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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スケジューリングエンティティにおけるワイヤレス通信の方法であって、
　第1のヌメロロジーを利用して、第1のユーザ機器(UE)との通信を確立するステップと、
　第2のヌメロロジーを利用して、第2のUEとの通信を確立するステップであって、前記第
2のヌメロロジーが、前記第2のヌメロロジーのサブキャリア間隔が前記第1のヌメロロジ
ーのサブキャリア間隔の正の整数の倍数であるように、前記第1のヌメロロジーからスケ
ーリングされる、ステップと、
　前記第1のヌメロロジーの各シンボルのシンボル長が、前記第2のヌメロロジーの2つ以
上の対応するシンボルのシンボル長の和に等しくなるように、前記第1のヌメロロジーお
よび前記第2のヌメロロジーを備えるスロットを利用して、前記第1のUEおよび前記第2のU
Eと通信するステップと
を含み、
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーのシンボルが、同じヌメロロジー
の他のシンボルのシンボル長とは異なるシンボル長を有する、方法。
【請求項２】
　前記第1のヌメロロジーの各シンボルのシンボル境界が、前記第2のヌメロロジーの2つ
以上の対応するシンボルのシンボル境界に整合される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項1に記載の方法。
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【請求項４】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの2つ以上のシンボルが、同じヌ
メロロジーの他のシンボルのシンボル長とは異なる、同じシンボル長を有する、請求項1
に記載の方法。
【請求項５】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記2つ以上のシンボルが前記スロットの最初または最後に位置する、請求項4に記載の
方法。
【請求項７】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つまたは複数のシンボルが、
同じヌメロロジーの他のシンボルのシンボル長よりも長いシンボル長を有する、請求項1
に記載の方法。
【請求項８】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーが、2つ以上の異なるサイクリッ
クプレフィックス持続時間を備える、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記第1のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差が
、前記第2のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差と
同じである、請求項1に記載の方法。
【請求項１０】
　時分割多重化または周波数分割多重化によって、前記第1のヌメロロジーおよび前記第2
のヌメロロジーを多重化するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つのシンボルが、前記スロッ
ト内の同じヌメロロジーのすべての他のシンボルとは異なるシンボル長を有する、請求項
1に記載の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信のためのスケジューリングエンティティであって、
　第1のヌメロロジーと第2のヌメロロジーとを利用するワイヤレス通信のために構成され
た通信インターフェースと、
　実行可能コードが記憶されたメモリと、
　前記通信インターフェースおよび前記メモリに動作可能に結合されたプロセッサと
を備え、
　前記プロセッサが、前記実行可能コードによって、
　前記第1のヌメロロジーを利用して、第1のユーザ機器(UE)との通信を確立すること、
　前記第2のヌメロロジーを利用して、第2のUEとの通信を確立することであって、前記第
2のヌメロロジーが、前記第2のヌメロロジーのサブキャリア間隔が前記第1のヌメロロジ
ーのサブキャリア間隔の正の整数の倍数であるように、前記第1のヌメロロジーからスケ
ーリングされる、こと、ならびに
　前記第1のヌメロロジーの各シンボルのシンボル長が、前記第2のヌメロロジーの2つ以
上の対応するシンボルのシンボル長の和に等しくなるように、前記第1のヌメロロジーお
よび前記第2のヌメロロジーを備えるスロットを利用して、前記第1のUEおよび前記第2のU
Eと通信すること
を行うように構成され、
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーのシンボルが、同じヌメロロジー
の他のシンボルのシンボル長とは異なるシンボル長を有する、スケジューリングエンティ
ティ。
【請求項１３】
　前記第1のヌメロロジーの各シンボルのシンボル境界が、前記第2のヌメロロジーの2つ
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以上の対応するシンボルのシンボル境界に整合される、請求項12に記載のスケジューリン
グエンティティ。
【請求項１４】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項12に記載のスケジューリングエンティ
ティ。
【請求項１５】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの2つ以上のシンボルが、同じヌ
メロロジーの他のシンボルのシンボル長とは異なる、同じシンボル長を有する、請求項12
に記載のスケジューリングエンティティ。
【請求項１６】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項15に記載のスケジューリングエンティ
ティ。
【請求項１７】
　前記2つ以上のシンボルが前記スロットの最初または最後に位置する、請求項15に記載
のスケジューリングエンティティ。
【請求項１８】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つまたは複数のシンボルが、
同じヌメロロジーの他のシンボルのシンボル長よりも長いシンボル長を有する、請求項12
に記載のスケジューリングエンティティ。
【請求項１９】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーが、2つ以上の異なるサイクリッ
クプレフィックス持続時間を備える、請求項12に記載のスケジューリングエンティティ。
【請求項２０】
　前記第1のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差が
、前記第2のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差と
同じである、請求項12に記載のスケジューリングエンティティ。
【請求項２１】
　前記プロセッサが、
　時分割多重化または周波数分割多重化によって、前記第1のヌメロロジーおよび前記第2
のヌメロロジーを多重化すること
を行うようにさらに構成される、請求項12に記載のスケジューリングエンティティ。
【請求項２２】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つのシンボルが、前記スロッ
ト内の同じヌメロロジーのすべての他のシンボルとは異なるシンボル長を有する、請求項
12に記載のスケジューリングエンティティ。
【請求項２３】
　ユーザ機器(UE)におけるワイヤレス通信の方法であって、
　第1のサブキャリア間隔を有する第1のヌメロロジーを利用して、スケジューリングエン
ティティとの通信を確立するステップと、
　前記第1のヌメロロジーを有するスロットを利用して、前記スケジューリングエンティ
ティと通信するステップであって、前記スロットが、別のUEと通信するための第2のヌメ
ロロジーをさらに含み、前記第2のヌメロロジーが、前記第2のヌメロロジーの第2のサブ
キャリア間隔が前記第1のヌメロロジーの前記第1のサブキャリア間隔の正の整数の倍数で
あるように、前記第1のヌメロロジーからスケーリングされ、前記第1のヌメロロジーの各
シンボルのシンボル長が、前記第2のヌメロロジーの2つ以上の対応するシンボルのシンボ
ル長の和に等しい、ステップと、
を含み、
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーのシンボルが、同じヌメロロジー
の他のシンボルのシンボル長とは異なるシンボル長を有する、方法。
【請求項２４】
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　前記第1のヌメロロジーの各シンボルのシンボル境界が、前記第2のヌメロロジーの2つ
以上の対応するシンボルのシンボル境界に整合される、請求項23に記載の方法。
【請求項２５】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項23に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの2つ以上のシンボルが、同じヌ
メロロジーの他のシンボルのシンボル長とは異なる、同じシンボル長を有する、請求項23
に記載の方法。
【請求項２７】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項26に記載の方法。
【請求項２８】
　前記2つ以上のシンボルが前記スロットの最初または最後に位置する、請求項26に記載
の方法。
【請求項２９】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つまたは複数のシンボルが、
同じヌメロロジーの他のシンボルのシンボル長よりも長いシンボル長を有する、請求項23
に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第1のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差が
、前記第2のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差と
同じである、請求項23に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つのシンボルが、前記スロッ
ト内の同じヌメロロジーのすべての他のシンボルとは異なるシンボル長を有する、請求項
23に記載の方法。
【請求項３２】
　ワイヤレス通信のためのユーザ機器(UE)であって、
　ワイヤレス通信のために構成された通信インターフェースと、
　実行可能コードが記憶されたメモリと、
　前記通信インターフェースおよび前記メモリに動作可能に結合されたプロセッサと
を備え、
　前記プロセッサが、前記実行可能コードによって、
　第1のサブキャリア間隔を有する第1のヌメロロジーを利用して、スケジューリングエン
ティティとの通信を確立すること、ならびに
　前記第1のヌメロロジーを有するスロットを利用して、前記スケジューリングエンティ
ティと通信することであって、前記スロットが、別のUEと通信するための第2のヌメロロ
ジーをさらに含み、前記第2のヌメロロジーが、前記第2のヌメロロジーの第2のサブキャ
リア間隔が前記第1のヌメロロジーの前記第1のサブキャリア間隔の正の整数の倍数である
ように、前記第1のヌメロロジーからスケーリングされ、前記第1のヌメロロジーの各シン
ボルのシンボル長が、前記第2のヌメロロジーの2つ以上の対応するシンボルのシンボル長
の和に等しい、こと
を行うように構成され、
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーのシンボルが、同じヌメロロジー
の他のシンボルのシンボル長とは異なるシンボル長を有する、UE。
【請求項３３】
　前記第1のヌメロロジーの各シンボルのシンボル境界が、前記第2のヌメロロジーの2つ
以上の対応するシンボルのシンボル境界に整合される、請求項32に記載のUE。
【請求項３４】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項32に記載のUE。
【請求項３５】
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　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの2つ以上のシンボルが、同じヌ
メロロジーの他のシンボルのシンボル長とは異なる、同じシンボル長を有する、請求項32
に記載のUE。
