュールされている場合がある）のためにス
ケジュールされたいくつかのシンボルまたはＲＢについての情報を提供する制御情報の１
つまたは複数の追加のセットとを復号し得る。いくつかの場合には、たとえば、ＰＤＳＣ
Ｈをデバイスにスケジュールするために半永続的スケジューリング（ＳＰＳ）が使用され
るとき、制御情報の第１のセットは省略されてもよい。低レイテンシ動作のための半静的
シグナリングはまた、低レイテンシ動作がサブフレーム内の特定のＲＢ中に存在し得るこ
とをデバイスにシグナリングするために利用され得る。いくつかの例では、第１の制御チ
ャネルは物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）または拡張ＰＤＣＣＨ（ＥＰＤＣ
ＣＨ）であり得るが、第２の制御チャネルはＰＤＣＣＨまたは同様のＵＥ固有のチャネル
であり得、以下で説明されるように、ブロードキャストチャネルまたはマルチキャストチ
ャネルはまた、低レイテンシ指示を与えるために用いられ得る。ＰＤＳＣＨは、低レイテ
ンシ動作によって使用されるリソース要素（ＲＥ）の周囲でレートマッチングされ得るか
、または低レイテンシ送信によって使用されるＲＥによってパンクチャされ得る。受信デ
バイスは、復号確率を高めるために、それに応じてチャネル推定値を更新し得る。
【００２９】
　[0038]他の場合には、低レイテンシ認識デバイスは、シンボルまたはブロックに依存す
る干渉推定のうちの少なくとも１つについて低レイテンシインジケータを使用し得る。た
とえば、低レイテンシ認識デバイスは、干渉推定を改善するために、低レイテンシインジ
ケータに基づいて、決定されたシンボルとブロックとにヌルトーンが挿入されることを示
し得る。指示は、半静的にまたは動的にシグナリングされ得る。近隣セルにおける低レイ
テンシ動作の指示は、たとえば、サブフレームの中央で、サブフレームの終わりに、もし
くは後続のサブフレームにおいて、または３つすべてにおいて、シグナリングされ得る。
したがって、デバイスは、ＰＤＳＣＨ復号を容易にするために、ＰＤＳＣＨ復号の前に、
制御情報の複数のセットを復号し得る。デバイスは、いくつかの事例では、拡張ＰＤＣＣ
ＨまたはＰＤＳＣＨ復調を改善するために、ＰＤＳＣＨをスケジュールする制御情報の第
１のセットと、近隣セルにおいて低レイテンシ動作を使用するいくつかのシンボルもしく
はＲＢ、またはＰＤＳＣＨ上でのシンボルもしくはリソースブロック（ＲＢ）中のヌルト
ーンの使用についての情報を提供する制御情報の第２のセットとを復号し得る。半静的シ
グナリングは、低レイテンシ動作がサブフレームのための所定のシンボルまたはＲＢに存
在することをデバイスに示すために使用され得る。デバイスは、それに応じて干渉推定値
を更新するために、この情報を使用し得る。
【００３０】
　[0039]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載された範囲、適用
可能性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明さ
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れる要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例は、適宜に、様々な手順
または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明される方法は、説明さ
れる順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わせ
られ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、他の例では組み合わせられ得
る。
【００３１】
　[0040]図１は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワイ
ヤレス通信システム１００の一例を示す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局１０
５と、ユーザ機器（ＵＥ）１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。コアネットワー
ク１３０は、ユーザ認証と、アクセス許可と、トラッキングと、インターネットプロトコ
ル（ＩＰ）接続性と、他のアクセス、ルーティング、またはモビリティ機能とを与え得る
。基地局１０５は、バックホールリンク１３２（たとえば、Ｓ１など）を通じてコアネッ
トワーク１３０とインターフェースする。基地局１０５は、ＵＥ１１５との通信のための
無線構成とスケジューリングとを実行し得るか、または基地局コントローラ（図示せず）
の制御下で動作し得る。様々な例では、基地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤレス通
信リンクであり得るバックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ１など）を介して、直接的
にまたは間接的に（たとえば、コアネットワーク１３０を通じて）のいずれかで、互いと
通信し得る。いくつかの場合には、基地局１０５は、低レイテンシスケジューリングに関
連付けられた１つの別の指示と通信し得る。
【００３２】
　[0041]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介して、ＵＥ１１５とワイ
ヤレス通信し得る。いくつかの基地局１０５は、低レイテンシ送信を利用してＵＥ１１５
と通信し得る。基地局１０５の各々は、それぞれの地理的カバレージエリア１１０に通信
カバレージを提供し得る。いくつかの例では、基地局１０５は、基地トランシーバ局、無
線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホ
ームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の適切な用語で呼ばれることがある
。基地局１０５のための地理的カバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分の
みを構成するセクタに分割され得る（図示せず）。ワイヤレス通信システム１００は、異
なるタイプの基地局１０５（たとえば、マクロセル基地局またはスモールセル基地局）を
含み得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア１１０があり得る。
【００３３】
　[0042]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、ロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）／ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）ネットワークである。ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）という用語は、一般に、基地局１
０５を記述するために使用され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの
ｅＮＢが様々な地理的領域にカバレージを提供する異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク
であり得る。たとえば、各ｅＮＢまたは基地局１０５は、マクロセル、スモールセル、ま
たは他のタイプのセルに通信カバレージを提供し得る。「セル」という用語は、文脈に応
じて、基地局、基地局に関連付けられたキャリアもしくはコンポーネントキャリア、また
はキャリアもしくは基地局のカバレージエリア（たとえば、セクタなど）を記述するため
に使用され得る３ＧＰＰ（登録商標）用語である。
【００３４】
　[0043]マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメー
トル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥ１１５による
無制限アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと
同じまたは異なる（たとえば、ライセンス（licensed）、アンライセンス（unlicensed）
などの）周波数帯域内で動作し得る低電力基地局である。スモールセルは、様々な例によ
れば、ピコセルと、フェムトセルと、マイクロセルとを含み得る。ピコセルは、たとえば
、小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバイダのサービスに加入している
ＵＥ１１５による無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルも、小さい地理的エリア
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（たとえば、自宅）をカバーし得、フェムトセルとの関連付けを有するＵＥ１１５（たと
えば、限定加入者グループ（ＣＳＧ）内のＵＥ１１５、自宅内のユーザのためのＵＥ１１
５など）による制限付きアクセスを与え得る。マクロセルのためのｅＮＢは、マクロｅＮ
Ｂと呼ばれることがある。スモールセルのためのｅＮＢは、スモールセルｅＮＢ、ピコｅ
ＮＢ、フェムトｅＮＢ、またはホームｅＮＢと呼ばれることがある。ｅＮＢは、１つまた
は複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セル（たとえば、コンポーネントキャリ
ア）をサポートし得る。
【００３５】
　[0044]ワイヤレス通信システム１００は、同期動作または非同期動作をサポートし得る
。同期動作の場合、基地局１０５は同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局１
０５からの送信は時間的にほぼアライメントされ得る。非同期動作の場合、基地局１０５
は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局１０５からの送信は時間的にアライ
メントされないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作または非同期動作の
いずれかに使用され得る。
【００３６】
　[0045]様々な開示される例のうちのいくつかに適応し得る通信ネットワークは、階層化
プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得、ユーザプレ
ーンにおけるデータは、ＩＰに基づき得る。無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤは、論理チ
ャネルを介して通信するためにパケットセグメンテーションとリアセンブリとを実行し得
る。媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤは、優先度処理と、トランスポートチャネルへの
論理チャネルの多重化とを実行し得る。ＭＡＣレイヤはまた、ＭＡＣレイヤにおける再送
信を行ってリンク効率を改善するために、ＨＡＲＱを使用し得る。制御プレーンでは、無
線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコルレイヤは、ＵＥ１１５と基地局１０５との間のＲＲ
Ｃ接続の確立と構成と維持とを行い得る。ＲＲＣプロトコルレイヤはまた、ユーザプレー
ンデータのための無線ベアラのコアネットワーク１３０サポートに使用され得る。物理（
ＰＨＹ）レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネルにマッピングされ得る
。
【００３７】
　[0046]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され得、各Ｕ
Ｅ１１５は固定またはモバイルであり得る。ＵＥ１１５はまた、移動局、加入者局、モバ
イルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバ
イス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入
者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユ
ーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用
語を含み得るか、または当業者によってそのように呼ばれることがある。ＵＥ１１５は、
セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス
、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コード
レスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥ１１５は、マ
クロｅＮＢ、スモールセルｅＮＢ、リレー基地局などを含む、様々なタイプの基地局およ
びネットワーク機器と通信することが可能であり得る。ＵＥ１１５のうちのいくつかは低
レイテンシ送信をサポートし得、いくつかのＵＥ１１５は低レイテンシ認識をサポートし
得、いくつかのＵＥ１１５は両方をサポートし得る。
【００３８】
　[0047]ワイヤレス通信システム１００に示された通信リンク１２５は、ＵＥ１１５から
基地局１０５へのＵＬ送信、または基地局１０５からＵＥ１１５へのＤＬ送信を含み得る
。ダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は逆方
向リンク送信と呼ばれることもある。各通信リンク１２５は、１つまたは複数のキャリア
を含み得、ここで、各キャリアは、本明細書で説明される様々な無線技術に従って変調さ
れた複数のサブキャリア（たとえば、異なる周波数の波形信号）からなる信号であり得る
。各被変調信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、制御情報（たとえば、基準信号、
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制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、ユーザデータなどを搬送し得る。通信リンク
１２５は、（たとえば、対スペクトルリソースを使用する）周波数分割複信（ＦＤＤ）動
作または（たとえば、不対スペクトルリソースを使用する）時分割複信（ＴＤＤ）動作を
使用して、双方向通信を送信し得る。ＦＤＤ（たとえば、フレーム構造タイプ１）および
ＴＤＤ（たとえば、フレーム構造タイプ２）のためのフレーム構造が定義され得る。いく
つかの場合には、通信リンク１２５は、基地局１０５とＵＥ１１５との間の低レイテンシ
送信を含む。
【００３９】
　[0048]ワイヤレス通信システム１００は、複数のセルまたはキャリア上での動作、すな
わち、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）またはマルチキャリア動作と呼ばれることがあ
る機能をサポートし得る。キャリアは、コンポーネントキャリア（ＣＣ）、レイヤ、チャ
ネルなどと呼ばれることもある。「キャリア」、「コンポーネントキャリア」、「セル」
、および「チャネル」という用語は、本明細書では互換的に使用され得る。ＵＥ１１５は
、キャリアアグリゲーションのために、複数のダウンリンクＣＣと１つまたは複数のアッ
プリンクＣＣとで構成され得る。キャリアアグリゲーションは、ＦＤＤコンポーネントキ
ャリアとＴＤＤコンポーネントキャリアの両方とともに使用され得る。
【００４０】
　[0049]システム１００は、ＤＬ上では直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を利用し
