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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるモバイルデバイスでのワイヤレス通
信の方法であって、
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信することと、
　前記第１の持続時間ＴＴＩ中に、前記第１の持続時間ＴＴＩを使用する送信のシーケン
スに対応するパターンのインジケータを備える制御メッセージを受信することと、ここに
おいて、送信の前記シーケンスが、データ送信および基準信号送信を備え、
　前記シーケンスを受信することと、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別することと、
　前記パターンを使用して送信の前記シーケンスを復号することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記パターンを識別することが、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンの所定のセットから前記パタ
ーンを選択すること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスとの接続を確
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立することをさらに備え、ここにおいて、前記制御メッセージが前記モバイルデバイスか
ら受信される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記送信シーケンスが第１の持続時間ＴＴＩのセットを備え、ここにおいて、第１の持
続時間ＴＴＩの前記セットの各ＴＴＩがシンボル期間を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記制御メッセージが、
　デバイスツーデバイスリンク制御メッセージ、または
　リソースブロック割当て、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）、タイミングアドバ
ンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、または時間リソース割振り、あるいはそれらの任
意の組合せ
　のいずれかを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　基地局から品質報告についての要求を受信することと、
　前記要求に応答して前記基地局に前記品質報告を送信することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の持続時間ＴＴＩを使用して動作するようにとの指示を前記基地局から受信す
ることをさらに備え、ここにおいて、前記指示が前記品質報告に応答する、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおける第１のモバイルデバイスでのワイヤ
レス通信の方法であって、
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を送信することと、
　前記第１の持続時間ＴＴＩ中に、前記第１の持続時間ＴＴＩを使用する送信のシーケン
スに対応するパターンのインジケータを備えるダウンリンク制御メッセージを受信するこ
とと、ここにおいて、送信の前記シーケンスが、データ送信および基準信号送信を備え、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別することと、
　前記第１の持続時間ＴＴＩ中に、前記インジケータを備える制御メッセージを送信する
ことと、
　前記パターンに少なくとも部分的に基づいて前記シーケンスを送信することと
　を備える、方法。
【請求項９】
　データおよび基準信号送信の前記シーケンスが、
　第１の持続時間ＴＴＩのセット、ここにおいて、第１の持続時間ＴＴＩの前記セットの
各ＴＴＩがシンボル期間を備える、または
　データ再送信に対応する２つまたはそれ以上のＴＴＩ
　を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいて第２のモバイルデバイスとの接
続を確立することをさらに備え、ここにおいて、前記制御メッセージが前記第２のモバイ
ルデバイスに送信される、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シーケンスのデータシンボルが前記制御メッセージを備える、請求項１または８に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記ダウンリンク制御メッセージが、リソースブロック割当て、変調およびコーディン
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グ方式（ＭＣＳ）、タイミングアドバンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、または時間
リソース割振り、あるいはそれらの任意の組合せを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　基地局に、前記第１のモバイルデバイスとの接続のための所望のモバイルデバイスを示
すシグナリングを送信することと、
　前記シグナリングに応答して前記基地局から前記接続のための確認メッセージを受信す
ることと、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記所望のモバイルデバイスとの前記
接続を使用して送信される、
　をさらに備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるモバイルデバイスでのワイヤレス通
信のための装置であって、
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信するための手段と、
　前記第１の持続時間ＴＴＩ中に、前記第１の持続時間ＴＴＩを使用する送信のシーケン
スに対応するパターンのインジケータを備える制御メッセージを受信するための手段と、
ここにおいて、送信の前記シーケンスが、データ送信および基準信号送信を備え、
　前記シーケンスを受信するための手段と、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別するための手段と
、
　前記パターンを使用して送信の前記シーケンスを復号するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１５】
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるモバイルデバイスでのワイヤレス通
信のための装置であって、
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信するための手段と、
　前記第１の持続時間ＴＴＩ中に、前記第１の持続時間ＴＴＩを使用する送信のシーケン
スに対応するパターンのインジケータを備えるダウンリンク制御メッセージを受信するた
めの手段と、ここにおいて、送信の前記シーケンスが、データ送信および基準信号送信を
備え、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別するための手段と
、
　前記第１の持続時間ＴＴＩ中に、前記インジケータを備える制御メッセージを送信する
ための手段と、
　前記パターンに少なくとも部分的に基づいて前記シーケンスを送信するための手段と
　を備える、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年７月１６日に出
願された、「Low Latency Device-to-Device Communication」と題する、Ｐａｔｅｌらに
よる米国仮特許出願第６２／１９３，３４０号、および２０１６年５月２５日に出願され
た、「Low Latency Device-to-Device Communication」と題する、Ｐａｔｅｌらによる米
国特許出願第１５／１６４，６３２号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]以下は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、低レイテンシおよびデバ
イスツーデバイス通信に関する。
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【０００３】
　[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
り得る。そのような多元接続システムの例としては、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）システムがある。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信
規格において採用されている。例示的な電気通信規格はロングタームエボリューション（
ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、スペクトル効率を改善し、コストを低下させ、
サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、他のオープン規格とより良く一体化する
ように設計される。ＬＴＥは、ダウンリンク（ＤＬ）上でＯＦＤＭＡを使用し、アップリ
ンク（ＵＬ）上でシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用し、多
入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用し得る。（ＬＴＥシステムを含む）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サポートする、いくつかの基地局を含
み得る。
【０００５】
　[0005]いくつかのワイヤレスシステムは、ＵＥが、基地局など、中心ノードへの中間接
続なしに互いに直接通信することを可能にし得る、デバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信
をサポートし得る。いくつかの場合には、ＵＥは互いに制御およびデータ送信を送り得る
。これらの送信は、システムにおいて採用される送信時間間隔（ＴＴＩ：transmission t
ime interval）構成に応じて、アップリンクおよびダウンリンク送信に対して送信間にか
なりのレイテンシを有し得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]ワイヤレス通信システムは、データおよび基準信号のあらかじめ定義されたパタ
ーンを使用する低レイテンシ通信のために構成され得る。システムは、異なる長さの複数
の送信時間間隔（ＴＴＩ）を用いた動作をサポートし得る。例として、システムは、別の
ＴＴＩ持続時間よりも著しく（たとえば、１桁だけ）短いあるＴＴＩ持続時間をサポート
し得る。基地局は、ユーザ機器（ＵＥ）との、または２つのＵＥ間の通信を開始し得、Ｕ
Ｅは、データおよび基準信号の示されたパターンを使用して、基地局と、または互いと通
信し得る。基地局は、パターンのセットから選択された送信パターンを示すダウンリンク
制御メッセージを送り得る。ＵＥは、インジケータに基づいてパターンを識別し、パター
ンに基づいてデータおよび基準信号のシーケンスを復号し得る。いくつかの例では、シー
ケンスは、他のＴＴＩよりも短い持続時間を有し得る、ＴＴＩのセットを含み得る。ＵＥ
からの送信は、システムによってサポートされる短い持続時間ＴＴＩを使用し得、いくつ
かの場合には、ダウンリンク制御メッセージは、比較的より長い持続時間ＴＴＩを使用し
得る。
【０００７】
　[0007]ワイヤレス通信の方法が説明される。たとえば、本方法は、第１の持続時間送信
時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩとをサポ
ートするシステムにおいて採用され得る。本方法は、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデ
ータおよび基準信号送信のシーケンスに対応するパターンのインジケータを備える制御メ
ッセージを受信することを含み得る。本方法は、インジケータに少なくとも部分的に基づ
いてパターンを識別することと、パターンを使用してデータおよび基準信号送信のシーケ
ンスを復号することとをも含み得る。
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【０００８】
　[0008]ワイヤレス通信のための装置が説明される。たとえば、本装置は、第１の持続時
間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩと
をサポートするシステムにおいて採用され得る。本装置は、第１の持続時間ＴＴＩを使用
するデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応するパターンのインジケータを備える
制御メッセージを受信するための手段と、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパ
ターンを識別するための手段と、パターンを使用してデータおよび基準信号送信のシーケ
ンスを復号するための手段とを含み得る。
【０００９】
　[0009]ワイヤレス通信のためのさらなる装置が説明される。たとえば、本装置は、第１
の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間
ＴＴＩとをサポートするシステムにおいて採用され得る。本装置は、プロセッサと、プロ
セッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶され、動作可能な命令とを含み得る。
命令は、本装置に、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信のシーケ
ンスに対応するパターンのインジケータを備える制御メッセージを受信することと、イン
ジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンを識別することと、パターンを使用して
データおよび基準信号送信のシーケンスを復号することとを行わせるためにプロセッサに
よって実行可能であり得る。
【００１０】
　[0010]また、ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体
が説明される。たとえば、コードは、第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持
続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるワイ
ヤレス通信に関し得る。コードは、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信
号送信のシーケンスに対応するパターンのインジケータを備える制御メッセージを受信す
ることと、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンを識別することと、パタ
ーンを使用してデータおよび基準信号送信のシーケンスを復号することとを行うために実
行可能な命令を含み得る。
【００１１】
　[0011]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、パターンを識別することは、インジケータに少なくとも部分的に基づいて
パターンの所定のセットからパターンを選択することを備える。追加または代替として、
いくつかの例は、第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信するためのプロセ
ス、特徴、手段、または命令を含み得、ここにおいて、制御メッセージは第１の持続時間
ＴＴＩ中に受信される。
【００１２】
　[0012]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例は、同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスとの接
続を確立するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、ここにおいて、
制御メッセージはモバイルデバイスから受信される。追加または代替として、いくつかの
例では、シーケンスは第１の持続時間ＴＴＩのセットを備え、ここにおいて、第１の持続
時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩは、シンボル期間を備え、データまたは基準信号のいずれ
かを含み得る。
【００１３】
　[0013]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはシンボル期間を備える。追加
または代替として、いくつかの例では、シーケンスのデータシンボルは制御メッセージを
備える。
【００１４】
　[0014]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、データおよび基準信号送信のシーケンスは、データ再送信に対応する２つ
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またはそれ以上のＴＴＩを備える。追加または代替として、いくつかの例では、制御メッ
セージは、リソースブロック割当て、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）、タイミン
グアドバンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、または時間リソース割振り、あるいはそ
れらの任意の組合せを備える。
【００１５】
　[0015]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例は、基地局から品質報告についての要求を受信することと、要求に応答して基地
局に品質報告を送信することとを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに
含み得る。追加または代替として、いくつかの例は、第１の持続時間ＴＴＩを使用して動
作するようにとの指示を基地局から受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を
含み得、ここにおいて、指示は品質報告に応答する。
【００１６】
　[0016]ワイヤレス通信のさらなる方法が説明される。たとえば、本方法は、第１の持続
時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩ
とをサポートするシステムにおいて採用され得る。本方法は、第１の持続時間ＴＴＩを使
用するデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応するパターンのインジケータを備え
るダウンリンク制御メッセージを受信することを含み得る。本方法は、インジケータに少
なくとも部分的に基づいてパターンを識別することと、パターンに少なくとも部分的に基
づいてデータおよび基準信号のシーケンスを送信することとをも含み得る。いくつかの例
では、本方法は、インジケータを含む制御メッセージを送信することを含む。
【００１７】
　[0017]ワイヤレス通信のための装置が説明される。たとえば、本装置は、第１の持続時
間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩと
をサポートするシステムにおいて採用され得る。本装置は、第１の持続時間ＴＴＩを使用
するデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応するパターンのインジケータを備える
ダウンリンク制御メッセージを受信するための手段を含み得る。本装置は、インジケータ
に少なくとも部分的に基づいてパターンを識別するための手段と、パターンに少なくとも
部分的に基づいてデータおよび基準信号のシーケンスを送信するための手段とをも含み得
る。いくつかの例では、本装置は、インジケータを含む制御メッセージを送信するための
手段を含む。
【００１８】
　[0018]ワイヤレス通信のためのさらなる装置が説明される。たとえば、本装置は、第１
の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間
ＴＴＩとをサポートするシステムにおいて採用され得る。本装置は、プロセッサと、プロ
セッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プ
ロセッサによって実行されたとき、本装置に、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータお
よび基準信号送信のシーケンスに対応するパターンのインジケータを備えるダウンリンク
制御メッセージを受信することと、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターン
を識別することと、パターンに少なくとも部分的に基づいてデータおよび基準信号のシー
ケンスを送信することとを行わせるために動作可能であり得る。いくつかの例では、その
命令は、デバイスにインジケータを含む制御メッセージを送信させるためにプロセッサに
よって実行可能であり得る。
【００１９】
　[0019]ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体が説明
される。たとえば、コードは、第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間
ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるワイヤレス
通信に関し得る。コードは、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信
のシーケンスに対応するパターンのインジケータを備えるダウンリンク制御メッセージを
受信することと、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンを識別することと
、パターンに少なくとも部分的に基づいてデータおよび基準信号のシーケンスを送信する
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こととを行うために実行可能な命令を含み得る。いくつかの例では、命令は、インジケー
タを含む制御メッセージを送信するために実行可能である。
【００２０】
　[0020]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、パターンを識別することは、インジケータに少なくとも部分的に基づいて
パターンの所定のセットからパターンを選択することを備える。追加または代替として、
いくつかの例は、第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を送信するためのプロセ
ス、特徴、手段、または命令を含み得、ここにおいて、制御メッセージは第１の持続時間
ＴＴＩ中に送信される。
【００２１】
　[0021]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例は、同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスとのサ
イドリンク接続を確立するためのプロセス、特徴、手段、または命令をさらに含み得、こ
こにおいて、制御メッセージはモバイルデバイスに送信される。追加または代替として、
いくつかの例では、シーケンスは第１の持続時間ＴＴＩのセットを備え、ここにおいて、
第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩは、シンボル期間を備え、データまたは基準信
号のいずれかを含み得る。
【００２２】
　[0022]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはシンボル期間を備える。追加
