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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信用の方法であって、
　システム帯域幅内の共通制御リソースセットについての位置情報を含む同期チャネルを
特定するステップと、
　前記位置情報に少なくとも部分的に基づいて前記システム帯域幅内の前記共通制御リソ
ースセットの位置を決定し、前記共通制御リソースセットについてのセルIDおよびスロッ
トまたはサブフレームインデックスを特定するステップと、
　前記共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、ま
たはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを決定する
ステップと、
　前記システム帯域幅内の基準リソース要素(RE)位置を特定するステップと、
　前記セルID、前記スロットまたはサブフレームインデックス、および前記基準RE位置に
少なくとも部分的に基づいて前記スクランブリングシーケンスを生成するステップと、
　前記生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて前記基準RE位置から始まる1つ
または複数の基準信号REに前記スクランブリングシーケンスを適用するステップと、
　前記スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に基づいて、前記基準信号、前記
制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数を処理するステップとを含む方
法。
【請求項２】
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　前記同期チャネルの中心周波数を特定するステップをさらに含み、
　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数に対する
前記スクランブリングシーケンスは、前記同期チャネルの前記中心周波数に少なくとも部
分的に基づいて決定される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記同期チャネルの前記中心周波数は、前記システム帯域幅の中心周波数とは異なる、
請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数に対する
前記スクランブリングシーケンスは、前記同期チャネルの中心周波数または前記システム
帯域幅の中心周波数とは無関係に決定される、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記共通制御リソースセットについてのセルIDおよびスロットまたはサブフレームイン
デックスを決定するステップと、
　前記セルIDおよび前記スロットまたはサブフレームインデックスに基づいて、前記基準
信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数に対する前記スクラ
ンブリングシーケンスを決定するステップとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記スロットまたはサブフレームインデックスは、前記システム帯域幅内のワイヤレス
送信についての複数の利用可能なヌメロロジーのうちの基準ヌメロロジーに基づく、請求
項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記基準ヌメロロジーは、15kHzトーン間隔またはその倍数に相当する、請求項6に記載
の方法。
【請求項８】
　前記システム帯域幅内の同期チャネル中心周波数のラスタを特定するステップと、
　前記同期チャネルの中心周波数を前記同期チャネル中心周波数のラスタ上の前記同期チ
ャネル中心周波数のうちの1つとして特定するステップとをさらに含む、請求項1に記載の
方法。
【請求項９】
　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数を処理す
るステップは、
　前記共通制御リソースセットに関連するセルIDおよびスロットまたはサブフレームイン
デックスを特定するステップと、
　前記同期チャネルの中心周波数を特定するステップと、
　前記セルID、前記スロットまたはサブフレームインデックス、および前記同期チャネル
の前記中心周波数に少なくとも部分的に基づいて前記スクランブリングシーケンスを生成
するステップと、
　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数について
の信号パターンに前記スクランブリングシーケンスを適用するステップとを含む、請求項
1に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基準信号、前記制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理するス
テップは、
　受信された信号に関連する基準リソース要素(RE)を特定するステップと、
　前記生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて前記基準REから始まる、前記基
準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数についてのREに対
して、前記スクランブリングシーケンスを埋め込むステップとをさらに含む、請求項9に
記載の方法。
【請求項１１】
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　前記基準REを特定するステップは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)または残余最
小システム情報(RMSI)の少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固定オフセ
ットを特定するステップを含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記共通制御リソースセットが前記同期チャネルを送信するために使用される第1のキ
ャリアとは異なる第2のキャリア上で送信されることを特定するステップと、
　前記第2のキャリア上で送信される第2の同期チャネルの中心周波数を特定するステップ
と、
　前記第2の同期チャネルの前記中心周波数に基づいて前記共通制御リソースセットを復
調する際に使用するための、前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうち
の1つまたは複数に対する前記スクランブリングシーケンスを決定するステップとをさら
に含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　前記基準RE位置を特定するステップは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)または残
余最小システム情報(RMSI)の少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固定オ
フセットを特定するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１４】
　前記システム帯域幅内の同期チャネル中心周波数のラスタを特定するステップと、
　第1の同期チャネル中心周波数を前記システム帯域幅内の前記基準RE位置として特定す
るステップとをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第1の同期チャネル中心周波数は、前記同期チャネル中心周波数のラスタのインデ
ックスとスクランブリングシーケンスまたは前記スクランブリングシーケンスの長さを特
定するパラメータとに基づいて選択される、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信用の装置であって、システムにおいて、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信するメモリと、
　前記メモリの中に記憶された命令とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行
されたときに、前記装置に、
　システム帯域幅内の共通制御リソースセットについての位置情報を含む同期チャネルを
特定することと、
　前記位置情報に少なくとも部分的に基づいて前記システム帯域幅内の前記共通制御リソ
ースセットの位置を決定し、前記共通制御リソースセットについてのセルIDおよびスロッ
トまたはサブフレームインデックスを特定することと、
　前記共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、ま
たはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを決定する
ことと、
　前記システム帯域幅内の基準リソース要素(RE)位置を特定することと、
　前記セルID、前記スロットまたはサブフレームインデックス、および前記基準RE位置に
少なくとも部分的に基づいて前記スクランブリングシーケンスを生成することと、
　前記生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて前記基準RE位置から始まる1つ
または複数の基準信号REに前記スクランブリングシーケンスを適用することと、
　前記スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に基づいて、前記基準信号、前記
制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数を処理することとを行わせるよ
うに動作可能である装置。
【請求項１７】
　前記命令が、前記装置に、
　前記同期チャネルの中心周波数を特定することを行わせるように前記プロセッサによっ
てさらに実行可能であり、
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　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数に対する
前記スクランブリングシーケンスは、前記同期チャネルの前記中心周波数に少なくとも部
分的に基づいて決定される、請求項16に記載の装置。
【請求項１８】
　前記同期チャネルの前記中心周波数は、前記システム帯域幅の中心周波数とは異なる、
請求項17に記載の装置。
【請求項１９】
　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数に対する
前記スクランブリングシーケンスは、前記同期チャネルの中心周波数または前記システム
帯域幅の中心周波数とは無関係に決定される、請求項16に記載の装置。
【請求項２０】
　前記命令が、前記装置に、
　前記共通制御リソースセットについてのセルIDおよびスロットまたはサブフレームイン
デックスを決定することと、
　前記セルIDおよび前記スロットまたはサブフレームインデックスに基づいて、前記基準
信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数に対する前記スクラ
ンブリングシーケンスを決定することとを行わせるように前記プロセッサによってさらに
実行可能である、請求項16に記載の装置。
【請求項２１】
　前記スロットまたはサブフレームインデックスは、前記システム帯域幅内のワイヤレス
送信についての複数の利用可能なヌメロロジーのうちの基準ヌメロロジーに基づく、請求
項20に記載の装置。
【請求項２２】
　前記基準ヌメロロジーは、15kHzトーン間隔またはその倍数に相当する、請求項21に記
載の装置。
【請求項２３】
　前記命令が、前記装置に、
　前記システム帯域幅内の同期チャネル中心周波数のラスタを特定することと、
　前記同期チャネルの中心周波数を前記同期チャネル中心周波数のラスタ上の前記同期チ
ャネル中心周波数のうちの1つとして特定することとを行わせるように前記プロセッサに
よってさらに実行可能である、請求項16に記載の装置。
【請求項２４】
　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数を処理す
る命令は、前記装置に、
　前記共通制御リソースセットに関連するセルIDおよびスロットまたはサブフレームイン
デックスを特定することと、
　前記同期チャネルの中心周波数を特定することと、
　前記セルID、前記スロットまたはサブフレームインデックス、および前記同期チャネル
の前記中心周波数に少なくとも部分的に基づいて前記スクランブリングシーケンスを生成
することと、
　前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数について
の信号パターンに前記スクランブリングシーケンスを適用することとを行わせるように前
記プロセッサによって実行可能である、請求項16に記載の装置。
【請求項２５】
　前記基準信号、前記制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理する命
令は、前記装置に、
　受信された信号に関連する基準リソース要素(RE)を特定することと、
　前記生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて前記基準REから始まる、前記基
準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数についてのREに対
して、前記スクランブリングシーケンスを埋め込むこととを行わせるように前記プロセッ
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サによって実行可能である、請求項24に記載の装置。
【請求項２６】
　前記基準REを特定する命令は、前記装置に、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)また
は残余最小システム情報(RMSI)の少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固
定オフセットを特定することを行わせるように前記プロセッサによって実行可能である、
請求項25に記載の装置。
【請求項２７】
　前記命令が、前記装置に、
　前記共通制御リソースセットが前記同期チャネルを送信するために使用される第1のキ
ャリアとは異なる第2のキャリア上で送信されることを特定することと、
　前記第2のキャリア上で送信される第2の同期チャネルの中心周波数を特定することと、
　前記第2の同期チャネルの前記中心周波数に基づいて前記共通制御リソースセットを復
調する際に使用するための、前記基準信号、前記制御信号、または前記データ信号のうち
の1つまたは複数に対する前記スクランブリングシーケンスを決定することとを行わせる
ように前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項16に記載の装置。
【請求項２８】
　前記基準RE位置を特定する命令は、前記装置に、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)
または残余最小システム情報(RMSI)の少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定
の固定オフセットを特定することを行わせるように前記プロセッサによって実行可能であ
る、請求項16に記載の装置。
【請求項２９】
　前記命令が、前記装置に、
　前記システム帯域幅内の同期チャネル中心周波数のラスタを特定することと、
　第1の同期チャネル中心周波数を前記システム帯域幅内の前記基準RE位置として特定す
ることとを行わせるように前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項16に記
載の装置。
【請求項３０】
　前記第1の同期チャネル中心周波数は、前記同期チャネル中心周波数のラスタのインデ
ックスとスクランブリングシーケンスまたは前記スクランブリングシーケンスの長さを特
定するパラメータとに基づいて選択される、請求項29に記載の装置。
【請求項３１】
　ワイヤレス通信用の装置であって、
　システム帯域幅内の共通制御リソースセットについての位置情報を含む同期チャネルを
特定するための手段と、
　前記位置情報に少なくとも部分的に基づいて前記システム帯域幅内の前記共通制御リソ
ースセットの位置を決定し、前記共通制御リソースセットについてのセルIDおよびスロッ
トまたはサブフレームインデックスを特定するための手段と、
　前記共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、ま
たはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを決定する
ための手段と、
　前記システム帯域幅内の基準リソース要素(RE)位置を特定するための手段と、
　前記セルID、前記スロットまたはサブフレームインデックス、および前記基準RE位置に
少なくとも部分的に基づいて前記スクランブリングシーケンスを生成するための手段と、
　前記生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて前記基準RE位置から始まる1つ
または複数の基準信号REに前記スクランブリングシーケンスを適用するための手段と、
　前記スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に基づいて、前記基準信号、前記
制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数を処理するための手段とを備え
る装置。
【請求項３２】
　ワイヤレス通信用のコードを記憶するコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コード
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が、
　システム帯域幅内の共通制御リソースセットについての位置情報を含む同期チャネルを
特定することと、
　前記位置情報に少なくとも部分的に基づいて前記システム帯域幅内の前記共通制御リソ
ースセットの位置を決定し、前記共通制御リソースセットについてのセルIDおよびスロッ
トまたはサブフレームインデックスを特定することと、
　前記共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、ま
たはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを決定する
ことと、
　前記システム帯域幅内の基準リソース要素(RE)位置を特定することと、
　前記セルID、前記スロットまたはサブフレームインデックス、および前記基準RE位置に
少なくとも部分的に基づいて前記スクランブリングシーケンスを生成することと、
　前記生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて前記基準RE位置から始まる1つ
または複数の基準信号REに前記スクランブリングシーケンスを適用することと、
　前記スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に基づいて、前記基準信号、前記
制御信号、または前記データ信号のうちの1つまたは複数を処理することとを行うように
プロセッサによって実行可能な命令を含む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
　本特許出願は、2018年1月9日に出願した「Signal Scrambling Sequence Techniques Fo
r Wireless Communications」と題する、Sunらによる米国特許出願第15/865,738号、およ
び2017年1月11日に出願した「Signal Scrambling Sequence Techniques For Wireless Co
mmunications」と題する、Sunらによる米国仮特許出願第62/445,127号の優先権を主張す