、ＵＬ上ではシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を利用し得る。Ｏ
ＦＤＭＡおよびＳＣ－ＦＤＭＡは、システム帯域幅を、一般にトーンまたはビンとも呼ば
れる複数（Ｋ個）の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得
る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数（Ｋ）はシステ
ム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、１．４、３、５、１０、１５、または２０メガ
ヘルツ（ＭＨｚ）の（ガード帯域をもつ）対応するシステム帯域幅に対して、それぞれ、
１５キロヘルツ（ＫＨｚ）のサブキャリア間隔をもつ７２、１８０、３００、６００、９
００、または１２００に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され
得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーすることができ、１つ、２つ、４
つ、８つ、または１６個のサブバンドがあり得る。
【００４１】
　[0050]データは、論理チャネルと、トランスポートチャネルと、物理レイヤチャネルと
に分割され得る。チャネルはまた、制御チャネルとトラフィックチャネルとに分類され得
る。論理制御チャネルは、ページング情報のためのページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）
と、ブロードキャストシステム制御情報のためのブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣ
Ｈ）と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）スケジュ
ーリングと制御情報とを送信するためのマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）と、専
用制御情報を送信するための専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）と、ランダムアクセス情報の
ための共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）と、専用ＵＥデータのための専用トラフィックチャ
ネル（ＤＴＣＨ）と、マルチキャストデータのためのマルチキャストトラフィックチャネ
ル（ＭＴＣＨ）とを含み得る。ＤＬトランスポートチャネルは、ブロードキャスト情報の
ためのブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）と、データ転送のためのダウンリンク共有チ
ャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）と、ページング情報のためのページングチャネル（ＰＣＨ）と、
マルチキャスト送信のためのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）とを含み得る。ＵＬトラ
ンスポートチャネルは、アクセスのためのランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）と、デ
ータのためのアップリンク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）とを含み得る。ＤＬ物理チャネ
ルは、ブロードキャスト情報のための物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）と、制
御フォーマット情報のための物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ
）と、制御およびスケジューリング情報のための物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）と、ＨＡＲＱステータスメッセージのための物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（
ＰＨＩＣＨ）と、ユーザデータのための物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）と
、マルチキャストデータのための物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）とを含み得る
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。ＵＬ物理チャネルは、アクセスメッセージのための物理ランダムアクセスチャネル（Ｐ
ＲＡＣＨ）と、制御データのための物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と、ユ
ーザデータのための物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）とを含み得る。
【００４２】
　[0051]ＰＤＣＣＨは、９つの論理的に連続するリソース要素グループ（ＲＥＧ）からな
り得る制御チャネル要素（ＣＣＥ）中でダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を搬送し得、こ
こで、各ＲＥＧは、４つのリソース要素（ＲＥ）を含んでいる。ＤＣＩは、ＤＬスケジュ
ーリング割当て、ＵＬリソース許可、送信方式、ＵＬ電力制御、ＨＡＲＱ情報、変調およ
びコーディング方式（ＭＣＳ）、ならびに他の情報に関する情報を含み得る。ＤＣＩメッ
セージのサイズおよびフォーマットは、ＤＣＩによって搬送される情報のタイプおよび量
に応じて異なり得る。たとえば、空間多重化がサポートされる場合、ＤＣＩメッセージの
サイズは、連続する周波数割振りと比較して大きい。同様に、ＭＩＭＯを用いるシステム
の場合、ＤＣＩは追加のシグナリング情報を含まなければならない。ＤＣＩのサイズおよ
びフォーマットは、情報の量、ならびに、帯域幅、アンテナポートの数、および複信モー
ドなどのファクタに依存する。
【００４３】
　[0052]ＰＤＣＣＨは、複数のユーザに関連付けられたＤＣＩメッセージを搬送すること
ができ、各ＵＥ１１５は、各ＵＥ１１５に向けられたＤＣＩメッセージを復号し得る。た
とえば、各ＵＥ１１５は、セル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を割り当て
られ得、各ＤＣＩにアタッチされたＣＲＣビットは、Ｃ－ＲＮＴＩに基づいてスクランブ
ルされ得る。ユーザ機器における電力消費とオーバーヘッドとを低減するために、特定の
ＵＥ１１５に関連付けられたＤＣＩに対して、制御チャネル要素（ＣＣＥ）ロケーション
の限られたセットが指定され得る。ＣＣＥが（たとえば、１つ、２つ、４つおよび８つの
ＣＣＥのグループに）グループ化され得、ユーザ機器が関係するＤＣＩを発見し得るＣＣ
Ｅロケーションのセットが指定され得る。これらのＣＣＥは、探索空間として知られるこ
とがある。探索空間は、２つの領域、すなわち、共通ＣＣＥ領域または探索空間と、ＵＥ
固有（専用）ＣＣＥ領域または探索空間とに区分され得る。共通ＣＣＥ領域は、基地局１
０５によってサービスされるすべてのＵＥによって監視され、ページング情報、システム
情報、ランダムアクセス手順などの情報を含み得る。ＵＥ固有の探索空間は、ユーザ固有
の制御情報を含み得る。ＵＥ１１５は、ＤＣＩが検出されるまで探索空間がランダムに復
号される、ブラインド復号として知られるプロセスを実行することによって、ＤＣＩを復
号しようと試み得る。
【００４４】
　[0053]ＨＡＲＱは、データがワイヤレス通信リンク１２５上で正しく受信されることを
保証する方法であり得る。ＨＡＲＱは、（たとえば、巡回冗長検査（ＣＲＣ）を使用する
）誤り検出、前方誤り訂正（ＦＥＣ）、および再送信（たとえば、自動再送要求（ＡＲＱ
））の組合せを含み得る。ＨＡＲＱは、劣悪な無線状態（たとえば、信号対雑音状態）で
のＭＡＣレイヤにおけるスループットを改善し得る。非低レイテンシＨＡＲＱは、ＨＡＲ
Ｑプロセスの各ステップ（たとえば、送信、フィードバック、再送信）の間で４ｍｓの遅
延を含み得るが、低レイテンシ動作は、４つのシンボル期間（約３００μｓ）の低減され
たレイテンシを可能にし得る。
【００４５】
　[0054]フレーム構造は、物理リソースを編成するために使用され得る。フレームは１０
ｍｓ間隔であり得、この間隔は１０個の等しいサイズのサブフレームにさらに分割され得
る。各サブフレームは、２つの連続する時間スロットを含み得る。各スロットは、６つま
たは７つのＯＦＤＭＡシンボル期間を含み得る。リソース要素は、１つのシンボル期間と
１つのサブキャリア（たとえば、１５ＫＨｚ周波数範囲）とからなる。リソースブロック
は、周波数領域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでおり、各ＯＦＤＭシンボル中
のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域（１スロット）中に７つの連
続するＯＦＤＭシンボル、または８４個のリソース要素を含んでいることがある。いくつ
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かのリソース要素は、ＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ）を含み得る。ＤＬ－ＲＳは、セル固有
基準信号（ＣＲＳ）とＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）とを含み得る。ＵＥ－ＲＳは、ＰＤＳ
ＣＨに関連付けられたリソースブロック上で送信され得る。各リソース要素によって搬送
されるビット数は、変調方式（各シンボル期間の間に選択され得るシンボルの構成）に依
存し得る。したがって、ＵＥが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高
いほど、ＵＥのデータレートは高くなり得る。
【００４６】
　[0055]ＬＴＥにおける時間間隔は、基本時間単位（たとえば、サンプリング周期、Ｔｓ
＝１／３０，７２０，０００秒）の倍数単位で表され得る。時間リソースは、０から１０
２３にわたるシステムフレーム番号（ＳＦＮ）によって識別され得る、１０ｍｓの長さの
無線フレーム（Ｔｆ＝３０７２００・Ｔｓ）に従って編成され得る。各フレームは、０か
ら９までの番号を付けられた１０個の１ｍｓサブフレームを含み得る。サブフレームは、
２つの０．５ｍｓスロットにさらに分割され得、スロットの各々は、（各シンボルにプリ
ペンドされたサイクリックプレフィックスの長さに応じて）６つまたは７つの変調シンボ
ル期間を含んでいる。サイクリックプレフィックスを除いて、各シンボルは、２０４８個
のサンプル期間を含んでいる。いくつかの場合には、サブフレームは、送信時間間隔（Ｔ
ＴＩ）としても知られる、最小のスケジューリングユニットであり得る。他の場合には、
ＴＴＩはサブフレームよりも短くてもよく、または（たとえば、短いＴＴＩバースト中で
、または短いＴＴＩを使用する選択されたコンポーネントキャリア中で）動的に選択され
てもよい。たとえば、いくつかのＴＴＩは、１つまたは少数のシンボル期間の持続時間を
有し得る。
【００４７】
　[0056]いくつかの場合には、ワイヤレス通信システム１００は、非低レイテンシ通信の
間にデータを送信および受信するために、１ｍｓの送信時間間隔（ＴＴＩ）（すなわち、
サブフレーム）を使用し得る。リソースのセットは、ＴＴＩに関して送信基地局１０５ま
たはＵＥ１１５に割り振られ得る。この時間の間、送信デバイスからの送信はそれらのリ
ソースを占有することができる。ＴＴＩの始めに、基地局１０５は、そのＴＴＩの間にど
のリソースが受信デバイスに割り当てられているかを示す制御情報（たとえば、チャネル
推定値、干渉推定値、ＭＣＳ、リソース割振りなど）を含んでいる許可（grant）を含み
得る。次いで、受信デバイスは、正しいリソースを見つけ、復号するために、制御情報を
使用し得る。いくつかの場合には、低レイテンシ通信は、１ｍｓよりもかなり短い（たと
えば、７１または８３μｓの）ＴＴＩを使用し得る。これらのより短いＴＴＩは、より高
いスケジューリング柔軟性を可能にし得る。
【００４８】
　[0057]低レイテンシ動作と非低レイテンシ通信の両方を使用するシステム内のＵＥ１１
５は、性能劣化を起こすことがある。低レイテンシ送信は短いＴＴＩを利用するので、送
信は継続中の非低レイテンシＴＴＩ中にスケジュールされ得る。いくつかの場合には、低
レイテンシ送信は、非低レイテンシ送信に干渉する、または非低レイテンシ送信にすでに
スケジュールされている、リソースを割り振られ得る。一例では、基地局１０５は、非低
レイテンシ送信を第１のＵＥ１１５に送信し得る。基地局１０５はその後、非低レイテン
シ送信中に低レイテンシ送信を第２のＵＥ１１５にスケジュールし得る。いくつかの場合
には、低レイテンシ送信は、非低レイテンシ送信に割り振られたリソースをパンクチャし
得、このことは、第１のＵＥ１１５に対する干渉を引き起こす傾向があり得る。たとえば
、第１のＵＥ１１５が、干渉する低レイテンシ送信を補償することなしに、非低レイテン
シＴＴＩの始めに受信された許可に基づいて非低レイテンシ送信を復号しようと試みる場
合。第１のＵＥ１１５は低レイテンシ送信に関連付けられた干渉を軽減することができな
いので、このことは復号失敗をもたらし得る。したがって、ワイヤレス通信システム１０
０はしたがって、デバイスが、低レイテンシ干渉に関連付けられた信号を検出し、それに
応じて元の制御情報を更新することを可能にする技法を用い得る。
【００４９】
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　[0058]いくつかの例では、ＵＥ１１５が、低レイテンシ干渉に関連付けられた信号を検
出し、それに応じて非低レイテンシ通信を復号し得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５
は、どこでいつ低レイテンシ通信が行われているかをＵＥ１１５に通知するインジケータ
を基地局１０５から受信し得る。たとえば、指示は、低レイテンシ通信によって利用され
る周波数リソースと、どのシンボルが使用されているかとを開示し得る。インジケータは
、サブフレームの終わりに、または後続のサブフレーム中に、送信され得る。ＵＥ１１５
は、低レイテンシ干渉を軽減するために、また、非低レイテンシ通信を確実に復号するた
めに、インジケータを使用し得る。いくつかの場合には、干渉する低レイテンシ通信は、
ＵＥ１１５のサービングセル内で行われ得るが、他の場合には、干渉する低レイテンシ通
信は、近隣セルにおいて行われ得る。
【００５０】
　[0059]図２Ａは、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識をサポートするワ
イヤレス通信システム２００－ａの一例を示す。ワイヤレス通信システム２００－ａは、
図１を参照しながら説明されたＵＥ１１５または基地局１０５の例であり得る、ＵＥ１１
５－ａと、ＵＥ１１５－ｂと、基地局１０５－ａとを含み得る。基地局１０５－ａは、図
１を参照しながら概略的に説明されたように、デバイスがカバレージエリア１１０－ａ内
にあるとき、ＵＥ１１５－ａまたはＵＥ１１５－ｂと通信し得る。非低レイテンシ通信２
０５は１ｍｓの送信時間間隔を使用し得るが、低レイテンシ通信２１０はより短いＴＴＩ
（たとえば、７１μｓまたは８３μｓ）を使用し得る。
【００５１】
　[0060]低レイテンシ認識受信デバイスは非低レイテンシ通信を受信し得、ネイバーデバ
イスは低レイテンシ通信に参加し得る。いくつかの場合には、低レイテンシ通信は非低レ