または代替として、いくつかの例では、シーケンスのデータシンボルは制御メッセージを
備える。
【００２３】
　[0023]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、データおよび基準信号送信のシーケンスは、データ再送信に対応する２つ
またはそれ以上のＴＴＩを備える。追加または代替として、いくつかの例では、ダウンリ
ンク制御メッセージは、リソースブロック割当て、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ
）、タイミングアドバンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、または時間リソース割振り
、あるいはそれらの任意の組合せを備える。
【００２４】
　[0024]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例は、基地局に、サイドリンク接続のための所望のモバイルデバイスを示すシグナ
リングを送信することと、シグナリングに応答して基地局からサイドリンク接続のための
確認メッセージを受信することとを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令をさら
に含み得、ここにおいて、制御メッセージは、所望のモバイルデバイスとのサイドリンク
接続を使用して送信される。追加または代替として、いくつかの例では、確認メッセージ
は、所望のモバイルデバイスがしきい値を上回るリンク品質を有することに少なくとも部
分的に基づく。
【００２５】
　[0025]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、確認メッセージは、所望のモバイルデバイスに関連する推定された信号強
度を備える。
【００２６】
　[0026]ワイヤレス通信の別の方法が説明される。たとえば、本方法は、第１の持続時間
送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩとを
サポートするシステムにおいて採用され得る。本方法は、第１のモバイルデバイスに、お
よび第２のモバイルデバイスにサイドリンク開始信号を送信することと、第１のモバイル
デバイスから第２のモバイルデバイスへのデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応
するパターンを決定することとを含み得る。データおよび基準信号送信のシーケンスは、
第１の持続時間ＴＴＩを使用し得る。本方法は、第１のモバイルデバイスにダウンリンク
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制御メッセージを送信することをも含み得、ダウンリンク制御メッセージはパターンのイ
ンジケータを備える。
【００２７】
　[0027]ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。たとえば、本方法は、第１の持
続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴ
Ｉとをサポートするシステムにおいて採用され得る。本装置は、第１のモバイルデバイス
に、および第２のモバイルデバイスにサイドリンク開始信号を送信するための手段と、第
１のモバイルデバイスから第２のモバイルデバイスへのデータおよび基準信号送信のシー
ケンスに対応するパターンを決定するための手段とを含み得る。データおよび基準信号送
信のシーケンスは、第１の持続時間ＴＴＩを使用し得る。本装置は、第１のモバイルデバ
イスにダウンリンク制御メッセージを送信するための手段をも含み得、ダウンリンク制御
メッセージはパターンのインジケータを備える。
【００２８】
　[0028]ワイヤレス通信のためのさらなる装置が説明される。たとえば、本方法は、第１
の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間
ＴＴＩとをサポートするシステムにおいて採用され得る。本装置は、プロセッサと、プロ
セッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。命令は、プ
ロセッサによって実行されたとき、本装置に、第１のモバイルデバイスに、および第２の
モバイルデバイスにサイドリンク開始信号を送信することと、第１のモバイルデバイスか
ら第２のモバイルデバイスへのデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応するパター
ンを決定することとを行わせるために動作可能であり得る。データおよび基準信号送信の
シーケンスは、第１の持続時間ＴＴＩを使用し得る。命令はまた、本装置に、第１のモバ
イルデバイスにダウンリンク制御メッセージを送信させるために実行可能であり得、ダウ
ンリンク制御メッセージはパターンのインジケータを備える。
【００２９】
　[0029]ワイヤレス通信のためのコードを記憶する別の非一時的コンピュータ可読媒体が
説明される。たとえば、コードは、第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と第１の持続
時間ＴＴＩよりも大きい第２の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるワイヤ
レス通信に関し得る。コードは、第１のモバイルデバイスに、および第２のモバイルデバ
イスにサイドリンク開始信号を送信することと、第１のモバイルデバイスから第２のモバ
イルデバイスへのデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応するパターンを決定する
こととを行うために実行可能な命令を含み得る。データおよび基準信号送信のシーケンス
は、第１の持続時間ＴＴＩを使用し得る。コードはまた、第１のモバイルデバイスにダウ
ンリンク制御メッセージを送信するために実行可能であり得、ダウンリンク制御メッセー
ジはパターンのインジケータを備える。
【００３０】
　[0030]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例は、第２のモバイルデバイスに品質報告についての要求を送信することと、要求
に応答して第２のモバイルデバイスから品質報告を受信することとを行うためのプロセス
、特徴、手段、または命令をさらに含み得る。追加または代替として、いくつかの例は、
第１のモバイルデバイスと第２のモバイルデバイスとの間のサイドリンクが第１の持続時
間ＴＴＩを使用する通信のための基準を満たすと決定するためのプロセス、特徴、手段、
または命令を含み得、ここにおいて、サイドリンク開始信号は、サイドリンクが基準を満
たすという決定に少なくとも部分的に基づいて送信される。
【００３１】
　[0031]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、ダウンリンク制御メッセージは、時間リソース割振り、復調基準信号（Ｄ
ＭＲＳ）サイクリックシフト情報、送信電力制御パラメータ、周波数ホッピングパラメー
タ、またはリソースブロック割振り、あるいはそれらの任意の組合せを備える。追加また
は代替として、いくつかの例では、時間リソース割振りは、データおよび基準信号送信の
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シーケンスのためのパターンの指示を備える。
【００３２】
　[0032]本明細書で説明される方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、シーケンスは第１の持続時間ＴＴＩのセットを備え、ここにおいて、第１
の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩは、シンボル期間を備え、データまたは基準信号の
いずれかを含み得る。追加または代替として、いくつかの例では、ダウンリンク制御メッ
セージは第２の持続時間ＴＴＩ中に送信される。
【００３３】
　[0033]本開示の態様は、以下の図を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】[0034]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレス
通信システムの一例を示す図。
【図２】[0035]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレス
通信システムの一例を示す図。
【図３Ａ】[0036]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするシステム
における送信のシンボルマッピングの例を示す図。
【図３Ｂ】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするシステムにおけ
る送信のシンボルマッピングの例を示す図。
【図４】[0037]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするシステムに
おけるプロセスフローの一例を示す図。
【図５】[0038]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレス
デバイスのブロック図。
【図６】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレスデバイ
スのブロック図。
【図７】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレスデバイ
スのブロック図。
【図８】[0039]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートする、ユーザ機
器（ＵＥ）を含む、システムのブロック図。
【図９】[0040]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレス
デバイスのブロック図。
【図１０】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレスデバ
イスのブロック図。
【図１１】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレスデバ
イスのブロック図。
【図１２】[0041]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートする、基地局
を含む、システムのブロック図。
【図１３】[0042]本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法を示す図。
【図１４】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法を示す図。
【図１５】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法を示す図。
【図１６】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法を示す図。
【図１７】本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　[0043]いくつかのワイヤレスシステムは、ユーザ機器（ＵＥ）が、基地局など、中心デ
バイスへの中間接続なしに互いに直接通信することを可能にし得る、デバイスの間のデバ
イスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信をサポートし得る。システムは、たとえば、システム内
のデバイスによって知られているかまたは認識されているパターンを採用することによっ
て、低レイテンシＤ２Ｄ通信をサポートし得る。さらに、システムは、ＵＥおよび基地局
間の通信のためのシステム内のデバイスの間で知られているパターンを採用し得、それは
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、他のアップリンクおよびダウンリンク通信方式と比較してレイテンシを低減するのを助