るものであり、上記の特許出願の各々が本出願の譲受人に譲渡される。
【０００２】
　以下は概して、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信用の信号スクラ
ンブリングシーケンス技法に関する。
【背景技術】
【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、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である場合
がある。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(FDMA)システム、および直交周波数分割
多元接続(OFDMA)システム、(たとえば、ロングタームエボリューション(LTE)システム、
または新無線(NR)システム)がある。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(UE)として知られていることがある、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、いくつかの基地局またはアクセスネットワークノードを含むこ
とがある。
【０００４】
　LTEまたはLTEアドバンスト(LTE-A)ネットワークでは、1つまたは複数の基地局のセット
が、eノードB(eNB)を定義する場合がある。(たとえば、次世代新無線(NR)または5Gネット
ワークにおける)他の例では、ワイヤレス多元接続通信システムは、いくつかのアクセス
ノードコントローラ(ANC)と通信しているいくつかのスマートラジオヘッド(RH)を含むこ
とがあり、ここで、ANCと通信している1つまたは複数のRHのセットが、基地局(たとえば
、eNBまたはgNB)を定義する。基地局は、(たとえば、基地局からUEへの送信のための)ダ
ウンリンク(DL)チャネル、および(たとえば、UEから基地局への送信のための)アップリン
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ク(UL)チャネル上で、UEのセットと通信することがある。
【０００５】
　いくつかのLTE展開またはNR展開における基地局は、1つまたは複数のUEへのダウンリン
ク送信を送信することがあり、1つまたは複数のUEは、逆に基地局へのアップリンク送信
を送信することがある。場合によっては、送信は、スクランブリングシーケンスに基づい
て復調されることがある。たとえば、制御チャネル送信が、制御チャネル送信を送信する
のと同じトランスミッタから受信される基準信号に基づいて復調されることがある。基準
信号はスクランブルされることがあり、基準信号における周波数トーンごとのスクランブ
リング値は、(たとえば、トランスミッタの特定情報、送信のインデックス値、チャネル
中心周波数などに基づく)所定のアルゴリズムの関数である場合がある。信号を受信する
レシーバは、決定されたスクランブリングシーケンスに従って信号を逆スクランブルし、
信号を複合することがある。信号が基準信号である場合、この基準信号が他の送信を復調
するために使用されることがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　説明する技法は、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法をサポート
する改良された方法、システム、デバイス、または装置に関する。一般に、説明する技法
は、ワイヤレスシステム帯域幅の中心周波数とは無関係に基準信号、制御信号、またはデ
ータ信号に使用されるスクランブリングシーケンスの特定を可能にする。スクランブリン
グシーケンスのそのような識別は、同期チャネルがワイヤレスシステム帯域幅と同じ中心
周波数を共有しない信号の復調を可能にすることがある。いくつかの例では、共通制御リ
ソースセットについての位置情報を与える同期チャネルが識別されてもよい。共通制御リ
ソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号の
うちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスが決定されてもよく、基準信
号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数が、スクランブリングシーケン
スに少なくとも部分的に基づいて処理されてもよい。場合によっては、共通制御リソース
セットについてのセルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスが決定されても
よく、スクランブリングシーケンスは、セルIDおよびスロットまたはサブフレームインデ
ックスに基づいて基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に関し
て特定されてもよい。場合によっては、ワイヤレス通信システムにおいていくつかの異な
るヌメロロジーが利用可能であってもよく、スロットまたはサブフレームインデックスは
、いくつかの利用可能なヌメロロジーのうちの基準ヌメロロジーに基づいてもよい。
【０００７】
　ワイヤレス通信の方法について説明する。この方法は、システム帯域幅内の共通制御リ
ソースセットについての位置情報を含む同期チャネルを特定するステップと、位置情報に
少なくとも部分的に基づいてシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定す
るステップと、共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御
信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを
決定するステップと、スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に基づいて、基準
信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理するステップとを含ん
でもよい。
【０００８】
　ワイヤレス通信用の装置について説明する。この装置は、システム帯域幅内の共通制御
リソースセットについての位置情報を含む同期チャネルを特定するための手段と、位置情
報に少なくとも部分的に基づいてシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決
定するための手段と、共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号
、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケ
ンスを決定するための手段と、スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に基づい
て、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理するための手
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段とを含んでもよい。
【０００９】
　ワイヤレス通信用の別の装置について説明する。この装置は、プロセッサと、プロセッ
サと電子通信するメモリと、メモリに記憶された命令とを含んでもよい。命令は、プロセ
ッサに、システム帯域幅内の共通制御リソースセットについての位置情報を含む同期チャ
ネルを特定させ、位置情報に少なくとも部分的に基づいてシステム帯域幅内の共通制御リ
ソースセットの位置を決定させ、共通制御リソースセットを復調する際に使用するための
、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリ
ングシーケンスを決定させ、スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に基づいて
、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理させるように動
作可能であってもよい。
【００１０】
　ワイヤレス通信用の非一時的コンピュータ可読媒体について説明する。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、プロセッサに、システム帯域幅内の共通制御リソースセットについて
の位置情報を含む同期チャネルを特定させ、位置情報に少なくとも部分的に基づいてシス
テム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定させ、共通制御リソースセットを復
調する際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは
複数に対するスクランブリングシーケンスを決定させ、スクランブリングシーケンスに少
なくとも部分的に基づいて、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは
複数を処理させるように動作可能な命令を含んでもよい。
【００１１】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、同期チャ
ネルの中心周波数を特定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含んでも
よく、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクラン
ブリングシーケンスは、同期チャネルの中心周波数に少なくとも部分的に基づいて決定さ
れてもよい。上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例で
は、同期チャネルの中心周波数は、システム帯域幅の中心周波数と異なってもよい。
【００１２】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、基準信
号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシー
ケンスは、同期チャネルの中心周波数またはシステム帯域幅の中心周波数とは無関係に決
定されてもよい。上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例は、共通制御リソースセットについてのセルIDおよびスロットまたはサブフレームイン
デックスを決定し、セルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスに基づいて基
準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリング
シーケンスを決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含んでもよい。
上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、スロット
またはサブフレームインデックスは、システム帯域幅内のワイヤレス送信についての複数
の利用可能なヌメロロジーのうちの基準ヌメロロジーに基づいてもよい。上述の方法、装
置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、基準ヌメロロジーは、15
kHzトーン間隔またはその倍数に相当する。
【００１３】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、システム
帯域幅内の同期チャネル中心周波数のラスタを特定するためのプロセス、特徴、手段、ま
たは命令をさらに含んでもよい。上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの例は、同期チャネルの中心周波数を同期チャネル中心周波数のラスタ上の
同期チャネル中心周波数の1つとして特定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】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、基準信
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号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理することは、共通制御リ
ソースセットに関連するセルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスを特定す
ることと、同期チャネルの中央周波数を特定することと、セルID、スロットまたはサブフ
レームインデックス、および同期チャネルの中心周波数に少なくとも部分的に基づいてス
クランブリングシーケンスを生成することと、スクランブリングシーケンスを基準信号、
制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数についての信号パターンに適用する
こととを含む。
【００１５】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、基準信
号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理することは、受信された
信号に関連する基準リソース要素(RE)を特定することと、生成されたスクランブリングシ
ーケンスに基づいて基準REから始まる、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの
1つまたは複数についてのREに対して、スクランブリングシーケンスを埋め込むこととを
さらに含む。いくつかの例では、基準REを特定することは、物理ブロードキャストチャネ
ル(PBCH)または残余最小システム情報(RMSI:remaining minimum system information)の
少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固定オフセットを特定することを含
んでもよい。
【００１６】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、共通制御
リソースセットが同期チャネルを送信するために使用された第1のキャリアとは異なる場
合がある第2のキャリア上で送信され得ることを特定するためのプロセス、特徴、手段、
または命令をさらに含んでもよい。上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読
媒体のいくつかの例は、第2のキャリア上で送信される第2の同期チャネルの中心周波数を
特定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含んでもよい。上述の方法、
装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第2の同期チャネルの中
心周波数に基づいて共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、
制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケン
スを決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含んでもよい。
【００１７】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、共通制御
リソースセットについてのセルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスを特定
することと、セルID、スロットまたはサブフレームインデックス、および基準RE位置に少
なくとも部分的に基づいてスクランブリングシーケンスを生成することと、生成されたス
クランブリングシーケンスに基づいて基準RE位置から始まる基準信号REにスクランブリン
グシーケンスを適用するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含んでもよい
。いくつかの例では、基準RE位置を特定することは、PBCHまたはRMSIの少なくとも一方に
少なくとも部分的に基づいて一定の固定オフセットを特定することを含んでもよい。
【００１８】
　上述の方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、システム
帯域幅内の同期チャネル中心周波数のラスタを特定し、システム帯域幅内の基準RE位置と
して第1の同期チャネル中心周波数を特定するためのプロセス、特徴、手段、または命令
をさらに含んでもよい。上述の方法、装置、および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の同期チャネル中心周波数は、同期チャネル中心周波数のラスタのイ
ンデックスおよびスクランブリングシーケンスまたはスクランブリングシーケンスの長さ
を特定するパラメータに基づいて選択されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法
をサポートするワイヤレス通信用のシステムの一例を示す図である。
【図２】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法
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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である。
【図３】本開示の態様による、システム帯域幅に対する同期チャネル用のワイヤレスリソ
ースの一例を示す図である。
【図４】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法
をサポートする、同期チャネルおよび共通制御情報のためのワイヤレスリソースの一例を
示す図である。
【図５】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法
をサポートする、同期チャネルおよび共通制御情報のためのワイヤレスリソースの一例を
示す図である。
【図６】本開示の態様によるワイヤレス通信用のスクランブリングシーケンスサイクルの
一例を示す図である。
【図７】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法
をサポートするプロセスフローの一例を示す図である。
【図８】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法
をサポートするデバイスのブロック図である。
【図９】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法
をサポートするデバイスのブロック図である。
【図１０】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法をサポートするデバイスのブロック図である。
【図１１】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法をサポートするUEを含むシステムのブロック図である。
【図１２】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法をサポートする基地局を含むシステムのブロック図である。
【図１３】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法のための方法を示す図である。
【図１４】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法のための方法を示す図である。
【図１５】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法のための方法を示す図である。
【図１６】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法のための方法を示す図である。
【図１７】本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法のための方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　様々な例の改善された方法、システム、デバイス、または装置が、ワイヤレス通信シス