イテンシ通信に干渉し得る。（受信デバイスのサービングセルでもあり得る）ネイバーデ
バイスのサービングセルは、低レイテンシ通信がアクティブであると決定し得、後続の制
御メッセージに含めるためのインジケータを生成し得る。サービングセルは、低レイテン
シ通信の存在を受信デバイスに警告するインジケータを送り得る。いくつかの場合には、
サービングセルは、非低レイテンシ通信が低レイテンシ通信に適応する（すなわち、低レ
イテンシリソースが非低レイテンシ通信のためにスケジュールされたリソースをパンクチ
ャする場合）ためのレートマッチング方式を更新し得る。いくつかの場合には、サービン
グセルはまた、干渉推定のためのヌルトーンを生成し得る。次いで、受信デバイスは、受
信されたインジケータに従って非低レイテンシ通信を復号し得る。
【００５２】
　[0061]たとえば、基地局１０５－ａは、非低レイテンシ通信２０５のためにＵＥ１１５
－ａをスケジュールし得る。次いで、基地局１０５－ａは、送信を準備し、ダウンリンク
許可とデータとをＵＥ１１５－ａに送信し得る。いくつかの場合には、送信は、ＴＴＩご
とにスケジュールされ、非低レイテンシＴＴＩまで延長し得る。基地局１０５－ａまたは
ＵＥ１１５－ｂはその後、送信の間に低レイテンシ通信２１０をスケジュールし得る（た
とえば、低レイテンシ通信は、その通信が行われるとき、サブフレームの中央までスケジ
ュールされないことがある）。いくつかの場合には、低レイテンシ通信２１０は、非低レ
イテンシ通信２０５のためにスケジュールされたリソースと重なるかまたは隣接するリソ
ースを使用し得る。したがって、低レイテンシ通信２１０は、ＵＥ１１５－ｂへの送信に
影響を及ぼし得る（たとえば、リソースへの干渉またはリソースのパンクチャリング）。
【００５３】
　[0062]したがって、基地局１０５－ａは、どのリソースが低レイテンシ通信２１０によ
って使用されているかを決定し得る。次いで、基地局１０５－ａは、低レイテンシ通信の
存在を示す制御情報を含む低レイテンシインジケータを生成し得る。基地局１０５－ａは
、ＵＥ１１５－ａへの後続の非低レイテンシ送信に関連付けられた後続のダウンリンク許
可をもつ、低レイテンシインジケータを含み得る。たとえば、インジケータは、次のサブ
フレームの第１のシンボル期間において送信されるＰＤＣＣＨの一部として含まれ得る。
別の例では、インジケータは、低レイテンシ通信と同じサブフレーム中に送られ得る。い
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くつかの場合には、インジケータは、ブロードキャストタイプのコンテンツまたはマルチ
キャストタイプのコンテンツを含むシンボルにおいて送られ得る。インジケータは、周波
数領域または時間領域におけるグラニュラリティを含み得（すなわち、インジケータは、
いくつかのＲＢが低レイテンシ通信に使用され得ることを示し得る）、低レイテンシ動作
に使用された周波数ブロックまたはシンボルを伝達し得る。いくつかの例では、インジケ
ータはビットマップであり得るか、またはビットマップを含み得、ビットマップは、低レ
イテンシ送信がサブフレームの前のシンボル（prior symbols of a subframe）において
スケジュールされているかどうかを示し得る。たとえば、低レイテンシリソースは、２５
個のＲＢを含み得るブロックにおいて割り振られ得、したがって、４つの（４）ブロック
は、１００個のＲＢを含み得る。そのような場合、低レイテンシ送信の存在を示すために
、ブロック当たり１４ビット（たとえば、４つの（４）ブロックの場合、５６個のペイロ
ードビット）がビットマップに含まれ得る。他の例では、制御チャネルは、ユニキャスト
トラフィックのコードブロック境界とアライメントされ得る。そのようなアライメントは
、コードブロックごとに実行され得る、ＰＤＳＣＨの早期の復号を容易にし得る。他の構
成は、たとえば、レイヤごとに送信されるインジケータを含み得る。インジケータは、半
静的に構成され得る（たとえば、低レイテンシ動作は、所定のサブフレーム中に行われる
）か、または動的に送信され得る。
【００５４】
　[0063]いくつかの場合には、基地局１０５－ｂは、ヌルトーンをＵＥ１１５－ｃに送信
し得る。ヌルトーンは、低レイテンシ送信に基づいて送信され得、ＵＥ１１５－ｃによっ
て干渉推定に使用され得る。いくつかの場合には、ヌルトーンは、所定の低レイテンシ送
信に割り振られた周波数リソースまたは時間リソースにおいて使用され得る。追加または
代替として、ヌルトーンは、予期しない低レイテンシ送信に基づいて動的に使用され得る
。たとえば、基地局１０５－ａは、非低レイテンシ通信２０５中にヌルトーンを含み得る
。いくつかの場合には、基地局１０５－ａは、ヌルトーンを半静的に構成し得るが、他の
場合には、ヌルトーンは、低レイテンシ送信に基づいて動的に構成され得る。
【００５５】
　[0064]低レイテンシ送信によってパンクチャされたかまたは干渉された非低レイテンシ
送信の終わりに、ＵＥ１１５－ａは、低レイテンシインジケータを受信するまで、非低レ
イテンシ送信を復号するのを待つことがある。後続のダウンリンク許可と低レイテンシイ
ンジケータとを受信した後に、ＵＥ１１５－ａは、受信されたインジケータに従って、前
に受信されたデータを復号し得る。たとえば、ＵＥ１１５－ａは、チャネル推定値を更新
するか、低レイテンシ干渉を軽減するか、または低レイテンシ送信に割り振られているシ
ンボルを復号することを控えることができる。
【００５６】
　[0065]図２Ｂは、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のためのワイヤレ
ス通信システム２００－ｂの一例を示す。ワイヤレス通信システム２００－ｂは、図１を
参照しながら説明されたＵＥ１１５または基地局１０５の例であり得る、ＵＥ１１５－ｃ
と、ＵＥ１１５－ｄと、基地局１０５－ｂと、基地局１０５－ｃとを含み得る。基地局１
０５－ｂおよび基地局１０５－ｃは、図１を参照しながら説明されたように、デバイスが
それぞれのカバレージエリア１１０－ｂまたはカバレージエリア１１０－ｃ内にあるとき
、ＵＥ１１５－ｃまたはＵＥ１１５－ｄと通信し得る。非低レイテンシ通信２１５は、た
とえば、１ｍｓのＴＴＩを使用し得るが、低レイテンシ通信２２０はより短いＴＴＩ（た
とえば、７１μｓ、８３μｓなど）を使用し得る。
【００５７】
　[0066]低レイテンシ認識受信デバイスは非低レイテンシ通信を受信し得、近隣デバイス
は低レイテンシ通信に参加し得る。いくつかの場合には、近隣の低レイテンシ通信は非低
レイテンシ通信に干渉し得る。サービングセルまたは近隣セル（または、いくつかの場合
には近隣デバイス）は、低レイテンシ通信がアクティブであると決定し得、インジケータ
を生成し得る。サービングセル、近隣セル、または近隣デバイスのうちの１つは、低レイ
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テンシ通信の存在を受信デバイスに警告するインジケータを送信し得る。たとえば、サー
ビングセルは、低レイテンシ通信がスケジュールされたという指示をネイバーセルから受
信し、この情報を低レイテンシ認識受信デバイスに（たとえば、ブロードキャスト送信ま
たはユニキャスト送信を介して）送信し得る。いくつかの場合には、サービングデバイス
は、干渉推定のためのヌルトーンを生成し得る。次いで、低レイテンシ認識受信デバイス
は、受信されたインジケータに従って非低レイテンシ通信を復号し得る。
【００５８】
　[0067]いくつかの例では、基地局１０５－ｂは、非低レイテンシ通信２１５のためにＵ
Ｅ１１５－ｃをスケジュールし得る。次いで、基地局１０５－ｂは、送信を準備し、ダウ
ンリンク許可とデータとをＵＥ１１５－ｃに送信し得る。いくつかの場合には、送信は、
ＴＴＩごとにスケジュールされ、非低レイテンシＴＴＩまで延長し得る。基地局１０５－
ｃまたはＵＥ１１５－ｄはその後、送信の間に低レイテンシ通信２２０をスケジュールし
得る。低レイテンシ通信２２０は、非低レイテンシ通信２１５のためにスケジュールされ
たリソースと重なるかまたは隣接するリソースを使用し得る。したがって、低レイテンシ
通信２２０は、ＵＥ１１５－ｃが低レイテンシ送信に気づいていない場合、ＵＥ１１５－
ｃへの送信に干渉し得る。
【００５９】
　[0068]基地局１０５－ｃまたはＵＥ１１５－ｄは、どのリソースが低レイテンシ通信２
１０によって使用されているかを決定し、低レイテンシ通信の存在をＵＥ１１５－ｃに示
す低レイテンシインジケータを生成し得る。次いで、基地局１０５－ｂまたは基地局１０
５－ｃは、インジケータをＵＥ１１５－ｃにブロードキャストまたはユニキャストし得る
。いくつかの場合には、基地局１０５－ｃは、バックホールリンク（図示せず）を通じて
インジケータを基地局１０５－ｂに送り得る。したがって、ワイヤレス通信システム２０
０－ａとワイヤレス通信システム２００－ｂの両方は、ＵＥ１１５が基地局１０５から低
レイテンシインジケータを受信する例を示しているが、いくつかの例では、基地局１０５
も、干渉軽減動作を協調させるために、バックホールリンクを介してネイバー基地局１０
５から低レイテンシを受信し得る。次いで、基地局１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｃへの後
続の非低レイテンシ送信に関連付けられた後続のダウンリンク許可を有する低レイテンシ
インジケータを含み得る。しかしながら、いくつかの場合には、近隣基地局１０５は、指
示を直接送信し得、このことは、指示が近隣セルからのシンボルまたはブロックに依存す
る低レイテンシ干渉を扱うためのものである場合、バックホール情報が最小限に抑えられ
得るので、特に有用であり得る。インジケータは、周波数領域または時間領域におけるグ
ラニュラリティを含み得、低レイテンシ動作に使用された周波数ブロックまたはシンボル
を通信し得る。インジケータは、半静的に送信され得る－たとえば、低レイテンシ動作は
、所定のサブフレームの間に行われる、所定のリソースを使用する、など－か、または動
的に送信され得る。
【００６０】
　[0069]ＵＥ１１５－ｃから見て、指示の受信は、サービング基地局またはネイバー基地
局１０５が指示を提供しているかどうかに関して、トランスペアレントまたは非トランス
ペアレントにされ得る。トランスペアレント動作の場合、ＵＥ１１５－ｃは、制御チャネ
ルが近隣セルによって送信される場合でも、制御チャネルがサービングセルからのもので
あると仮定して、単に制御チャネルを復号する。非トランスペアレント動作の場合、指示
が近隣基地局１０５に関連付けられたいくつかのパラメータ（たとえば、スクランブリン
グのためのセルＩＤ）を有する信号は、ＵＥ１１５－ｃに提供され得、その結果、ＵＥ１
１５は、それに応じて、その指示を含む制御チャネルを復号することができる。
【００６１】
　[0070]ＵＥ１１５－ｃは、非低レイテンシ送信の間に低レイテンシインジケータを受信
し得、受信されたインジクタに従って、受信されたデータを復号し得る。たとえば、ＵＥ
１１５－ｂは、チャネル推定値を更新するか、または低レイテンシ干渉を軽減し得る。
【００６２】



(19) JP 6542377 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

　[0071]図３は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のためのチャネル構
造３００の一例を示す。チャネル構造３００は、図１～図２を参照しながら説明されたよ
うに、ＵＥ１１５と基地局１０５との間の送信の態様を示し得る。チャネル構造３００は
、第１の制御領域３０５と、後続の制御領域３０５－ｂと、第１のデータ領域３１０－ａ
と、後続のデータ領域３１０－ｂと、制御チャネル３１２とを含み得る。第１の制御領域
３０５－ａおよび第１のデータ領域３１０－ｂは、たとえば、１つの非低レイテンシＴＴ
Ｉを構成し得、第２の制御領域３０５－ｂおよび第２のデータ領域３１０－ｂは、第２の
非低レイテンシＴＴＩを構成し得る。いくつかの場合には、非低レイテンシＴＴＩは．５
ｍｓの２つのスロットを含むサブフレームである。第１の制御領域３０５－ａおよび第１
のデータ領域３１０－ａ、ならびに後続の制御領域３０５－ｂおよび後続のデータ領域３
１０－ｂは、１つの非低レイテンシＴＴＩまで延長し得る。低レイテンシ送信３１５は、
ＵＬ　ＴＴＩの間に送信され得、ＰＤＳＣＨ３２０に干渉し得る。
【００６３】
　[0072]基地局１０５は、通信をＵＥ１１５にスケジュールし得る。次いで、基地局１０
５は、第１の制御領域３０５において、ＵＥ１１５がＰＤＳＣＨ３２０を復号するために
利用し得る制御情報を送信し得る。しかしながら、ＵＥ１１５は、第１のデータ領域３１
０－ａまたは後続の制御領域３０５－ｂの終わりまで、ＰＤＳＣＨを復号するのを待つこ
とがある。基地局１０５は、第１のデータ領域内で（すなわち、非低レイテンシＴＴＩま
たはサブフレーム内で）、ＰＤＳＣＨ３２０と重なるかまたは隣接し得る低レイテンシ送
信３１５をスケジュールおよび送信し得る。これらの低レイテンシ送信３１５は、第１の
制御領域３０５において送られる制御情報によって示されなかった方法でＰＤＳＣＨ３２
０をパンクチャし得、このことは、ＰＤＳＣＨ３２０を復号しようと試みているＵＥ１１
５に干渉をもたらし得る。したがって、基地局１０５は、低レイテンシ送信３１５の後の
ある時点において低レイテンシインジケータを含み得る－たとえば、低レイテンシインジ
ケータは、低レイテンシ送信３１５の直後にあるか、第１のデータ領域３１０－ａ内にあ
るか、第１のデータ領域３１０－ａの終わりにあるか、または後続の制御領域３０５－ｂ
にあり得る。いくつかの例では、第１のデータ領域３１０－ａ内のスロット１の始めにあ
る制御チャネル３１２は、スロット０中の低レイテンシ送信３１５を示し得るが、次のサ
ブフレームの始めにあり得る第２のデータ領域３１０－ｂは、スロット１中の低レイテン
シ送信３１５を示し得る。制御領域３０５－ａおよび３０５－ｂならびに制御チャネル３
１２は、ＰＤＣＣＨ、低レイテンシＰＤＣＣＨ（ｕＰＤＤＣＨ）、または他の制御チャネ
ルであり得る。たとえば、制御チャネル３１２は、上記で説明されたように、ビットマッ
プなどの低レイテンシ送信の指示を含むブロードキャストタイプ情報またはマルチキャス
トタイプ情報を表し得る。ＵＥは、インジケータを受信し、受信された制御情報の第１の
セットを補足するためにインジケータを使用し得る。次いで、ＵＥ１１５は、それに応じ
て、先行するＰＤＳＣＨ３２０を復号し得る。
【００６４】
　[0073]制御チャネル３１２は、制御チャネル３１２によって占有されたシンボルの前に
行われる低レイテンシ送信３１５を示すために、サブフレームの他のシンボル中に配置さ
れ得る。制御チャネル３１２（およびインジケータ）のこの位置づけまたは配置は、本明
細書ではサブフレームの「中央（middle）」と呼ばれることがあり、スロット１の始めま
たはスロット０の終わりにある場合もあり、ない場合もある。サブフレームの中央におけ
る（たとえば、第１のデータ領域３１０－ａ内の）制御チャネル３１２の位置づけは、Ｐ
ＤＣＣＨスケジュールドのＣＲＳベースのＰＤＳＣＨ（PDCCH-scheduled, CRS-based PDS
CH）を含む、様々なスケジューリングおよび復号方式に有益であり得る。したがって、Ｕ
Ｅ１１５は、低レイテンシ送信がデータ領域３１０－ａ内に存在するかどうかを決定する
ために、制御チャネル３１２などの追加のＰＤＣＣＨを監視し得、代替的に、ＵＥ１１５
は、（たとえば、ＵＥ１１５が低レイテンシ認識デバイスではない場合）制御チャネル３
１２を無視することができる。
【００６５】
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　[0074]いくつかの例では、複数の制御チャネルは、低レイテンシ送信３１５の存在を示
すために利用され得る。たとえば、インジケータは、制御領域３０５－ｂと制御チャネル