け得る。したがって、本明細書で説明される技法は、Ｄ２Ｄ通信のコンテキストにおいて
主に説明されるが、これらの技法は、アップリンクまたはダウンリンク通信に適用可能で
あり、同様に有益であり得る。
【００３６】
　[0044]Ｄ２Ｄでは、あるＵＥは送信ＵＥとして知られ得、別のＵＥは受信ＵＥとして知
られ得る。いくつかの場合には、ＵＥの間の通信のためのＤ２Ｄ構造は、基地局によって
シグナリングされた制御情報を含み得る。たとえば、送信ＵＥは、基地局からダウンリン
ク制御情報（ＤＣＩ：downlink control information）を受信し得、ＤＣＩは、受信ＵＥ
とのＤ２Ｄ通信をサポートする、データおよび基準信号送信のためのパターンを含む、制
御情報を含み得る。送信ＵＥは、サイドリンク制御情報（ＳＣＩ：sidelink control inf
ormation）を、この情報を監視するために上位レイヤによって構成された受信ＵＥに送り
得る。データ送信の構成の後に、送信ＵＥは、１次サイドリンク共有チャネル（ＰＳＳＣ
Ｈ：primary sidelink shared channel）を使用して送信し得る。リソースブロック割振
りは、元のＤＣＩフォーマット許可から来得、送信ＵＥからのＳＣＩフォーマット許可に
おいて複製され得る。受信ＵＥは、ＳＣＩの受信に基づいてＰＳＳＣＨを構成し得る。
【００３７】
　[0045]いくつかの場合には、Ｄ２Ｄ通信リンクをサポートする送信のレイテンシを低減
すること、すなわち、低レイテンシＤ２Ｄ技法を採用することは、データスループットを
増加させ得る。これらの送信は、基地局から送信ＵＥへのＤＣＩフォーマット許可情報の
送信、送信ＵＥによる受信ＵＥへの１次サイドリンク制御チャネル（ＰＳＣＣＨ：primar
y sidelink control channel）ＳＣＩフォーマット許可情報の送信、送信ＵＥによる受信
ＵＥへのＰＳＳＣＨデータの送信を含み得る。これらの送信は、それらが低レイテンシフ
レームワーク内で効率的に扱われるように変更され得る。これは、全体的なレイテンシを
低減するために、ペイロードを変更することと、復調基準信号（ＤＭＲＳ）送信を扱うこ
とと、制御およびデータ送信をコンソリデートすることとを含み得る。
【００３８】
　[0046]本明細書で説明されるシステムを含むシステムは、ＤＣＩフォーマット許可の低
レイテンシ物理ダウンリンク制御チャネル（ｕＰＤＣＣＨ）バージョンを使用することに
よって低レイテンシＤ２Ｄをサポートし得る。これは、低レイテンシＰＳＣＣＨ（ｕＰＳ
ＣＣＨ）制御および低レイテンシＰＳＳＣＨ（ｕＰＳＳＣＨ）データを送るために送信Ｕ
Ｅのために情報を伝達することを含み得る。いくつかの場合には、ｕＰＳＣＣＨ制御デー
タは、ｕＰＳＳＣＨデータと統合または多重化され得、それは、ｕＰＤＣＣＨをｕＰＤＳ
ＣＨと統合することと同様であり得る。さらに、基準信号（たとえば、データおよび復調
基準信号（ＤＭＲＳ）シンボルの既知のパターンのセットへのマッピングを含む、ＤＭＲ
Ｓ使用および再送信の数は、ｕＰＳＣＣＨを用いて示され得る。
【００３９】
　[0047]いくつかの場合には、システムは、Ｄ２Ｄトラフィックの基地局スケジューリン
グを扱うために１つまたは複数のｕＰＤＣＣＨ許可タイプを採用し得る。コンテンツこの
タイプの許可のためのペイロードはまた、低レイテンシプロセスのために簡略化され得る
。たとえば、ホッピング、（割振りマッピングが低レイテンシ物理アップリンク共有チャ
ネル（ｕＰＵＳＣＨ）と同じであり得る）サイドリンク共有チャネルリソースブロック（
ＲＢ）割振り、時間リソース割振り、ＤＭＲＳサイクリックシフト情報、および（たとえ
ば、開ループ電力制御のための）送信電力制御（ＴＰＣ）が、低レイテンシ動作のために
必要に応じて示され得る。
【００４０】
　[0048]以下で説明されるように、ｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳＣＨリソース割振りは、
所与の時間周期性および周波数割振りを用いて、上位レイヤを使用して、定義され得る。
ｕＰＤＣＣＨ上で低レイテンシフォーマット許可を受信すると、送信ＵＥは、次のデータ
リソース割振りの開始時にｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳＣＨ送信を開始し得る。ｕＰＳＣ
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ＣＨ制御情報に関しては、ペイロードは、（たとえば、ｕＰＵＳＣＨアップリンクデータ
送信を割り振ることと同様のフォーマットにおける）リソースブロック割当てと、変調お
よびコーディング方式（ＭＣＳ）と、タイミングアドバンス（たとえば、基地局によって
スケジュールされたＤ２Ｄ送信の場合、タイミングアドバンスは、送信ＵＥタイミングア
ドバンス値に等しいことがある）と、（たとえば、意図された受信ＵＥのための）グルー
プ宛先識別子（ＩＤ）と、（たとえば、低レイテンシプロセスのために変更された）時間
リソース割振りとを含む情報を含んでいることがある。いくつかの場合には、ｕＰＳＣＣ
Ｈペイロードは、ｕＰＵＳＣＨブロック内でインターリーブされ得る。たとえば、Ｄ２Ｄ
リソースプール内の受信ＵＥは、ｕＰＳＣＣＨが送信されたかどうかを決定するためにブ
ラインド復号を実行し得る。データを正常に受信すると、受信ＵＥは、ｕＰＳＣＣＨ制御
情報中に含まれるパラメータに基づいてｕＰＳＳＣＨを抽出し得る。
【００４１】
　[0049]システムは、システム内の状態またはユーザニーズに従って低レイテンシＤ２Ｄ
動作モードをアクティブにするかまたは非アクティブにし得る。通常Ｄ２Ｄ発見動作モー
ド中に、両方のユーザは互いの信号を検知し得る。たとえば、信号強度が、受信信号強度
インジケータ（ＲＳＳＩ）または信号対雑音比（ＳＮＲ）を使用して推定され得、各ＵＥ
によって登録され、基地局にシグナリングされ得る。基地局は送信ＵＥに測定された信号
強度を報告し得る。送信ＵＥは基地局に所望の受信ＵＥを通知し得、基地局は受信ＵＥの
リンク品質を周期的にサンプリングし得る。Ｄ２Ｄリンク品質に基づいて、基地局は、低
レイテンシＤ２Ｄ動作がリンクに好適であるかどうかを決定し得る。さらに、基地局は、
低レイテンシ動作モードが好適であるかどうかを決定するために、信号強度測度が所望の
しきい値を満たすかどうかを決定し得る。次いで、基地局は、所望のしきい値が満たされ
た場合、送信ＵＥおよび受信ＵＥのための低レイテンシＤ２Ｄ動作モードをアクティブに
することができる。
【００４２】
　[0050]上記で説明された本開示の態様は、ワイヤレス通信システムのコンテキストにお
いて以下でさらに説明される。次いで、Ｄ２Ｄ通信のためのＵＥの間のサイドリンクを生
成し、低レイテンシ動作のための送信のためのデータおよび基準信号のパターンを決定お
よび示し、パターンに基づいて受信された送信を復号するための特定の例が説明される。
いくつかの特定の送信パターンが同様に説明される。本開示のこれらおよび他の態様は、
低レイテンシ通信に関係する装置図、システム図、およびフローチャートによってさらに
示され、それらを参照しながら説明される。
【００４３】
　[0051]図１は、本開示の様々な態様による、低レイテンシＤ２Ｄ通信をサポートするワ
イヤレス通信システム１００の一例を示す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局１
０５と、ユーザ機器（ＵＥ）１１５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はロングタームエボリューション（ＬＴＥ）／ＬＴ
Ｅアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）ネットワークであり得る。ワイヤレス通信システム１００
は、１つまたは複数のＵＥ１１５間の低レイテンシデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信
をサポートし得る。たとえば、ＵＥ１１５は、あらかじめ定義されたデータおよび基準信
号パターンに従って低レイテンシＤ２Ｄメッセージを送信し得る。
【００４４】
　[0052]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
ヤレスに通信し得る。各基地局１０５は、それぞれの地理的カバレージエリア１１０に通
信カバレージを与え得る。ワイヤレス通信システム１００に示されている通信リンク１２
５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）送信を含み得る。ＵＥ１１５は、ワイヤレス通
信システム１００全体にわたって分散され得、各ＵＥ１１５は固定または移動であり得る
。ＵＥ１１５は、移動局、加入者局、リモートユニット、ワイヤレスデバイス、アクセス
端末、ハンドセット、ユーザエージェント、クライアント、または何らかの他の好適な用
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語で呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、ワイヤレスモデム、ハンドヘ
ルドデバイス、パーソナルコンピュータ、タブレット、パーソナル電子デバイス、マシン
タイプ通信（ＭＴＣ）デバイスなどでもあり得る。
【００４５】
　[0053]基地局１０５は、コアネットワーク１３０および互いと通信し得る。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）を通して、コアネッ
トワーク１３０とインターフェースし得る。基地局１０５は、直接または間接的にのいず
れかで（たとえば、コアネットワーク１３０を通して）バックホールリンク１３４（たと
えば、Ｘ２など）を介して互いと通信し得る。基地局１０５は、ＵＥ１１５との通信のた
めの無線構成およびスケジューリングを実行し得るか、または基地局コントローラ（図示
せず）の制御下で動作し得る。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り得る。基地局１０５はｅノードＢ（ｅＮＢ）１０５と
呼ばれることもある。
【００４６】
　[0054]サイドリンクと呼ばれることがあるワイヤレス通信リンク１２６はまた、デバイ
スツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信として知られる構成でＵＥ１１５間に確立され得る。Ｄ２
Ｄ通信を利用するＵＥ１１５のグループのうちの１つまたは複数が、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中の他のＵＥ１１５は、セルのカバ
レージエリア１１０外にあるか、またはさもなければ、基地局１０５からの送信を受信す
ることができないことがある。場合によっては、Ｄ２Ｄ通信を介して通信するＵＥ１１５
のグループは、各ＵＥ１１５がグループ中のあらゆる他のＵＥ１１５に送信する１対多（
１：Ｍ）システムを利用し得る。場合によっては、基地局１０５が、Ｄ２Ｄ通信のための
リソースのスケジューリングを促進する。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。
【００４７】
　[0055]ワイヤレスネットワークにアクセスすることを試みるＵＥ１１５は、基地局１０
５からの１次同期信号（ＰＳＳ）を検出することによって、初期セル探索を実行し得る。
ＰＳＳは、スロットタイミングの同期を可能にし得、物理レイヤ識別情報値を示し得る。
次いで、ＵＥ１１５は、２次同期信号（ＳＳＳ）を受信し得る。ＳＳＳは、無線フレーム
同期を可能にし得、セルを識別するための物理レイヤ識別情報値と組み合わせられ得る、
セル識別情報値を与え得る。ＳＳＳはまた、複信モードおよびサイクリックプレフィック
ス長の検出を可能にし得る。時分割複信（ＴＤＤ）システムなど、いくつかのシステムは
、ＳＳＳを送信するが、ＰＳＳを送信しないことがある。ＰＳＳとＳＳＳの両方が、それ
ぞれ、キャリアの中心の６２個と７２個のサブキャリア中にあり得る。ＰＳＳとＳＳＳと
を受信した後に、ＵＥ１１５は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）中で送信さ