テムにおける基準信号、制御信号、またはデータ信号のためのスクランブリングシーケン
スをサポートするために使用されてもよい。説明する様々な技法は、ワイヤレスシステム
帯域幅の中心周波数とは無関係な基準信号、制御信号、またはデータ信号に使用されるス
クランブリングシーケンスの特定を可能にする。スクランブリングシーケンスのそのよう
な特定は、同期チャネルがワイヤレスシステム帯域幅と同じ中心周波数を共有しない信号
の復調を可能にすることがある。いくつかの例では、共通制御リソースセットについての
位置情報を与える同期チャネルが特定されてもよい。共通制御リソースセットを復調する
際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に
対するスクランブリングシーケンスが決定されてもよく、基準信号、制御信号、またはデ
ータ信号のうちの1つまたは複数が、スクランブリングシーケンスに少なくとも部分的に
基づいて処理されてもよい。場合によっては、共通制御リソースセットについてのセルID
およびスロットまたはサブフレームインデックスが決定されてもよく、スクランブリング
シーケンスは、セルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスに基づいて基準信
号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に関して特定されてもよい。場
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合によっては、ワイヤレス通信システムにおいていくつかの異なるヌメロロジーが利用可
能であってもよく、スロットまたはサブフレームインデックスは、いくつかの利用可能な
ヌメロロジーのうちの基準ヌメロロジーに基づいてもよい。
【００２１】
　そのような技法は、ワイヤレスリソースの比較的効率的で融通性に富んだ使用を可能に
する場合があり、ワイヤレスネットワークの効率を高める助けになることがある。本開示
は、高帯域幅の動作、より動的なサブフレーム/スロットタイプ、および(サブフレーム/
スロットのためのHARQフィードバックが、サブフレーム/スロットの終了位置の前に送信
される場合がある)自己完結型のサブフレーム/スロットタイプなどの特徴をサポートする
ように設計されている、次世代ネットワーク(たとえば、5GまたはNRネットワーク)を参照
しながら、様々な技法について説明する。しかしながら、そのような技法は、アップリン
ク送信またはダウンリンク送信がスクランブリングシーケンスを使用して行われる場合が
あるあらゆるシステムに使用されてもよい。
【００２２】
　本開示の態様について、最初にワイヤレス通信システムの文脈で説明する。本開示の態
様について、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法に関する装置図、
システム図、およびフローチャートによってさらに図示し、それらの図を参照しながら説
明する。
【００２３】
　図1は、本開示の様々な態様による、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105と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。いくつ
かの例では、ワイヤレス通信システム100は、LTE(または、LTEアドバンスト)ネットワー
ク、または新無線(NR)ネットワークであってもよい。場合によっては、ワイヤレス通信シ
ステム100は、拡張ブロードバンド通信、超高信頼(すなわち、ミッションクリティカル)
通信、低レイテンシ通信、および低コストで低複雑度のデバイスとの通信をサポートして
もよい。場合によっては、基地局105およびUE115は、システム帯域幅および/またはシス
テム帯域幅中心周波数とは無関係に決定されてもよいスクランブリングシーケンスを使用
して通信してもよい。
【００２４】
　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ても
よい。各基地局105は、それぞれの地理的カバレージエリア110に対する通信カバレージを
実現してもよい。ワイヤレス通信システム100に示されている通信リンク125は、UE115か
ら基地局105へのアップリンク(UL)送信、または基地局105からUE115へのダウンリンク(DL
)送信を含んでもよい。制御情報およびデータは、様々な技法に従ってアップリンクチャ
ネルまたはダウンリンクチャネル上で多重化されてもよい。制御情報およびデータは、た
とえば、時分割多重(TDM)技法、周波数分割多重(FDM)技法、またはハイブリッドTDM-FDM
技法を使用して、ダウンリンクチャネル上で多重化されてもよい。いくつかの例では、ダ
ウンリンクチャネルのTTIの間に送信される制御情報は、カスケード方式で異なる制御領
域の間で(たとえば、共通制御領域と1つまたは複数のUE固有制御領域との間で)分散され
てもよい。
【００２５】
　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てもよく、各UE115は固
定であってもまたはモバイルであってもよい。UE115は、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、移動加入者局、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好適な用語で呼ばれ
ることもある。UE115はまた、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、パーソナル電子デバイス、パーソナルコンピュータ
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、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、モノのインターネット(IoT)デバイス、インターネ
ットオブエブリシング(IoE:Internet of Everything)デバイス、マシンタイプ通信(MTC)
デバイス、機器、自動車などであってよい。
【００２６】
　場合によっては、UE115はまた、(たとえば、ピアツーピア(P2P)またはデバイスツーデ
バイス(D2D)プロトコルを使用して)他のUEと直接通信することが可能であってもよい。D2
D通信を利用するUE115のグループのうちの1つまたは複数は、セルの地理的カバレージエ
リア110内にあり得る。そのようなグループ内の他のUE115は、セルの地理的カバレージエ
リア110の外にあるか、または別様に基地局105からの送信を受信できない状況にあり得る
。いくつかの場合、D2D通信を介して通信するUE115のグループは、各UE115がグループの
中の1つ1つの他のUE115に送信する1対多(1:M)システムを利用してもよい。いくつかの場
合、基地局105は、D2D通信用のリソースのスケジューリングを容易にする。他の場合には
、D2D通信は、基地局105とは無関係に実行される。
【００２７】
　MTCデバイスまたはIoTデバイスなど、いくつかのUE115は、低コストまたは低複雑度の
デバイスであってもよく、マシンの間の自動化された通信、すなわち、マシンツーマシン
(M2M)通信を可能にしてもよい。M2MまたはMTCは、人が介在することなく、デバイスが互
いとまたは基地局と通信することを可能するデータ通信技術を指す場合がある。たとえば
、M2MまたはMTCは、センサまたはメータを組み込んで情報を測定または捕捉し、その情報
を利用することができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中継
するか、またはプログラムもしくはアプリケーションと対話する人間に情報を提示する、
デバイスからの通信を指す場合がある。いくつかのUE115は、情報を収集するように、ま
たは機械の自動化された動作を可能にするように設計されてもよい。MTCデバイスの用途
の例には、スマートメータリング、在庫モニタリング、水位モニタリング、機器モニタリ
ング、医療モニタリング、野生生物モニタリング、天候および地質学的事象モニタリング
、船団管理および追跡、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびに取引
ベースのビジネス課金がある。
【００２８】
　場合によっては、MTCデバイスは、低減されたピークレートで半二重(一方向)通信を使
用して動作してもよい。MTCデバイスはまた、アクティブ通信に関与していないとき、電
力節約「ディープスリープ」モードに入るように構成されてもよい。いくつかの場合、MT
CまたはIoTデバイスはミッションクリティカル機能をサポートするように設計されること
があり、ワイヤレス通信システムはこれらの機能のために超高信頼性通信を提供するよう
に構成されることがある。
【００２９】
　基地局105は、コアネットワーク130と通信してもよく、また基地局105同士で通信して
もよい。たとえば、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してもよい。基地局105は、バックホールリンク13
4(たとえば、X2など)を介して直接的、または間接的(たとえば、コアネットワーク130を
通じて)に互いに通信してもよい。基地局105は、UE115との通信用の無線構成およびスケ
ジューリングを実施してもよく、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作し
てもよい。いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポッ
トなどであってもよい。基地局105は、eNodeB(eNB)105と呼ばれることもある。
【００３０】
　基地局105は、S1インターフェースによってコアネットワーク130に接続されてもよい。
コアネットワークは、発展型パケットコア(EPC)であることがあり、EPCは、少なくとも1
つのMMEと、少なくとも1つのS-GWと、少なくとも1つのP-GWとを含んでもよい。MMEは、UE
115とEPCとの間のシグナリングを処理する制御ノードであってよい。すべてのユーザIPパ
ケットは、それ自体がP-GWに接続されることがあるS-GWを通じて転送されてもよい。P-GW
は、IPアドレス割振りならびに他の機能を提供してもよい。P-GWは、ネットワーク事業者
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のIPサービスに接続されてもよい。事業者のIPサービスは、インターネット、イントラネ
ット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、およびパケット交換(PS)ストリーミングサ
ービス(PSS)を含んでもよい。
【００３１】
　コアネットワーク130は、ユーザ認証、アクセス許可、トラッキング、インターネット
プロトコル(IP)接続、および他のアクセス機能、ルーティング機能、またはモビリティ機
能を提供してもよい。基地局105などのネットワークデバイスのうちの少なくともいくつ
かは、アクセスネットワークエンティティなどの副構成要素を含んでもよく、アクセスネ
ットワークエンティティは、アクセスノードコントローラ(ANC)の一例であってもよい。
各アクセスネットワークエンティティは、いくつかの他のアクセスネットワーク送信エン
ティティを通じていくつかのUE115と通信してもよく、アクセスネットワーク送信エンテ
ィティの各々は、スマート無線ヘッドまたは送信/受信ポイント(TRP)の例であってもよい
。いくつかの構成では、各アクセスネットワークエンティティまたは基地局105の様々な
機能が、様々なネットワークデバイス(たとえば、無線ヘッドおよびアクセスネットワー
クコントローラ)にわたって分散され、または単一のネットワークデバイス(たとえば、基
地局105)に統合されてもよい。
【００３２】
　ワイヤレス通信システム100は、700MHzから2600MHz(2.6GHz)の周波数帯域を使用する超
高周波(UHF)周波数領域で動作してもよいが、場合によっては、WLANネットワークは、4GH
zもの高い周波数を使用してもよい。この領域は、波長が約1デシメートルから1メートル
の長さに及ぶので、デシメートル帯域として知られていることもある。UHF波は、主に見
通し線によって伝搬することがあり、建物および環境的な地物によって遮蔽される場合が
ある。しかしながら、この波は、屋内に位置するUE115にサービスを提供するのに十分な
程度に壁を貫通することがある。UHF波の送信は、スペクトルの高周波(HF)または超高周
波(VHF)部分のより低い周波数(および、より長い波)を使用する送信と比較して、より小
型のアンテナおよびより短い距離(たとえば、100km未満)によって特徴付けられる。場合
によっては、ワイヤレス通信システム100はまた、スペクトルの極高周波(EHF)部分(たと
えば、30GHzから300GHzまで)も利用してもよい。この領域は、波長が約1ミリメートルか
ら1センチメートルの長さに及ぶので、ミリメートル帯域として知られていることもある
。したがって、EHFアンテナは、UHFアンテナよりもさらに小型であり、より間隔が密であ
ってもよい。場合によっては、これは、UE115内の(たとえば、指向性ビームフォーミング
のための)アンテナアレイの使用を容易にする場合がある。
【００３３】
　したがって、ワイヤレス通信システム100は、UE115と基地局105との間のミリ波(mmW)通
信をサポートしてもよい。mmW帯域またはEHF帯域において動作するデバイスは、ビームフ
ォーミングを可能にするために複数のアンテナを有してもよい。すなわち、基地局105は
、複数のアンテナまたはアンテナアレイを使用して、UE115との指向性通信のためのビー
ムフォーミング動作を行ってもよい。(空間フィルタリングまたは指向性送信と呼ばれる
こともある)ビームフォーミングは、ターゲットレシーバ(たとえば、UE115)の方向にアン
テナビーム全体を整形し、かつ/またはステアリングするために、トランスミッタ(たとえ
ば、基地局105)において使用されてもよい信号処理技法である。これは、特定の角度にお
ける送信信号が強め合う干渉を受ける一方で、他の角度における送信信号が弱め合う干渉
を受けるように、アンテナアレイ内の要素を組み合わせることによって達成されてもよい
。
【００３４】
　多入力多出力(MIMO)ワイヤレスシステムは、トランスミッタ(たとえば、基地局)とレシ
ーバ(たとえば、UE)との間の送信方式を使用し、トランスミッタとレシーバの両方は、複
数のアンテナを備える。ワイヤレス通信システム100のいくつかの部分は、ビームフォー
ミングを使用してもよい。たとえば、基地局105は、基地局105がUE115とのその通信にお
けるビームフォーミングのために使用する場合があるアンテナポートのいくつかの行およ
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び列を有するアンテナアレイを有してもよい。信号は、異なる方向に複数回送信されても
よい(たとえば、各送信は異なるようにビームフォーミングされてもよい)。mmWレシーバ(
たとえば、UE115)は、同期信号を受信しながら、複数のビーム(たとえば、アンテナサブ
アレイ)を試みてもよい。
【００３５】
　いくつかの場合、基地局105またはUE115のアンテナは、ビームフォーミングまたはMIMO
動作をサポートする場合がある1つまたは複数のアンテナアレイ内に位置してもよい。1つ
または複数の基地局アンテナまたはアンテナアレイは、アンテナタワーなどのアンテナア
センブリにおいて併置されてもよい。いくつかの場合、基地局105と関連付けられるアン
テナまたはアンテナアレイは、多様な地理的位置に位置してもよい。基地局105は、UE115
との指向性通信用のビームフォーミング動作を行うために、複数のアンテナまたはアンテ
ナアレイを使用してもよい。
【００３６】
　場合によっては、ワイヤレス通信システム100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ってもよい。ユーザプレーンでは、ベアラまた
はパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤにおける通信は、IPベースで
あってもよい。無線リンク制御(RLC)レイヤは、場合によっては、論理チャネルを介して
通信するために、パケットのセグメント化および再アセンブリを実行してもよい。媒体ア
クセス制御(MAC)レイヤは、優先度処理、およびトランスポートチャネルへの論理チャネ
ルの多重化を実行してもよい。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、ハイブリッドARQ(HARQ)を使用してもよい。制御プレーンでは
、無線リソース制御(RRC)プロトコルレイヤが、ユーザプレーンデータのための無線ベア
ラをサポートする、UE115とネットワークデバイス105-c、ネットワークデバイス105-b、
またはコアネットワーク130との間のRRC接続の確立、構成、および保守を行ってもよい。
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て
もよい。
【００３７】
　LTEまたはNRにおける時間間隔は、(Ts=1/30,720,000秒のサンプリング周期である場合
がある)基本時間単位の倍数で表されてもよい。時間リソースは、10ms(Tf=307200Ts)の長
さの無線フレームに従って構成されてもよく、無線フレームは、0から1023にわたるシス
テムフレーム番号(SFN)によって特定されてもよい。各フレームは、0から9の番号を付け
られた10個の1msサブフレームを含んでもよい。サブフレームはさらに、2つの0.5msスロ
ットに分割されてもよく、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(CP)の長さに応じて)6つまたは7つのOFDMシンボル期間を含む。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む。場合によ
っては、サブフレームは、TTIとしても知られている最小のスケジューリング単位であっ
てもよい。他の場合には、TTIは、サブフレームよりも短くてよく、または(たとえば、短
いTTIバーストにおいて、もしくは短いTTIを使用する選択されたコンポーネントキャリア
において)動的に選択されてもよい。
【００３８】
　NR展開によっては、複数の異なるヌメロロジーが利用可能である場合があり、そのよう
なヌメロロジーでは、サブキャリアのトーン間隔が大きくなるかまたは小さくなることが
あり、それに応じてOFDMシンボル期間が短縮または延長する。たとえば、レガシーLTEの1
5kHzトーン間隔を使用して、7つのOFDMシンボル期間を有し(通常のCPの場合)、スロット
持続時間が0.5msであるスロットが実現されることがあり、したがって、レガシー10ms無
線フレームの10個のサブフレームにわたって20個のスロットを有する無線フレームが実現
される場合がある。別のヌメロロジーでは、30kHzトーン間隔が実現されることがあり、
それによって、15kHzトーン間隔を有する場合と比較してOFDMシンボル持続時間が2分の1
に短縮される場合があり、レガシーLTEフレームに対応する10ms持続時間にわたって40個
のスロットを有する無線フレームが実現される。NRシステムでは、10ms持続時間にわたっ
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て80個のスロットを有する60kHzトーン間隔ヌメロロジー、10ms持続時間にわたって160個
のスロットを有する120kHzトーン間隔ヌメロロジーなど、さらなるヌメロロジーも利用可
能である場合がある。場合によっては、スロットインデックスを使用して無線フレーム内
のスロットを特定してもよく、様々なヌメロロジーが、無線フレーム内に、それぞれに異
なる数のスロット、したがって、それぞれに異なるスロットインデックスを有してもよい
。
【００３９】