３１２の両方に含まれ得る。そのようなマルチチャネル指示は、様々なタイプの情報をＵ
Ｅ１１５に伝達するために使用され得る。一例では、制御チャネル３１２は、時間的に制
御チャネル３１２より前のシンボル内に低レイテンシ送信３１５の指示を含み得るが、制
御領域３０５－ｂは、制御チャネル３１２と制御領域３０５－ｂとの間のシンボル内に低
レイテンシ送信３１５の指示を含み得る。そのような手法は、たとえばインジケータがＵ
Ｅ固有である場合、特に有用であり得る。別の例では、制御チャネル３１２は、先行する
シンボル中に低レイテンシ送信のためのインジケータを含み得、制御領域３０５－ｂは同
様に、制御チャネル３１２に先行するシンボルを含む先行するシンボル中に低レイテンシ
送信のためのインジケータを含み得る。先行するシンボルの制御領域３０５－ｂ中のその
ような指示は、たとえば、制御チャネル３１２を復号しない（たとえば、制御チャネル３
１２が、ＵＥ１１５が復号できないか、または復号するように構成されていないブロード
キャストタイプ情報を含む場合）いくつかのＵＥ１１５にとって、特に有用であり得る。
【００６６】
　[0075]いくつかの場合には、制御チャネル３１２中のインジケータは、（たとえば、第
１のデータ領域３１０－ａ内の）サブフレームのいくつかまたはすべてのシンボルのため
のＰＤＳＣＨ送信を取り消すために用いられ得る。すなわち、ＵＥ１１５は、制御チャネ
ル３１２中のインジケータを受信し得、そのインジクタに基づいて、スケジュールされた
送信を取り消し得る。制御チャネル３１２中のインジケータは、個々のシンボル内の、シ
ンボルのセット、サブフレームのための、サブフレームのセットのための、などの送信を
取り消し得る。たとえば、ＰＤＳＣＨ３２０のためにスケジュールされたＵＥ１１５は、
スロット０のシンボル５またはサブフレーム中の制御チャネル３１２を検出し得、シンボ
ル５のＰＤＳＣＨ送信は取り消され得るが、残りのシンボルのためのＰＤＳＣＨ送信は有
効であり得る。他の場合には、ＰＤＳＣＨ３２０のためにスケジュールされたＵＥ１１５
は、いくつかのシンボル（たとえば、データ領域３１０－ａ内の制御チャネル３１２の後
のすべてのシンボル）についてＰＤＳＣＨ送信が取り消されることを示し得る制御チャネ
ル３１２を検出し得る。
【００６７】
　[0076]追加または代替として、制御チャネル３１２は、たとえば、データ領域３１０－
ａの１つまたは複数のシンボルのためのリソース割振りを改変するために用いられ得る。
これは、以前にスケジュールされた送信の取消しに続いてリソース割振りを改変すること
を含み得る。たとえば、ＰＤＳＣＨ３２０は５つのＲＢを含み得、制御チャネル３１２は
、シンボル５のためのＰＤＳＣＨ送信をプリエンプトするかまたは取り消すことができ、
制御チャネル３１２（またはデータ領域３１０－ａ内の追加の制御チャネル）は、ＰＤＳ
ＣＨ送信が１０個のＲＢを含むように、シンボル６中のリソースを再割り振りする（たと
えば、スケジュールする）ことができる。すなわち、制御チャネル３１２は、低レイテン
シトラフィックに適応するために前のスケジュールされた送信を取り消すことができ、制
御チャネル３１２または追加の制御チャネルは、取消しによって失われるリソースの影響
を軽減するためにリソース割振りを変更または改変することができる。いくつかの場合に
は、リソース割振りの改変または変更は、制御チャネル３１２中の補足許可によるもので
あり得る。いくつかの場合には、制御チャネル３１２は、最初に送信を取り消すことなし
に、リソースを改変するかまたは割り振ることができる。
【００６８】
　[0077]いくつかの例では、ＰＤＳＣＨ３２０は、１つまたは複数の制御領域３０５また
は制御チャネル３１２において示され得る、低レイテンシ送信３１５のバンドリングに基
づき得る。ＵＥ１１５は低レイテンシ送信ＴＴＩ（たとえば、低レイテンシ送信３１５）
で開始するトランスポートブロック（ＴＢ）をスケジュールされ得、ＴＢはサブフレーム
（たとえば、データ領域３１０－ａ）の間に１回または複数回繰り返され得る。いくつか
の例では、サブフレーム（またはサブフレームのデータ領域３１０）の各シンボルは低レ
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イテンシ送信３１５に利用され得る。そのようなバンドリングは、レガシー送信（たとえ
ば、１ｍｓの送信）として効果的に利用され得る。上述のように、ＵＥ１１５は、ＴＢが
繰り返されるかどうかの指示について、制御領域３０５または制御チャネル３１２を監視
し得る。ＴＢのそのような繰返しは、追加のシステマティックビットもしくは冗長ビット
、またはその両方を与えるために、あるいはサブフレーム内で送信されるコードブロック
の単純な繰返しを行うために用いられ得る。たとえば、２コードブロック送信の場合、シ
ンボルのリソースの半分はコードブロックの一方に割り振られ得、リソースの他方の半分
は他方に割り振られ得る。次いで、この構成は、サブフレームの各シンボルごとに繰り返
され得る。すなわち、１つのコードブロックがサブフレーム内のシンボルの第１のグルー
プに割り振られ、第２のコードブロックがサブフレーム中のシンボルの第２のグループに
割り振られるシナリオとは異なり、本明細書の低レイテンシ送信３１５のバンドリングは
、シンボルレベルのコードブロック冗長を容易にし得る。
【００６９】
　[0078]低レイテンシ送信３１５は、スケジュールされたＰＤＳＣＨ３２０と同じサービ
ングセルに位置するＵＥ１１５または基地局１０５によって送信され得る。この場合、サ
ービング基地局１０５は、第１のデータ領域３１０－ａの終わりに、または後続の制御領
域３０５－ｂの間に、または制御チャネル３１２中でインジケータを送信し得る。他の場
合には、低レイテンシ送信３１５は、近隣セル中のＵＥ１１５または基地局１０５によっ
て送信される。この場合、近隣基地局１０５は、低レイテンシ動作を示すブロードキャス
トメッセージを送信し得る（またはバックホール指示をサービングセルに送り得る）。追
加または代替として、近隣基地局１０５はバックホールを介してインジケータをサービン
グセルに送り得、サービング基地局１０５は、第１のデータ領域３１０－ａの終わりにま
たは後続の制御領域３０５－ｂの間にインジケータを送信し得る。他の場合には、２つ以
上のＵＥ１１５が、デバイス間通信の間に上記の制御技法を利用し得る。
【００７０】
　[0079]図４Ａは、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のためのプロセス
フロー４００－ａの一例を示す。プロセスフロー４００－ａは、図１～図２を参照しなが
ら説明されたＵＥ１１５または基地局１０５の例であり得る、ＵＥ１１５－ｅと、ＵＥ１
１５－ｆと、基地局１０５－ｄとを含み得る。いくつかの例では、基地局１０５－ｄ、Ｕ
Ｅ１１５－ｅ、ＵＥ１１５－ｆは、データの復号を容易にするために、低レイテンシイン
ジケータを利用し得る。
【００７１】
　[0080]ステップ４０５において、基地局１０５－ｄは、ＵＥ１１５－ｅおよびＵＥ１１
５－ｆとの接続を確立し得る（必ずしも同時とは限らない）。ＵＥ１１５－ｅおよびＵＥ
１１５－ｆは、基地局１０５－ｄによってサポートされるセルに位置し得る。
【００７２】
　[0081]ステップ４１０において、基地局１０５－ｄは、許可をＵＥ１１５－ｅに送信す
るために、制御チャネルを使用し得る。許可は、対応するデータを復号するために使用さ
れ得る制御情報を含み得る。いくつかの場合には、許可は第１のＴＴＩの始めに送られ得
る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５－ｅは、第１のＴＴＩの第１のシンボル期間の間に
制御チャネルを受信し得る。制御チャネルは、第１のＴＴＩのためのスケジューリング情
報を含み得、第１のＴＴＩを復号することは、制御チャネルに基づき得る。いくつかの場
合には、第１のＴＴＩは、非低レイテンシＴＴＩ（たとえば、１ｍｓのＬＴＥサブフレー
ム）であり得る。
【００７３】
　[0082]ステップ４１５において、基地局１０５－ｄおよびＵＥ１１５－ｅは、送信許可
に基づいて、データチャネルを介してデータを交換し得る。ＵＥ１１５－ｅは、データ領
域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受信し得る。いくつ
かの場合には、ＵＥ１１５－ｅは、後続の第１のＴＴＩまで、交換されたデータを復号す
ることを控え得る。
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【００７４】
　[0083]ステップ４２０において、低レイテンシ通信は、基地局１０５－ｄとＵＥ１１５
－ｆとの間で行われ得る。低レイテンシ通信は、ＬＴＥシンボル期間（たとえば、拡張サ
イクリックプレフィックスの場合、７１μｓまたは８３μｓ）まで延長する第２のＴＴＩ
を利用し得る。これらのより短いＴＴＩ間隔は、基地局１０５－ｄが緊急の送信またはデ
ータを低減されたレイテンシを用いてスケジュールすることを可能にし得る。いくつかの
例では、一部分は、データチャネルを受信するために使用される周波数範囲よりも小さい
周波数範囲を含む。いくつかの例では、一部分は、いくつかのリソース要素（ＲＥ）また
はリソースブロック（ＲＢ）を含む。追加または代替として、一部分は、各々が第２のよ
り短いＴＴＩの持続時間を有する、１つまたは複数の低レイテンシ送信を含み得る。これ
らのマッピングは、データを交換するためにＵＥ１１５－ｅと基地局１０５－ｄとによっ
て使用されているリソースと重なるかまたはそのリソースに干渉するリソースを使用し得
る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５－ｅは、低レイテンシ通信に気づいていないことが
あり、元の許可において受信された制御情報は、低レイテンシ通信を考慮に入れていない
ことがある。
【００７５】
　[0084]ステップ４２５において、基地局１０５－ｄは、低レイテンシ通信が行われたと
決定したことに基づいて、低レイテンシインジケータを生成し得る。低レイテンシインジ
ケータは、リソース割振り情報などの、低レイテンシ通信に関連付けられた情報を含み得
る。いくつかの場合には、指示は第２のＴＴＩの後に受信され得る。他の場合には、指示
は第１のＴＴＩの後に受信され得る。
【００７６】
　[0085]ステップ４３０において、ＵＥ１１５－ｅは、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ
内のデータ領域の一部分に存在し得るという指示を受信し得、ここで、低レイテンシ送信
は、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの場合には、低レイテンシインジケータは、後
続の許可を有する追加の制御情報として含まれ得る。いくつかの場合には、指示は半静的
構成である。
【００７７】
　[0086]ステップ４３５において、ＵＥ１１５－ｅは、低レイテンシインジケータに基づ
いて、第１の許可において受信された制御情報を更新し得る。いくつかの場合には、ＵＥ
１１５－ｅは、指示に基づいてチャネル推定値を生成し得、ここで、第１のＴＴＩを復号
することは、チャネル推定値に基づき得る。いくつかの場合には、基地局１０５－ｄまた
はＵＥ１１５－ｆは、データチャネルの変調シンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデー
タ領域の一部分を含むリソースのセットにマッピングし得る。他の場合には、基地局１０
５－ｄまたはＵＥ１１５－ｆは、データチャネルの変調シンボルのセットを、第１のＴＴ
Ｉ内のデータ領域の一部分を除くリソースのセットにマッピングし得る。たとえば、基地
局１０５－ｄは、各シンボル期間の間にシンボルをＲＥにマッピングすることを決定し得
、ＵＥ１１５－ｅは、最初の制御チャネルと低レイテンシ指示とに基づいてマップを識別
し得る。
【００７８】
　[0087]ステップ４４０において、ＵＥ１１５－ｅは、受信された低レイテンシインジケ
ータと更新された制御情報とに基づいて、交換されたデータを復号し得る。
【００７９】
　[0088]図４Ｂは、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のためのプロセス
フロー４００－ｂの一例を示す。プロセスフロー４００－ｂは、図１～図２を参照しなが
ら説明されたＵＥ１１５または基地局１０５の例であり得る、ＵＥ１１５－ｇと、ＵＥ１
１５－ｈと、基地局１０５－ｅと、基地局１０５－ｆとを含み得る。いくつかの例では、
基地局１０５－ｅ、基地局１０５－ｆ、ＵＥ１１５－ｅ、およびＵＥ１１５－ｆは、デー
タの復号を容易にするために、低レイテンシインジケータを利用し得る。
【００８０】
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　[0089]ステップ４４５において、基地局１０５－ｅはＵＥ１１５－ｇとの接続を確立し
得、基地局１０５－ｆはＵＥ１１５－ｈとの接続を確立し得る（必ずしも同時とは限らな
い）。ＵＥ１１５－ｈは、基地局１０５－ｅおよびＵＥ１１５－ｇの近隣のセルに位置し
得る。
【００８１】
　[0090]ステップ４５０において、基地局１０５－ｅは、許可をＵＥ１１５－ｇに送信す
るために、制御チャネルを使用し得る。許可は、対応するデータを復号するために使用さ
れ得る制御情報を含み得る。いくつかの場合には、許可は第１のＴＴＩの始めに送られ得
る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５－ｇは、第１のＴＴＩの第１のシンボル期間の間に
制御チャネルを受信し得、ここで、制御チャネルは、第１のＴＴＩのためのスケジューリ
ング情報を含み、第１のＴＴＩを復号することは、制御チャネルに基づく。いくつかの場
合には、第１のＴＴＩは、非低レイテンシＴＴＩ（たとえば、１ｍｓのＬＴＥサブフレー
ム）であり得る。
【００８２】
　[0091]ステップ４５５において、基地局１０５－ｅおよびＵＥ１１５－ｇは、送信許可
に基づいてデータを交換し得る。ＵＥ１１５－ｇは、データ領域におけるリソースを利用
して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受信し得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５
－ｇは、後続の第１のＴＴＩまで、交換されたデータを復号することを控え得る。いくつ
かの例では、基地局１０５－ｅは、干渉推定のためのヌルトーンを送信し得る。ヌルトー
ンは、所定の時間にまたは低レイテンシ通信に基づいて送信され得る。いくつかの例では
、識別されたヌルトーンは、データチャネルによって使用される周波数サブバンドのサブ
セットまたはデータチャネルによって使用される時間ユニットのサブセットにのみ存在す
る。
【００８３】
　[0092]ステップ４６０において、低レイテンシ通信は、基地局１０５－ｆとＵＥ１１５
－ｈとの間で行われ得る。低レイテンシ通信は、ＬＴＥシンボル期間（たとえば、７１ま
たは８３μｓ）まで延長する第２のＴＴＩを利用し得る。いくつかの例では、一部分は、
データチャネルを受信するために使用される周波数範囲よりも小さい周波数範囲を含む。
いくつかの例では、一部分は、いくつかのリソースブロック（ＲＢ）を含む。低レイテン
シ通信は、データを交換するためにＵＥ１１５－ｇと基地局１０５－ｅとによって使用さ
れているリソースと重なるかまたはそのリソースに干渉するリソースを使用し得る。いく
つかの場合には、ＵＥ１１５－ｇは、低レイテンシ通信に気づいていないことがあり、元
の許可において受信された制御情報は、低レイテンシ通信を考慮に入れていないことがあ
る。
【００８４】
　[0093]ステップ４６５において、ＵＥ１１５－ｇは、（基地局１０５－ｅ、基地局１０
５－ｆのいずれかから、またはいくつかの場合には、ＵＥ１１５－ｈから）指示を受信し