【請求項３６】
　前記他のシンボルが均一の長さを有する、請求項35に記載のUE。
【請求項３７】
　前記2つ以上のシンボルが前記スロットの最初または最後に位置する、請求項35に記載
のUE。
【請求項３８】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つまたは複数のシンボルが、
同じヌメロロジーの他のシンボルのシンボル長よりも長いシンボル長を有する、請求項32
に記載のUE。
【請求項３９】
　前記第1のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差が
、前記第2のヌメロロジーのシンボルの間のサイクリックプレフィックス持続時間の差と
同じである、請求項32に記載のUE。
【請求項４０】
　前記第1のヌメロロジーまたは前記第2のヌメロロジーの1つのシンボルが、前記スロッ
ト内の同じヌメロロジーのすべての他のシンボルとは異なるシンボル長を有する、請求項
32に記載のUE。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、2016年5月9日に米国特許商標庁に出願された仮出願第62/333,539号と、2017
年3月14日に米国特許商標庁に出願された非仮出願第15/458,863号の優先権および利益を
主張し、その内容全体は、その全体が以下に完全に記載されているかのように、またすべ
ての適用可能な目的のために、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　以下で説明する技術は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、ワイ
ヤレス通信ヌメロロジー設計に関する。
【背景技術】
【０００３】
　次世代の無線アクセス技術(たとえば、5Gネットワーク、New Radio(NR))は、データト
ラフィックの著しい増大および多数の異なるサービスに対応することになる。ロングター
ムエボリューション(LTE)などの現世代の無線アクセス技術は、後方互換性を提供するこ
とができる、いくつかの動作パラメータ(本明細書では「ヌメロロジー」と呼ぶ)を有し得
る。しかしながら、単一のヌメロロジーの制約および制限によって、次世代ネットワーク
の要求(たとえば、タイミング、レイテンシ、および/または干渉管理)を満たすことが困
難になり得る。モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増大し続けるにつれて、
研究開発は、モバイルブロードバンドアクセスに対する高まる需要を満たすためだけでな
く、モバイル通信によるユーザエクスペリエンスを進化および向上させるために、ワイヤ
レス通信技術を進化させ続けている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　以下では、本開示の1つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態
様の簡略化された概要を提示する。本概要は、本開示のすべての企図される特徴の広範な
概要でなく、本開示のすべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、本開示
のいずれかまたはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提
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示されるより詳細な説明の前置きとして、本開示の1つまたは複数の態様のいくつかの概
念を簡略化された形態で提示することである。
【０００５】
　本開示の態様は、ワイヤレス通信において異なるヌメロロジーを多重化しながら、シン
ボル境界整合を維持することができる、様々なワイヤレス通信ヌメロロジー設計を提供す
る。シンボルは、異なるヌメロロジーの間のシンボル境界整合を維持しながら、異なるト
ーンまたはサブキャリア間隔についてスケーリングされ得る。異なるヌメロロジーの間の
シンボル境界整合を維持することによって、シンボルレベルのヌメロロジー多重化が可能
になる。開示するヌメロロジー設計は、低レイテンシ通信および改善された干渉管理を可
能にし、異なるヌメロロジーを多重化するためのあいまいではないシンボル境界タイミン
グ基準を提供する。
【０００６】
　本開示の一態様は、スケジューリングエンティティにおけるワイヤレス通信の方法を提
供する。スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジーを利用して、第1のユーザ
機器(UE)との通信を確立する。スケジューリングエンティティは、第2のヌメロロジーを
利用して、第2のUEとの通信をさらに確立する。第2のヌメロロジーは、第2のヌメロロジ
ーのサブキャリア間隔が第1のヌメロロジーの正の整数の倍数であるように、第1のヌメロ
ロジーからスケーリングされる。スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジー
の各シンボルのシンボル長が、第2のヌメロロジーの2つ以上の対応するシンボルのシンボ
ル長の和に等しくなるように、第1のヌメロロジーおよび第2のヌメロロジーを含むスロッ
トを利用して、第1のUEおよび第2のUEと通信する。
【０００７】
　本開示の別の態様は、スケジューリングエンティティにおけるワイヤレス通信の方法を
提供する。スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジーを利用して、第1のユー
ザ機器(UE)との通信を確立する。スケジューリングエンティティは、第2のヌメロロジー
を利用して、第2のUEとの通信をさらに確立する。第2のヌメロロジーは、第2のヌメロロ
ジーのサブキャリア間隔が第1のヌメロロジーの正の整数の倍数であるように、第1のヌメ
ロロジーからスケーリングされる。スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジ
ーおよび第2のヌメロロジーを含むスロットを利用して、1つまたは複数のワイヤレスデバ
イスとさらに通信する。スロットは、アップリンク(UL)部分と、ダウンリンク(DL)部分と
、UL部分とDL部分との間のガード期間(GP)とを含み、GPが、第1のヌメロロジーと第2のヌ
メロロジーとの間のシンボル長の不一致を吸収するようにする。
【０００８】
　本開示の別の態様は、ワイヤレス通信のためのスケジューリングエンティティを提供す
る。スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジーと第2のヌメロロジーとを利用
するワイヤレス通信のために構成された通信インターフェースと、実行可能コードが記憶
されたメモリと、通信インターフェースおよびメモリに動作可能に結合されたプロセッサ
とを含む。プロセッサは、実行可能コードによって、第1のヌメロロジーを利用して、第1
のユーザ機器(UE)との通信、および第2のヌメロロジーを利用して、第2のUEとの通信を確
立するように構成される。第2のヌメロロジーは、第2のヌメロロジーのサブキャリア間隔
が第1のヌメロロジーの正の整数の倍数であるように、第1のヌメロロジーからスケーリン
グされる。プロセッサは、第1のヌメロロジーの各シンボルのシンボル長が、第2のヌメロ
ロジーの2つ以上の対応するシンボルのシンボル長の和に等しくなるように、第1のヌメロ
ロジーおよび第2のヌメロロジーを含むスロットを利用して、第1のUEおよび第2のUEと通
信するようにさらに構成される。
【０００９】
　本開示の別の態様は、ワイヤレス通信のためのスケジューリングエンティティを提供す
る。スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジーと第2のヌメロロジーとを利用
するワイヤレス通信のために構成された通信インターフェースと、実行可能コードが記憶
されたメモリと、通信インターフェースおよびメモリに動作可能に結合されたプロセッサ
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とを含む。プロセッサは、実行可能コードによって、第1のヌメロロジーを利用して、第1
のユーザ機器(UE)との通信、および第2のヌメロロジーを利用して、第2のUEとの通信を確
立するように構成される。第2のヌメロロジーは、第2のヌメロロジーのサブキャリア間隔
が第1のヌメロロジーの正の整数の倍数であるように、第1のヌメロロジーからスケーリン
グされる。スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジーおよび第2のヌメロロジ
ーを含むスロットを利用して、1つまたは複数のワイヤレスデバイスと通信するようにさ
らに構成される。スロットは、アップリンク(UL)部分と、ダウンリンク(DL)部分と、UL部
分とDL部分との間のガード期間(GP)とを含み、GPが、第1のヌメロロジーと第2のヌメロロ
ジーとの間のシンボル長の不一致を吸収するようにする。
【００１０】
　以下の詳細な説明を検討すれば、本発明のこれらおよび他の態様がより十分に理解され
よう。本発明の特定の例示的な実施形態の以下の説明を、添付図面とともに検討すると、
本発明の他の態様、特徴、および実施形態が当業者には明らかになるであろう。本発明の
特徴について、以下のいくつかの実施形態および図に関して説明する場合があるが、本発
明のすべての実施形態は、本明細書で説明する有利な特徴のうちの1つまたは複数を含む
ことができる。言い換えれば、1つまたは複数の実施形態がいくつかの有利な特徴を有す
るものとして説明されることがあるが、そのような特徴のうちの1つまたは複数はまた、
本明細書で説明する本発明の様々な実施形態に従って使用され得る。同様に、例示的な実
施形態がデバイス実施形態、システム実施形態、または方法実施形態として以下で説明さ
れることがあるが、そのような例示的な実施形態が、様々なデバイス、システム、および
方法で実施され得ることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】無線アクセスネットワークの一例を示す概念図である。
【図２】本開示のいくつかの態様による、1つまたは複数のスケジュールドエンティティ
と通信しているスケジューリングエンティティの一例を概念的に示すブロック図である。
【図３】本開示の一態様による、処理システムを採用するスケジューリングエンティティ
のためのハードウェア実装形態の一例を示すブロック図である。
【図４】本開示の一態様による、処理システムを採用するスケジュールドエンティティの
ためのハードウェア実装形態の一例を示すブロック図である。
【図５】本開示のいくつかの態様による、2つのヌメロロジーのOFDMリソース要素の2次元
グリッドを示す図である。
【図６】本開示の一態様による、ワイヤレス通信におけるスケーリングされたヌメロロジ
ーのいくつかの例を示す図である。
【図７】本開示のいくつかの態様による、異なるヌメロロジーの周波数分割多重化(FDM)
の一例、および異なるヌメロロジーの時分割多重化(TDM)の一例を示す図である。
【図８】本開示の一態様による、ワイヤレス通信において使用される、スケーリングされ
たヌメロロジーの別の例を示す図である。
【図９】本開示のいくつかの態様による、ガード期間を使用する時分割複信(TDD)スロッ
トのための異なるヌメロロジーのシンボル境界整合の例を示す図である。
【図１０】本開示のいくつかの態様による、ガード期間を使用する時分割複信(TDD)スロ
ットのための異なるヌメロロジーのシンボル境界整合の例を示す図である。
【図１１】本開示のいくつかの態様による、スロット内で複数のヌメロロジーを多重化す
るためのワイヤレス通信方法を示すフローチャートである。
【図１２】本開示のいくつかの態様による、スロット内で複数のヌメロロジーを多重化す
るための別のワイヤレス通信方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付の図面に関して以下に記載する詳細な説明は、様々な構成について説明するもので
あり、本明細書で説明する概念が実践され得る唯一の構成を表すものではない。詳細な説
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明は、様々な概念の完全な理解を与える目的で、具体的な詳細を含む。しかしながら、こ
れらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実践され得ることが、当業者には明らかであろ
う。いくつかの事例では、よく知られている構造および構成要素が、そのような概念を不
明瞭にすることを避けるためにブロック図の形態で示される。
【００１３】
　本開示の態様は、ワイヤレス通信において異なるヌメロロジーを多重化しながら、シン