　15kHzトーン間隔ヌメロロジーの場合、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)とからなってもよい。リソースブロックは、周
波数領域において12個の連続するサブキャリアを含み、各OFDMシンボル内のノーマルサイ
クリックプレフィックスについて、時間領域(1スロット)において7個の連続するOFDMシン
ボル、または84個のリソース要素を含んでもよい。他のヌメロロジーは、サブキャリアの
トーン間隔に従ってスケーリングしてもよい。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る場合があるシンボルの構成)に依存する
ことがある。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、データレートが高くなる場合がある。
【００４０】
　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
ートしてもよい。キャリアはまた、コンポーネントキャリア(CC)、レイヤ、チャネルなど
とも呼ばれることがある。「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る場合がある。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とで構成されてもよい。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に使用されてよい。
【００４１】
　場合によっては、ワイヤレス通信システム100は、拡張コンポーネントキャリア(eCC)を
利用してもよい。eCCは、より広い帯域幅、より短いシンボル持続時間、より短い送信時
間間隔(TTI)、および修正された制御チャネル構成を含む、1つまたは複数の特徴によって
特徴付けられてもよい。いくつかの場合、eCCは、キャリアアグリゲーション構成または
デュアル接続構成(たとえば、複数のサービングセルが準最適なまたは非理想的なバック
ホールリンクを有するとき)と関連付けられ得る。eCCはまた、(2つ以上の事業者がスペク
トルを使用することを許可される場合)免許不要スペクトルまたは共有スペクトルにおい
て使用するように構成されてもよい。広い帯域幅によって特徴付けられるeCCは、全帯域
幅を監視することが可能でないか、または(たとえば、電力を節約するために)限られた帯
域幅を使用することを選好する、UE115によって利用される場合がある1つまたは複数のセ
グメントを含んでもよい。
【００４２】
　場合によっては、eCCは、他のCCとは異なるヌメロロジー、またはシンボル持続時間を
利用してもよく、このヌメロロジーは、他のCCのシンボル持続時間と比較して短縮された
シンボル持続時間を使用することを含んでもよい。上述のように、様々なヌメロロジーに
関して、シンボル持続時間が短いほどサブキャリア間隔が大きくなる場合がある。eCCに
おけるTTIは、1つまたは複数のシンボルからなってもよい。いくつかの場合、TTI持続時
間(すなわち、TTIの中のシンボルの数)は可変であってもよい。eCCを利用するUE115また
は基地局105などのデバイスは、短縮されたシンボル持続時間(たとえば、16.67マイクロ
秒)において広帯域信号(たとえば、20、40、60、80Mhzなど)を送信してもよい。eCCにお
けるTTIは、1つまたは複数のシンボルからなってもよい。
【００４３】
　場合によっては、ワイヤレス通信システム100は、認可無線周波数スペクトル帯域と免
許不要無線周波数スペクトル帯域の両方を利用してもよい。たとえば、ワイヤレス通信シ
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ステム100は、5Ghz産業科学医療(ISM)用バンドなどの免許不要帯域の中で、LTEライセン
ス補助アクセス(LTE-LAA)もしくはLTE免許不要(LTE U)無線アクセス技術またはNR技術を
採用してもよい。免許不要無線周波数スペクトル帯域の中で動作するとき、基地局105お
よびUE115などのワイヤレスデバイスは、データを送信する前にチャネルがクリアである
ことを保証するために、リッスンビフォアトーク(LBT)プロシージャを採用してもよい。
場合によっては、免許不要帯域における動作は、認可帯域において動作するコンポーネン
トキャリア(CC)と連携したキャリアアグリゲーション(CA)構成に基づいてもよい。免許不
要スペクトルにおける動作は、ダウンリンク送信、アップリンク送信、または両方を含ん
でもよい。免許不要スペクトルにおける複信は、周波数分割複信(FDD)、時分割複信(TDD)
、または両方の組合せに基づいてもよい。
【００４４】
　場合によっては、スクランブリングシーケンスは、基地局105とUEとの間で送信される
それぞれに異なる信号に使用されてもよい。説明する様々な技法は、ワイヤレス通信シス
テム100帯域幅の中心周波数とは無関係な基準信号、制御信号、またはデータ信号に使用
されるスクランブリングシーケンスの特定を可能にする。スクランブリングシーケンスの
そのような特定は、同期チャネルがワイヤレスシステム帯域幅と同じ中心周波数を共有し
ない信号の復調を可能にすることがある。
【００４５】
　図2は、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法のためのワイヤレス
通信システム200の一例を示す。ワイヤレス通信システム200は、基地局105-aとUE115-aと
を含み、それらは、図1を参照しながら上記で説明したような基地局105またはUE115の態
様の例であってよい。図2の例では、ワイヤレス通信システム200は、5GまたはNR RATなど
、無線アクセス技術(RAT)に従って動作してもよいが、本明細書で説明する技法は、任意
のRATに、および2つ以上の異なるRATを並行して使用する場合があるシステムに適用され
てもよい。
【００４６】
　基地局105-aは、UE115-aと通信してもよく、UE115-aからアップリンク送信を受信し、
キャリア205を介してUE115-aにダウンリンク送信を送信してもよい。いくつかの例では、
基地局105-aは、キャリア205を介したUEとの通信用のリソースを割り振ってもよく、場合
によっては、UE115-aによって監視される場合がある同期チャネル210を構成してもよい。
場合によっては、同期チャネル210の中心周波数は、UE115-aと基地局105-aとの間の通信
に使用されるシステム帯域幅の中心周波数とは異なってもよい。同期チャネルは、いくつ
かの例では、UE115-aが共通制御情報を見つけるために使用する場合がある情報を含んで
もよい。
【００４７】
　システムによっては、共通制御情報、UE固有制御情報、またはそれらの組合せなどの制
御情報が、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)送信において送られてもよい。UE115-a
は、セル固有基準信号(CRS)などの、基地局105-aからの基準信号送信を使用してチャネル
推定を行ってもよく、チャネル推定は、PDCCH送信の復調に使用されてもよい。基準信号
送信はスクランブルされてもよく、基準信号のトーンごとのスクランブリング値は、場合
によっては、セルID、サブフレームインデックスまたはスロットインデックス、およびチ
ャネルの中心周波数の関数であってもよい。そのような信号に対するスクランブリングシ
ーケンスは、システム帯域幅の関数ではないように設計されてもよい。NRシステムまたは
5Gシステムなどのいくつかのシステムでは、復調基準信号(DMRS)などのPDCCH復調、共通
制御情報、UE固有制御情報、またはそれらの組合せの復調に、異なる基準信号が使用され
てもよい。そのような場合、それぞれに異なる基準信号に対するスクランブリングシーケ
ンスは、UE115-aが基準信号を使用してチャネル推定を実行するのを可能にするように定
義されてもよい。さらに、スクランブリングシーケンス判定に使用される場合がある様々
な他のパラメータ(たとえば、セルID、サブフレームインデックスまたはスロットインデ
ックス、中心周波数など)が、それぞれに異なるヌメロロジー、したがって、それぞれに
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異なるサブフレームインデックスまたはスロットインデックス、中心がシステム帯域幅上
に位置しない同期チャネル、または他の可変パラメータを有することがあるNRシステムに
関して特定されてもよい。
【００４８】
　さらに、いくつかのNRシステムでは、共通制御情報が全広帯域信号を占有しない場合が
ある制御リソースセット(サブバンド)において送信されてもよい。場合によっては、同期
チャネル210は、共通制御リソースセットにUE115-aの位置を示す情報を含んでもよく、UE
115-aは、共通制御リソースセットを受信した後にUE固有制御リソースセットに宛て先を
変更することができる。上記のように、場合によっては、同期チャネル210は、システム
帯域幅の中心周波数とは異なる中心周波数を有してもよい。共通制御リソースセットは、
システム帯域幅内の様々な位置に設定されてもよく、この場合、必ずしも中心がシステム
帯域幅内に位置するとは限らない。本明細書で提供する様々な技法は、たとえば、チャネ
ル推定および復調に使用される信号に対するスクランブリングシーケンスを与えることに
よって、共通制御リソースセットにおけるPDCCHを復号するためにUE115-aによって使用さ
れてもよい。
【００４９】
　図3は、本開示の態様によるシステム帯域幅に対する同期チャネル用のワイヤレスリソ
ース300の一例を示す。ワイヤレスリソース300は、たとえば、図1および図2に関して上記
で説明したようなUEと基地局との間の通信において使用されてもよい。
【００５０】
　この例では、最大システム帯域幅310の中心周波数305はまた、現在の送信および同期チ
ャネル320に使用されているシステム帯域幅315の中心周波数であってもよい。同期チャネ
ル320は、一次同期信号(PSS)および二次同期信号(SSS)などの同期信号を含んでもよく、
これらの同期信号は、サブフレームレベルでの同期を可能にし、かつ物理レイヤ識別情報
およびセルIDの特定を可能にしてもよく、物理レイヤ識別情報およびセルIDは、チャネル
推定用の1つまたは複数の基準信号の位置を特定するために使用されてもよい。同期信号
は中心がシステム帯域幅315内に位置するので、同期信号を特定するUEは、レガシーLTEシ
ステムにおいて使用されるような技法に従って、事実上チャネルの中心を中心周波数305
として特定してもよい。このような構成がNRシステムにおいて使用される場合、基地局は
、レガシーLTE同期シーケンスが使用される場合があることを示してもよい。そのような
場合、制御チャネル送信を復号する際に使用される基準信号などの信号のスクランブリン
グが、最大システム帯域幅に関して定義されてもよい。最大システム帯域幅310の下端325
は、チャネルの中心周波数305から特定されてもよく、スクランブリングシーケンスを生
成するための基準リソース要素(RE)として使用されてもよい。セルIDおよびサブフレーム
インデックスの関数としてのシードを用いて乱数発生器が起動され、一連の擬似乱数を生
成してもよく、これらの擬似乱数が、基準REから始まるスクランブルされた信号REに対し
て、上方向に順次、最大システム帯域幅310の上端330まで埋め込まれてもよく、このうち
システム帯域幅315内のREのみが使用される。図3の中心周波数305は同期チャネル320、最
大システム帯域幅310、およびシステム帯域幅315のすべてに共通であるが、他の例ではそ
のような共通中心周波数を有さないことがある。
【００５１】
　図4は、本開示の態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技
法のためのワイヤレスリソース400の別の例を示す。ワイヤレスリソース400は、たとえば
、図1および図2に関して上記で説明したようなUEと基地局との間の通信において使用され
てもよい。
【００５２】
　この例では、最大システム帯域幅410の中心周波数405は、同期チャネル415の同期中心
周波数420とは異なってもよい。さらに、共通制御リソース425のセットは、同期チャネル
415からずれていてもよい。このような場合、UEなどのレシーバは、同期チャネル415から
のシステム帯域幅情報および中心周波数情報を特定できない場合がある。いくつかの例で



(18) JP 6852166 B2 2021.3.31

10

20

30

40

50

は、同期チャネル415は、共通制御リソース425の位置の指示を含んでもよく、レシーバは
、同期チャネル415を選択するときに、共通制御リソース425の位置を特定してもよい。そ
のような場合、レシーバはそれにもかかわらずシステム帯域幅410内の同期チャネル415と
共通制御リソース425の相対位置を認識しないことがある。
【００５３】
　いくつかの例では、共通制御リソース425を復調するために使用されることがある信号
に対するスクランブリングシーケンスは、システム帯域幅410の中心周波数405とは無関係
になるように定義されてもよい。いくつかの例では、信号(たとえば、DMRS)に対するその
ようなスクランブリングシーケンスは、同期チャネル415の同期中心周波数420に依存する
が、チャネル中心周波数405には依存しないように定義されてもよい。そのような場合、U
Eは、同期チャネル415を特定し、同期中心周波数420を認識した後、共通制御リソース425
を復調するために使用すべき信号に対するスクランブリングシーケンス(たとえば、DMRS
に対するスクランブリングシーケンス)を決定してもよい。
【００５４】
　他の例では、信号(たとえば、DMRS)に対するスクランブリングシーケンスが、同期中心
周波数420とは無関係になるように定義されてもよい。そのような場合、UEなどのレシー
バは、共通制御リソース425内のトーンに対するスクランブリングシーケンスをセルIDお
よびスロットインデックスの関数としてのみ特定してもよい。いくつかの例では、スロッ
トインデックスは、上述のようにNRにおいて複数のヌメロロジーがサポートされることに
起因して特定の基準ヌメロロジーにリンクされてもよい。そのような基準ヌメロロジーは
、いくつかの例では、15kHzトーン間隔、またはその倍数に相当してもよい。このように
、レシーバは、共通制御リソース425のセットがどこにあるかを認識したときに、たとえ
ば、基地局などのトランスミッタからの最小システム情報ブロック(MSIB)を復号する前に
リソースをどのように逆スクランブルすべきかを特定してもよい。本明細書では、共通制
御情報を復調するために使用される場合があるDMRSスクランブリングシーケンスを参照し
ながら様々な例について説明するが、そのようなスクランブリングシーケンス技法は、ス
クランブリングシーケンスが適用される場合があるあらゆる基準信号、制御信号、または
データ信号に使用されてもよい。
【００５５】
　上述のように、いくつかの例では、同期中心周波数420に基づいてスクランブリングシ
ーケンスが特定されてもよい。場合によっては、同期中心周波数420は、潜在的な同期中
心周波数のラスタ上の1つの点として特定されてもよい。したがって、UEなどのレシーバ
は、同期チャネル415を特定した後、ラスタ上の関連する点を同期中心周波数420として特
定してもよく、この同期中心周波数420は、チャネル中心周波数405とは異なってもよい。
PDCCH復調用の基準信号(たとえば、DMRS)に対するスクランブリングシーケンスは、同期
中心周波数420に対して定義されてもよい。そのような場合、同期チャネル415から決定さ
れたセルIDおよびサブフレームインデックスの関数としてのシードを用いて乱数発生器が
起動されてもよい。同期中心周波数420に関連するREは、基準REとして定義されてもよく
、基準REは、同期中心周波数420を含むREであっても、または同期中心周波数420からずれ
た既知の定数を有するREであってもよい。たとえば、場合によっては、既知の定数オフセ
ットは、同期チャネル415または同期中心周波数420のエッジからのオフセットであっても
よい。いくつかの例では、既知の定数オフセットは、共通制御リソース425のエッジ、中
心周波数405、または共通制御リソース425の中心からのオフセットであってもよい。既知
の定数オフセットは、何らかの追加のシグナリング(たとえば、同期チャネル415または共
通制御リソース425)において受信されてもよい。たとえば、既知の定数オフセットはPBCH
またはRMSIに基づいて決定されてもよい。乱数発生器は、基準REから始まる基準信号REに
上方向に順次埋め込まれてもよい擬似乱数のシーケンスを生成するために使用されてもよ
い。場合によっては、生成されたシーケンスは、基準信号REが基準REの周波数よりも低い
周波数に位置することがある場合に別の固定された既知のオフセットをラップアラウンド
してもよい。そのようなラップアラウンドは、基準REが十分に低い周波数に定義され、同
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じチャネル内のより低い周波数に基準信号REが存在しない場合には必要とされないことが
ある。いくつかの例では、スクランブリングシーケンスは、同期中心周波数420基準REか
ら開始してもよく、基準信号REは、上方向だけでなく上方向と下方向の両方に埋め込まれ
てもよい。
【００５６】
　場合によっては、システムに複数のコンポーネントキャリアが存在してもよく、UEなど
のレシーバは、他のキャリアの基準信号を逆スクランブルするために様々なキャリアにつ
いての同期チャネル中心周波数を特定することが必要になる場合がある。いくつかの例で
は、レシーバは、別のキャリアの制御リソースセットを監視するようにシグナリングされ
てもよく、他のキャリアの同期チャネルの中心が与えられてもよく、それによって、他の
キャリアのスクランブリングシーケンスの生成が可能になってもよい。他の例では、同期
ラスタ上のそれぞれに異なる点において複数の同期信号が送信されてもよい。そのような
場合、基地局などの同期信号トランスミッタは、それぞれの同期信号から位置が示される
共通制御リソースセットを生成してもよく、スクランブリングシーケンスは、上述のよう
に決定されてもよい。他の制御リソースセットについては、トランスミッタは、スクラン
ブリングシーケンスを生成するために使用すべき特定の同期信号の指示を与えてもよく、
またはそのような他の制御リソースセットに異なるスクランブリングシーケンス生成が使
用される場合があることを示してもよい。
【００５７】
　図5は、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法のためのワイヤレス
リソース500の別の例を示す。ワイヤレスリソース500は、たとえば、図1および図2に関し
て上記で説明したようなUEと基地局との間の通信において使用されてもよい。
【００５８】
　この例では、最大システム帯域幅515の中心周波数505は、同期チャネル525の同期中心
周波数520とは異なってもよい。同期中心周波数520は、いくつかの利用可能な同期中心周
波数を示す場合がある同期ラスタ510の1つの点であってもよい。この例では、基準RE530
が定義されてもよい。さらに、共通制御リソース535のセットは、同期チャネル525からず
れていてもよい。上記で説明したのと同様に、UEなどのレシーバは、同期チャネル525か
らのシステム帯域幅情報および中心周波数情報を特定できない場合がある。いくつかの例
では、同期チャネル525は、共通制御リソース535の位置の指示を含んでもよく、レシーバ
は、同期チャネル525を選択するときに、共通制御リソース535の位置を特定してもよい。
そのような場合、レシーバはそれにもかかわらずシステム帯域幅515内の同期チャネル525
と共通制御リソース535の相対位置を認識しないことがある。
【００５９】
　この例では、同期チャネル525は、同期ラスタ510上の点の1つに中心が位置してもよい
。レシーバは、同期チャネル525を特定した後、同期中心周波数520を特定してもよく、こ
の同期中心周波数は、チャネル中心周波数505とは異なってもよい。図5の例では、制御チ
ャネル復調用の基準信号(たとえば、DMRS)に対するスクランブリングシーケンスは、絶対
基準RE530に対して定義されてもよい。そのような場合、同期チャネル525から特定された