、指示に基づいて低レイテンシ動作が行われたことを検出し得る。いくつかの場合には、
ＵＥ１１５－ｇは、基地局１０５－ｅを介してブロードキャスト指示またはユニキャスト
指示を受信することによって、低レイテンシ動作が行われたことを検出し得る。いくつか
の例では、基地局１０５－ｅは、基地局バックホールリンクを介して指示を受信する。近
隣基地局１０５－ｆはまた、ブロードキャストを介して指示を送り得る。いくつかの場合
には、指示は半静的構成を含む。
【００８５】
　[0094]ステップ４７０において、ＵＥ１１５－ｇは、低レイテンシインジケータに基づ
いて、第１の許可において受信された制御情報を更新し得る。いくつかの場合には、ＵＥ
１１５－ｇは、指示に基づいてチャネル推定値を生成し得、第１のＴＴＩを復号すること
は、チャネル推定値に基づき得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５－ｇは、第１のＴＴ
Ｉの間に１つまたは複数のヌルトーンを識別し得る。ＵＥ１１５－ｇはまた、１つまたは
複数のヌルトーンに基づいて、また、指示に基づいて、干渉推定値を生成し得る。
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【００８６】
　[0095]ステップ４７５において、ＵＥ１１５－ｇは、受信された低レイテンシインジケ
ータと更新された制御情報とに基づいて、交換されたデータを復号し得る。いくつかの場
合には、基地局１０５－ｆまたはＵＥ１１５－ｈは、データチャネルの変調シンボルのセ
ットを、第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部分を含むリソースのセットにマッピングし得
る。他の場合には、基地局１０５－ｆまたはＵＥ１１５－ｈは、データチャネルの変調シ
ンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部分を除くリソースのセットにマッ
ピングし得る。
【００８７】
　[0096]図５は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のために構成された
ワイヤレスデバイス５００のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス５００は、図１～図
４を参照しながら説明されたＵＥ１１５または基地局１０５の態様の一例であり得る。ワ
イヤレスデバイス５００は、受信機５０５、低レイテンシ認識モジュール５１０、または
送信機５１５を含み得る。ワイヤレスデバイス５００はまた、プロセッサを含み得る。こ
れらのコンポーネントの各々は、互いと通信していることがある。
【００８８】
　[0097]受信機５０５は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連付
けられた制御情報（たとえば、制御チャネル、データチャネル、および並列低レイテンシ
認識に関する情報など）などの情報を受信し得る。情報は、低レイテンシ認識モジュール
５１０に、およびワイヤレスデバイス５００の他のコンポーネントに渡され得る。受信機
５０５は、図８および図９を参照しながら説明されるトランシーバ８３５またはトランシ
ーバ９３５の態様の一例であり得る。
【００８９】
　[0098]低レイテンシ認識モジュール５１０は、データ領域におけるリソースを利用して
第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受信し得、低レイテンシ認識モジュール５１０は、
低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部分に存在するという指示を受信し
得る。いくつかの場合には、低レイテンシ送信は第２のＴＴＩに基づき、低レイテンシ認
識モジュール５１０は、指示に基づいてデータチャネルを復号し得る。
【００９０】
　[0099]送信機５１５は、ワイヤレスデバイス５００の他のコンポーネントから受信され
た信号を送信し得る。いくつかの例では、送信機５１５は、トランシーバモジュールにお
いて受信機５０５とコロケートされ得る。送信機５１５は単一のアンテナを含み得るか、
または送信機５１５は複数のアンテナを含み得る。送信機５１５は、図８および図９を参
照しながら説明されるトランシーバ８３５またはトランシーバ９３５の態様の一例であり
得る。
【００９１】
　[0100]図６は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のためのワイヤレス
デバイス６００のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス６００は、図１～図５を参照し
ながら説明されたワイヤレスデバイス５００、ＵＥ１１５、または基地局１０５の態様の
一例であり得る。ワイヤレスデバイス６００は、受信機５０５－ａ、低レイテンシ認識モ
ジュール５１０－ａ、または送信機５１５－ａを含み得る。ワイヤレスデバイス６００は
また、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いと通信しているこ
とがある。低レイテンシ認識モジュール５１０－ａはまた、データモジュール６０５と、
低レイテンシ指示モジュール６１０と、デコーダ６１５とを含み得る。
【００９２】
　[0101]受信機５０５－ａは、低レイテンシ認識モジュール５１０－ａにおよびデバイス
６００の他のコンポーネントに渡され得る情報を受信し得る。低レイテンシ認識モジュー
ル５１０－ａは、図５を参照しながら説明された動作を実行し得る。送信機５１５－ａは
、ワイヤレスデバイス６００の他のコンポーネントから受信された信号を送信し得る。受
信機５０５－ａは、図８および図９を参照しながら説明されるトランシーバ８３５または
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トランシーバ９３５の態様の一例であり得る。送信機５１５－ａは、図８および図９を参
照しながら説明されるトランシーバ８３５またはトランシーバ９３５の態様の一例であり
得る。
【００９３】
　[0102]データモジュール６０５は、図２～図４を参照しながら説明されたように、デー
タ領域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受信し得る。い
くつかの例では、第１のＴＴＩはＬＴＥサブフレームである。
【００９４】
　[0103]低レイテンシ指示モジュール６１０は、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内のデ
ータ領域の一部分に存在するという指示を受信し得、低レイテンシ送信は、図２～図４を
参照しながら説明されたように、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの例では、指示は
第２のＴＴＩの後に受信され得る。いくつかの例では、指示は第１のＴＴＩの後に受信さ
れ得る。低レイテンシ送信は、異なるワイヤレスデバイスに向けられ得る。いくつかの例
では、低レイテンシ送信は、データチャネルと同じセルからのものであり得る。いくつか
の例では、低レイテンシ送信は、データチャネルとは異なるセルからのものである。いく
つかの場合には、指示は、基地局バックホールリンクを介して受信され得る。第２のＴＴ
Ｉは、たとえば、ＬＴＥシンボル期間であり得る。いくつかの例では、一部分は、データ
チャネルを受信するために使用される周波数範囲よりも小さくてもよい周波数範囲を有す
る。一部分は、いくつかのＲＢを含み得る。いくつかの例では、指示はサービング基地局
から受信され得る。他の例では、指示は近隣基地局から受信され得る。指示は半静的構成
であり得る。
【００９５】
　[0104]デコーダ６１５は、図２～図４を参照しながら説明されたように、指示に基づい
てデータチャネルを復号し得る。いくつかの例では、デコーダはトランシーバの一部であ
る。
【００９６】
　[0105]図７は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のためのワイヤレス
デバイス５００またはワイヤレスデバイス６００のコンポーネントであり得る低レイテン
シ認識モジュール５１０－ｂのブロック図７００を示す。低レイテンシ認識モジュール５
１０－ｂは、図５～図６を参照しながら説明された低レイテンシ認識モジュール５１０の
態様の一例であり得る。低レイテンシ認識モジュール５１０－ｂは、データモジュール６
０５－ａと、低レイテンシ指示モジュール６１０－ａと、デコーダ６１５－ａとを含み得
る。これらのモジュールの各々は、図６を参照しながら説明された機能を実行し得る。低
レイテンシ認識モジュール５１０－ｂはまた、チャネル推定モジュール７０５と、干渉推
定モジュール７１０と、変調シンボルマッパ７１５と、制御チャネルモジュール７２０と
を含み得る。
【００９７】
　[0106]チャネル推定モジュール７０５は、指示に基づいてチャネル推定値を生成し得、
第１のＴＴＩを復号することは、図２～図４を参照しながら説明されたように、チャネル
推定値に基づく。
【００９８】
　[0107]干渉推定モジュール７１０は、図２～図４を参照しながら説明されたように、第
１のＴＴＩの間に１つまたは複数のヌルトーンを識別し得る。干渉推定モジュール７１０
はまた、１つまたは複数のヌルトーンに基づいて、また、指示に基づいて、干渉推定値を
生成し得る。いくつかの例では、識別されたヌルトーンは、データチャネルによって使用
される周波数サブバンドのサブセットまたはデータチャネルによって使用される時間ユニ
ットのサブセットにのみ存在する。
【００９９】
　[0108]変調シンボルマッパ７１５は、図２～図４を参照しながら説明されたように、デ
ータチャネルの変調シンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部分を含むリ
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ソースのセットにマッピングし得る。変調シンボルマッパ７１５はまた、データチャネル
の変調シンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部分を除くリソースのセッ
トにマッピングし得る。
【０１００】
　[0109]制御チャネルモジュール７２０は、第１のＴＴＩの第１のシンボル期間の間に制
御チャネルを受信し得、いくつかの例では、制御チャネルは、図２～図４を参照しながら
説明されたように、第１のＴＴＩを復号することが制御チャネルに基づき得るように、第
１のＴＴＩのためのスケジューリング情報を含む。
【０１０１】
　[0110]ワイヤレスデバイス５００もしくは６００のコンポーネント、または低レイテン
シ認識モジュール５１０は、個々にまたはまとめて、適用可能な機能の一部または全部を
ハードウェアで実行するように適合された少なくとも１つのＡＳＩＣを用いて実装され得
る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によ
って、少なくとも１つのＩＣ上で実行され得る。他の例では、当技術分野で知られている
任意の様式でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ストラクチャード
／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、または別のセミカスタムＩＣ）が使用され得る
。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の汎用または特定
用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中に組み込ま
れた命令を用いて実装され得る。
【０１０２】
　[0111]図８は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のために構成された
システム８００の図を示す。システム８００は、図１、図２および図５～図７を参照しな
がら説明されたワイヤレスデバイス５００、ワイヤレスデバイス６００、またはＵＥ１１
５の一例であり得る、ＵＥ１１５－ｉを含み得る。ＵＥ１１５－ｉは、図５～図７を参照
しながら説明された低レイテンシ認識モジュール５１０の一例であり得る、低レイテンシ
認識モジュール８１０を含み得る。ＵＥ１１５－ｉはまた、図６～図７を参照しながら説
明された低レイテンシ指示モジュール６１０の一例であり得る、ＨＡＲＱモジュール８２
５を含み得る。ＵＥ１１５－ｉはまた、通信を送信するためのコンポーネントと通信を受
信するためのコンポーネントとを含む、双方向音声およびデータ通信のためのコンポーネ
ントを含み得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｉは、基地局１０５－ｇまたはＵＥ１１５－ｊ
と双方向に通信し得る。
【０１０３】
　[0112]ＨＡＲＱモジュール８２５は、図１を参照しながら上記で説明されたように、１
つまたは複数のＨＡＲＱプロセスを管理し得る。いくつかの場合には、ＨＡＲＱプロセス
のレイテンシは、低レイテンシ通信を使用して低減され得る。
【０１０４】
　[0113]ＵＥ１１５－ｉはまた、プロセッサ８０５と、（ソフトウェア（ＳＷ）８２０を
含む）メモリ８１５と、トランシーバ８３５と、１つまたは複数のアンテナ８４０とを含
み得、それらの各々は、直接的にまたは間接的に（たとえば、バス８４５を介して）互い
と通信し得る。トランシーバ８３５は、本明細書で説明されるように、アンテナ８４０ま
たはワイヤードリンクもしくはワイヤレスリンクを介して、１つまたは複数のネットワー
クと双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ８３５は、基地局１０５または別のＵ
Ｅ１１５と双方向に通信し得る。トランシーバ８３５は、パケットを変調し、変調された
パケットを送信のためにアンテナ８４０に与え、アンテナ８４０から受信されたパケット
を復調するモデムを含み得る。ＵＥ１１５－ｉは単一のアンテナ８４０を含み得るが、Ｕ
Ｅ１１５－ｉはまた、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信することが可能な複
数のアンテナ８４０を有し得る。
【０１０５】
　[0114]メモリ８１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（ＲＯ
Ｍ）とを含み得る。メモリ８１５は、実行されると、プロセッサ８０５に本明細書で説明
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される様々な機能（たとえば、並列低レイテンシ認識など）を実行させる命令を含むコン
ピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード８２０を記憶
し得る。代替的に、ソフトウェア／ファームウェアコード８２０は、プロセッサ８０５に
よって直接実行可能ではないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると）
コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させることができる。プロセッサ８０５
は、インテリジェントハードウェアデバイス（たとえば、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイ
クロコントローラ、ＡＳＩＣなど）を含み得る。
【０１０６】
　[0115]図９は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のために構成された
システム９００の図を示す。システム９００は、図１、図２、および図５～図８を参照し
ながら説明されたワイヤレスデバイス５００、ワイヤレスデバイス６００、または基地局