ボル境界整合を維持することができる、様々なワイヤレス通信ヌメロロジー設計を開示す
る。ワイヤレス通信では、ヌメロロジーは、ワイヤレス通信システムにおいて配置された
動作パラメータのセットを指す。これらの動作パラメータの例には、シンボル持続時間/
長さ、トーン/サブキャリア間隔、高速フーリエ変換(FFT)サイズ、周波数、スロット持続
時間、スロット当たりのシンボル、サイクリックプレフィックス(CP)長さなどが含まれる
。1つの例示的なヌメロロジーは、データまたは情報が、直交周波数分割多重(OFDM)無線
アクセス技術を使用して、どのように送信され得るかを定義および制御する、OFDM動作パ
ラメータである。シンボル(たとえば、OFDMシンボル)は、異なるヌメロロジーの間のシン
ボル境界整合を維持しながら、異なるトーンまたはサブキャリア間隔についてスケーリン
グされ得る。いくつかの例では、あるヌメロロジーのシンボルは、同じ長さを有していな
いことがある。異なるヌメロロジーの間のシンボル境界整合を維持することによって、シ
ンボルレベルのヌメロロジー多重化が可能になる。開示するヌメロロジー設計は、低レイ
テンシ通信および改善された干渉管理を可能にし、異なるヌメロロジーを多重化するため
のあいまいではないシンボル境界タイミング基準を提供する。
【００１４】
　本開示全体にわたって提示される様々な概念は、多種多様な電気通信システム、ネット
ワークアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装され得る。次に図1を参照すると
、限定ではなく例示的な例として、無線アクセスネットワーク100の概略図が与えられて
いる。
【００１５】
　無線アクセスネットワーク100によってカバーされる地理的領域は、あるアクセスポイ
ントまたは基地局から地理的エリア上でブロードキャストされた識別情報に基づいて、ユ
ーザ機器(UE)によって一意に識別され得る、いくつかのセルラー領域(セル)に分割され得
る。図1は、その各々が1つまたは複数のセクタを含み得る、マクロセル102、104、および
106、ならびにスモールセル108を示す。セクタは、セルのサブエリアである。1つのセル
内のすべてのセクタは、同じ基地局によってサービスされる。セクタ内の無線リンクは、
そのセクタに属する単一の論理的識別情報によって識別され得る。セクタに分割されたセ
ルでは、セル内の複数のセクタは、アンテナのグループによって形成され得、各アンテナ
は、セルの一部分におけるUEとの通信を担う。
【００１６】
　一般に、基地局(BS)は、各セルにサービスする。概して、基地局は、UEとの間の1つま
たは複数のセルにおける無線送信および受信を担う無線アクセスネットワークにおけるネ
ットワーク要素である。BSは、当業者によって、基地トランシーバ局(BTS)、無線基地局
、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービスセッ
ト(ESS)、アクセスポイント(AP)、ノードB(NB)、eノードB(eNB)、gノードB(gNB)、または
何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
【００１７】
　図1では、2つの高電力基地局110および112が、セル102および104内に示されており、第
3の高電力基地局114が、セル106内のリモートラジオヘッド(RRH)116を制御するように示
されている。すなわち、基地局は、集積アンテナを有することができるか、またはフィー
ダケーブルによってアンテナもしくはRRHに接続され得る。図示の例では、セル102、104
、および106は、マクロセルと呼ばれることがあり、その理由は、高電力基地局110、112
、および114が、大きいサイズを有するセルをサポートするからである。さらに、低電力
基地局118が、1つまたは複数のマクロセルと重複し得るスモールセル108(たとえば、マイ
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クロセル、ピコセル、フェムトセル、ホーム基地局、ホームノードB、ホームeノードBな
ど)内に示されている。この例では、セル108は、スモールセルと呼ばれることがあり、そ
の理由は、低電力基地局118が、比較的小さいサイズを有するセルをサポートするからで
ある。セルのサイズ決定は、システム設計ならびに構成要素制約に従って行われ得る。無
線アクセスネットワーク100は、任意の数のワイヤレス基地局およびセルを含み得ること
を理解されたい。さらに、リレーノードが、所与のセルのサイズまたはカバレージエリア
を拡張するために配置され得る。基地局110、112、114、118は、ワイヤレスアクセスポイ
ントを任意の数のモバイル装置のためのコアネットワークに提供する。
【００１８】
　図1は、基地局として機能するように構成され得る、クアッドコプターまたはドローン1
20をさらに含む。すなわち、いくつかの例では、セルは、必ずしも静止しているとは限ら
ないことがあり、セルの地理的エリアは、クアッドコプター120などのモバイル基地局の
ロケーションに従って移動し得る。
【００１９】
　概して、基地局は、ネットワークのバックホール部分と通信するためのバックホールイ
ンターフェースを含み得る。バックホールは、基地局とコアネットワークとの間のリンク
を提供し得、いくつかの例では、バックホールは、それぞれの基地局の間の相互接続を提
供し得る。コアネットワークは、無線アクセスネットワークにおいて使用される無線アク
セス技術とは一般に無関係である、ワイヤレス通信システムの一部である。任意の好適な
トランスポートネットワークを使用して、直接物理接続、仮想ネットワークなど、様々な
タイプのバックホールインターフェースが採用され得る。いくつかの基地局は、統合アク
セスおよびバックホール(IAB)ノードとして構成され得、その場合、ワイヤレススペクト
ルは、アクセスリンク(すなわち、UEとのワイヤレスリンク)のためと、バックホールリン
クのための両方で使用され得る。この方式は、ワイヤレスセルフバックホーリングと呼ば
れることがある。各々の新しい基地局展開がそれ自体のハードワイヤードバックホール接
続を装備することを要求するのではなく、ワイヤレスセルフバックホーリングを使用する
ことによって、基地局とUEとの間の通信に利用されるワイヤレススペクトルが、バックホ
ール通信のために活用され、高密度スモールセルネットワークの高速および容易な展開が
可能になり得る。
【００２０】
　無線アクセスネットワーク100は、複数のモバイル装置のためのワイヤレス通信をサポ
ートするように示されている。モバイル装置は、第3世代パートナーシッププロジェクト(
3GPP)によって普及された規格および仕様では、一般にユーザ機器(UE)と呼ばれるが、当
業者によって、移動局(MS)、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(AT)、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、端末、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。UEは、
ネットワークサービスへのアクセスをユーザに提供する装置であり得る。
【００２１】
　本書内で、「モバイル」装置は、必ずしも移動するための能力を有する必要があるとは
限らず、静止していてもよい。モバイル装置またはモバイルデバイスという用語は、概し
て、多様な範囲のデバイスおよび技術を指す。たとえば、モバイル装置のいくつかの非限
定的な例には、モバイル、セルラー(セル)フォン、スマートフォン、セッション開始プロ
トコル(SIP)フォン、ラップトップ、パーソナルコンピュータ(PC)、ノートブック、ネッ
トブック、スマートブック、タブレット、携帯情報端末(PDA)、および、たとえば、「モ
ノのインターネット」(IoT)に対応する、広範囲の埋込みシステムが含まれる。モバイル
装置は、追加として、自動車または他の輸送車両、リモートセンサーまたはアクチュエー
タ、ロボットまたはロボティクスデバイス、衛星無線、全地球測位システム(GPS)デバイ
ス、オブジェクトトラッキングデバイス、ドローン、マルチコプター、クワッドコプター
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、遠隔制御デバイス、ならびに、アイウェア、ウェアラブルカメラ、バーチャルリアリテ
ィデバイス、スマートウォッチ、ヘルストラッカーまたはフィットネストラッカー、デジ
タルオーディオプレーヤ(たとえば、MP3プレーヤ)、カメラ、ゲーム機などの消費者デバ
イスおよび/またはウェアラブルデバイスなどであり得る。モバイル装置は、追加として
、ホームオーディオ、ビデオ、および/またはマルチメディアデバイスなどのデジタルホ
ームデバイスまたはスマートホームデバイス、アプライアンス、自動販売機、インテリジ
ェント照明、ホームセキュリティシステム、スマートメーターなどであり得る。モバイル
装置は、追加として、スマートエネルギーデバイス、セキュリティデバイス、ソーラーパ
ネルまたはソーラーアレイ、電力(たとえば、スマートグリッド)、照明、水道などを制御
する自治体インフラストラクチャデバイス、工業オートメーションおよびエンタープライ
ズデバイス、ロジスティックスコントローラ、農業機器、軍事防御機器、車両、航空機、
船舶、および兵器類などであり得る。またさらに、モバイル装置は、ネットワーク医療(c
onnected medicine)または遠隔医療支援、すなわち、遠方における健康管理を提供し得る
。テレヘルスデバイスは、テレヘルス監視デバイスおよびテレヘルス管理デバイスを含ん
でよく、それらの通信は、たとえば、クリティカルサービスデータのトランスポート用の
優先アクセス、および/またはクリティカルサービスデータのトランスポート用の関連す
るQoSの観点から、他のタイプの情報にまさる優先的待遇または優先アクセスが与えられ
得る。
【００２２】
　無線アクセスネットワーク100内で、セルは、各セルの1つまたは複数のセクタと通信中
であり得るUEを含み得る。たとえば、UE122および124は、基地局110と通信中であり得、U
E126および128は、基地局112と通信中であり得、UE130および132は、RRH116を介して基地
局114と通信中であり得、UE134は、低電力基地局118と通信中であり得、UE136は、モバイ
ル基地局120と通信中であり得る。ここで、各基地局110、112、114、118、および120は、
それぞれのセル内のすべてのUEのためのコアネットワーク(図示せず)へのアクセスポイン
トを提供するように構成され得る。基地局のいずれも、同じスロット内で異なるヌメロロ
ジーを多重化することによって、異なるUEと通信し得る。
【００２３】
　別の例では、モバイルネットワークノード(たとえば、クワッドコプター120)は、UEと
して機能するように構成され得る。たとえば、クアッドコプター120は、基地局110と通信
することによって、セル102内で動作し得る。本開示のいくつかの態様では、2つ以上のUE
(たとえば、UE126および128)は、基地局(たとえば、基地局112)を通して、その通信を中
継することなしに、ピアツーピア(P2P)またはサイドリンク信号127を使用して、互いに通
信し得る。
【００２４】
　基地局(たとえば、基地局110)から1つまたは複数のUE(たとえば、UE122および124)への
制御情報および/またはトラフィック情報のユニキャストまたはブロードキャスト送信は
、ダウンリンク(DL)送信と呼ばれることがあるが、UE(たとえば、UE122)において発する
制御情報および/またはトラフィック情報の送信は、アップリンク(UL)送信と呼ばれるこ
とがある。追加として、アップリンクおよび/またはダウンリンク制御情報および/または
トラフィック情報は、フレーム、サブフレーム、スロット、および/またはシンボルに時
分割され得る。本明細書で使用するとき、シンボルは、OFDM波形において、サブキャリア
当たり1つのリソース要素(RE)を搬送する、時間単位を指すことがある。スロットは、7ま
たは14個のOFDMシンボルを搬送し得る。サブフレームは、1msの持続時間を指すことがあ
る。複数のサブフレームは、単一のフレームまたは無線フレームを形成するように、一緒
にグループ化され得る。
【００２５】
　無線アクセスネットワーク100内のエアインターフェースは、1つまたは複数の多重化、
多元接続アルゴリズム、およびヌメロロジーを利用して、様々なデバイスの同時通信を可
能にし得る。たとえば、UE122および124から基地局110へのアップリンク(UL)または逆方
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向リンク送信のための多元接続は、時分割多元接続(TDMA)、符号分割多元接続(CDMA)、周