セルIDおよびサブフレームインデックスの関数としてのシードを用いて乱数発生器が起動
され、乱数が生成され、基準RE530から始まる基準信号REに上方向に順次埋め込まれても
よい。場合によっては、システム帯域幅515内の基準信号REのみが、スクランブリングシ
ーケンスを生成するために使用される。
【００６０】
　場合によっては、基準RE530は、同期ラスタ510インデックス内の点として定義されても
よい。場合によっては、基準RE530は、共通制御リソース535のセットに比較的近くなるよ
うに定義されてもよく、それによって、共通制御リソース535に到達してカバーするため
に比較的短いスクランブリングシーケンスが得られる場合があり、乱数生成器をクロック
制御すべき回数を減らす助けになることがある。たとえば、基準RE530がf0に位置し、共
通制御リソース535のセット用のキャリアは中心がf1に位置し、F0とf1が比較的離れてい
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る場合、乱数発生器は、出力が使用されない回数だけクロック制御することが必要になる
ことがある。
【００６１】
　上述のように、スクランブリングシーケンスを生成する乱数発生器用のシードは、セル
IDおよびスロットインデックス(時間)の関数であってもよい。NRにおける様々な利用可能
なヌメロロジーのようにいくつかの異なるヌメロロジーが利用可能である場合、ヌメロロ
ジーインデックスがランダムシードを決定するための関数に含められてもよい。さらに、
ノーマルCP(NCP)に加えて拡張CP(ECP)がサポートされる場合、シードを生成するための関
数においてNCPフラグまたはECPフラグも使用されてもよい。
【００６２】
　図6は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケ
ンス技法のためのワイヤレスリソース600の別の例を示す。ワイヤレスリソース600は、た
とえば、図1および図2に関して上記で説明したようなUEと基地局との間の通信において使
用されてもよい。
【００６３】
　この例では、システム帯域幅615の中心周波数605は、この場合も、同期チャネルの同期
中心周波数とは異なってもよい。同期中心周波数は、いくつかの利用可能な同期中心周波
数を示す場合がある同期ラスタ610の1つの点であってもよい。この例では、基準信号スク
ランブリングシーケンスのいくつかのサイクル625を生成するために使用される場合があ
るいくつかの異なる利用可能な基準RE620が定義されてもよい。
【００６４】
　図6の例では、同期ラスタ610が定義されるとき、いくつかの基準RE620基準点が確立さ
れてもよい。同期ラスタ610内の各点は、(チャネルインデックスと同様な)ラスタ周波数
インデックスsを有してもよい。いくつかの例では、基準RE620は、s mod X=0である同期
ラスタ周波数に対応するトーンとして特定されてもよい。この場合、Xは指定された整数
パラメータであり、X≧1である。代替として、基準RE620のうちの1つまたは複数が、s mo
d X=0である同期ラスタ周波数からの固定オフセットとして定義されてもよい。たとえば
、固定オフセットは、既知の定数オフセットであってもよく、同期ラスタ610に対応する
同期信号または共通制御信号からのオフセットであってもよい。既知の定数オフセットは
、何らかの追加のシグナリング(たとえば、同期信号または共通制御信号)において受信さ
れてもよい。たとえば、既知の定数オフセットは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)
または残余最小システム情報(RMSI)に基づいて決定されてもよい。スクランブリングシー
ケンスを生成する乱数発生器は、対応する基準RE620から開始し、基準信号REに上方向に
埋め込んでもよい。シーケンス発生器は、次の基準RE620に達したときに初期シードにリ
セットされてもよく、したがって、基準信号送信に対するスクランブリングシーケンスは
、スクランブリングシーケンスのいくつかのサイクル625を有する周期構造を有してもよ
い。
【００６５】
　そのような例においてXを選択すると、スクランブリングシーケンスの各サイクル625の
周期の長さが決定される。場合によっては、期間の長さとしては、基準信号のピーク対平
均電力比(PAPR)に対する影響を比較的小さくするほど長く、しかもメモリおよび処理リソ
ースをある程度節約する場合がある比較的短いスクランブリングシーケンスが得られるほ
ど短い期間が選択されてもよい。場合によっては、基準信号が基地局からのダウンリンク
送信において送信される場合、PAPRは、基準信号がUEからのアップリンク送信において送
信される場合ほど重大ではないことがある。したがって、場合によっては、Xの値は、ス
クランブルされた基準信号、制御信号、またはデータ信号の送信元となるトランスミッタ
に基づいて選択されてもよい。一例では、同期ラスタ610における点の間隔は1.8MHzであ
ってもよく、Xの値はX=10に設定されてもよく、これによって、システム帯域幅が18MHz以
内である場合にスクランブリングシーケンスに繰り返しがなくなることがある。別の例で
は、同期ラスタ610における点の間隔は1.8MHzであってもよく、Xの値はX=2に設定されて
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もよく、これによって、18MHzのシステム帯域幅において5回の繰り返しが生じる。このよ
うな周期シーケンス設計は、様々な同期ラスタ点上に複数の同期信号が存在する場合に使
用されてもよい。場合によっては、UEは、別のキャリアの制御リソースセットを監視する
ようにシグナリングされてもよく、他のキャリアの同期信号中心周波数を認識する必要は
ない。
【００６６】
　図7は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケ
ンス技法のためのプロセスフロー700の一例を示す。プロセスフロー700は、基地局105-b
とUE115-bとを含んでもよく、それらは図1～図2を参照しながら説明した対応するデバイ
スの例であってもよい。
【００６７】
　基地局105-bは、UE115-bに同期信号705を送信してもよい。同期チャネルは、たとえば
、PPS送信およびSSS送信、ならびにシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置の
指示を含んでもよい。場合によっては、共通制御リソースセットは、同期チャネルからず
れていてもよい。場合によっては、同期チャネルの中心周波数は、基地局105-bとUE115-b
との間の通信用のシステム帯域幅の中心周波数とは異なってもよい。
【００６８】
　ブロック710において、UE115-bは、共通制御リソースセット上の位置を特定してもよい
。共通制御リソースセット上の位置は、たとえば、共通制御リソースセットの位置を示す
場合がある同期チャネルに含まれるポインタによって特定されてもよい。場合によっては
、そのようなポインタは、同期チャネルの中心周波数に対する共通制御リソースセットの
相対位置を示す。場合によっては、そのようなポインタは、たとえば、特定のオフセット
にマップされる値を有してもよい。
【００６９】
　ブロック715において、UE115-bは、共通制御リソースセットに対するスクランブリング
シーケンスを特定してもよい。場合によっては、スクランブリングシーケンスは、基準信
号をスクランブルするために使用されてもよく、基準信号は、共通制御リソースセットに
含まれるPDCCH送信などの共通制御リソースセットにおける情報を復調するためにチャネ
ル推定に使用されてもよい。スクランブリングシーケンスは、いくつかの例では図4を参
照しながら上記で説明したように同期チャネルの中心周波数に少なくとも部分的に基づい
て特定されてもよい。いくつかの例では、スクランブリングシーケンスは、図5および図6
を参照しながら上記で説明したように同期チャネルの中心周波数またはシステム帯域幅の
中心周波数とは無関係に特定されてもよい。
【００７０】
　ブロック720において、基地局105-bは、共通制御リソースにおける送信についての共通
制御情報を生成してもよい。共通制御情報は、たとえば、基地局105-bとUE115-bとの間に
接続を確立するために使用されることがあるランダムアクセス情報およびシステムパラメ
ータを含んでもよい。共通制御情報は、同期チャネルにおいて指示され、ダウンリンク送
信725においてUE115-bに送信される共通制御リソースのセットとしてフォーマットされて
もよい。
【００７１】
　UE115-bは、ブロック730において、共通制御情報の基準信号を逆スクランブルしてもよ
い。UE115-bは、基準信号に対する特定されたスクランブリングシーケンスに従って基準
信号を逆スクランブルしてもよい。チャネル推定は、逆スクランブルされた基準信号に基
づいて実行されてもよく、逆スクランブルされた基準信号は、ブロック735において示す
ように共通制御情報を復調し復号するために使用されてもよい。
【００７２】
　図8は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケ
ンス技法をサポートするワイヤレスデバイス805のブロック図800を示す。ワイヤレスデバ
イス805は、図1を参照しながら説明したようなユーザ機器(UE)115または基地局105の態様
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の一例であってよい。ワイヤレスデバイス805は、レシーバ810と、スクランブリングシー
ケンスマネージャ815と、トランスミッタ820とを含んでもよい。ワイヤレスデバイス805
はプロセッサを含んでもよい。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数の
バスを介して)互いに通信してもよい。
【００７３】
　レシーバ810は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル(たとえば、制御
チャネル、データチャネル、およびワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス
技法に関する情報など)に関連付けられた制御情報などの情報を受信してもよい。情報は
デバイスの他の構成要素に渡されてもよい。レシーバ810は、図11を参照して説明するト
ランシーバ1135の態様の一例であってもよい。
【００７４】
　スクランブリングシーケンスマネージャ815は、図11を参照して説明するスクランブリ
ングシーケンスマネージャ1115の態様の一例であってもよい。
【００７５】
　スクランブリングシーケンスマネージャ815および/またはその様々な副構成要素のうち
の少なくともいくつかは、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として実装されてもよい。プロセッサによ
って実行されるソフトウェアとして実装される場合、スクランブリングシーケンスマネー
ジャ815、および/またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかの機能は、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)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、個別ハードウェア構成要素、または本開示で説明する機
能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せによって実行されてもよい。スクラ
ンブリングシーケンスマネージャ815、および/またはその様々な副構成要素のうちの少な
くともいくつかは、機能の部分が1つまたは複数の物理デバイスによって、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
配置されてもよい。いくつかの例では、スクランブリングシーケンスマネージャ815、お
よび/またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、本開示の様々な態様
による個別の異なる構成要素であってよい。他の例では、スクランブリングシーケンスマ
ネージャ815、および/またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、限定
はしないが、I/O構成要素、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティン
グデバイス、本開示で説明する1つもしくは複数の他の構成要素、または本開示の様々な
態様によるそれらの組合せを含む、1つまたは複数の他のハードウェア構成要素と組み合
わせられてよい。
【００７６】
　スクランブリングシーケンスマネージャ815は、システム帯域幅内の共通制御リソース
セットについての位置情報を含む同期チャネルを特定し、位置情報に基づいてシステム帯
域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定し、共通制御リソースセットを復調する際
に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対
するスクランブリングシーケンスを決定し、スクランブリングシーケンスに基づいて、基
準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理してもよい。
【００７７】
　トランスミッタ820は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信しても
よい。いくつかの例では、トランスミッタ820は、トランシーバモジュールの中でレシー
バ810と併置されてもよい。たとえば、トランスミッタ820は、図11を参照して説明するト
ランシーバ1135の態様の一例であってもよい。トランスミッタ820は単一のアンテナを含
んでもよく、またはそれはアンテナのセットを含んでもよい。
【００７８】
　図9は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケ
ンス技法をサポートするワイヤレスデバイス905のブロック図900を示す。ワイヤレスデバ
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イス905は、図1および図8を参照しながら説明したようにワイヤレスデバイス805またはUE
115もしくは基地局105の態様の一例であってもよい。ワイヤレスデバイス905は、レシー
バ910と、スクランブリングシーケンスマネージャ915と、トランスミッタ920とを含んで
もよい。ワイヤレスデバイス905はプロセッサを含んでもよい。これらの構成要素の各々
は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信してもよい。
【００７９】
　レシーバ910は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル(たとえば、制御
チャネル、データチャネル、およびワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス
技法に関する情報など)に関連付けられた制御情報などの情報を受信してもよい。情報は
デバイスの他の構成要素に渡されてもよい。レシーバ910は、図11を参照して説明するト
ランシーバ1135の態様の一例であってもよい。
【００８０】
　スクランブリングシーケンスマネージャ915は、図11を参照して説明するスクランブリ
ングシーケンスマネージャ1115の態様の一例であってもよい。スクランブリングシーケン
スマネージャ915はまた、同期チャネル構成要素925と、共通制御リソース構成要素930と
、スクランブリングシーケンス特定構成要素935と、信号処理構成要素940とを含んでもよ
い。
【００８１】
　同期チャネル構成要素925は、システム帯域幅内の共通制御リソースセットについての
位置情報を含む同期チャネルを特定してもよい。場合によっては、同期チャネルの中心周
波数は、システム帯域幅の中心周波数とは異なる。
【００８２】
　共通制御リソース構成要素930は、位置情報に基づいてシステム帯域幅内の共通制御リ
ソースセットの位置を決定してもよい。場合によっては、共通制御リソースセットは、同
期チャネルを送信するために使用される第1のコンポーネントキャリアとは異なる第2のコ
ンポーネントキャリア上で送信されてもよい。
【００８３】
　スクランブリングシーケンス特定構成要素935は、共通制御リソースセットを復調する
際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に
対するスクランブリングシーケンスを決定してもよい。場合によっては、スクランブリン
グシーケンス特定構成要素935は、信号のセルIDおよびスロットまたはサブフレームイン
デックスに基づいて基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対
するスクランブリングシーケンスを決定してもよい。場合によっては、スクランブリング
シーケンス特定構成要素935は、同期チャネルの中心周波数を特定してもよく、基準信号
、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケ
ンスは、同期チャネルの中心周波数に基づいて決定されてもよい。場合によっては、スク
ランブリングシーケンス特定構成要素935は、第2のコンポーネントキャリア上で送信され
る第2の同期チャネルの中心周波数を特定し、第2の同期チャネルの中心周波数に基づいて
共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデ
ータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを決定してもよい
。
【００８４】
　場合によっては、スクランブリングシーケンス特定構成要素935は、システム帯域幅内
の基準RE位置を特定し、セルID、スロットまたはサブフレームインデックス、および基準
RE位置に基づいてスクランブリングシーケンスを生成してもよい。いくつかの例では、基
準RE位置を特定することは、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)または残余最小システ
ム情報(RMSI)の少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固定オフセットを特
定することを含んでもよい。場合によっては、基準信号、制御信号、またはデータ信号の
うちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスは、同期チャネルの中心周波
数またはシステム帯域幅の中心周波数とは無関係に決定される。場合によっては、基準信
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号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理することは、共通制御リ
ソースセットに関連するセルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスを特定す
ることと、同期チャネルの中央周波数を特定することと、セルID、スロットまたはサブフ
レームインデックス、および同期チャネルの中心周波数に基づいてスクランブリングシー
ケンスを生成することと、スクランブリングシーケンスを基準信号、制御信号、またはデ
ータ信号のうちの1つまたは複数についての信号パターンに適用することとを含む。場合
によっては、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理する
ことは、受信された信号に関連する基準REを特定することと、生成されたスクランブリン
グシーケンスに基づいて基準REから始まる、基準信号、制御信号、またはデータ信号のう
ちの1つまたは複数についてのREに対して、スクランブリングシーケンスを埋め込むこと
とをさらに含む。場合によっては、基準REを特定することは、PBCHまたはRMSIの少なくと
も一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固定オフセットを特定することを含んでもよ