１０５の一例であり得る、基地局１０５－ｈを含み得る。基地局１０５－ｈは、図６～図
８を参照しながら説明された基地局低レイテンシ認識モジュール９１０の一例であり得る
、基地局低レイテンシ認識モジュール９１０を含み得る。基地局１０５－ｈはまた、通信
を送信するためのコンポーネントと通信を受信するためのコンポーネントとを含む、双方
向音声およびデータ通信のためのコンポーネントを含み得る。たとえば、基地局１０５－
ｈは、基地局１０５－ｉ、基地局１０５－ｊ、ＵＥ１１５－ｋ、またはＵＥ１１５－ｌと
双方向に通信し得る。
【０１０７】
　[0116]いくつかの場合には、基地局１０５－ｈは、１つまたは複数のワイヤードバック
ホールリンクを有し得る。基地局１０５－ｈは、コアネットワーク１３０へのワイヤード
バックホールリンク（たとえば、Ｓ１インターフェースなど）を有し得る。基地局１０５
－ｈはまた、基地局間バックホールリンク（たとえば、Ｘ２インターフェース）を介して
、基地局１０５－ｉおよび基地局１０５－ｊなどの他の基地局１０５と通信し得る。基地
局１０５の各々は、同じまたは異なるワイヤレス通信技術を使用してＵＥ１１５と通信し
得る。いくつかの場合には、基地局１０５－ｈは、基地局通信モジュール９２５を利用し
て、１０５－ｉまたは１０５－ｊなどの他の基地局と通信し得る。いくつかの例では、基
地局通信モジュール９２５は、基地局１０５のうちのいくつかの間の通信を行うために、
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａワイヤレス通信ネットワーク技術内のＸ２インターフェースを与え得
る。いくつかの例では、基地局１０５－ｈは、コアネットワーク１３０を通じて他の基地
局と通信し得る。いくつかの場合には、基地局１０５－ｈは、ネットワーク通信モジュー
ル９３０を通じてコアネットワーク１３０と通信し得る。
【０１０８】
　[0117]基地局１０５－ｈは、プロセッサ９０５と、（ソフトウェア（ＳＷ）９２０を含
む）メモリ９１５と、トランシーバ９３５と、アンテナ９４０とを含み得、それらの各々
は、直接的にまたは間接的に（たとえば、バスシステム９４５を介して）、互いと通信し
ている場合がある。トランシーバ９３５は、アンテナ９４０を介して、マルチモードデバ
イスであり得るＵＥ１１５と双方向に通信するように構成され得る。トランシーバ９３５
（または基地局１０５－ｈの他のコンポーネント）はまた、アンテナ９４０を介して、１
つまたは複数の他の基地局（図示せず）と双方向に通信するように構成され得る。トラン
シーバ９３５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ９４０
に与え、アンテナ９４０から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含
み得る。基地局１０５－ｈは、各々が１つまたは複数の関連するアンテナ９４０を有する
、複数のトランシーバ９３５を含み得る。トランシーバは、図５の組み合わされた受信機
５０５および送信機５１５の一例であり得る。
【０１０９】
　[0118]メモリ９１５はＲＡＭとＲＯＭとを含み得る。メモリ９１５はまた、実行される
と、プロセッサ９０５に本明細書で説明される様々な機能（たとえば、並列低レイテンシ
認識、カバレージ拡張技法を選択すること、呼処理、データベース管理、メッセージルー
ティングなど）を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コン
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ピュータ実行可能ソフトウェアコード９２０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア９２
０は、プロセッサ９０５によって直接実行可能ではないことがあるが、たとえば、コンパ
イルされ実行されると、コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させるように構
成され得る。プロセッサ９０５は、インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、
ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プロセッサ９０５は、エンコ
ーダ、キュー処理モジュール、ベースバンドプロセッサ、無線ヘッドコントローラ、デジ
タル信号プロセッサ（ＤＳＰ）などの様々な専用プロセッサを含み得る。
【０１１０】
　[0119]基地局通信モジュール９２５は、他の基地局１０５との通信を管理し得る。通信
管理モジュールは、他の基地局１０５と協働してＵＥ１１５との通信を制御するためのコ
ントローラまたはスケジューラを含み得る。たとえば、基地局通信モジュール９２５は、
ビームフォーミングまたはジョイント送信などの様々な干渉軽減技法のためのＵＥ１１５
への送信のためのスケジューリングを協調させ得る。
【０１１１】
　[0120]図１０は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法１０
００を示すフローチャートを示す。方法１０００の動作は、図１～図９を参照しながら説
明されたように、ＵＥ１１５または基地局１０５などのデバイス、またはそのコンポーネ
ントによって実装され得る。たとえば、方法１０００の動作は、図５～図８を参照しなが
ら説明されたように、低レイテンシ認識モジュール５１０によって実行され得る。いくつ
かの例では、デバイスは、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を
制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、デバイスは、専用
ハードウェアを使用して、以下で説明される態様機能を実行し得る。
【０１１２】
　[0121]ブロック１００５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データ領域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受
信し得る。いくつかの例では、ブロック１００５の動作は、図６を参照しながら説明され
たように、図８および図９を参照しながら説明されたトランシーバ８３５または９３５に
よって示されるものなどのトランシーバとともに、データモジュール６０５によって実行
され得る。
【０１１３】
　[0122]ブロック１０１０において、デバイスは、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内の
データ領域の一部分に存在するという指示を受信し得、ここで、低レイテンシ送信は、図
２～図４を参照しながら説明されたように、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの例で
は、ブロック１０１０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、図８および図９
を参照しながら説明されたトランシーバ８３５または９３５によって示されるものなどの
トランシーバとともに、低レイテンシ指示モジュール６１０によって実行され得る。
【０１１４】
　[0123]ブロック１０１５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、指示に基づいてデータチャネルを復号し得る。いくつかの例では、ブロック１０
１５の動作は、図６を参照しながら説明されたように、デコーダ６１５によって実行され
得る。
【０１１５】
　[0124]図１１は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法１１
００を示すフローチャートを示す。方法１１００の動作は、図１～図９を参照しながら説
明されたように、ＵＥ１１５または基地局１０５などのデバイス、またはそのコンポーネ
ントによって実装され得る。たとえば、方法１１００の動作は、図５～図８を参照しなが
ら説明されたように、低レイテンシ認識モジュール５１０によって実行され得る。いくつ
かの例では、デバイスは、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を
制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、デバイスは、専用
ハードウェアを使用して、以下で説明される態様機能を実行し得る。方法１１００はまた
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、図１０の方法１０００の態様を組み込むことができる。
【０１１６】
　[0125]ブロック１１０５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データ領域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受
信し得る。いくつかの例では、ブロック１１０５の動作は、図６を参照しながら説明され
たように、データモジュール６０５によって実行され得る。
【０１１７】
　[0126]ブロック１１１０において、デバイスは、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内の
データ領域の一部分に存在するという指示を受信し得、ここで、低レイテンシ送信は、図
２～図４を参照しながら説明されたように、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの例で
は、ブロック１１１０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、低レイテンシ指
示モジュール６１０によって実行され得る。
【０１１８】
　[0127]ブロック１１１５において、デバイスは、指示に基づいてチャネル推定値を生成
し得、第１のＴＴＩを復号することは、図２～図４を参照しながら説明されたように、チ
ャネル推定値に基づき得る。いくつかの例では、ブロック１１１５の動作は、図７を参照
しながら説明されたように、チャネル推定モジュール７０５によって実行され得る。
【０１１９】
　[0128]ブロック１１２０において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、指示に基づいてデータチャネルを復号し得る。いくつかの例では、ブロック１１
２０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、デコーダ６１５によって実行され
得る。
【０１２０】
　[0129]図１２は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法１２
００を示すフローチャートを示す。方法１２００の動作は、図１～図９を参照しながら説
明されたように、ＵＥ１１５または基地局１０５などのデバイス、またはそのコンポーネ
ントによって実装され得る。たとえば、方法１２００の動作は、図５～図８を参照しなが
ら説明されたように、低レイテンシ認識モジュール５１０によって実行され得る。いくつ
かの例では、デバイスは、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を
制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、デバイスは、専用
ハードウェアを使用して、以下で説明される態様機能を実行し得る。方法１２００はまた
、図１０～図１１の方法１０００、および１１００の態様を組み込むことができる。
【０１２１】
　[0130]ブロック１２０５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データ領域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受
信し得る。いくつかの例では、ブロック１２０５の動作は、図６を参照しながら説明され
たように、図８および図９を参照しながら説明されたトランシーバ８３５または９３５に
よって示されるものなどのトランシーバとともに、データモジュール６０５によって実行
され得る。
【０１２２】
　[0131]ブロック１２１０において、デバイスは、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内の
データ領域の一部分に存在するという指示を受信し得、低レイテンシ送信は、図２～図４
を参照しながら説明されたように、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの例では、ブロ
ック１２１０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、図８および図９を参照し
ながら説明されたトランシーバ８３５または９３５によって示されるものなどのトランシ
ーバとともに、低レイテンシ指示モジュール６１０によって実行され得る。
【０１２３】
　[0132]ブロック１２１５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、第１のＴＴＩの間に１つまたは複数のヌルトーンを識別し得る。いくつかの例で
は、ブロック１２１５の動作は、図７を参照しながら説明されたように、干渉推定モジュ
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ール７１０によって実行され得る。
【０１２４】
　[0133]ブロック１２２０において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、１つまたは複数のヌルトーンに基づいて、また指示に基づいて、干渉推定値を生
成し得る。いくつかの例では、ブロック１２２０の動作は、図７を参照しながら説明され
たように、干渉推定モジュール７１０によって実行され得る。
【０１２５】
　[0134]ブロック１２２５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、指示に基づいてデータチャネルを復号し得る。いくつかの例では、ブロック１２
２５の動作は、図６を参照しながら説明されたように、デコーダ６１５によって実行され
得る。
【０１２６】
　[0135]図１３は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法１３
００を示すフローチャートを示す。方法１３００の動作は、図１～図９を参照しながら説
明されたように、ＵＥ１１５または基地局１０５などのデバイス、またはそのコンポーネ
ントによって実装され得る。たとえば、方法１３００の動作は、図５～図８を参照しなが
ら説明されたように、低レイテンシ認識モジュール５１０によって実行され得る。いくつ
かの例では、デバイスは、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を
制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、デバイスは、専用
ハードウェアを使用して、以下で説明される態様機能を実行し得る。方法１３００はまた
、図１０～図１２の方法１０００、１１００、および１２００の態様を組み込むことがで
きる。
【０１２７】
　[0136]ブロック１３０５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データ領域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受
信し得る。いくつかの例では、ブロック１３０５の動作は、図６を参照しながら説明され
たように、図８および図９を参照しながら説明されたトランシーバ８３５または９３５に