れ得る、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）を受信し得る。ＭＩＢは、システム帯域幅情報と
、システムフレーム番号（ＳＦＮ）と、物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ
）構成とを含んでいることがある。ＭＩＢを復号した後に、ＵＥ１１５は、１つまたは複
数のシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信し得る。たとえば、ＳＩＢ１は、セルアクセ
スパラメータと他のＳＩＢのためのスケジューリング情報とを含んでいることがある。Ｓ
ＩＢ１を復号することは、ＵＥ１１５がＳＩＢ２を受信することを可能にし得る。ＳＩＢ
２は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プロシージャと、ページングと、物理アッ
プリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）と、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）
と、電力制御と、ＳＲＳと、セル禁止とに関係する無線リソース制御（ＲＲＣ）構成情報
を含んでいることがある。いくつかの場合には、発見および同期リソースが、低レイテン
シＰＵＳＣＨ（ｕＰＵＳＣＨ）をサポートするように選定または変更され得る。
【００４８】
　[0056]フレーム構造は、物理リソースを編成するために使用され得る。フレームは、１
０ｍｓ間隔であり得、それは、１０個の等しいサイズのサブフレームにさらに分割され得
る。各サブフレームは、２つの連続するタイムスロットを含み得る。各スロットは、６つ
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または７つの直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）シンボル期間を含み得る。リソース
要素は、１つのシンボル期間と１つのサブキャリア（１５ｋＨｚ周波数範囲）とからなる
。リソースブロックは、周波数領域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでおり、各
ＯＦＤＭシンボル中のノーマルサイクリックプレフィックスについて、時間領域（１つの
スロット）中に７つの連続するＯＦＤＭシンボルを含んでおり、すなわち８４個のリソー
ス要素を含んでいることがある。いくつかのリソース要素は、ＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ
）を含み得る。ＤＬ－ＲＳは、セル固有基準信号（ＣＲＳ）と、復調基準信号（ＤＭＲＳ
）と呼ばれることもあるＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）とを含み得る。ＵＥ－ＲＳは、ＰＤ
ＳＣＨに関連するリソースブロック上で送信され得る。各リソース要素によって搬送され
るビット数は、変調方式（各シンボル期間中に選択され得るシンボルの構成）に依存し得
る。したがって、ＵＥが受信するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど
、データレートは高くなり得る。いくつかの場合には、Ｄ２Ｄ通信のための送信における
基準シンボルおよびデータシンボルの様々なパターンが存在し得、基地局はどのパターン
を使用すべきかをシグナリングし得、またはＵＥはどのパターンを使用すべきかを選定し
得る。
【００４９】
　[0057]いくつかの場合には、サブフレームは、ＴＴＩとして知られる、スケジューリン
グの基本的なユニットであり得る。低レイテンシ動作を用いるなど、他の場合には、シン
ボル期間、シンボル期間のペア、またはスロット（すなわち、サブフレームの１／２）な
ど、異なるＴＴＩが使用され得る。したがって、低レイテンシ動作のためのＴＴＩは、他
のＬＴＥ送信構造およびタイミング（たとえば、サブフレーム）に適合するヌメロロジー
を有し得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なる持続時間にわたるＴＴＩ（たとえ
ば、サブフレームの持続時間を有するＴＴＩおよびシンボル期間またはスロットの持続時
間を有するＴＴＩ）を使用して通信をコンカレントにサポートし得る。
【００５０】
　[0058]データは、論理チャネルと、トランスポートチャネルと、物理レイヤチャネルと
に分割され得る。チャネルはまた、制御チャネルとトラフィックチャネルとに分類され得
る。論理制御チャネルは、ページング情報のためのページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）
と、ブロードキャストシステム制御情報のためのブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣ
Ｈ）と、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）スケジュ
ーリングおよび制御情報を送信するためのマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）と、
専用制御情報を送信するための専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）と、ランダムアクセス情報
のための共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）と、専用ＵＥデータのためのＤＴＣＨと、マルチ
キャストデータのためのマルチキャストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）とを含み得る
。ダウンリンク（ＤＬ）トランスポートチャネルは、ブロードキャスト情報のためのブロ
ードキャストチャネル（ＢＣＨ）と、データ転送のためのダウンリンク共有チャネル（Ｄ
Ｌ－ＳＣＨ）と、ページング情報のためのページングチャネル（ＰＣＨ）と、マルチキャ
スト送信のためのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）とを含み得る。アップリンク（ＵＬ
）トランスポートチャネルは、アクセスのためのＲＡＣＨと、データのためのアップリン
ク共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）とを含み得る。ＤＬ物理チャネルは、ブロードキャスト
情報のためのＰＢＣＨと、制御フォーマット情報のための物理制御フォーマットインジケ
ータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）と、制御およびスケジューリング情報のための物理ダウン
リンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）ステータ
スメッセージのためのＰＨＩＣＨと、ユーザデータのための物理ダウンリンク共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）と、マルチキャストデータのための物理マルチキャストチャネル（ＰＭ
ＣＨ）とを含み得る。ＵＬ物理チャネルは、アクセスメッセージのための物理ランダムア
クセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）と、制御データのためのＰＵＣＣＨと、ユーザデータのた
めのＰＵＳＣＨとを含み得る。いくつかの場合には、ＵＥは、上記で説明されたサイドリ
ンク物理チャネルを使用してサイドリンクチャネル上で互いと直接通信し得る。上述のも
のを含むいくつかの物理チャネルは、低レイテンシ動作をサポートし得る。
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【００５１】
　[0059]ＰＤＣＣＨは、９つの論理的に連続するリソース要素グループ（ＲＥＧ）からな
り得る、制御チャネル要素（ＣＣＥ）中でダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を搬送し、こ
こで、各ＲＥＧは４つのリソース要素（ＲＥ）を含んでいる。ＤＣＩは、ＤＬスケジュー
リング割当て、ＵＬリソース許可、送信方式、ＵＬ電力制御、ＨＡＲＱ情報、変調および
コーディング方式（ＭＣＳ）に関する情報、ならびに他の情報を含む。ＤＣＩメッセージ
のサイズおよびフォーマットは、ＤＣＩによって搬送される情報のタイプおよび量に応じ
て異なり得る。たとえば、空間多重化がサポートされる場合、ＤＣＩメッセージのサイズ
は、連続周波数割振りと比較して大きい。同様に、多入力多出力（ＭＩＭＯ）を採用する
システムの場合、ＤＣＩは、追加のシグナリング情報を含まなければならない。ＤＣＩサ
イズおよびフォーマットは、情報の量、ならびに帯域幅、アンテナポートの数、および複
信モードなどのファクタに依存する。特定のＤＣＩフォーマットが、たとえば、低レイテ
ンシ通信を開始するために採用され得る。いくつかの場合には、Ｄ２Ｄ通信のためのＰＳ
ＣＣＨは、基地局１０５から受信されたＰＤＣＣＨに基づき得る。
【００５２】
　[0060]基地局１０５は、特定のＵＥ１１５に（ＵＥ－ＲＳとも呼ばれる）ＤＭＲＳを送
信し得、それらのＵＥ１１５に割り当てられたリソースブロック上でのみ送信され得る。
ＤＭＲＳは、それらが送信される各リソースブロック中の６つのリソース要素上に信号を
含み得る。異なるアンテナポートのためのＤＭＲＳは、それぞれ、同じ６つのリソース要
素を利用し得、（たとえば、異なるリソース要素中で１または－１の異なる組合せで各信
号をマスキングする）異なる直交カバーコードを使用して区別され得る。いくつかの場合
には、ＤＭＲＳの２つのセットは、隣接するリソース要素中で送信され得る。いくつかの
場合には、Ｄ２Ｄ通信のための送信パターンはＤＭＲＳシンボルを伴い得る。
【００５３】
　[0061]ＵＥ１１５は、干渉を緩和し、ＵＬデータレートを改善し、バッテリー寿命を延
長するために、サービング基地局を用いて送信電力を協調させ得る。アップリンク電力制
御は、開ループ機構と閉ループ機構との組合せを含み得る。開ループ電力制御では、ＵＥ
送信電力は、ダウンリンク経路損失の推定値とチャネル構成とに依存する。ネットワーク
が明示的な電力制御コマンドを使用してＵＥ送信電力を直接制御することができる閉ルー
プ電力制御では。開ループ電力制御は初期アクセスのために使用され得るが、開ループ制
御と閉ループ制御の両方はＵＬ制御およびデータ送信のために使用され得る。ＵＥ１１５
は、最大送信電力限界と、ターゲット基地局受信電力と、経路損失と、変調およびコーデ
ィング方式（ＭＣＳ）と、送信のために使用されるリソースの数と、送信データのフォー
マット（たとえば、物理ＵＬ制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）フォーマット）とを考慮に入れ
るアルゴリズムを使用して電力を決定し得る。電力調整は、適宜にＵＥ１１５の送信電力
を漸進的に調整し得る、送信電力コマンド（ＴＰＣ）メッセージを使用して基地局１０５
によって行われ得る。Ｄ２Ｄ通信のためのＴＰＣは、Ｄ２Ｄ固有ＤＣＩ中で、またはＳＣ
Ｉ中で、あるいはその両方中で伝達され得る。
【００５４】
　[0062]いくつかの場合には、ワイヤレス通信システムは、１つまたは複数の拡張コンポ
ーネントキャリア（ＥＣＣ）を利用し得る。ＥＣＣは、フレキシブル帯域幅と、可変長Ｔ
ＴＩと、変更制御チャネル構成とを含む特徴によって特徴づけられ得る。いくつかの場合
には、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性構成（すなわち、
複数のサービングセルが準最適なバックホールリンクを有するとき）に関連し得る。ＥＣ
Ｃ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認可された場合）無認可
スペクトルまたは共有スペクトルにおいて使用するために構成され得る。フレキシブル帯
域幅によって特徴づけられる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ＵＥ１１
５によって利用され得る１つまたは複数のセグメントを含み得る。
【００５５】