い。
【００８５】
　信号処理構成要素940は、生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて基準RE位
置から始まる基準信号REにスクランブリングシーケンスを適用し、スクランブリングシー
ケンスに基づいて基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理
してもよい。
【００８６】
　トランスミッタ920は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信しても
よい。いくつかの例では、トランスミッタ920は、トランシーバモジュールの中にレシー
バ910と併置されてもよい。たとえば、トランスミッタ920は、図11を参照して説明するト
ランシーバ1135の態様の一例であってもよい。トランスミッタ920は単一のアンテナを含
んでもよく、またはアンテナのセットを含んでもよい。
【００８７】
　図10は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケ
ンス技法をサポートするスクランブリングシーケンスマネージャ1015のブロック図1000を
示す。スクランブリングシーケンスマネージャ1015は、図8、図9、および図11を参照して
説明するスクランブリングシーケンスマネージャ815、スクランブリングシーケンスマネ
ージャ915、またはスクランブリングシーケンスマネージャ1115の態様の一例であっても
よい。スクランブリングシーケンスマネージャ1015は、同期チャネル構成要素1020と、共
通制御リソース構成要素1025と、スクランブリングシーケンス特定構成要素1030と、信号
処理構成要素1035と、スロット/サブフレームインデックス構成要素1040と、ラスタ構成
要素1045とを含んでもよい。これらのモジュールの各々は、(たとえば、1つまたは複数の
バスを介して)互いと直接的または間接的に通信してもよい。
【００８８】
　同期チャネル構成要素1020は、システム帯域幅内の共通制御リソースセットについての
位置情報を含む同期チャネルを特定してもよい。場合によっては、同期チャネルの中心周
波数は、システム帯域幅の中心周波数とは異なる。
【００８９】
　共通制御リソース構成要素1025は、位置情報に基づいてシステム帯域幅内の共通制御リ
ソースセットの位置を決定し、共通制御リソースセットが同期チャネルを送信するために
使用される第1のキャリアとは異なる第2のキャリア上で送信されることを特定し得る。
【００９０】
　スクランブリングシーケンス特定構成要素1030は、共通制御リソースセットを復調する
際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に
対するスクランブリングシーケンスを決定してもよい。場合によっては、スクランブリン
グシーケンス特定構成要素1030は、信号のセルIDおよびスロットまたはサブフレームイン
デックスに基づいて基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対
するスクランブリングシーケンスを決定してもよい。場合によっては、スクランブリング
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シーケンス特定構成要素1030は、同期チャネルの中心周波数を特定してもよく、基準信号
、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケ
ンスは、同期チャネルの中心周波数に基づいて決定されてもよい。場合によっては、スク
ランブリングシーケンス特定構成要素1030は、第2のコンポーネントキャリア上で送信さ
れる第2の同期チャネルの中心周波数を特定し、第2の同期チャネルの中心周波数に基づい
て共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、または
データ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを決定してもよ
い。
【００９１】
　場合によっては、スクランブリングシーケンス特定構成要素1030は、システム帯域幅内
の基準RE位置を特定し、セルID、スロットまたはサブフレームインデックス、および基準
RE位置に基づいてスクランブリングシーケンスを生成してもよい。いくつかの例では、基
準RE位置を特定することは、PBCHまたはRMSIの少なくとも一方に少なくとも部分的に基づ
いて一定の固定オフセットを特定することを含んでもよい。場合によっては、基準信号、
制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケン
スは、同期チャネルの中心周波数またはシステム帯域幅の中心周波数とは無関係に決定さ
れる。場合によっては、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数
を処理することは、共通制御リソースセットに関連するセルIDおよびスロットまたはサブ
フレームインデックスを特定することと、同期チャネルの中央周波数を特定することと、
セルID、スロットまたはサブフレームインデックス、および同期チャネルの中心周波数に
基づいてスクランブリングシーケンスを生成することと、スクランブリングシーケンスを
基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数についての信号パターン
に適用することとを含む。場合によっては、基準信号、制御信号、またはデータ信号のう
ちの1つまたは複数を処理することは、受信された信号に関連する基準REを特定すること
と、生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて基準REから始まる、基準信号、制
御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数についてのREに対して、スクランブリ
ングシーケンスを埋め込むこととをさらに含む。いくつかの例では、基準REを特定するこ
とは、PBCHまたはRMSIの少なくとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固定オフセ
ットを特定することを含んでもよい。
【００９２】
　信号処理構成要素1035は、生成されたスクランブリングシーケンスに基づいて基準RE位
置から始まる基準信号REにスクランブリングシーケンスを適用し、スクランブリングシー
ケンスに基づいて基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数を処理
してもよい。
【００９３】
　スロット/サブフレームインデックス構成要素1040は、共通制御リソースセットについ
てのセルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスを決定してもよい。場合によ
っては、スロットまたはサブフレームインデックスは、システム帯域幅内のワイヤレス送
信についての利用可能なヌメロロジーのセットのうちの基準ヌメロロジーに基づく。場合
によっては、基準ヌメロロジーは、15kHzトーン間隔またはその倍数に相当する。
【００９４】
　ラスタ構成要素1045は、システム帯域幅内の同期チャネル中心周波数のラスタを特定し
、同期チャネルの中心周波数を同期チャネル中心周波数のラスタ上の同期チャネル中心周
波数のうちの1つとして特定してもよい。場合によっては、第1の同期チャネル中心周波数
は、システム帯域幅内の基準RE位置として特定されてもよい。場合によっては、第1の同
期チャネル中心周波数は、同期チャネル中心周波数のラスタのインデックスおよびスクラ
ンブリングシーケンスまたはスクランブリングシーケンスの長さを特定するパラメータに
基づいて選択される。
【００９５】
　図11は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケ
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ンス技法をサポートするデバイス1105を含むシステム1100の図を示す。デバイス1105は、
たとえば、図1、図8、および図9を参照しながら上記で説明したような、ワイヤレスデバ
イス805、ワイヤレスデバイス905、もしくはUE115の構成要素の一例であってもよく、ま
たはそれらを含んでもよい。デバイス1105は、UEスクランブリングシーケンスマネージャ
1115と、プロセッサ1120と、メモリ1125と、ソフトウェア1130と、トランシーバ1135と、
アンテナ1140と、I/Oコントローラ1145とを含む、通信を送信し受信するための構成要素
を含む双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含んでもよい。これらの構成要素
は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス1110)を介して電気的に通信してもよい。デバ
イス1105は、1つまたは複数の基地局105とワイヤレスに通信してもよい。
【００９６】
　プロセッサ1120は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッ
サ、DSP、中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、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構成要素、個別ハードウェア構成要素、
またはそれらの任意の組合せ)を含んでもよい。場合によっては、プロセッサ1120は、メ
モリコントローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成されてもよい。他の場
合には、メモリコントローラはプロセッサ1120の中に統合されてもよい。プロセッサ1120
は、様々な機能(たとえば、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法を
サポートする機能またはタスク)を実行するためにメモリ内に記憶されたコンピュータ可
読命令を実行するように構成されてもよい。
【００９７】
　メモリ1125は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含んでもよ
い。メモリ1125は、実行されたときに、本明細書で説明する様々な機能をプロセッサに実
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1130を記憶し
てもよい。場合によっては、メモリ1125は、とりわけ、周辺構成要素またはデバイスとの
相互作用などの、基本的なハードウェアおよび/またはソフトウェア動作を制御する場合
がある基本入出力システム(BIOS)を含んでもよい。
【００９８】
　ソフトウェア1130は、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法をサポ
ートするためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコードを含んでもよい。ソ
フトウェア1130は、システムメモリまたは他のメモリなどの非一時的コンピュータ可読媒
体に記憶されてもよい。場合によっては、ソフトウェア1130は、プロセッサによって直接
実行可能ではない場合があるが、(たとえば、コンパイルされ、実行されたときに)本明細
書で説明する機能をコンピュータに実行させてもよい。
【００９９】
　トランシーバ1135は、上記のように、1つまたは複数のアンテナ、ワイヤードリンク、
またはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信してもよい。たとえば、トランシーバ11
35は、ワイヤレストランシーバを表してもよく、別のワイヤレストランシーバと双方向に
通信してもよい。トランシーバ1135はまた、送信のためにパケットを変調するとともに変
調されたパケットをアンテナに提供し、かつアンテナから受信されたパケットを復調する
ための、モデムを含んでもよい。
【０１００】
　場合によっては、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1140を含んでもよい。しかしな
がら、場合によっては、デバイスは、複数のワイヤレス送信を並行して送信または受信す
ることが可能である場合がある、2つ以上のアンテナ1140を有してもよい。
【０１０１】
　I/Oコントローラ1145は、デバイス1105のための入力信号および出力信号を管理しても
よい。I/Oコントローラ1145はまた、デバイス1105内に統合されない周辺機器を管理して
もよい。場合によっては、I/Oコントローラ1145は、外部周辺機器への物理接続またはポ
ートを表してよい。場合によっては、I/Oコントローラ1145は、iOS(登録商標)、ANDROID(
登録商標)、MS-DOS(登録商標)、MS-WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UNIX(登録商標
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)、LINUX(登録商標)、または別の知られているオペレーティングシステムなどの、オペレ
ーティングシステムを利用してもよい。他の場合には、I/Oコントローラ1145は、モデム
、キーボード、マウス、タッチスクリーン、または類似のデバイスを表すことがあり、ま
たはそれらと相互作用してもよい。場合によっては、I/Oコントローラ1145は、プロセッ
サの一部として実装されてもよい。場合によっては、ユーザは、I/Oコントローラ1145を
介して、またはI/Oコントローラ1145によって制御されるハードウェア構成要素を介して
、デバイス1105と対話してもよい。
【０１０２】
　図12は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケ
ンス技法をサポートするデバイス1205を含むシステム1200の図を示す。デバイス1205は、
たとえば、図1、図9、および図10を参照しながら上記で説明したようなワイヤレスデバイ
ス905、ワイヤレスデバイス1005、または基地局105の構成要素の一例であってもよく、ま
たはそれらの構成要素を含んでもよい。デバイス1205は、基地局スクランブリングシーケ
ンスマネージャ1215と、プロセッサ1220と、メモリ1225と、ソフトウェア1230と、トラン
シーバ1235と、アンテナ1240と、ネットワーク通信マネージャ1245と、基地局通信マネー
ジャ1250とを含む、通信を送信および受信するための構成要素を含む、双方向音声および
データ通信のための構成要素を含んでもよい。これらの構成要素は、1つまたは複数のバ
ス(たとえば、バス1210)を介して電気的に通信してもよい。デバイス1205は、1つまたは
複数のUE115とワイヤレス通信してもよい。
【０１０３】
　プロセッサ1220は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッ
サ、DSP、CPU、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、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構成要素、個別ハードウェア構成要素、またはそれらの
任意の組合せ)を含んでもよい。場合によっては、プロセッサ1220は、メモリコントロー
ラを使用してメモリアレイを動作させるように構成されてもよい。他の場合には、メモリ
コントローラは、プロセッサ1220に統合されてもよい。プロセッサ1220は、様々な機能(
たとえば、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法をサポートする機能
またはタスク)を実行するためにメモリ内に記憶されたコンピュータ可読命令を実行する
ように構成されてもよい。
【０１０４】
　メモリ1225は、RAMおよびROMを含んでもよい。メモリ1225は、実行されたときに、本明
細書で説明する様々な機能をプロセッサに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1230を記憶してもよい。いくつかの場合、メモリ1225は、
とりわけ、周辺構成要素またはデバイスとの相互作用などの、基本的なハードウェアおよ
び/またはソフトウェア動作を制御する場合があるBIOSを含んでもよい。
【０１０５】
　ソフトウェア1230は、ワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケンス技法をサポ
ートするためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコードを含んでもよい。ソ
フトウェア1230は、システムメモリまたは他のメモリなどの非一時的コンピュータ可読媒
体に記憶されてもよい。場合によっては、ソフトウェア1230は、プロセッサによって直接
実行可能ではない場合があるが、(たとえば、コンパイルされ、実行されたときに)本明細
書で説明する機能をコンピュータに実行させてもよい。
【０１０６】
　トランシーバ1235は、上記のように、1つまたは複数のアンテナ、ワイヤードリンク、
またはワイヤレスリンクを介して、双方向に通信してもよい。たとえば、トランシーバ12
35はワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に
通信することがある。トランシーバ1235はまた、送信のためにパケットを変調するととも
に変調されたパケットをアンテナに提供し、かつアンテナから受信されたパケットを復調
するための、モデムを含んでもよい。
【０１０７】
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　場合によっては、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1240を含んでもよい。しかしな
がら、場合によっては、複数のワイヤレス送信を並行して送信または受信することが可能
である場合がある、2つ以上のアンテナ1240を有してもよい。
【０１０８】
　ネットワーク通信マネージャ1245は、(たとえば、1つまたは複数のワイヤードバックホ
ールリンクを介して)コアネットワークとの通信を管理してもよい。たとえば、ネットワ
ーク通信マネージャ1245は、1つまたは複数のUE115などのクライアントデバイスのための
データ通信の転送を管理してもよい。
【０１０９】
　基地局通信マネージャ1250は、他の基地局105との通信を管理してもよく、他の基地局1
05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んで
もよい。たとえば、基地局通信マネージャ1250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に、UE115への送信のためのスケジューリングを調
和させてもよい。いくつかの例では、基地局通信マネージャ1250は、基地局105間で通信
を行うために、ロングタームエボリューション(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実現してもよい。
【０１１０】
　図13は、本開示の様々な態様によるワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケン
ス技法のための方法1300を示すフローチャートを示す。方法1300の動作は、本明細書で説
明するようにUE115または基地局105またはその構成要素によって実施されてもよい。たと
えば、方法1300の動作は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシ
ーケンスマネージャによって実行されてもよい。いくつかの例では、UE115または基地局1
05は、以下で説明す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
のセットを実行してもよい。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハー
ドウェアを使用して以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
【０１１１】
　ブロック1305において、UE115または基地局105は、システム帯域幅内の共通制御リソー
スセットについての位置情報を含む同期チャネルを特定してもよい。ブロック1305の動作
は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では
、ブロック1305の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように同期チャネル
構成要素によって実行されてもよい。
【０１１２】
　ブロック1310において、UE115または基地局105は、位置情報に少なくとも部分的に基づ
いてシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定してもよい。ブロック1310
の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの
例では、ブロック1310の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように共通制
御リソース構成要素によって実行されてもよい。
【０１１３】
　ブロック1315において、UE115または基地局105は、共通制御リソースセットを復調する
際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に
対するスクランブリングシーケンスを決定してもよい。ブロック1315の動作は、図1～図7
を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック13
15の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシーケン
ス特定構成要素によって実行されてもよい。
【０１１４】
　ブロック1320において、UE115または基地局105は、スクランブリングシーケンスに少な
くとも部分的に基づいて、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複
数を処理してもよい。ブロック1320の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従
って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1320の動作の態様は、図8～図10を
参照しながら説明したように信号処理構成要素によって実行されてもよい。
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【０１１５】
　図14は、本開示の様々な態様によるワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケン
ス技法のための方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の動作は、本明細書で説
明するようなUE115または基地局105またはその構成要素によって実施されてもよい。たと
えば、方法1400の動作は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシ
ーケンスマネージャによって実行されてもよい。いくつかの例では、UE115または基地局1
05は、以下で説明す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
のセットを実行してもよい。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハー
ドウェアを使用して以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
【０１１６】
　ブロック1405において、UE115または基地局105は、システム帯域幅内の共通制御リソー
スセットについての位置情報を含む同期チャネルの中心周波数を特定してもよい。ブロッ
ク1405の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いく
つかの例では、ブロック1405の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように
同期チャネル構成要素によって実行されてもよい。
【０１１７】
　ブロック1410において、UE115または基地局105は、位置情報に少なくとも部分的に基づ
いてシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定してもよい。ブロック1410
の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの
例では、ブロック1410の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように共通制
御リソース構成要素によって実行されてもよい。
【０１１８】
　ブロック1415において、UE115または基地局105は、同期チャネルの中心周波数に基づい
て共通制御リソースセットを復調する際に使用するための、基準信号、制御信号、または
データ信号のうちの1つまたは複数に対するスクランブリングシーケンスを決定してもよ
い。ブロック1415の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されても
よい。いくつかの例では、ブロック1415の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明
したようにスクランブリングシーケンス特定構成要素によって実行されてもよい。
【０１１９】
　ブロック1420において、UE115または基地局105は、スクランブリングシーケンスに少な
くとも部分的に基づいて、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複
数を処理してもよい。ブロック1420の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従
って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1420の動作の態様は、図8～図10を
参照しながら説明したように信号処理構成要素によって実行されてもよい。
【０１２０】
　図15は、本開示の様々な態様によるワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケン
ス技法のための方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の動作は、本明細書で説
明するようなUE115または基地局105またはその構成要素によって実施されてもよい。たと
えば、方法1500の動作は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシ
ーケンスマネージャによって実行されてもよい。いくつかの例では、UE115または基地局1
05は、以下で説明す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
のセットを実行してもよい。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハー
ドウェアを使用して以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
【０１２１】
　ブロック1505において、UE115または基地局105は、システム帯域幅内の共通制御リソー
スセットについての位置情報を含む同期チャネルを特定してもよい。ブロック1505の動作
は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では
、ブロック1505の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように同期チャネル
構成要素によって実行されてもよい。
【０１２２】
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　ブロック1510において、UE115または基地局105は、位置情報に少なくとも部分的に基づ
いてシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定してもよい。ブロック1510
の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの
例では、ブロック1510の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように共通制
御リソース構成要素によって実行されてもよい。
【０１２３】
　ブロック1515において、UE115または基地局105は、共通制御リソースセットについての
セルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスを決定してもよい。ブロック1515
の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの
例では、ブロック1515の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したようにスロッ
ト/サブフレームインデックス構成要素によって実行されてもよい。
【０１２４】
　ブロック1520では、UE115または基地局105は、セルIDおよびスロットまたはサブフレー
ムインデックスに基づいて、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは
複数に対するスクランブリングシーケンスを決定してもよい。ブロック1520の動作は、図
1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロ
ック1520の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシ
ーケンス特定構成要素によって実行されてもよい。
【０１２５】
　ブロック1525において、UE115または基地局105は、スクランブリングシーケンスに少な
くとも部分的に基づいて、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複
数を処理してもよい。ブロック1525の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従
って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1525の動作の態様は、図8～図10を
参照しながら説明したように信号処理構成要素によって実行されてもよい。
【０１２６】
　図16は、本開示の様々な態様によるワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケン
ス技法のための方法1600を示すフローチャートを示す。方法1600の動作は、本明細書で説
明するようなUE115または基地局105またはその構成要素によって実施されてもよい。たと
えば、方法1600の動作は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシ
ーケンスマネージャによって実行されてもよい。いくつかの例では、UE115または基地局1
05は、以下で説明す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
のセットを実行してもよい。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハー
ドウェアを使用して以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
【０１２７】
　ブロック1605において、UE115または基地局105は、システム帯域幅内の共通制御リソー
スセットについての位置情報を含む同期チャネルを特定してもよい。ブロック1605の動作
は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では
、ブロック1605の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように同期チャネル
構成要素によって実行されてもよい。
【０１２８】
　ブロック1610において、UE115または基地局105は、システム帯域幅内の同期チャネル中
心周波数のラスタを特定してもよい。ブロック1610の動作は、図1～図7を参照しながら説
明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1610の動作の態様は
、図8～図10を参照しながら説明したようにラスタ構成要素によって実行されてもよい。
【０１２９】
　ブロック1615において、UE115または基地局105は、同期チャネルの中心周波数を同期チ
ャネル中心周波数のラスタ上の同期チャネル中心周波数のうちの1つとして特定してもよ
い。ブロック1615の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されても
よい。いくつかの例では、ブロック1615の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明
したようにラスタ構成要素によって実行されてもよい。
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【０１３０】
　ブロック1620において、UE115または基地局105は、位置情報に少なくとも部分的に基づ
いてシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定してもよい。ブロック1620
の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの
例では、ブロック1620の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように共通制
御リソース構成要素によって実行されてもよい。
【０１３１】
　ブロック1625において、UE115または基地局105は、共通制御リソースセットを復調する
際に使用するための、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複数に
対するスクランブリングシーケンスを決定してもよい。ブロック1625の動作は、図1～図7
を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック16
25の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシーケン
ス特定構成要素によって実行されてもよい。
【０１３２】
　ブロック1630において、UE115または基地局105は、スクランブリングシーケンスに少な
くとも部分的に基づいて、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複
数を処理してもよい。ブロック1630の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従
って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1630の動作の態様は、図8～図10を
参照しながら説明したように信号処理構成要素によって実行されてもよい。
【０１３３】
　図17は、本開示の様々な態様によるワイヤレス通信用の信号スクランブリングシーケン
ス技法のための方法1700を示すフローチャートを示す。方法1700の動作は、本明細書で説
明するようにUE115または基地局105またはその構成要素によって実施されてもよい。たと
えば、方法1700の動作は、図8～図10を参照しながら説明したようにスクランブリングシ
ーケンスマネージャによって実行されてもよい。いくつかの例では、UE115または基地局1
05は、以下で説明す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
のセットを実行してもよい。追加または代替として、UE115または基地局105は、専用ハー
ドウェアを使用して以下で説明する機能の態様を実行してもよい。
【０１３４】
　ブロック1705において、UE115または基地局105は、システム帯域幅内の共通制御リソー
スセットについての位置情報を含む同期チャネルを特定してもよい。ブロック1705の動作
は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの例では
、ブロック1705の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように同期チャネル
構成要素によって実行されてもよい。
【０１３５】
　ブロック1710において、UE115または基地局105は、位置情報に少なくとも部分的に基づ
いてシステム帯域幅内の共通制御リソースセットの位置を決定してもよい。ブロック1710
の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの
例では、ブロック1710の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したように共通制
御リソース構成要素によって実行されてもよい。
【０１３６】
　ブロック1715において、UE115または基地局105は、共通制御リソースセットについての
セルIDおよびスロットまたはサブフレームインデックスを特定してもよい。ブロック1715
の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行されてもよい。いくつかの
例では、ブロック1715の動作の態様は、図8～図10を参照しながら説明したようにスロッ
ト/サブフレームインデックス構成要素によって実行されてもよい。
【０１３７】
　ブロック1720において、UE115または基地局105は、システム帯域幅内の基準RE位置を特
定してもよい。ブロック1720の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実
行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1720の動作の態様は、図8～図10を参照し
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ながら説明したようにスクランブリングシーケンス特定構成要素によって実行されてもよ
い。
【０１３８】
　ブロック1725において、UE115または基地局105は、セルID、スロットまたはサブフレー
ムインデックス、および基準RE位置に少なくとも部分的に基づいてスクランブリングシー
ケンスを生成してもよい。ブロック1725の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法
に従って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1725の動作の態様は、図8～図1
0を参照しながら説明したようにスクランブリングシーケンス特定構成要素によって実行
されてもよい。いくつかの例では、基準RE位置を特定することは、PBCHまたはRMSIの少な
くとも一方に少なくとも部分的に基づいて一定の固定オフセットを特定することを含んで
もよい。
【０１３９】
　ブロック1730において、UE115または基地局105は、生成されたスクランブリングシーケ
ンスに基づいて基準RE位置から始まる基準信号REにスクランブリングシーケンスを適用し
てもよい。ブロック1730の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従って実行さ
れてもよい。いくつかの例では、ブロック1730の動作の態様は、図8～図10を参照しなが
ら説明したように信号処理構成要素によって実行されてもよい。
【０１４０】