波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、スパース符号多元接続(SCMA
:sparse code multiple access)、リソース拡散多元接続(RSMA:resource spread multipl
e access)、または他の好適な多元接続方式を利用して提供され得る。さらに、基地局110
からUE122および124へのダウンリンク(DL)または順方向リンク送信の多重化は、時分割多
重化(TDM)、符号分割多重化(CDM)、周波数分割多重化(FDM)、直交周波数分割多重化(OFDM
)、スパース符号多重化(SCM:sparse code multiplexing)、または他の好適な多重化方式
を利用して提供され得る。
【００２６】
　さらに、無線アクセスネットワーク100におけるエアインターフェースは、1つまたは複
数の複信アルゴリズムを利用し得る。複信は、両方のエンドポイントが両方向において互
いに通信することができる、ポイントツーポイント通信リンクを指す。全二重は、両方の
エンドポイントが互いに同時に通信することができることを意味する。半二重は、一度に
一方のエンドポイントのみが他方に情報を送ることができることを意味する。ワイヤレス
リンクでは、全二重チャネルは、一般に、送信機および受信機の物理的分離、ならびに好
適な干渉消去技術に依拠する。全二重エミュレーションは、周波数分割複信(FDD)または
時分割複信(TDD)を利用することによって、ワイヤレスリンクのために頻繁に実装される
。FDDでは、異なる方向における送信は、異なるキャリア周波数において動作する。TDDで
は、所与のチャネル上の異なる方向における送信は、時分割多重化を使用して、互いから
分離される。すなわち、ある時間には、チャネルはある方向における送信専用であるが、
他の時間には、チャネルは反対方向における送信専用であり、その場合、方向は極めて急
速に、たとえば、スロット当たり数回、変化し得る。
【００２７】
　無線アクセスネットワーク100では、UEが、そのロケーションとは無関係に、移動しな
がら通信するための能力は、モビリティと呼ばれる。UEと無線アクセスネットワークとの
間の様々な物理チャネルは、一般に、モビリティ管理エンティティ(MME)の制御下でセッ
トアップ、維持、および解放される。本開示の様々な態様では、無線アクセスネットワー
ク100は、DLベースのモビリティまたはULベースのモビリティを利用して、モビリティお
よびハンドオーバ(すなわち、ある無線チャネルから別の無線チャネルへのUEの接続の転
送)を可能にし得る。DLベースのモビリティのために構成されたネットワークでは、スケ
ジューリングエンティティとの呼の間、または任意の他の時間に、UEは、そのサービング
セルからの信号の様々なパラメータ、ならびに近隣セルの様々なパラメータを監視し得る
。これらのパラメータの品質に応じて、UEは、近隣セルのうちの1つまたは複数との通信
を維持し得る。この時間の間に、UEがあるセルから別のセルに移動する場合、または近隣
セルからの信号品質が、所与の時間量にわたってサービングセルからの信号品質を超える
場合、UEは、サービングセルから近隣(ターゲット)セルへのハンドオフまたはハンドオー
バを引き受けることがある。たとえば、UE124(車両として示されているが、任意の好適な
形態のUEが使用され得る)は、そのサービングセル102に対応する地理的エリアから、ネイ
バーセル106に対応する地理的エリアに移動し得る。ネイバーセル106からの信号強度また
は品質が、所与の時間量にわたって、そのサービングセル102の信号強度または品質を超
えるとき、UE124は、この状態を示す報告メッセージを、そのサービング基地局110に送信
し得る。応答して、UE124は、ハンドオーバコマンドを受信し得、UEは、セル106へのハン
ドオーバを受け得る。
【００２８】
　ULベースのモビリティのために構成されたネットワークでは、各UEからのUL基準信号は
、各UEのためのサービングセルを選択するために、ネットワークによって利用され得る。
いくつかの例では、基地局110、112、および114/116は、統合同期信号(たとえば、統合1
次同期信号(PSS)、統合2次同期信号(SSS)、および統合物理ブロードキャストチャネル(PB
CH))をブロードキャストし得る。UE122、124、126、128、130、および132は、統合同期信
号を受信し、同期信号からキャリア周波数およびスロットタイミングを導出し、タイミン
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グの導出に応答して、アップリンクパイロットまたは基準信号を送信し得る。UE(たとえ
ば、UE124)によって送信されたアップリンクパイロット信号は、無線アクセスネットワー
ク100内で2つ以上のセル(たとえば、基地局110および114/116)によって同時に受信され得
る。セルの各々は、パイロット信号の強度を測定することができ、無線アクセスネットワ
ーク(たとえば、基地局110および114/116のうちの1つまたは複数、ならびに/あるいはコ
アネットワーク内の中心ノード)は、UE124のためのサービングセルを決定することができ
る。UE124が無線アクセスネットワーク100の中を移動するとき、ネットワークは、UE124
によって送信されたアップリンクパイロット信号を監視し続けることができる。近隣セル
によって測定されるパイロット信号の信号強度または品質が、サービングセルによって測
定される信号強度または品質のものを超えるとき、ネットワーク100は、UE124への通知を
伴ってまたは伴わずに、サービングセルから近隣セルへ、UE124をハンドオーバし得る。
【００２９】
　基地局110、112、および114/116によって送信される同期信号は統合され得るが、同期
信号は、特定のセルを識別しないことがあり、むしろ、同じ周波数上で、および/または
同じタイミングを用いて動作する、複数のセルのゾーンを識別し得る。5Gネットワークま
たは他の次世代通信ネットワークにおけるゾーンの使用は、アップリンクベースのモビリ
ティフレームワークを可能にし、UEとネットワークの両方の効率を改善し、その理由は、
UEとネットワークとの間で交換される必要のあるモビリティメッセージの数が低減され得
るからである。
【００３０】
　様々な実装形態では、無線アクセスネットワーク100におけるエアインターフェースは
、認可スペクトル、無認可スペクトル、または共有スペクトルを利用し得る。認可スペク
トルは、一般に、モバイルネットワーク事業者が政府規制機関からライセンスを購入する
ことによって、スペクトルの一部分の独占的使用を提供する。無認可スペクトルは、政府
により与えられたライセンスの必要なしに、スペクトルの一部分の共用を提供する。いく
つかの技術的なルールの遵守は、一般に、無認可スペクトルにアクセスするために依然と
して必要とされるが、一般に、いかなる事業者またはデバイスもアクセスを得ることがで
きる。共有スペクトルは、認可および無認可スペクトルの間に入り得、スペクトルにアク
セスするために、技術的なルールまたは制限が必要とされ得るが、スペクトルは、依然と
して、複数の事業者および/または複数のRATによって共有され得る。たとえば、認可スペ
クトルの一部分のためのライセンスの保有者は、たとえば、アクセスを得るために好適な
ライセンスにより決定された条件とともに、そのスペクトルを他のパーティと共有するた
めに認可された共有アクセス(LSA)を提供し得る。
【００３１】
　いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジュールされてよく、ス
ケジューリングエンティティ(たとえば、基地局)は、1つまたは複数のヌメロロジーを使
用して、そのサービスエリアまたはセル内での一部または全部のデバイスおよび機器の間
の通信のためのリソースを割り振る。本開示内で、以下でさらに説明するように、スケジ
ューリングエンティティは、1つまたは複数のスケジュールドエンティティのためのリソ
ースのスケジューリング、割当て、再構成、および解放を担い得る。すなわち、スケジュ
ールド通信のために、UEまたはスケジュールドエンティティは、スケジューリングエンテ
ィティによって割り振られたリソースを利用する。
【００３２】
　基地局は、スケジューリングエンティティとして機能し得る唯一のエンティティではな
い。すなわち、いくつかの例では、UEが、1つまたは複数のスケジュールドエンティティ(
たとえば、1つまたは複数の他のUE)のためのリソースをスケジュールする、スケジューリ
ングエンティティとして機能し得る。他の例では、サイドリンク信号は、基地局からのス
ケジューリングまたは制御情報に必ずしも依拠することなしに、UE間で使用され得る。た
とえば、UE138は、UE140および142と通信するように示されている。いくつかの例では、U
E138は、スケジューリングエンティティまたは1次サイドリンクデバイスとして機能中で
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あり、UE140および142は、スケジュールドエンティティまたは非1次(たとえば、2次)サイ
ドリンクデバイスとして機能し得る。さらに別の例では、UEは、デバイス間(D2D)、ピア
ツーピア(P2P)、もしくは車両間(V2V)ネットワーク内で、および/またはメッシュネット
ワーク内で、スケジューリングエンティティとして機能し得る。メッシュネットワーク例
では、UE140および142は、スケジューリングエンティティ138と通信することに加えて、
場合によっては互いに直接通信し得る。
【００３３】
　したがって、時間周波数リソースへのスケジュールドアクセスを伴い、セルラー構成、
P2P構成、またはメッシュ構成を有するワイヤレス通信ネットワークでは、スケジューリ
ングエンティティおよび1つまたは複数のスケジュールドエンティティは、スケジュール
されたリソースを利用して通信し得る。次に図2を参照すると、ブロック図が、スケジュ
ーリングエンティティ202と、複数のスケジュールドエンティティ204(たとえば、UE204a
およびUE204b)とを示す。ここで、スケジューリングエンティティ202は、基地局110、112
、114、および/または118に対応し得る。追加の例では、スケジューリングエンティティ2
02は、UE138、クワッドコプター120、または無線アクセスネットワーク100内の任意の他
の好適なノードに対応し得る。同様に、様々な例では、スケジュールドエンティティ204
は、UE122、124、126、128、130、132、134、136、138、140、および142、または無線ア
クセスネットワーク100内の任意の他の好適なノードに対応し得る。
【００３４】
　図2に示されるように、スケジューリングエンティティ202は、1つまたは複数のスケジ
ュールドエンティティ204にトラフィック206をブロードキャストし得る(トラフィックは
、ダウンリンクトラフィックと呼ばれることがある)。本開示のいくつかの態様によれば
、ダウンリンクという用語は、スケジューリングエンティティ202において発信するポイ
ントツーマルチポイント送信を指すことがある。概して、スケジューリングエンティティ
202は、ダウンリンク送信と、いくつかの例では、1つまたは複数のスケジュールドエンテ
ィティからスケジューリングエンティティ202へのアップリンクトラフィック210とを含む
、ワイヤレス通信ネットワーク内のトラフィックをスケジュールすることを担うノードま
たはデバイスである。システムについて説明するための別の方法は、ブロードキャストチ
ャネル多重化という用語を使用することであり得る。本開示の態様によれば、アップリン
クという用語は、スケジュールドエンティティ204において発信するポイントツーポイン
ト送信を指すことがある。概して、スケジュールドエンティティ204は、限定はしないが
、スケジューリングエンティティ202などのワイヤレス通信ネットワーク内の別のエンテ
ィティからの、スケジューリング許可、同期情報もしくはタイミング情報、または他の制
御情報を含む、スケジューリング制御情報を受信するノードまたはデバイスである。
【００３５】
　スケジューリングエンティティ202は、PBCHなどの1つまたは複数の制御チャネル、PSS
、SSS、物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH)、物理ハイブリッド自動再
送要求(HARQ)インジケータチャネル(PHICH)、および/または物理ダウンリンク制御チャネ
ル(PDCCH)などを含む制御情報208を、1つまたは複数のスケジュールドエンティティ204に
ブロードキャストし得る。PHICHは、肯定応答(ACK)または否定応答(NACK)など、HARQフィ