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　[0063]したがって、ワイヤレス通信システム１００は、データおよび基準信号の複数の
あらかじめ定義されたパターンを使用することに基づいて低レイテンシ通信をサポートし
得る。たとえば、基地局１０５は、２つのＵＥ１１５間のサイドリンクの品質を示す報告
など、品質報告に基づいて２つのＵＥ１１５間のサイドリンクを開始し得る。基地局１０
５は、パターンのセットから選択された送信パターンを示すダウンリンク制御メッセージ
を送り得る。送信ＵＥ１１５は、受信ＵＥ１１５に送信パターンを示すサイドリンク制御
メッセージを送り得、次いで、パターンに基づいてデータおよび基準信号のシーケンスを
送り得る。受信ＵＥ１１５は、受信されたインジケータに基づいてパターンを識別し、パ
ターンに基づいてデータおよび基準信号のシーケンスを復号し得る。いくつかの例では、
ワイヤレス通信システム１００は、各々がデータまたは基準信号のいずれかを含む、異な
る持続時間のＴＴＩ（たとえば、１０ｍｓ、５ｍｓ、２ｍｓ、１ｍｓなど）上の動作をサ
ポートし得るが、シーケンスは、第１の、比較的短い持続時間ＴＴＩ（たとえば、２ｍｓ
、１つのスロットなど）のセットを含み得る。
【００５６】
　[0064]図２は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレ
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、図１を参照しな
がら説明されたＵＥ１１５基地局１０５の例であり得る、ＵＥ１１５－ａと基地局１０５
－ａとを含み得る。ワイヤレス通信システム２００は、ＵＥ１１５－ａとＵＥ１１５－ｂ
との間の低レイテンシＤ２Ｄ通信および低レイテンシピアツーピア通信をサポートし得る
。ＵＥ１１５－ａは送信ＵＥと呼ばれることがあり、ＵＥ１１５－ｂは受信ＵＥと呼ばれ
ることがある。ＵＥ１１５－ａは、通信リンク１２５－ａによって基地局１０５－ａに接
続され得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５－ｂは、通信リンク１２５－ｂを通して基
地局１０５－ａと通信し得る。ＵＥ１１５－ａは、サイドリンク２０５を通してＵＥ１１
５－ｂとのＤ２Ｄ通信を実行するように構成され得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５
－ｂは、サイドリンク２１０を通してＵＥ１１５－ａに送信し得る。
【００５７】
　[0065]Ｄ２Ｄ接続を確立することは、発見プロセスと同期プロセスとを含み得る。例と
して、発見プロセスは、ユーザタイミングの構成または発見期間の周期性と、ペイロード
コンテンツおよびサイジングと、サブフレームベースのＴｘ／Ｒｘリソースプールの構造
とを含む。周波数ホッピングされた発見リソース割振りの選定が、発見期間ウィンドウ中
の低レイテンシＰＵＳＣＨ（ｕＰＵＳＣＨ）リソースの効率的な使用を可能にし得る。
【００５８】
　[0066]同期プロセスは、１次サイドリンク同期信号または２次サイドリンク同期信号（
ＰＳＳＳ／ＳＳＳＳ）の構成と、物理共有ブロードキャストチャネル（ＰＳＢＣＨ）ペイ
ロードコンテンツと、４０ｍｓ周期性およびタイミングとを含み得る。同期プロセスは、
ＵＥ１１５－ａが発見送信より前に同期信号を送信することをサポートし得る。たとえば
、ＵＥ１１５－ａは、発見送信より前に基地局１０５－ａに同期信号を送信し得る。いく
つかの場合には、同期リソース（たとえば、６つのリソースブロック）が、ｕＰＵＳＣＨ
リソース割振りと効率的に整合され得る。
【００５９】
　[0067]ＵＥ１１５－ａとＵＥ１１５－ｂとの間の通信のためのＤ２Ｄ構造は、基地局１
０５－ａによってスケジュールされた送信を含み得る。基地局１０５－ａからの送信は、
（たとえば、サイドリンク共有チャネルのための）ホッピング特性とＲＢ割振りとを示す
、ＰＤＣＣＨ　ＤＣＩフォーマット（たとえば、Ｄ２Ｄ　ＤＣＩフォーマット５）を含み
得る。この送信は、時間割振りビットマスク（Ｔ－ＲＰＴ）と、（たとえば、開ループ電
力制御のための）送信電力制御（ＴＰＣ）と、制御リソース割振り（たとえば、ＰＳＣＣ
Ｈのための使用可能サブフレームへのマッピング）とをも含み得る。さらに、ＵＥ１１５
－ａは、サイドリンク無線ネットワーク一時識別子（ＳＬ－ＲＮＴＩ：sidelink radio n
etwork temporary identifier）を使用して基地局１０５－ａをリッスンし得る。
【００６０】
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　[0068]ＵＥ１１５－ａは、ＤＣＩを受信し得、ＵＥ１１５－ｂにＰＳＣＣＨを送信し得
る。ＰＳＣＣＨのためのリソースは、上位レイヤシグナリングを用いて基地局１０５－ａ
から通信され、ＵＥ１１５間で伝達された情報を使用して構成され得る。たとえば、時間
に関しては、フレーム時間に対するサブフレーム送信のオフセットおよび周期性が構成さ
れ得、周波数に関しては、制御リソースプールを定義するＲＢのセットが上位レイヤによ
って伝達され得る。ＰＳＣＣＨペイロードは、計算されたＲＢ制御割当てに基づいて送ら
れ得る。いくつかの場合には、ＲＢ送信は、定義された時間および周波数パターンを用い
た周波数ホッピングを使用して、１回繰り返され得る。ＰＳＣＣＨは、意図された受信Ｕ
Ｅ（たとえば、ＵＥ１１５－ｂ）を指定する宛先ＩＤと、周波数リソース割振りと、ホッ
ピング対応フラグと、時間割振りビットマスクと、マスターコントロールシステム（ＭＣ
Ｓ）と、タイミングアドバンス（たとえば、ＵＥ１１５－ａセットはそれのアップリンク
タイミングに基づき得る）とを含み得る、（たとえば、フォーマット０のための）サイド
リンク制御情報（ＳＣＩ）フォーマットペイロードコンテンツを含んでいることがある。
いくつかの場合には、上記の情報は、ＤＣＩフォーマット許可からコピーされ得る。
【００６１】
　[0069]ＵＥ１１５－ｂは、ＰＳＣＣＨ制御領域中の一致する宛先ＩＤを監視するために
上位レイヤによって構成され得る。ＵＥ１１５－ａは、データ送信を構成し、ＰＳＳＣＨ
を使用して送信し得る。ＰＳＳＣＨのためのリソースは上位レイヤシグナリングによって
構成され得、時間リソースはＰＳＣＣＨの直後にくることがある。たとえば、４つの送信
／再送信の複数が行われ、時間リソースビットマスクによって決定され得るサブフレーム
上にスケジュールされ得る。ＲＢ割振りは、元のＤＣＩフォーマット許可から来得、ＵＥ
１１５－ａからのＳＣＩフォーマット許可において複製され得る。ＵＥ１１５－ｂは、Ｓ
ＣＩフォーマットの受信に基づいてＰＳＳＣＨを構成し得る。
【００６２】
　[0070]Ｄ２Ｄ通信リンクをサポートする送信は、デバイスが低レイテンシモードで動作
する間に送られ得る。これらの送信は、基地局１０５－ａからＵＥ１１５－ａへのＤＣＩ
フォーマット許可情報の送信と、ＵＥ１１５－ａによるＵＥ１１５－ｂへのＰＳＣＣＨ　
ＳＣＩフォーマット許可情報の送信と、ＵＥ１１５－ａによるＵＥ１１５－ｂへのＰＳＳ
ＣＨデータの送信とを含み得る。これらの送信は、低レイテンシ動作をサポートするよう
に設計され得る。これは、他の送信と比較して、変更されたペイロードと、ＤＭＲＳ処理
と、コンソリデートされた制御およびデータ送信とを含み得、これらは、全体的なレイテ
ンシを低減し得る。さらに、低レイテンシ動作は、いくつかの例では、４ビット割振り割
当てを必要とする２シンボルＴＴＩおよび２５ＲＢ　ｕＰＵＳＣＨ割当てを採用し得る。
【００６３】
　[0071]上述のように、ＤＣＩフォーマット許可のｕＰＤＣＣＨバージョンを含み得るい
くつかのＤＣＩフォーマットが、低レイテンシ動作をサポートするために使用され得る。
たとえば、ＵＥ１１５－ａがｕＰＳＣＣＨ制御およびｕＰＳＳＣＨデータを送るための情
報は、低レイテンシＤ２Ｄ　ＤＣＩフォーマットにおいて伝達され得る。いくつかの場合
には、ｕＰＳＣＣＨ（すなわち、低レイテンシ制御）は、ｕＰＳＳＣＨ（すなわち、低レ
イテンシデータ）と統合（たとえば、インターリーブ）される。低レイテンシＤＣＩフォ
ーマットはまた、データおよびＤＭＲＳシンボルの既知のパターンのセットへのマッピン
グを含む、ＤＭＲＳ使用およびデータの送信または再送信の数を伝達し得る。データおよ
びリソース信号シーケンスの様々なパターンが、たとえば、ワイヤレス通信システム２０
０中のデバイスに知られているパターンのセットから選択され得る。すべてのパターンが
必ずしも同じ長さのものであるとは限らない。例として、パターンは、以下に示されてい
るように、持続時間における２つのＴＴＩまたは６つのＴＴＩ（たとえば、２つのシンボ
ルまたは６つのシンボル）であり得る。
【００６４】
【数１】
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【００６５】
【数２】

【００６６】
パターンＡは、１つのＤＭＲＳシンボルを伝達し、その後にｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳ
ＣＨデータを含んでいるシンボルが続き得る。パターンＢは、ＤＭＲＳを含んでいる第１
のシンボルと、統合されたｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳＣＨデータを含んでいる第２のシ
ンボルと、ｕＰＳＳＣＨ第１および第２の再送信を含んでいる第３および第４のシンボル
と、ＤＭＲＳを含んでいる第５のシンボルと、ｕＰＳＳＣＨ第３の再送信を含んでいる第
６のシンボルとを含み得る。他のパターンおよびパターンの他の長さも使用され得る。
【００６７】
　[0072]追加または異なるｕＰＤＣＣＨ許可タイプが、Ｄ２Ｄトラフィックの基地局１０
５－ａスケジューリングのために採用され得る。ペイロードコンテンツは、低レイテンシ
プロセスのために簡略化され得る。たとえば、ホッピング、（たとえば、割振りマッピン
グがｕＰＵＳＣＨと同じであり得る）サイドリンク共有チャネルＲＢ割振り、時間リソー
ス割振り、ＤＭＲＳサイクリックシフト情報、および（たとえば、開ループ電力制御のた
めの）ＴＰＣが、低レイテンシ動作のために有益であり得るように含められ得る。時間リ
ソース割振りは、データおよびＤＭＲＳシンボルのパターンにマッピングすることと、デ
ータに対するパイロットトーンのロケーション、データトーンに対するパイロットトーン
の比率、および再送信の数を識別することとを含み得る。
【００６８】
　[0073]ｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳＣＨリソース割振りは、所与の時間周期性および周
波数割振りを用いて、上位レイヤを使用して、定義され得る。ｕＰＤＣＣＨ上で低レイテ
ンシフォーマット許可を受信すると、ＵＥ１１５－ａは、次のデータリソース割振りの開
始時にｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳＣＨ送信を開始し得る。ｕＰＳＣＣＨ制御情報につい
て、ペイロードは、（たとえば、ｕＰＵＳＣＨアップリンクデータ送信を割り振ることと
同様のフォーマットにおける）リソースブロック割当てと、ＭＣＳと、タイミングアドバ
ンス（たとえば、基地局１０５－ａによってスケジュールされたＤ２Ｄ送信の場合、タイ
ミングアドバンスは、ＵＥ１１５－ａ　ＴＡ値に等しいことがある）と、（たとえば、意
図された受信ＵＥのための）グループ宛先ＩＤと、（たとえば、低レイテンシプロセスの
ために変更された）時間リソース割振りとを含む情報を含んでいることがある。いくつか
の場合には、ｕＰＳＣＣＨペイロードは、ｕＰＵＳＣＨブロック内でインターリーブされ
得る。たとえば、Ｄ２Ｄリソースプール内で受信するＵＥ１１５－ｂは、ｕＰＳＣＣＨが
送信されたかどうかを決定するためにブラインド復号を実行し得る。データを正常に受信
すると、ＵＥ１１５－ｂは、ｕＰＳＣＣＨ制御情報中に含まれるパラメータに基づいてｕ
ＰＳＳＣＨを抽出し得る。
【００６９】
　[0074]上記で紹介したように、低レイテンシＤ２Ｄ動作モードは、アクティブまたは非
アクティブにされ得る。Ｄ２Ｄ発見動作モード中に、両方のユーザは互いの信号を検知し
得る。たとえば、信号強度が、ＲＳＳＩまたはＳＮＲを使用して推定され得、ＵＥ１１５
－ａおよびＵＥ１１５－ｂによって登録され、基地局１０５－ａにシグナリングされ得る