　ブロック1735において、UE115または基地局105は、スクランブリングシーケンスに少な
くとも部分的に基づいて、基準信号、制御信号、またはデータ信号のうちの1つまたは複
数を処理してもよい。ブロック1735の動作は、図1～図7を参照しながら説明した方法に従
って実行されてもよい。いくつかの例では、ブロック1735の動作の態様は、図8～図10を
参照しながら説明したように信号処理構成要素によって実行されてもよい。
【０１４１】
　上記で説明した方法は、可能な実装形態について説明しており、動作およびステップは
、再構成されるか、または他の方法で修正されてもよく、他の実装形態が可能であること
に留意されたい。さらに、方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされてもよい。
【０１４２】
　本明細書で説明する技法は、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)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多
元接続(SC-FDMA)、および他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムのために使
用されてもよい。「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。符号分割多元接続(CDMA)システムは、CDMA2000、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てもよい。CDMA2000は、IS-2000規格、IS-95規格
、およびIS-856規格をカバーする。IS-2000リリースは、一般に、CDMA2000 1X、1Xなどと
呼ばれる場合がある。IS-856(TIA-856)は、一般に、CDMA2000 1xEV-DO、高速パケットデ
ータ(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の
変形を含む。時分割多元接続(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てもよい。
【０１４３】
　直交周波数分割多元接続(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)、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)
、IEEE802.20、Flash-OFDMなどの無線技術を実装してもよい。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(UMTS)のリリースである。UTRA、E-UTRA、
UMTS、LTE、LTE-A、NR、およびモバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))は、
「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する組織からの文書に記載されて
いる。CDMA2000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
る組織の文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上で言及されたシステムお
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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てもよい。LTEシステムま
たはNRシステムの態様について例として説明することがあり、説明の大部分においてLTE
用語またはNR用語が使用されることがあるが、本明細書で説明する技法はLTE適用例また
はNR適用例以外に適用可能である。
【０１４４】
　本明細書に記載されたネットワークを含むLTE/LTE-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、基地局を記述するために使用されてもよい。本明細書で説
明する1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプの発展型ノードB(eNB)
が様々な地理的領域に対するカバレージを実現する、異種LTE/LTE-AまたはNRネットワー
クを含んでもよい。たとえば、各eNB、gNB、または基地局は、マクロセル、スモールセル
、または他のタイプのセルに対する通信カバレージを実現してもよい。「セル」という用
語は、文脈に応じて、基地局、基地局に関連するキャリアまたはコンポーネントキャリア
、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージエリア(たとえば、セクタなど)を表すため
に使用される場合がある。
【０１４５】
　基地局は、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)、次世代ノードB(gNB)、ホームノードB、ホームeノードB、もし
くは何らかの他の好適な用語を含むことがあり、またはそのように当業者によって呼ばれ
ることがある。基地局のための地理的カバレージエリアは、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てもよい。本明細書で説明する1つまたは複数のワイヤレ
ス通信システムは、異なるタイプの基地局(たとえば、マクロ基地局またはスモールセル
基地局)を含んでもよい。本明細書で説明するUEは、マクロeNB、スモールセルeNB、gNB、
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
が可能であってもよい。それぞれに異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア
が存在してもよい。
【０１４６】
　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UEによる無制限アクセスを可
能にする場合がある。スモールセルは、マクロセルと比較して、同じまたは異なる(たと
えば、認可周波数帯域、免許不要周波数帯域などの)周波数帯域内でマクロセルとして動
作する場合がある低電力基地局である。スモールセルは、様々な例による、ピコセル、フ
ェムトセル、およびマイクロセルを含んでもよい。ピコセルは、たとえば、小さい地理的
エリアをカバーしてもよく、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる
無制限アクセスを可能にすることがある。フェムトセルも、小さい地理的エリア(たとえ
ば、自宅)をカバーしてよく、フェムトセルとの関連付けを有するUE(たとえば、限定加入
者グループ(CSG)の中のUE、自宅の中のユーザ用のUEなど)による制限付きアクセスを実現
することがある。マクロセル用のeNBは、マクロeNBと呼ばれる場合がある。スモールセル
用のeNBは、スモールセルeNB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれる場合
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)をサポートすることがある。
【０１４７】
　本明細書で説明する1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、同期動作または非同
期動作をサポートすることがある。同期動作の場合、基地局は、類似のフレームタイミン
グを有することがあり、異なる基地局からの送信は、時間的にほぼ整合される場合がある
。非同期動作の場合、基地局は、異なるフレームタイミングを有することがあり、異なる
基地局からの送信は、時間的に整合されない場合がある。本明細書で説明する技法は、同
期動作または非同期動作のいずれに使用されてもよい。
【０１４８】
　本明細書で説明するダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれてもよく、アップリ
ンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれてもよい。たとえば、図1および図2のワイヤレス通
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信システム100および200を含む、本明細書で説明する各通信リンクは、1つまたは複数の
キャリアを含んでもよく、各キャリアは、複数のサブキャリア(たとえば、異なる周波数
の波形信号)から構成される信号であってもよい。
【０１４９】
　添付の図面に関して本明細書に記載された説明は、例示的な構成について説明しており
、実装される場合があるか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
。本明細書で使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示として働く」
ことを意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味するものではない。発
明を実施するための形態は、説明する技法の理解を可能にす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を伴うことなく実践されてもよ
い。いくつかの事例では、説明した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。
【０１５０】
　添付の図面では、類似の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有する場合がある。
さらに、同じタイプの様々な構成要素が、参照ラベルの後に、ダッシュおよび類似の構成
要素を区別する第2のラベルを続けることによって区別されることがある。第1の参照ラベ
ルのみが本明細書で使用される場合、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類似の構成要素のいずれにも適用可能である。
【０１５１】
　本明細書で説明する情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用し
て表される場合がある。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されることがあるデー
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
って表される場合がある。
【０１５２】
　本明細書の本開示に関して説明す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、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明した機能を
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ることがあ
る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、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、またはステートマシー
ンであってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば
、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した
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)として実装さ
れてもよい。
【０１５３】
　本明細書で説明する機能は、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として実装されてもよい。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアで実装される場合、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、またはコンピュータ可読媒体を介
して送信されてもよい。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲の
範囲内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上で説明した機能は、プロセ
ッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいず
れかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装されてもよい。機能を実施
する特徴はまた、異なる物理的位置において機能の部分が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てもよい。また、特許請求の範囲内を含めて
本明細書で使用する場合、項目のリスト(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」などの句が後置される項目のリスト)において使用される「また
は」は、たとえば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つのリストが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
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リストを示す。また、本明細書で使用する「に基づいて」という句は、条件の閉集合を指
すものと解釈されるべきではない。たとえば、「条件Aに基づいて」として説明した例示
的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、条件Aと条件Bの両方に基づいても
よい。言い換えれば、本明細書で使用される「～に基づく」という句は、「～に少なくと
も部分的に基づく」という句と同様に解釈されるべきである。
【０１５４】
　コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ記憶媒体と、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通信媒体の両方を含む。
非一時的記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスできる
任意の利用可能な媒体であってもよい。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)、コンパ
クトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは
他の磁気ストレージデバイス、あるいは、命令また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または記憶するために使用することができ、汎用コンピュータもしく
は専用コンピュータまたは汎用プロセッサもしくは専用プロセッサによってアクセスでき
る任意の他の非一時的媒体を備えてもよい。また、任意の接続が、適正にコンピュータ可
読媒体と呼ばれる。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、デジタル加入者回線(D
SL)、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
ロッピーディスク(disk)およびBlu-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、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、データをレーザーで
光学的に再生する。上記のもの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１５５】
　本明細書における説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にするため
に提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者に容易に明らかになり、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ても
よい。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されず、本明細書
で開示された原理および新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【符号の説明】
【０１５６】
　　100　ワイヤレス通信システム
　　105、105-a　基地局
　　105-b　ネットワークデバイス、基地局
　　105-c　ネットワークデバイス
　　110　地理的カバレージエリア
　　115　UE
　　115-a　UE
　　115-b　UE
　　125　通信リンク
　　130　コアネットワーク
　　132　バックホールリンク
　　134　バックホールリンク
　　200　ワイヤレス通信システム
　　205　キャリア
　　210　同期チャネル
　　300　ワイヤレスリソース
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　　305　中心周波数
　　310　最大システム帯域幅
　　315　システム帯域幅
　　320　同期チャネル
　　325　下端
　　330　上端
　　400　ワイヤレスリソース
　　405　中心周波数
　　410　最大システム帯域幅
　　415　同期チャネル
　　420　同期中心周波数
　　425　共通制御リソース
　　500　ワイヤレスリソース
　　505　中心周波数
　　510　同期ラスタ
　　515　最大システム帯域幅
　　520　同期中心周波数
　　525　同期チャネル
　　530　基準RE
　　535　共通制御リソース
　　600　ワイヤレスリソース
　　605　中心周波数
　　610　同期ラスタ
　　615　システム帯域幅
　　620　基準RE
　　625　サイクル
　　700　プロセスフロー
　　705　同期信号
　　725　ダウンリンク送信
　　800　ブロック図
　　805　ワイヤレスデバイス
　　810　レシーバ
　　815　スクランブリングシーケンスマネージャ
　　820　トランスミッタ
　　900　ブロック図
　　905　ワイヤレスデバイス
　　910　レシーバ
　　915　スクランブリングシーケンスマネージャ
　　920　トランスミッタ
　　925　同期チャネル構成要素
　　930　共通制御リソース構成要素
　　935　スクランブリングシーケンス特定構成要素
　　940　信号処理構成要素
　　1000　ブロック図
　　1015　スクランブリングシーケンスマネージャ
　　1020　同期チャネル構成要素
　　1025　共通制御リソース構成要素
　　1030　スクランブリングシーケンス特定構成要素
　　1035　信号処理構成要素
　　1040　スロット/サブフレームインデックス構成要素
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　　1045　ラスタ構成要素
　　1100　システム
　　1105　デバイス
　　1110　バス
　　1115　スクランブリングシーケンスマネージャ
　　1120　プロセッサ
　　1125　メモリ
　　1130　ソフトウェア
　　1135　トランシーバ
　　1140　アンテナ
　　1145　I/Oコントローラ
　　1200　システム
　　1205　デバイス
　　1210　バス
　　1215　基地局スクランブリングシーケンスマネージャ
　　1220　プロセッサ
　　1225　メモリ
　　1230　ソフトウェア
　　1235　トランシーバ
　　1240　アンテナ
　　1245　ネットワーク通信マネージャ
　　1250　基地局通信マネージャ
　　1300　方法
　　1400　方法
　　1500　方法
　　1600　方法
　　1700　方法
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