ードバック送信を搬送する。HARQは当業者によく知られている技法であり、パケット送信
が精度について受信側でチェックされ得、確認された場合、ACKが送信され得るが、確認
されなかった場合、NACKが送信され得る。NACKに応答して、送信側デバイスは、HARQ再送
信を送り得、HARQ再送信は、チェイス合成、インクリメンタル冗長などを実装し得る。
【００３６】
　物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)または物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)な
どの1つまたは複数のトラフィックチャネル(および、いくつかの例では、システム情報ブ
ロック(SIB))を含む、アップリンクトラフィック210および/またはダウンリンクトラフィ
ック206が、さらに、スケジューリングエンティティ202とスケジュールドエンティティ20
4との間で送信され得る。制御およびトラフィック情報の送信は、時間的に、キャリアを
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好適な送信時間間隔(TTI)に再分割することによって編成され得る。
【００３７】
　さらに、スケジュールドエンティティ204は、1つまたは複数のアップリンク制御チャネ
ルを含むアップリンク制御情報212を、スケジューリングエンティティ202に送信し得る。
アップリンク制御情報は、パイロット、基準信号、およびアップリンクトラフィック送信
を復号することを可能にするかまたは支援するように構成された情報を含む、様々なパケ
ットタイプおよびカテゴリーを含み得る。いくつかの例では、制御情報212は、スケジュ
ーリング要求(SR)、すなわち、スケジューリングエンティティ202がアップリンク送信を
スケジュールすることを求める要求を含み得る。ここで、制御チャネル212上で送信され
たSRに応答して、スケジューリングエンティティ202は、アップリンクパケット送信のた
めのTTIをスケジュールし得るダウンリンク制御情報208を送信し得る。
【００３８】
　図2において示されたチャネルまたはキャリアは、必ずしも、スケジューリングエンテ
ィティ202とスケジュールドエンティティ204との間で利用され得るチャネルまたはキャリ
アのすべてであるとは限らず、当業者は、他のトラフィックチャネル、制御チャネル、お
よびフィードバックチャネルなど、他のチャネルまたはキャリアが、図示されたものに加
えて利用され得ることを認識するであろう。
【００３９】
　図3は、処理システム314を採用するスケジューリングエンティティ300のためのハード
ウェア実装形態の一例を示すブロック図である。たとえば、スケジューリングエンティテ
ィ300は、図1、図2、図5、および/または図7のうちのいずれか1つまたは複数において示
されているようなユーザ機器(UE)であり得る。別の例では、スケジューリングエンティテ
ィ300は、図1、図2、図5、および/または図7のうちのいずれか1つまたは複数において示
されているような基地局であり得る。
【００４０】
　スケジューリングエンティティ300は、1つまたは複数のプロセッサ304を含む、処理シ
ステム314とともに実装され得る。プロセッサ304の例には、マイクロプロセッサ、マイク
ロコントローラ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、フィールドプログラマブルゲートアレ
イ(FPGA)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェ
ア回路、および本開示全体にわたって説明する様々な機能を実行するように構成された他
の好適なハードウェアがある。様々な例では、スケジューリングエンティティ300は、本
明細書で説明する機能のうちのいずれか1つまたは複数を実行するように構成され得る。
すなわち、スケジューリングエンティティ300内で利用されるような、プロセッサ304は、
以下に説明され、図6～図12に示されているプロセスおよび手順のうちのいずれか1つまた
は複数を実装するために使用され得る。
【００４１】
　この例では、処理システム314は、一般にバス302によって表されるバスアーキテクチャ
で実装され得る。バス302は、処理システム314の特定の適用例および全体的な設計制約に
応じて、任意の数の相互接続するバスおよびブリッジを含むことができる。バス302は、(
プロセッサ304によって全般的に表される)1つまたは複数のプロセッサ、メモリ305、およ
び(コンピュータ可読媒体306によって全般的に表される)コンピュータ可読媒体を含む、
様々な回路を互いに通信可能に結合する。バス302はまた、タイミングソース、周辺装置
、電圧調整器、および電力管理回路などの様々な他の回路をリンクさせ、それらは当技術
分野でよく知られており、したがって、これ以上説明しない。バスインターフェース308
は、バス302とトランシーバ310との間にインターフェースを提供する。トランシーバ310
は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための通信インターフェースまたは手段
を提供する。また、装置の性質に応じて、ユーザインターフェース312(たとえば、キーパ
ッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティック)が設けられ得る。
【００４２】
　本開示のいくつかの態様では、プロセッサ304は、図6～図12に関して以下で説明する機
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能のうちの1つまたは複数を実装するように構成された回路を含み得る。プロセッサ304は
、第1のヌメロロジーブロック340と、第2のヌメロロジーブロック342と、通信ブロック34
4とを含み得る。第1のヌメロロジーブロック340は、第1のヌメロロジー(たとえば、ベー
スヌメロロジー)を利用して、スケジュールドエンティティ(たとえば、UE)との通信を確
立するために、様々な機能を実行するために使用され得る。第2のヌメロロジーブロック3
42は、第1のまたはベースヌメロロジーのスケーリングされたヌメロロジーであり得る、
第2のヌメロロジーを利用して、スケジュールドエンティティ(たとえば、UE)との通信を
確立するために、様々な機能を実行するために使用され得る。通信ブロック344は、スロ
ット内で異なるヌメロロジー(たとえば、ベースヌメロロジーおよびスケーリングされた
ヌメロロジー)を多重化することによって、1つまたは複数のスケジュールドエンティティ
と通信するために、様々な機能を実行するために使用され得る。
【００４３】
　プロセッサ304は、バス302を管理すること、およびコンピュータ可読媒体306に記憶さ
れたソフトウェアの実行を含む全般的な処理を担う。ソフトウェアは、プロセッサ304に
よって実行されるとき、処理システム314に、任意の特定の装置のための以下に説明する
種々の機能を実行させる。コンピュータ可読媒体306およびメモリ305は、ソフトウェアを
実行するときにプロセッサ304によって操作されるデータを記憶するためにも使用され得
る。
【００４４】
　処理システムにおける1つまたは複数のプロセッサ304は、ソフトウェアを実行し得る。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハー
ドウェア記述言語と呼ばれるか、または他の名称で呼ばれるかどうかにかかわらず、命令
、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログ
ラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソ
フトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実
行スレッド、プロシージャ、関数などを意味するように広く解釈されるものとする。ソフ
トウェアは、コンピュータ可読媒体306上に存在し得る。コンピュータ可読媒体306は、非
一時的コンピュータ可読媒体であり得る。非一時的コンピュータ可読媒体には、例として
、磁気ストレージデバイス(たとえば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク
、磁気ストリップ)、光ディスク(たとえば、コンパクトディスク(CD)またはデジタル多用
途ディスク(DVD))、スマートカード、フラッシュメモリデバイス(たとえば、カード、ス
ティック、またはキードライブ)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読取り専用メモリ(ROM
)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能PROM(EPROM)、電気的消去可能PROM(EEPROM)、レ
ジスタ、リムーバブルディスク、ならびにコンピュータによってアクセスされ、読み取ら
れ得るソフトウェアおよび/または命令を記憶するための任意の他の好適な媒体が含まれ
る。コンピュータ可読媒体にはまた、例として、搬送波、伝送線路、およびコンピュータ
によってアクセスされ、読み取られ得るソフトウェアおよび/または命令を送信するため
の任意の他の好適な媒体が含まれ得る。コンピュータ可読媒体306は、処理システム314内
に存在するか、処理システム314の外部に存在するか、または処理システム314を含む複数
のエンティティにわたって分散される場合がある。コンピュータ可読媒体306は、コンピ
ュータプログラム製品において具現化されてよい。例として、コンピュータプログラム製
品は、パッケージング材料の中のコンピュータ可読媒体を含み得る。当業者は、特定の適
用例および全体的なシステムに課される全体的な設計制約に応じて、本開示全体にわたっ
て提示される、説明する機能を最善の形で実装する方法を認識するであろう。
【００４５】
　1つまたは複数の例では、コンピュータ可読記憶媒体306は、図6～図12に関して説明す
る機能のうちの1つまたは複数を実装するように構成されたソフトウェアを含み得る。た
とえば、コンピュータ可読記憶媒体306は、第1のヌメロロジーコード352と、第2のヌメロ
ロジーコード354と、通信コード356とを含み得る。第1のヌメロロジーコード352は、第1
のヌメロロジー(たとえば、ベースヌメロロジー)を利用して、スケジュールドエンティテ
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ィとの通信を確立するために、様々な機能を実行するように、プロセッサ304を構成する
ために実行され得る。第2のヌメロロジーコード354は、第2のヌメロロジー(たとえば、ベ
ースヌメロロジーのスケーリングされたヌメロロジー)を利用して、スケジュールドエン
ティティとの通信を確立するために、様々な機能を実行するように、プロセッサ304を構
成するために実行され得る。通信コード356は、スロット内で異なるヌメロロジー(たとえ
ば、ベースヌメロロジーおよびスケーリングされたヌメロロジー)を多重化することによ
って、1つまたは複数のスケジュールドエンティティ(たとえば、UE)と通信するために、
様々な機能を実行するように、プロセッサ304を構成するために実行され得る。
【００４６】
　図4は、処理システム414を採用する例示的なスケジュールドエンティティ400のための
ハードウェア実装形態の一例を示す概念図である。本開示の様々な態様によれば、要素、
または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、1つまたは複数のプロセッサ404
を含む処理システム414を用いて実装され得る。たとえば、スケジュールドエンティティ4
00は、図1、図2、図5、および/または図7のうちのいずれか1つまたは複数に示されている
ようなユーザ機器(UE)であり得る。
【００４７】
　処理システム414は、図3に示されている処理システム314と実質的に同じであり得、バ
スインターフェース408と、バス402と、メモリ405と、プロセッサ404と、コンピュータ可
読媒体406とを含む。さらに、スケジュールドエンティティ400は、図3において上記で説
明したものと実質的に同様のユーザインターフェース412とトランシーバ410(通信インタ
ーフェース)とを含み得る。すなわち、スケジュールドエンティティ400内で利用されるよ
うな、プロセッサ404は、以下に説明され、図6～図12に示されているプロセスのうちのい
ずれか1つまたは複数を実装するために使用され得る。本開示のいくつかの態様では、プ
ロセッサ404は、図6～図12に関して以下で説明する機能のうちの1つまたは複数を実装す
るように構成された、通信回路440および処理回路442を含み得る。通信回路440および処