よって示されるものなどのトランシーバとともに、データモジュール６０５によって実行
され得る。
【０１２８】
　[0137]ブロック１３１０において、デバイスは、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内の
データ領域の一部分に存在するという指示を受信し得、低レイテンシ送信は、図２～図４
を参照しながら説明されたように、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの例では、ブロ
ック１３１０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、低レイテンシ指示モジュ
ール６１０によって実行され得る。
【０１２９】
　[0138]ブロック１３１５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データチャネルの変調シンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部
分を含むリソースのセットにマッピングし得る。いくつかの例では、ブロック１３１５の
動作は、図７を参照しながら説明されたように、変調シンボルマッパ７１５によって実行
され得る。
【０１３０】
　[0139]ブロック１３２０において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、指示に基づいてデータチャネルを復号し得る。いくつかの例では、ブロック１３
２０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、デコーダ６１５によって実行され
得る。
【０１３１】
　[0140]図１４は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法１４
００を示すフローチャートを示す。方法１４００の動作は、図１～図９を参照しながら説
明されたように、ＵＥ１１５または基地局１０５などのデバイス、またはそのコンポーネ
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ントによって実装され得る。たとえば、方法１４００の動作は、図５～図８を参照しなが
ら説明されたように、低レイテンシ認識モジュール５１０によって実行され得る。いくつ
かの例では、デバイスは、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を
制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、デバイスは、専用
ハードウェアを使用して、以下で説明される態様機能を実行し得る。方法１４００はまた
、図１０～図１３の方法１０００、１１００、１２００、および１３００の態様を組み込
むことができる。
【０１３２】
　[0141]ブロック１４０５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データ領域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受
信し得る。いくつかの例では、ブロック１４０５の動作は、図６を参照しながら説明され
たように、図８および図９を参照しながら説明されたトランシーバ８３５または９３５に
よって示されるものなどのトランシーバとともに、データモジュール６０５によって実行
され得る。
【０１３３】
　[0142]ブロック１４１０において、デバイスは、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内の
データ領域の一部分に存在するという指示を受信し得、低レイテンシ送信は、図２～図４
を参照しながら説明されたように、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの例では、ブロ
ック１４１０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、図８および図９を参照し
ながら説明されたトランシーバ８３５または９３５によって示されるものなどのトランシ
ーバとともに、低レイテンシ指示モジュール６１０によって実行され得る。
【０１３４】
　[0143]ブロック１４１５において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データチャネルの変調シンボルのセットを、第１のＴＴＩ内のデータ領域の一部
分を除くリソースのセットにマッピングし得る。いくつかの例では、ブロック１４１５の
動作は、図７を参照しながら説明されたように、変調シンボルマッパ７１５によって実行
され得る。
【０１３５】
　[0144]ブロック１４２０において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、指示に基づいてデータチャネルを復号し得る。いくつかの例では、ブロック１４
２０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、デコーダ６１５によって実行され
得る。
【０１３６】
　[0145]図１５は、本開示の様々な態様による、並列低レイテンシ認識のための方法１５
００を示すフローチャートを示す。方法１５００の動作は、図１～図９を参照しながら説
明されたように、ＵＥ１１５または基地局１０５などのデバイス、またはそのコンポーネ
ントによって実装され得る。たとえば、方法１５００の動作は、図５～図８を参照しなが
ら説明されたように、低レイテンシ認識モジュール５１０によって実行され得る。いくつ
かの例では、デバイスは、以下で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を
制御するためのコードのセットを実行し得る。追加または代替として、デバイスは、専用
ハードウェアを使用して、以下で説明される態様機能を実行し得る。方法１５００はまた
、図１０～図１４の方法１０００、１１００、１２００、１３００、および１４００の態
様を組み込むことができる。
【０１３７】
　[0146]ブロック１５０５において、デバイスは、第１のＴＴＩの第１のシンボル期間の
間に制御チャネルを受信し得、制御チャネルは、図２～図４を参照しながら説明されたよ
うに、第１のＴＴＩのためのスケジューリング情報を含み得、第１のＴＴＩを復号するこ
とは、制御チャネルに基づく。いくつかの例では、ブロック１５０５の動作は、図７を参
照しながら説明されたように、図８および図９を参照しながら説明されたトランシーバ８
３５または９３５によって示されるものなどのトランシーバとともに、制御チャネルモジ
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ュール７２０によって実行され得る。
【０１３８】
　[0147]ブロック１５１０において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、データ領域におけるリソースを利用して第１のＴＴＩの間にデータチャネルを受
信し得る。いくつかの場合には、指示は第２のＴＴＩの後に受信される。いくつかの例で
は、ブロック１５１０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、図８および図９
を参照しながら説明されたトランシーバ８３５または９３５によって示されるものなどの
トランシーバとともに、データモジュール６０５によって実行され得る。
【０１３９】
　[0148]ブロック１５１５において、デバイスは、低レイテンシ送信が第１のＴＴＩ内の
データ領域の一部分に存在するという指示を受信し得、低レイテンシ送信は、図２～図４
を参照しながら説明されたように、第２のＴＴＩに基づき得る。いくつかの例では、ブロ
ック１５１５の動作は、図６を参照しながら説明されたように、図８および図９を参照し
ながら説明されたトランシーバ８３５または９３５によって示されるものなどのトランシ
ーバとともに、低レイテンシ指示モジュール６１０によって実行され得る。
【０１４０】
　[0149]ブロック１５２０において、デバイスは、図２～図４を参照しながら説明された
ように、指示に基づいてデータチャネルを復号し得る。いくつかの場合には、指示は第２
のＴＴＩの後に受信される。いくつかの例では、ブロック１５２０の動作は、図６を参照
しながら説明されたように、デコーダ６１５によって実行され得る。
【０１４１】
　[0150]このようにして、方法１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、お
よび１５００は、並列低レイテンシ認識を可能にし得る。方法１０００、１１００、１２
００、１３００、１４００、および１５００は可能な実装形態について説明していること
と、動作およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは
場合によっては修正され得ることとに留意されたい。いくつかの例では、方法１０００、
１１００、１２００、１３００、１４００、および１５００のうちの２つ以上からの態様
が組み合わせられ得る。
【０１４２】
　[0151]添付の図面に関して上記に記載された詳細な説明は、例示的な構成について説明
しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。
この説明全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の
働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。
発明を実施するための形態は、説明される技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む
。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実践され得る。いくつか
の事例では、説明される例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られてい
る構造およびデバイスがブロック図の形態で示される。
【０１４３】
　[0152]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得
る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、
信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子
、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１４４】
　[0153]本明細書の本開示に関して説明される様々な例示的なブロックおよびモジュール
は、汎用プロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡもしくは他のプログラマブル論理デバ
イス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネント、または
本明細書で説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実
装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として
、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または
状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ（たとえば、
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ＤＳＰとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携す
る１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成）としても
実装され得る。
【０１４５】
　[0154]本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実装され得る。プロ
セッサによって実行されるソフトウェアにおいて実装される場合、機能は、１つまたは複
数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュー
タ可読媒体を介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示の範囲内および添付
の特許請求の範囲内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、本明細書で説明され
る機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア
、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれかの組合せを使用して実装され得る。機能
を実施する特徴はまた、機能の部分が異なる物理的ロケーションにおいて実装されるよう
に分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲
を含めて、本明細書で使用される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１
つ」または「のうちの１つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙）中で使用される「
または」は、たとえば、Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つという列挙がＡまたは
ＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよび
Ｃ）を意味するような包括的列挙を示す。
【０１４６】
　[0155]当業者に知られているかまたは後で知られることになる、本開示全体にわたって
説明される様々な態様の要素に対するすべての構造的および機能的等価物は、参照により
本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されるものである。さらに、
本明細書で開示されるものは、そのような開示が特許請求の範囲において明示的に列挙さ
れているかどうかにかかわらず、公に供されるものではない。「モジュール」、「機構」
、「要素」、「デバイス」などの語は、「手段」という語の代用ではないことがある。し
たがって、いかなるクレーム要素も、要素が「のための手段」という句を使用して明確に
列挙されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
【０１４７】
　[0156]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を容易にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を
含む。非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意
の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登
録商標））、コンパクトディスク（ＣＤ）ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、磁
気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令もしくはデー
タ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送もしくは記憶するために使用され得、
汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスさ
れ得る、任意の他の非一時的媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュ
ータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、および
マイクロ波などのワイヤレス技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモート
ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ
、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれ
る。本明細書で使用されるディスク（disk）およびディスク（disc）は、ＣＤ、レーザー
ディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）
（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）、およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商
標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は通常、データを磁気的に再生し、ディ
スク（disc）は、レーザーを用いてデータを光学的に再生する。上記の組合せもコンピュ
ータ可読媒体の範囲内に含まれる。
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【０１４８】
　[0157]本開示の前述の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるよう
に与えられる。本開示への様々な修正は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定
義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。
したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されるべきではなく、
本明細書で開示される原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきで
ある。
【０１４９】
　[0158]本明細書で説明される技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および
他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システム」および
「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシステムは、Ｃ
ＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装し
得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格と、ＩＳ－９５規格と、ＩＳ－８５６規
格とをカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０００　
１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ２０
００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、
広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））とＣＤＭＡの他の変形態とを含む。ＴＤＭＡ
システムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術
を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、発
展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－
ＯＦＤＭなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモ
バイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標
）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は
、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭ
ＴＳ）の新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－
Ａ、およびモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）は、「第３世代パートナーシッ
ププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０
００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称
する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述のシステムお
よび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。しかしながら、上
記の説明は、例としてＬＴＥシステムについて説明し、上記の説明の大部分においてＬＴ
Ｅ用語が使用されているが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　　データ領域におけるリソースを利用して第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデータ
チャネルを受信することと、
　　低レイテンシ送信が前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域の少なくとも一部分に存在
するという指示を受信することと、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、第２のＴＴ
Ｉに少なくとも部分的に基づく、
　　前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記データチャネルを復号することと
　を備える方法。
［Ｃ２］
　前記指示に少なくとも部分的に基づいて干渉推定値を生成すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１のＴＴＩの間に１つまたは複数のヌルトーンを識別すること、ここにおいて、
前記１つまたは複数のヌルトーンは、前記データチャネルによって使用される周波数サブ
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バンドのサブセットまたは前記データチャネルによって使用される時間ユニットのサブセ
ットにのみ存在し、ここにおいて、前記干渉推定値を生成することは、前記１つまたは複
数のヌルトーンに少なくとも部分的に基づく、
　をさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記データチャネルの変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域
の前記一部分を含むリソースのセットにマッピングすること
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記データチャネルの変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域
の前記一部分を除くリソースのセットにマッピングすること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記指示がブロードキャストメッセージ中でまたはユニキャストメッセージ中で受信さ
れる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記指示が前記第１のＴＴＩまたは前記第２のＴＴＩの後に受信される、Ｃ６に記載の
方法。
［Ｃ８］
　前記指示が１つまたは複数の制御チャネルシンボル期間の間に受信される、Ｃ６に記載
の方法。
［Ｃ９］
　前記低レイテンシ送信が異なるワイヤレスデバイスに向けられる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記低レイテンシ送信が前記データチャネルと同じセルからのものである、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ１１］
　前記低レイテンシ送信が前記データチャネルとは異なるセルからのものである、Ｃ１に
記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記指示が基地局バックホールリンクを介して受信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記第１のＴＴＩがロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを備える、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記第２のＴＴＩが１つまたは複数のＬＴＥシンボル期間を備える、Ｃ１に記載の方法
。
［Ｃ１５］
　前記一部分がいくつかのリソースブロック（ＲＢ）を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記指示がサービング基地局または近隣基地局のうちの少なくとも１つから受信される
、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記指示が半静的構成を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１８］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　データ領域におけるリソースを利用して第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデータ
チャネルを受信するための手段と、
　　低レイテンシ送信が前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域の少なくとも一部分に存在
するという指示を受信するための手段と、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、第２
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のＴＴＩに少なくとも部分的に基づく、
　　前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記データチャネルを復号するための手段と
　を備える装置。
［Ｃ１９］
　前記指示に少なくとも部分的に基づいて干渉推定値を生成するための手段
　をさらに備える、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記第１のＴＴＩの間に１つまたは複数のヌルトーンを識別するための手段と、ここに
おいて、前記１つまたは複数のヌルトーンは、前記データチャネルによって使用される周
波数サブバンドのサブセットまたは前記データチャネルによって使用される時間ユニット
のサブセットにのみ存在する、
　前記１つまたは複数のヌルトーンに少なくとも部分的に基づいて前記干渉推定値を生成
するための手段と
　をさらに備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記データチャネルの変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域
の前記一部分を含むリソースのセットにマッピングするための手段
　をさらに備える、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記データチャネルの変調シンボルのセットを、前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域
の前記一部分を除くリソースのセットにマッピングするための手段
　をさらに備える、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記第１のＴＴＩまたは前記第２のＴＴＩの後に前記指示を受信するための手段
　をさらに備える、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記第１のＴＴＩの第１のシンボル期間の間に制御チャネルを受信するための手段、こ
こにおいて、前記制御チャネルは、前記第１のＴＴＩのためのスケジューリング情報を備
え、前記第１のＴＴＩを復号することは、前記制御チャネルに少なくとも部分的に基づく
、
　をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記低レイテンシ送信が異なるワイヤレスデバイスに向けられる、Ｃ１８に記載の装置
。
［Ｃ２６］
　前記低レイテンシ送信が前記データチャネルと同じセルからのものである、Ｃ１８に記
載の装置。
［Ｃ２７］
　基地局バックホールリンクを介して前記指示を受信するための手段
　をさらに備える、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記第１のＴＴＩがロングタームエボリューション（ＬＴＥ）サブフレームを備える、
Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２９］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　　前記メモリに記憶された命令であって、前記プロセッサによって実行されると、前記
装置に、
　　　データ領域におけるリソースを利用して第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデー
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　　　低レイテンシ送信が前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域の少なくとも一部分に存
在するという指示を受信することと、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、第２のＴ
ＴＩに少なくとも部分的に基づく、
　　　前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記データチャネルを復号することと
　　を行わせるように動作可能な命令と
　を備える装置。
［Ｃ３０］
　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前
記コードが、
　　データ領域におけるリソースを利用して第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）の間にデータ
チャネルを受信することと、
　　低レイテンシ送信が前記第１のＴＴＩ内の前記データ領域の少なくとも一部分に存在
するという指示を受信することと、ここにおいて、前記低レイテンシ送信は、第２のＴＴ
Ｉに少なくとも部分的に基づく、
　　前記指示に少なくとも部分的に基づいて前記データチャネルを復号することと
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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