。基地局１０５－ａはＵＥ１１５－ａに測定された信号強度を報告し得る。ＵＥ１１５－
ａは基地局１０５－ａに所望の受信ＵＥ（たとえば、ＵＥ１１５－ｂ）を通知し得、基地
局１０５－ａはＵＥ１１５－ｂのリンク品質を周期的にサンプリングし得る。Ｄ２Ｄリン
ク品質（すなわち、サイドリンクチャネル品質）に基づいて、基地局１０５－ａは、低レ
イテンシＤ２Ｄ動作がリンクに好適であるかどうかを決定し得る。さらに、基地局１０５
－ａは、低レイテンシ動作モードが好適であるかどうかを決定するために、信号強度測度
が所望のしきい値を満たすかどうかを決定することができる。次いで、基地局１０５－ａ
は、所望のしきい値が満たされた場合、ＵＥ１１５－ａおよびＵＥ１１５－ｂのための低
レイテンシＤ２Ｄ動作モードをアクティブにし得る。
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【００７０】
　[0075]いくつかの例では、システム２００は、基地局１０５とＵＥ１１５との間の通信
のためのリソースをスケジュールするために低レイテンシＤＣＩフォーマットを使用し得
る。基地局１０５－ａは、ＵＥ１１５－ａとの低レイテンシ通信をスケジュールするため
に制御メッセージ（たとえば、ｕＰＤＣＣＨ）を送り送信し得る。たとえば、ＵＥ１１５
－ａが通信リンク１２５－ａを介してアップリンク制御またはデータ（たとえば、ｕＰＵ
ＣＣＨまたはｕＰＤＳＣＨ）を送るための情報は、リンク１２５－ａを介して基地局１０
５－ａから低レイテンシＤＣＩフォーマットにおいて伝達され得る。低レイテンシＤＣＩ
フォーマットはまた、データおよびＤＭＲＳシンボルの既知のパターンのセットへのマッ
ピングを含む、ＤＭＲＳ使用およびデータの送信または再送信の数を伝達し得る。Ｄ２Ｄ
コンテキストにおいて上記で説明されたように、データおよびリソース信号シーケンスの
様々なパターンが、ワイヤレス通信システム２００中のデバイスに知られているパターン
のセットから選択され得る。上記で説明されたパターンＡおよびパターンＢはそのような
ことの例である。
【００７１】
　[0076]図３Ａおよび図３Ｂは、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポー
トするシンボルマッピング３００の例を示す。シンボルマッピング３００は、ＤＭＲＳ、
ｕＰＳＣＣＨデータ、またはｕＰＳＳＣＨデータ、あるいは再送信からなる、シンボルを
含み得る。
【００７２】
　[0077]図３Ａ中のシンボルマッピング３００－ａは、低レイテンシ動作のためにマッピ
ングされたＤＭＲＳおよびデータシンボルのパターンを表し得る。ブロック３０５はＤＭ
ＲＳシンボルを表し得、ブロック３１０はｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳＣＨデータシンボ
ルを表し得る。このパターンは、いくつかの場合には繰り返され得る。
【００７３】
　[0078]図３Ｂ中のシンボルマッピング３００－ｂは、低レイテンシ動作のためにマッピ
ングされたＤＭＲＳおよびデータシンボルのパターンを表し得る。ブロック３１５は、Ｄ
ＭＲＳを含んでいることがある第１のシンボルを表し得る。ブロック３２０は、統合され
たｕＰＳＣＣＨまたはｕＰＳＳＣＨデータを含んでいる第２のシンボルを表し得る。ブロ
ック３２５は、ｕＰＳＳＣＨ第１の再送信を含んでいることがある第３のシンボルを表し
得る。ブロック３３０は、ｕＰＳＳＣＨ第２の再送信を含んでいることがある第４のシン
ボルを表し得る。ブロック３３５は、ＤＭＲＳを含んでいることがある第５のシンボルを
表し得る。ブロック３４０は、ｕＰＳＳＣＨ第３の再送信を含んでいることがある第６の
シンボルを表し得る。
【００７４】
　[0079]図４は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするシステム
におけるプロセスフロー４００の一例を示す。プロセスフロー４００は、図１～図２を参
照しながら説明されたＵＥ１１５と基地局１０５との例であり得る、ＵＥ１１５－ｃと、
ＵＥ１１５－ｄと、基地局１０５－ｂとを含み得る。ＵＥ１１５－ｄは送信ＵＥとして知
られ得、ＵＥ１１５－ｃは受信ＵＥとして知られ得る。ＵＥ１１５－ｃおよび１１５－ｄ
は、低レイテンシ動作のために構成されたサイドリンク上で直接通信し得る。ＵＥ１１５
－ｄは、基地局１０５－ｂからＤＣＩを受信し得、次いで、受信されたＤＣＩに基づいて
ＵＥ１１５－ｃにＳＣＩを送り得る。ＵＥ１１５－ｄは、次いで、基地局１０５－ｂによ
って示され得る、選定されたパターンに従ってＵＥ１１５－ｃにデータおよびＤＭＲＳを
送信し得る。
【００７５】
　[0080]４０５において、ＵＥ１１５－ｃ、ＵＥ１１５－ｄ、および基地局１０５－ｂは
、低レイテンシモードまたはサイドリンク、あるいはその両方を開始することを含み得る
、低レイテンシ通信を開始し得る。基地局１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｃに、およびＵＥ
１１５－ｄにサイドリンク開始信号を送信し得る。いくつかの場合には、ＵＥ１１５－ｄ
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は、第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を送信し得、したがって、サイドリン
ク制御メッセージは第１の持続時間ＴＴＩ中に送信され得る。ＵＥ１１５－ｄは、同期ま
たは発見信号に基づいてＵＥ１１５－ｃとのサイドリンク接続を確立し得、したがって、
サイドリンク制御メッセージはＵＥ１１５－ｃに送信され得る。したがって、ＵＥ１１５
－ｃは、第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信し得、したがって、サイド
リンク制御メッセージは第１の持続時間ＴＴＩ中に受信され得、ＵＥ１１５－ｃは、同期
または発見信号に基づいてＵＥ１１５－ｄとのサイドリンク接続を確立し得、したがって
、サイドリンク制御メッセージはＵＥ１１５－ｄから受信され得る。
【００７６】
　[0081]さらに、４０５において、ＵＥ１１５－ｄは、サイドリンク接続のための所望の
モバイルデバイス（たとえば、ＵＥ１１５－ｃ）を示すシグナリングを基地局１０５－ｂ
に送信し得る。いくつかの場合には、基地局１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｃに品質報告（
たとえば、サイドリンク品質報告）についての要求を送信し得る。基地局１０５－ｂは、
要求に応答してＵＥ１１５－ｃから品質報告を受信し得る。したがって、ＵＥ１１５－ｃ
は、品質報告についての要求を基地局から受信し得、ＵＥ１１５－ｃは、要求に応答して
基地局１０５－ｂに品質報告を送信し得る。基地局１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｃとＵＥ
１１５－ｄとの間のサイドリンクが第１の持続時間ＴＴＩを使用する通信のための基準を
満たすと決定し得、したがって、サイドリンク開始信号は、サイドリンクが基準を満たす
という決定に基づいて送信され得る。ＵＥ１１５－ｄは、シグナリングに応答して基地局
１０５－ｂからサイドリンク接続のための確認メッセージを受信し得、したがって、サイ
ドリンク制御メッセージは、ＵＥ１１５－ｃとのサイドリンク接続を使用して送信され得
る。したがって、ＵＥ１１５－ｃは、第１の持続時間ＴＴＩを使用して動作するようにと
の指示を基地局から受信し得、したがって、指示は品質報告に応答し得る。いくつかの例
では、確認メッセージは、ＵＥ１１５－ｃがしきい値を上回るリンク品質を有することに
基づき得る。いくつかの例では、確認メッセージは、ＵＥ１１５－ｃに関連する推定され
た信号強度を含む。
【００７７】
　[0082]４１０において、基地局１０５－ｂはＵＥ１１５－ｄにＤＣＩを送り得る。基地
局１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｄからのデータおよび基準信号送信（たとえば、ＵＥ１１
５－ｃまたは基地局１０５－ｂへの送信）のシーケンスに対応するパターンを決定し得、
ここで、シーケンスは第１の持続時間ＴＴＩを使用する。シーケンスは第１の持続時間Ｔ
ＴＩのセットであり得、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはデータまたは基準信
号のいずれかを含む。いくつかの例では、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはシ
ンボル期間であり得る。基地局１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｄにダウンリンク制御メッセ
ージを送信し得、ここで、ダウンリンク制御メッセージはパターンのインジケータを含む
。したがって、ＵＥ１１５－ｄは、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信
号送信のシーケンスに対応する、パターンのインジケータを含むダウンリンク制御メッセ
ージを受信し得る。ダウンリンク制御メッセージは、時間リソース割振り、ＤＭＲＳサイ
クリックシフト情報、送信電力制御パラメータ、周波数ホッピングパラメータ、リソース
ブロック割振りなどを含み得る。いくつかの場合には、時間リソース割振りは、データお
よび基準信号送信のシーケンスのためのパターンの指示を含む。シーケンスは、第１の持
続時間ＴＴＩのセットを含み得、ここで、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩは、
持続時間におけるシンボル期間であり、データまたは基準信号のいずれかを含み得る。い
くつかの例では、ダウンリンク制御メッセージは第２の持続時間ＴＴＩ中に送信され得る
。
【００７８】
　[0083]４１５において、送信ＵＥ１１５－ｄはＵＥ１１５－ｃにＳＣＩを送り得る。Ｕ
Ｅ１１５－ｄは、基地局１０５－ｂから受信されたインジケータに基づいてパターンを識
別し得る。いくつかの例では、パターンを識別することは、インジケータに少なくとも部
分的に基づいてパターンの所定のセットからパターンを選択することを含む。ＵＥ１１５
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－ｄは、インジケータを含むサイドリンク制御メッセージを送信し得る。いくつかの場合
には、シーケンスのデータシンボルはサイドリンク制御メッセージを含む。データおよび
基準信号送信のシーケンスは、データ再送信に対応する２つまたはそれ以上のＴＴＩを含
み得る。いくつかの例では、サイドリンク制御メッセージは、リソースブロック割当て、
ＭＣＳ、タイミングアドバンス、グループ宛先ＩＤ、または時間リソース割振り、あるい
は任意の組合せを含む。または、いくつかの例では、ＵＥ１１５－ｄは、パターンに従っ
て他のＵＥ１１５または基地局１０５と通信し得る。たとえば、ＵＥ１１５－ｄは、パタ
ーンに従って基地局にデータおよび基準信号のシーケンスを送信し得る。
【００７９】
　[0084]４２０において、送信ＵＥ１１５－ｄは、ＵＥ１１５－ｃにデータおよびＤＭＲ
Ｓシンボルを送り得る。ＵＥ１１５－ｄは、パターンに基づいてデータおよび基準信号の
シーケンスを送信し得る。
【００８０】
　[0085]４２５において、ＵＥ１１５－ｃは、ＵＥ１１５－ｄによって送られた情報に基
づいてパターンを抽出し得る。ＵＥ１１５－ｃは、サイドリンク制御メッセージ中で受信
されたインジケータに基づいて、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号
送信のシーケンスに対応するパターンを識別し得る。いくつかの例では、パターンを識別
することは、インジケータに基づいてパターンの所定のセットからパターンを選択するこ
とを含む。
【００８１】
　[0086]４３０において、ＵＥ１１５－ｃは、パターンを使用してデータおよび基準信号
送信のシーケンスを復号し得る。
【００８２】
　[0087]図５は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレ
スデバイス５００のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス５００は、図１～図４を参照