理回路442は、たとえば、コンピュータ可読媒体406内に記憶された通信コード452および
処理コード454を実行することによって、本開示全体にわたって説明する様々な機能を実
行するように構成され得る。
【００４８】
　図5は、本開示のいくつかの態様による、2つのヌメロロジーのOFDMリソース要素の2次
元グリッドを示す図である。リソース要素は、間隔が密な周波数トーンまたはサブキャリ
アのセットを定義することによる周波数におけるリソースの分離、および、所与の持続時
間を有するシンボルのシーケンスを定義することによる時間における分離によって配置さ
れ得る。図5では、各正方形のボックスは、OFDMシンボルおよびサブキャリアに対応する1
つのリソース要素(RE)を表す。
【００４９】
　OFDMでは、サブキャリアまたはトーンの直交性を維持するために、サブキャリア間隔は
、シンボル期間の逆に等しい。スケーラブルなヌメロロジーは、異なるサブキャリア間隔
および/またはシンボル期間を選択するための、ならびに、したがって、各間隔を用いて
、対応するシンボル期間を選択するための、ネットワークの能力を指す。一般に、シンボ
ル期間を十分に短くして、直交性を保ち、サブキャリア間の干渉を制限するために、チャ
ネルが各期間にわたって著しく変動しないようにするべきである。一方、シンボル期間は
、短くなりすぎるべきではない。たとえば、マルチパス環境では、過度の遅延拡散による
シンボル間干渉のために、著しい信号損失があり得る。ベースヌメロロジーリソースグリ
ッド500が、図5の左側に示されている。ベースヌメロロジー500の各スロット(たとえば、
スロット0およびスロット1)は、7つのシンボル(シンボル0～6)を有する。12個のサブキャ
リア(サブキャリア0～11)が、シンボルを送信するために利用可能である。
【００５０】
　スケーリングされたヌメロロジーリソースグリッド502が、図5の右側に示されている。
リソースグリッド500および502は、説明しやすいように、同じスケールで描かれていない
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。たとえば、両方のリソースグリッドのスロット0は、同じ持続時間を表す。スケーリン
グされたヌメロロジー502のスロット1は、スロット0と同様であるが、図5に示されていな
い。この例では、スロットは、ベースヌメロロジーのための7つのシンボルと、スケーリ
ングされたヌメロロジーのための14個のシンボルとを含む。スケーリングされたヌメロロ
ジーのトーン間隔(サブキャリア間隔)は、ベースヌメロロジーの2倍の大きさである。い
くつかの例では、ベースヌメロロジーのサブキャリアは、スケーリングされたヌメロロジ
ーのものとは異なり得る。いくつかの例では、いくつかのサブキャリアは、ベースヌメロ
ロジーとスケーリングされたヌメロロジーの両方によってサポートされ得る。
【００５１】
　図6は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信におけるスケーリングされたヌメロロ
ジーのいくつかの例を示す図である。3つのヌメロロジーが、図6において多重化される。
第1のUE602は、ベースヌメロロジー(F0)を使用して基地局604と通信し得、第2のUE606は
、第1のスケーリングされたヌメロロジー(F1)を使用して基地局604と通信し得、第3のUE6
08は、第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2)を使用して基地局604と通信し得る。図
6のUEは、図1～図4に示されたUEのうちのいずれかであり得る。基地局は、図1～図4に示
された基地局のうちのいずれかであり得る。いくつかの例では、同じUEは、異なるヌメロ
ロジーを使用して、同じ基地局または異なる基地局と通信し得る。
【００５２】
　一例では、ベースヌメロロジー(F0)は、LTEまたは同様のネットワーク内で実装された
ヌメロロジーと同様であり得る。ベースヌメロロジーのスロットは、所定の数のシンボル
を有する。一例では、1つのスロットは、2つのハーフスロットを含み得、その場合、各ス
ロットは、7つのシンボルを有し得る。7つのシンボルの中から、最初のシンボル(S0)は、
残りの6つのシンボルよりも長くなり(たとえば、より多くのサンプルを含み)得る。F0の5
つのそのようなシンボル(たとえば、S0～S4)が、図6に示されている。シンボルの各々は
、CP(サイクリックプレフィックス)610を有し得る。いくつかの例では、スロットは、よ
り少ないシンボルを有し得、各々は、整数個のシンボルがスロットの同じ持続時間に及ぶ
ように、より長いCPを有する。CPは、シンボルの末尾部分のコピーであり得、シンボルの
前に配置されて、マルチパス干渉を軽減するように、前のシンボルからのマルチパス成分
を扱うためのガード時間が提供され得る。いくつかの例では、最後のシンボルは、スロッ
トの他のシンボルよりも長くなり得る。いくつかの例では、2つ以上のシンボルは、スロ
ットの他のシンボルよりも長くなり得る。
【００５３】
　ベースヌメロロジー(F0)は、たとえば、異なるサブキャリアまたはトーン間隔をもつ第
1のスケーリングされたヌメロロジー(F1)と第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2)と
を提供するようにスケーリングされ得る。OFDMサブキャリアまたはトーンの直交性を維持
するために、サブキャリア間隔は、シンボル期間の逆に等しい。スケーラブルなヌメロロ
ジーは、異なるサブキャリア間隔を選択するための、およびしたがって、各間隔を用いて
、対応するシンボル期間を選択するための、ネットワークの能力を指す。
【００５４】
　本開示の態様によれば、スケーリングされたヌメロロジーは、式(1)によって定義され
るような、ベースヌメロロジーに関係し得る。
Fs=F0*M　　　　　　式(1)
　式(1)において、Mは正の整数であり、F0はベースヌメロロジーのサブキャリア間隔であ
り、Fsはスケーリングされたヌメロロジーのサブキャリア間隔である。
【００５５】
　この例では、ベースヌメロロジー(F0)が時間単位(たとえば、ミリ秒)当たりN個のシン
ボルを含むとき、スケーリングされたヌメロロジー(Fs)は、時間単位当たりN×M個のシン
ボルを含む。ベースヌメロロジーは、スケーリングされたヌメロロジーの間隔とは異なる
サブキャリア間隔を有する。この例では、ベースヌメロロジーは、第1のスケーリングさ
れたヌメロロジーのサブキャリア間隔SP1および第2のスケーリングされたヌメロロジーの
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サブキャリア間隔SP2よりも小さいサブキャリア間隔SP0を有する。この例では、第1の持
続期間600において、ベースヌメロロジー(F0)は、1つのシンボルS0を含み、第1のスケー
リングされたヌメロロジー(F1)は、(2によってスケーリングされた)2つのシンボルを含み
、第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2)は、(4によってスケーリングされた)4つの
シンボルを含む。すなわち、ベースヌメロロジーの各シンボル長(CPを含む)は、スケーリ
ングされたヌメロロジーの対応するM個のシンボル(CPを含む)の和に等しい。たとえば、
ベースヌメロロジー(F0)の最初のシンボル(たとえば、S0)のシンボル長は、第1のスケー
リングされたヌメロロジー(F1)の2つの対応するシンボル(たとえば、S0およびS1)の和、
および第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2)の4つの対応するシンボル(たとえば、S
0、S1、S2、およびS3)の和に等しい。上記で説明したスケーリングは、スロットごとでは
なく、シンボル長ごとに実行されるので、ベースヌメロロジーのシンボル境界が、スケー
リングされたヌメロロジーのものに整合されるようになる。言い換えれば、ベースヌメロ
ロジーのシンボル境界は、1つまたは複数のスケーリングされたヌメロロジーのシンボル
の境界に常に整合する。
【００５６】
　比較例では、異なるヌメロロジーの間のシンボル境界は整合されない。この場合、基地
局が、あるヌメロロジーを使用して、あるUEのための低レイテンシトラフィックをスケジ
ュールするとき、および、前の、または進行中のシンボルが、異なるヌメロロジーのもの
である場合、低レイテンシトラフィックは、別のシンボルがスケジュールされることを待
機する必要があり、したがって、余分な遅延を追加し得る。そのような場合、シンボルは
、空白のまま残される必要があり得る。別の不整合の例では、第1のスケーリングされた
ヌメロロジー(F1)のシンボル境界が、ベースヌメロロジー(F0)のシンボル境界に整合され
ないこと、および、F0の最初のシンボル(S0)が、第1のスケーリングされたヌメロロジー(
F1)の最初の2つのシンボル(S0+S1)よりも少し長くなり得ることが仮定され得る。この場
合、F1の第3のシンボル(S2)の開始において、スケジューリングエンティティは、F1のS2
をスケジュールし始めることができず、その理由は、F0のS0の最後まで待機する必要があ
るからである。したがって、シンボル整合なしで、異なる多重化されたヌメロロジーから
のデータのスケジューリングは、非効率的であり得、シンボル境界の不一致のための余分
なレイテンシを導入し得ることがわかる。
【００５７】
　本開示のいくつかの態様では、各シンボルは、必ずしもあるヌメロロジーにおいて同じ
長さのものであるとは限らないことがある。一例では、最初のシンボルは、スロットの他
のシンボルよりも長くなり得る。図6では、ベースヌメロロジー(F0)の最初のシンボル(た
とえば、S0)は、同じスロットの他のシンボル(たとえば、S1、S2、S3、S4)よりも長く、
第1のスケーリングされたヌメロロジー(F1)の最初の2つのシンボル(S0およびS1)は、同じ
スロットの他のシンボルよりも長い。同様に、第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2
)の最初の4つのシンボル(S0、S1、S2、S3)は、同じスロットの他のシンボルよりも長い。
【００５８】
　本開示のいくつかの態様では、ヌメロロジーごとに複数のCP持続時間が使用され得る。
たとえば、ベースヌメロロジーのシンボルは、異なるCP持続時間を有し得、第1のスケー
リングされたヌメロロジーのシンボルは、異なるCP持続時間を有し得、かつ/または、第2
のスケーリングされたヌメロロジーのシンボルは、異なるCP持続時間を有し得る。CPファ
ミリーごとに、ベースヌメロロジーの各シンボル長(CPを含む)は、スケーリングされたヌ
メロロジーの対応するM個のシンボルの和に等しい。シンボル境界整合(最小サブキャリア
間隔シンボルレベルにおける)は、周波数および/または時間における異なるUEまたはスケ
ジュールドエンティティのためのシンボルレベルヌメロロジー多重化を可能にする。
【００５９】
　図7は、異なるヌメロロジー(F0、F1、およびF2)を使用するUEの周波数分割多重化(FDM)
702の一例、および、異なるヌメロロジー(F0、F1、およびF2)を使用するUEの時分割多重
化(TDM)704の一例を示す。いずれの例でも、シンボル境界は、異なるヌメロロジーの間で
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整合される。TDMの例では、ヌメロロジーの間のシンボル境界の整合は、必要な遅延なし
に、あるヌメロロジーから別のヌメロロジーへの切替えを可能にする。
【００６０】
　図8は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信におけるスケーリングされたヌメロロ
ジー多重化の別の例を示す図である。第1のUE802は、ベースヌメロロジー(F0)を使用して
基地局804と通信し得、第2のUE806は、第1のスケーリングされたヌメロロジー(F1)を使用
して基地局804と通信し得、第3のUE808は、第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2)を
使用して基地局804と通信し得る。UE802、806、および808は、図1～図4に示されたUEのう
ちのいずれかであり得る。基地局804は、図1～図4に示された基地局のうちのいずれかで
あり得る。
【００６１】
　この例では、シンボル境界が整合される間に使用されるヌメロロジーにかかわらず、シ
ンボルの不均一性が、スロット内の最初のシンボル810において集中される。図8を参照す
ると、ベースヌメロロジー(F0)では、たとえば、LTEのようなヌメロロジーの場合と同様
に、最初のシンボル(S0)のみが、同じスロットの他のシンボル(たとえば、S1、S2、S3、S
4、S5、S6)とは長さまたは持続時間が異なる(不均一である)。本開示のこの態様による、
スケーリングされたヌメロロジーF1およびF2はまた、それらの最初のシンボル(S0)のみが
、より長いかまたは長さが不均一であるが、スロット内の残りのシンボルは、持続時間ま
たは長さが均一である。
【００６２】
　ただ1つのシンボルがスロット内で不均一な長さを有するので、これらのスケーリング
されたヌメロロジーは、様々な実装形態および設計においてより簡単であり得る。いくつ
かの例では、不均一なシンボルは、残りのシンボルにおけるCPよりも著しく長いCPを有し
得る。ただし、不均一なシンボルが最初のシンボルに限定される必要はない。いくつかの
例では、不均一なシンボルは、スロットの最後のシンボルであり得る。
【００６３】
　一例では、ベースヌメロロジー(F0)は、30キロヘルツ(kHz)サブキャリア間隔と、4096
のFFTサイズと、0.5ミリ秒(ms)のスロット持続時間とを有し得る。したがって、スロット
内に合計61440個のサンプルがあり得る。14シンボルの例では、最初のシンボル持続時間
は4396個のサンプルを有し、300個のサンプルのCP長さであり得、残りのシンボルの持続
時間は、4388個のサンプルであり、292個のサンプルのCP長さであり得る。この例では、
最初のシンボルのCPは、8個のサンプルだけ、他のシンボルのCPよりも長い。
【００６４】
　一例では、第1のヌメロロジー(F1)は、60kHzサブキャリア間隔と、2048のFFTサイズと
、0.5msのスロット持続時間とを有し得る。ベースヌメロロジー(F0)とのシンボル整合を
維持するために、各シンボル持続時間が2で除算される。したがって、最初のシンボル持
続時間は2202個のサンプル(たとえば、4396個のサンプル-2194個のサンプル)であり、154
個のサンプルのCP長さであり得、残りのシンボルの持続時間は、2194個のサンプルであり
、146個のサンプルのCP長さであり得る。この例では、最初のシンボルのCPは、8個のサン
プルだけ、他のシンボルのCPよりも長い。
【００６５】
　このヌメロロジースケーリング方法は、CPにおけるサンプルの数が奇数になるまで、よ
り多くのヌメロロジーに拡張され得、その理由は、サンプルにおける奇数のCP長さの2除
算が、この点を超えて可能ではないからである。一例では、ベースヌメロロジー(F0)のた
めの不均一なシンボルのCPは、ワイヤレス通信ネットワークにおいて使用される最大トー
ンまたはサブキャリア間隔に拡張可能であることを目的に選択され得る。
【００６６】
　上記で説明したスケーリングされたヌメロロジー方式では、同じスロット内のシンボル
にわたるサンプル内のCP長さの差は、同じサンプリングレート(たとえば、シンボル当た
りのサンプル数)が与えられると、トーン間隔に対して不変のままであり得る。たとえば
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、ベースヌメロロジー(F0)では、最初のシンボル(S0)のためのCPは、他のシンボル(たと
えば、S1、S2...)のものよりもX個のサンプルだけ長い。第1のスケーリングされたヌメロ
ロジー(F1)および第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2)は、より幅広いトーン間隔(
短いシンボル)を有するが、それらの最初のシンボル(S0)のためのCPもまた、後続のシン
ボルのものよりも同じ量(X個のサンプル)だけ長い。一例では、すべての3つのヌメロロジ
ー(F0、F1、およびF2)では、最初のシンボル(S0)のCPは、他のシンボルのCPよりも同数の
サンプルだけ長い(すなわち、不変のままである)。
【００６７】
　いくつかの例では、シンボルの間のCPにおける割合の差は、より幅広いトーン間隔では
より大きくなり得る。たとえば、第1のスケーリングされたヌメロロジー(F1)のシンボルS
0とS1との間のCP長さの差は、ベースヌメロロジー(F0)のものよりも割合が大きい。同様
に、第2のスケーリングされたヌメロロジー(F2)のシンボルS0とS1との間のCP長さの差は
、ベースヌメロロジーおよび第1のスケーリングされたヌメロロジー(F1)のものよりも割
合が大きい。これらの例では、F2のトーン間隔はF1よりも幅広く、F1のトーン間隔はF0よ
りも幅広い。
【００６８】
　いくつかの時分割複信(TDD)の例では、(均一なシンボル持続時間によって正確にまたは
均等に分割可能ではないスロット持続時間のために)残りのサンプルを収容または吸収す
るために、不均一なシンボルの1つまたは複数のCPをより長くするのではなく、TDDスロッ
トがガード期間(GP)を含む場合、GPは、シンボル境界不一致のために残りのサンプルを収
容、吸収、または補償するために使用され得る。その上、より長いGPは、アップリンク－
ダウンリンク切替えオーバーヘッド、ラウンドトリップ遅延(RTD)などのためにより多く
の時間を与え得る。
【００６９】
　図9および図10は、本開示のいくつかの態様による、ガード期間を使用するTDDスロット
のためのシンボル境界整合の例を示す図である。TDDスロットは、ダウンリンク(DL)中心
スロットまたはアップリンク(UL)中心スロットであり得る。UL中心スロット902では、ス
ロットの大部分が、スケジュールドエンティティ(たとえば、UE)からスケジューリングエ
ンティティ(たとえば、基地局)に、ULデータ904を送信するために使用され得る。図10を
参照すると、DL中心スロット1002では、スロットの大部分が、スケジューリングエンティ
ティ(たとえば、基地局)からスケジュールドエンティティ(たとえば、UE)に、DLデータ10
04を送信するために使用され得る。いくつかの例では、DL中心スロット1002およびUL中心
スロット902は、図9および図10には図示されていない他のフィールド(たとえば、制御デ
ータおよび/またはチャネル)を有し得る。
【００７０】
　DL中心スロット1002は、ULデータを送信するためのスロットの最後に共通ULバースト10
06を有し得る。DL中心スロット1002のシンボルレイアウトは、特殊または不均一である、
たとえば、他のシンボルよりも長さが長い、最後のシンボルを有し得る。一例では、ベー
スヌメロロジー(F0)のシンボルS4は、他のシンボル(S0、S1、S2、S3)よりも長く、スケー
リングされたヌメロロジー(F1)のシンボルS9は、他のシンボル(S0～S8)よりも長い。他の
例では、3つ以上のヌメロロジーが、TDDを使用して多重化され得る。
【００７１】
　UL中心スロット902は、DLデータを受信するためのスロットの最初に共通DLバースト912
を有し得る。UL中心スロット902のシンボルレイアウトは、特殊または不均一である、た
とえば、他のシンボルよりも長さが長い、最初のシンボルを有し得る。この例では、ベー
スヌメロロジー(F0)のシンボルS0は、他のシンボルよりも長く、スケーリングされたヌメ
ロロジー(F1)のシンボルS0は、他のシンボルよりも長い。他の例では、3つ以上のヌメロ
ロジーが使用され得る。
【００７２】
　本開示の一態様では、ガード期間(GP)は、スロット持続時間が均一なシンボル持続時間
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によって正確に分割可能ではない場合でも、ヌメロロジーの間のシンボル境界整合を達成
するために使用され得る。たとえば、UL中心スロット902は、共通DL部分912とULデータ部
分904との間にGP914を有する。同様に、DL中心スロット1002は、DL部分1004と共通UL部分
1006との間にGP1016を有する。これらの例では、DL中心スロット1002およびUL中心スロッ
ト902のシンボルは、最初または最後のシンボルを除いて、均一または通常の長さを有し
得る。異なるヌメロロジー(たとえば、ヌメロロジーF0およびF1)を多重化するとき、DL部
分912内のスケーリングされたヌメロロジーのいくつかのシンボル(たとえば、F1のS0およ
びS1)がベースヌメロロジーF0のものに整合されないにもかかわらず、余分なサンプルがG
P914によって収容または吸収され得るように、GPは、異なるかまたは可変の長さを有し得
る。したがって、DL部分912およびGP914の和は、ベースヌメロロジー(F0)のシンボル境界
に整合される。この例では、TDDスロットは、ベースヌメロロジーのものと同様のシンボ
ル境界を有し得、GP914の後の(ULデータ部分904内の)すべてのシンボルは、ベースヌメロ
ロジーまたはスケーリングされたヌメロロジー(F1)のシンボル境界に整合される。他の例
では、TDD UL中心スロット902は、異なる数のシンボルおよびヌメロロジーを収容し得る
。
【００７３】
　同様に、DL中心スロット1002では、DLデータ部分1004内の異なるヌメロロジーのシンボ
ルが整合され、GP1016は、スロットの最後の共通UL部分1006内の異なるヌメロロジーのシ
ンボル境界不一致を収容または吸収するために使用され得る。この例では、GP1016は、ベ
ースヌメロロジー(F0)とスケーリングされたヌメロロジー(F1)との間のシンボル境界不一
致を補償するように構成される。他の例では、TDD DL中心スロット1002は、異なる数のシ
ンボルおよびヌメロロジーを収容し得る。
【００７４】
　図11は、本開示のいくつかの態様による、スロット内でヌメロロジーを多重化するため
のワイヤレス通信方法1100を示すフローチャートである。通信方法1100は、図1～図4、図
6、および図8に示されたスケジュールドエンティティおよび/またはスケジューリングエ
ンティティのいずれかによって実行され得る。いくつかの例では、スケジュールドエンテ
ィティは、以下でより詳細に説明する図11の方法を使用して、均一および不均一なシンボ
ル持続時間のための複数のヌメロロジーの間のシンボル境界整合を達成し得る。
【００７５】
　ブロック1102で、スケジューリングエンティティ300は、第1のヌメロロジーを利用して
、第1のUEとの通信を確立するために、第1のヌメロロジーブロック340を利用し得る。た
とえば、第1のヌメロロジーは、図6～図10に関して上記で説明したようなベースヌメロロ
ジー(F0)であり得る。スケジューリングエンティティは、たとえば、ランダムアクセスメ
ッセージ、RRC接続確立メッセージ、アタッチおよび認証メッセージ、無線ベアラセット
アップメッセージなどを含む、1つまたは複数のメッセージを交換することを通して、第1
のUEとの通信を確立することができる。
【００７６】
　ブロック1104で、スケジューリングエンティティは、第2のヌメロロジーを利用して、
第2のUEとの通信を確立するために、第2のヌメロロジーブロック342を利用し得る。スケ
ジューリングエンティティは、第2のUEとの通信を確立するために、第1のUEのために使用
されるものと同様の手順を利用し得る。第2のヌメロロジーは、第2のヌメロロジーのサブ
キャリア間隔が第1のヌメロロジーの正の整数の倍数であるように、第1のヌメロロジーか
らスケーリングされ得る。たとえば、第2のヌメロロジーは、図6～図10に関して上記で説
明したようなスケーリングされたヌメロロジー(たとえば、F1およびF2)のうちのいずれか
であり得る。
【００７７】
　ブロック1106で、スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジーの各シンボル
のシンボル長が、第2のヌメロロジーの2つ以上の対応するシンボルのシンボル長の和に等
しくなるように、第1のヌメロロジーおよび第2のヌメロロジーを含むスロットを利用して
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、第1のUEおよび第2のUEと通信するために、通信ブロック344を利用し得る。いくつかの
例では、スケジューリングエンティティは、図6～図10に示された例と同様に、FDMまたは
TDMを使用して、スロット内で第1のヌメロロジーと第2のヌメロロジーとを多重化し得る
。
【００７８】
　一例では、第1のヌメロロジーの各シンボル(たとえば、F0のS0)のシンボル境界が、第2
のヌメロロジーの2つ以上の対応するシンボル(たとえば、F1のS1およびS0)のシンボル境
界に整合される。一例では、第1のヌメロロジーまたは第2のヌメロロジーのシンボルは、
同じヌメロロジーの他のシンボルのシンボル長とは異なるシンボル長を有し、他のシンボ
ルは均一の長さを有し得る。一例では、第1のヌメロロジーまたは第2のヌメロロジーの2
つ以上のシンボルは、同じヌメロロジーの他のシンボルのシンボル長とは異なる、同じシ
ンボル長(たとえば、図7におけるF1のS0およびS1)を有する。一例では、第1のヌメロロジ
ーまたは第2のヌメロロジーは、2つ以上の異なるサイクリックプレフィックス持続時間を
使用する。すなわち、同じヌメロロジーのシンボルは、異なるサイクリックプレフィック
ス持続時間を有し得る。
【００７９】
　図12は、本開示のいくつかの態様による、スロット内で複数のヌメロロジーを多重化す
るためのワイヤレス通信方法1200を示すフローチャートである。通信方法1200は、図1～
図4、図6、および図8に示されたスケジュールドエンティティおよび/またはスケジューリ
ングエンティティのいずれかによって実行され得る。いくつかの例では、スケジュールド
エンティティは、以下でより詳細に説明する図12の方法を使用して、均一および不均一な
シンボル持続時間のための複数のヌメロロジーの間のシンボル境界整合を達成することが
できる。
【００８０】
　ブロック1202で、スケジューリングエンティティ300は、第1のヌメロロジーを利用して
、第1のUEとの通信を確立するために、第1のヌメロロジーブロック340を利用し得る。た
とえば、第1のヌメロロジーは、図6～図10に関して上記で説明したようなベースヌメロロ
ジー(F0)であり得る。スケジューリングエンティティは、たとえば、ランダムアクセスメ
ッセージ、RRC接続確立メッセージ、アタッチおよび認証メッセージ、無線ベアラセット
アップメッセージなどを含む、1つまたは複数のメッセージを交換することを通して、第1
のUEとの通信を確立することができる。
【００８１】
　ブロック1204で、スケジューリングエンティティは、第2のヌメロロジーを利用して、
第2のUEとの通信を確立するために、第2のヌメロロジーブロック342を利用し得る。スケ
ジューリングエンティティは、第2のUEとの通信を確立するために、第1のUEのために使用
されるものと同様の手順を利用し得る。第2のヌメロロジーは、第2のヌメロロジーのサブ
キャリア間隔が第1のヌメロロジーの正の整数の倍数であるように、第1のヌメロロジーか
らスケーリングされる。たとえば、第2のヌメロロジーは、図6～図10に関して上記で説明
したようなスケーリングされたヌメロロジー(たとえば、F1およびF2)のうちのいずれかで
あり得る。
【００８２】
　ブロック1206で、スケジューリングエンティティは、第1のヌメロロジーおよび第2のヌ
メロロジーを含むスロットを利用して、第1のUEおよび第2のUEと通信するために、通信ブ
ロック344を利用し得る。スロットは、UL部分と、DL部分と、UL部分とDL部分との間のガ
ード期間(GP)とを含み、たとえば、上記の図9～図10に関して説明したように、GPが第1の
ヌメロロジーと第2のヌメロロジーとの間のシンボル長の不一致を吸収するようにする。
【００８３】
　一構成では、ワイヤレス通信のための装置300は、図6～図12に関して説明したような方
法およびプロセスを実行するための手段を含む。一態様では、上述の手段は、上述の手段
によって記載された機能を実行するように構成された図3からの本発明が存在するプロセ
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ッサ304であり得る。別の態様では、上述の手段が、上述の手段によって記載された機能
を実行するように構成された回路または任意の装置であってよい。
【００８４】
　当然、上記の例では、プロセッサ304内に含まれる回路は、単に一例として提供されて
いるにすぎず、説明した機能を実行するための他の手段は、限定はしないが、コンピュー
タ可読記憶媒体306、あるいは、図1～図4、図6、および/または図8のうちの任意のものに
記載され、たとえば図11および/または図12に関して本明細書で説明するプロセスおよび/
またはアルゴリズムを利用する任意の他の好適な装置または手段内に記憶される命令を含
む、本開示の様々な態様内に含まれ得る。
【００８５】
　ワイヤレス通信ネットワークのいくつかの態様が、例示的な実装形態を参照しながら提
示されてきた。当業者が容易に諒解するように、本開示の全体にわたって説明した様々な
態様は、他の電気通信システム、ネットワークアーキテクチャ、および通信規格に拡張さ
れ得る。
【００８６】
　例として、様々な態様は、ロングタームエボリューション(LTE)、発展型パケットシス
テム(EPS)、ユニバーサルモバイル電気通信システム(UMTS)、および/またはモバイル用グ
ローバルシステム(GSM(登録商標))など、3GPPによって定義された他のシステム内で実装
され得る。様々な態様はまた、CDMA2000および/またはエボリューションデータオプティ
マイズド(EV-DO)など、第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって定義され
たシステムにも拡張され得る。他の例は、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE
802.20、ウルトラワイドバンド(UWB)、Bluetooth(登録商標)を採用するシステム、および
/または他の好適なシステム内で実装され得る。採用される実際の電気通信規格、ネット
ワークアーキテクチャ、および/または通信規格は、特定の適用例およびシステムに課さ
れる全体的な設計制約に依存する。
【００８７】
　本開示内では、「例示的」という単語は、「例、事例、または例示としての役割を果た
す」ことを意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明したいかなる実
装形態または態様も、必ずしも本開示の他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈
されるべきでない。同様に、「態様」という用語は、本開示のすべての態様が、説明した
特徴、利点、または動作モードを含むことを必要としない。「結合される」という用語は
、2つの物体間の直接的または間接的な結合を指すために本明細書において使用される。
たとえば、物体Aが物体Bに物理的に接触し、物体Bが物体Cに接触する場合、物体AとCはや
はり、直接的に物理的に互いに接触しない場合であっても、互いに結合されると見なされ
ることがある。たとえば、第1の物体が第2の物体と決して直接的に物理的に接触しないと
しても、第1の物体は第2の物体に結合され得る。「回路(circuit)」および「回路(circui
try)」という用語は広く使用され、電子回路のタイプに関して限定せずに、接続され構成
されると、本開示で説明する機能の実行を可能にする電気デバイスおよび導体のハードウ
ェア実装形態、ならびに、プロセッサによって実行されると、本開示で説明する機能の実
行を可能にする情報および命令のソフトウェア実装形態の両方を含むものとする。
【００８８】
　図1～図12に示された構成要素、ステップ、特徴、および/または機能のうちの1つまた
は複数は、単一の構成要素、ステップ、特徴、または機能に再編成され、かつ/または組
み合わせられ、あるいは、いくつかの構成要素、ステップ、または機能において具現化さ
れ得る。また、本明細書で開示した新規の特徴から逸脱することなく、追加の要素、構成
要素、ステップ、および/または機能が追加され得る。図1～図12に示された装置、デバイ
ス、および/または構成要素は、本明細書で説明する方法、特徴、またはステップのうち
の1つまたは複数を実行するように構成され得る。また、本明細書で説明した新規のアル
ゴリズムは、ソフトウェアにおいて効率的に実装され、かつ/またはハードウェアに組み
込まれ得る。
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【００８９】
　開示した方法におけるステップの特定の順序または階層は、例示的なプロセスを示すも
のと理解されたい。設計上の選好に基づいて、方法におけるステップの特定の順序または
階層が並べ替えられ得ることが理解される。添付の方法クレームは、例示的な順序で様々
なステップの要素を提示し、そこで特に記載されない限り、提示された特定の順序または
階層に限定されることを意味しない。
【００９０】
　上述の説明は、本明細書で説明した様々な態様を当業者が実践できるようにするために
提供される。これらの態様への様々な変更が当業者には容易に明らかになり、本明細書で
規定された一般原理は他の態様に適用されてもよい。したがって、特許請求の範囲は本明
細書で示した態様に限定されるものではなく、特許請求の範囲の文言と一致する完全な範
囲を与えられるべきであり、単数形での要素への言及は、そのように明記されていない限
り「唯一無二の」ではなく、むしろ「1つまたは複数の」を意味することを意図する。別
段に明記されていない限り、「いくつか(some)」という用語は、1つまたは複数を指す。
項目の列挙「のうちの少なくとも1つ」を指す句は、単一のメンバーを含むそれらの項目
の任意の組合せを指す。一例として、「a、b、またはcのうちの少なくとも1つ」は、a、b
、c、aおよびb、aおよびc、bおよびc、ならびにa、bおよびcを包含することを意図してい
る。当業者に知られているか、または後に知られることになる、本開示を通じて説明した
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同等物は、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ことが意図される。その上、本明
細書に開示するものはいずれも、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。請求項のいかなる要素も
、「のための手段」という句を使用して要素が明示的に列挙されていない限り、または方
法クレームの場合、「のためのステップ」という句を使用して要素が列挙されていない限
り、米国特許法第112条(f)の規定の下で解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【００９１】
　　100　無線アクセスネットワーク、ネットワーク
　　102　マクロセル、セル、サービングセル
　　104　マクロセル、セル
　　106　マクロセル、セル、ネイバーセル
　　108　スモールセル、セル
　　110　高電力基地局、基地局、サービング基地局
　　112　高電力基地局、基地局
　　114　第3の高電力基地局、高電力基地局、基地局
　　116　リモートラジオヘッド(RRH)、RRH、基地局
　　118　低電力基地局、基地局
　　120　クアッドコプター、ドローン、モバイル基地局、基地局
　　122、124、126、128、130、132、134、136、140、142、204a、204b　UE
　　127　ピアツーピア(P2P)またはサイドリンク信号
　　138　UE、スケジューリングエンティティ
　　202　スケジューリングエンティティ
　　204、400　スケジュールドエンティティ
　　206　トラフィック、ダウンリンクトラフィック
　　208　ダウンリンク制御情報、制御情報
　　210　アップリンクトラフィック
　　212　アップリンク制御情報、制御情報、制御チャネル
　　300　スケジューリングエンティティ、装置
　　302、402　バス
　　304、404　プロセッサ
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　　305、405　メモリ
　　306　コンピュータ可読媒体、コンピュータ可読記憶媒体
　　308、408　バスインターフェース
　　310、410　トランシーバ
　　312、412　ユーザインターフェース
　　314、414　処理システム
　　340　第1のヌメロロジーブロック
　　342　第2のヌメロロジーブロック
　　344　通信ブロック
　　352　第1のヌメロロジーコード
　　354　第2のヌメロロジーコード
　　356、452　通信コード
　　406　コンピュータ可読媒体
　　440　通信回路
　　442　処理回路
　　454　処理コード
　　500　ベースヌメロロジーリソースグリッド、ベースヌメロロジー、リソースグリッ
ド
　　502　スケーリングされたヌメロロジーリソースグリッド、リソースグリッド、スケ
ーリングされたヌメロロジー
　　600　第1の持続期間
　　602　第1のUE
　　604、804　基地局
　　606　第2のUE
　　608　第3のUE
　　610　CP(サイクリックプレフィックス)
　　702　周波数分割多重化(FDM)
　　704　時分割多重化(TDM)
　　802　第1のUE、UE
　　806　第2のUE、UE
　　808　第3のUE、UE
　　810　最初のシンボル
　　902　UL中心スロット、TDD UL中心スロット
　　904　ULデータ、ULデータ部分
　　912　共通DLバースト、共通DL部分、DL部分
　　914、1016　GP
　　1002　DL中心スロット、TDD DL中心スロット
　　1004　DLデータ、DL部分、DLデータ部分
　　1006　共通ULバースト、共通UL部分
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