しながら説明されたＵＥ１１５の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス５００は、
受信機５０５、低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０、または送信機５１５を含み得る
。ワイヤレスデバイス５００はプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互い
と通信していることがある。ワイヤレスデバイス５００は、第１の持続時間ＴＴＩと、第
２の、より長い持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおいて動作し得る。
【００８３】
　[0088]受信機５０５は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連す
る制御情報（たとえば、制御チャネル、データチャネル、ならびに低レイテンシおよび／
またはデバイスツーデバイス通信に関係する情報など）などの情報を受信し得る。情報は
、低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０に、およびワイヤレスデバイス５００の他の構
成要素に受け渡され得る。受信機５０５は、たとえば、４１０において図４を参照しなが
ら説明されたように、ＤＣＩを受信し得る。
【００８４】
　[0089]低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０は、受信機５０５と組み合わせて、第１
の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応するパターン
のインジケータを含むサイドリンク制御メッセージを受信し、インジケータに少なくとも
部分的に基づいてパターンを識別し、パターンを使用してデータおよび基準信号送信のシ
ーケンスを復号し得る。受信機５０５および低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０は、
４２０において図４を参照しながら説明されたように、ＳＣＩを受信し得る。
【００８５】
　[0090]送信機５１５は、ワイヤレスデバイス５００の他の構成要素から受信された信号
を送信し得る。いくつかの例では、送信機５１５は、トランシーバにおいて受信機５０５
とコロケートされ得る。送信機５１５は単一のアンテナを含み得るか、またはそれは複数
のアンテナを含み得る。いくつかの例では、送信機５１５は、インジケータを含み得る、
サイドリンク制御メッセージを送信し得、パターンに少なくとも部分的に基づいてデータ
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および基準信号のシーケンスを送信し得る。送信機５１５は、たとえば、４２０において
図４を参照しながら説明されたように、ＳＣＩを送信し得る。
【００８６】
　[0091]図６は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のためのワイヤレスデバ
イス６００のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス６００は、図１～図５を参照しなが
ら説明されたワイヤレスデバイス５００またはＵＥ１１５の態様の一例であり得る。ワイ
ヤレスデバイス６００は、受信機５０５－ａ、低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０－
ａ、または送信機５１５－ａを含み得る。ワイヤレスデバイス６００はプロセッサをも含
み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。ワイヤレスデバイス
６００は、第１の持続時間ＴＴＩと、第２の、より長い持続時間ＴＴＩとをサポートする
システムにおいて動作し得る。低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０－ａはまた、制御
メッセージングモジュール６０５と、パターン選択モジュール６１０と、送信復号モジュ
ール６１５とを含み得る。
【００８７】
　[0092]受信機５０５－ａは、低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０－ａに、およびワ
イヤレスデバイス６００の他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得る。低レイテン
シ／Ｄ２Ｄモジュール５１０－ａは、図５を参照しながら説明された動作を実行し得る。
送信機５１５－ａは、ワイヤレスデバイス６００の他の構成要素から受信された信号を送
信し得る。
【００８８】
　[0093]制御メッセージングモジュール６０５は、図２～図４を参照しながら説明された
ように、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応
するパターンのインジケータを含むサイドリンク制御メッセージを受信し得る。いくつか
の例では、シーケンスは第１の持続時間ＴＴＩのセットを含み、ここで、第１の持続時間
ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはデータまたは基準信号のいずれかを含んでいる。いくつかの
例では、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはシンボル期間である。いくつかの例
では、シーケンスのデータシンボルはサイドリンク制御メッセージを含んでいる。データ
および基準信号送信のシーケンスは、たとえば、データ再送信に対応する２つまたはそれ
以上のＴＴＩを含み得る。いくつかの場合には、サイドリンク制御メッセージは、リソー
スブロック割当て、ＭＣＳ、タイミングアドバンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、時
間リソース割振りなどを含む。
【００８９】
　[0094]制御メッセージングモジュール６０５はまた、第１の持続時間ＴＴＩを使用する
データおよび基準信号送信のシーケンスに対応する、パターンのインジケータを含むダウ
ンリンク制御メッセージを受信し得る。いくつかの例では、シーケンスは第１の持続時間
ＴＴＩのセットであり、ここで、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはデータまた
は基準信号のいずれかを含む。第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩは、たとえば、
シンボル期間であり得る。いくつかの場合には、シーケンスのデータシンボルはサイドリ
ンク制御メッセージを含む。データおよび基準信号送信のシーケンスは、データ再送信対
応する２つまたはそれ以上のＴＴＩを含んでいることがある。いくつかの場合には、サイ
ドリンク制御メッセージは、リソースブロック割当て、ＭＣＳ、タイミングアドバンス、
グループ宛先ＩＤ、時間リソース割振りなどを含む。ダウンリンク制御メッセージは、時
間リソース割振り、ＤＭＲＳサイクリックシフト情報、送信電力制御パラメータ、周波数
ホッピングパラメータ、またはリソースブロック割振りの何らかの組合せを含み得る。い
くつかの例では、時間リソース割振りは、データおよび基準信号送信のシーケンスのため
のパターンの指示を含む。シーケンスは第１の持続時間ＴＴＩのセットを含み得、ここで
、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはデータまたは基準信号のいずれかを含む。
いくつかの例では、ダウンリンク制御メッセージは第２の持続時間ＴＴＩ中に送信され得
る。
【００９０】
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　[0095]パターン選択モジュール６１０は、図２～図４を参照しながら説明されたように
、インジケータに基づいてパターンを識別し得る。パターンを識別することは、インジケ
ータに基づいてパターンの所定のセットからパターンを選択することを含み得る。パター
ン選択モジュール６１０はまた、インジケータに基づいてパターンを識別し得る。送信復
号モジュール６１５は、図２～図４を参照しながら説明されたように、パターンを使用し
てデータおよび基準信号送信のシーケンスを復号し得る。
【００９１】
　[0096]図７は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレ
スデバイス５００またはワイヤレスデバイス６００の構成要素であり得る、低レイテンシ
／Ｄ２Ｄモジュール５１０－ｂのブロック図７００を示す。低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュ
ール５１０－ｂは、図５～図６を参照しながら説明された低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュー
ル５１０の態様の一例であり得る。低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０－ｂはまた、
制御メッセージングモジュール６０５－ａと、パターン選択モジュール６１０－ａと、送
信復号モジュール６１５－ａとを含み得る。これらのモジュールの各々は、図６を参照し
ながら説明された機能を実行し得る。低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０－ｂは、サ
イドリンク接続モジュール７０５とサイドリンク品質モジュール７１０とをも含み得る。
【００９２】
　[0097]サイドリンク接続モジュール７０５は、図２～図４を参照しながら説明されたよ
うに、第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信し得、サイドリンク制御メッ
セージは第１の持続時間ＴＴＩ中に受信され得る。サイドリンク接続モジュール７０５は
また、同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスとのサイドリ
ンク接続を確立し得、サイドリンク制御メッセージはモバイルデバイスから受信され得る
。サイドリンク接続モジュール７０５は、いくつかの例では、第２の持続時間ＴＴＩ中に
同期または発見信号を送信し得、サイドリンク制御メッセージは、たとえば、第１の持続
時間ＴＴＩ中に送信され得る。サイドリンク接続モジュール７０５はまた、同期または発
見信号に基づいてモバイルデバイスとのサイドリンク接続を確立し得、ここで、サイドリ
ンク制御メッセージはモバイルデバイスに送信され得る。サイドリンク接続モジュール７
０５はまた、基地局に、サイドリンク接続のための所望のモバイルデバイスを示すシグナ
リングを送信し得る。いくつかの場合には、サイドリンク接続モジュール７０５は、シグ
ナリングに応答して基地局からサイドリンク接続のための確認メッセージを受信する。い
くつかの例では、確認メッセージは、所望のモバイルデバイスがしきい値（たとえば、最
小ＲＳＳＩ）を上回るリンク品質を有することに基づき得る。いくつかの例では、確認メ
ッセージは、所望のモバイルデバイスに関連する推定された信号強度を含む。サイドリン
ク接続モジュール７０５はまた、たとえば、基地局からのシグナリングに基づいて、第１
のモバイルデバイスと第２のモバイルデバイスとの間のサイドリンクが第１の持続時間Ｔ
ＴＩを使用する通信のための基準を満たすと決定し得、ここで、サイドリンク開始信号は
、サイドリンクが基準を満たすという決定に基づいて送信される。
【００９３】
　[0098]サイドリンク品質モジュール７１０は、図２～図４を参照しながら説明されたよ
うに、品質報告（たとえば、サイドリンク品質報告）についての要求を基地局から受信し
得る。サイドリンク品質モジュール７１０はまた、要求に応答して基地局に品質報告を送
信し得る。サイドリンク品質モジュール７１０はまた、第１の持続時間ＴＴＩを使用して
動作するようにとの指示を基地局から受信し得、ここで、指示は品質報告に応答する。サ
イドリンク品質モジュール７１０はまた、要求に応答して第２のモバイルデバイスから品
質報告を受信し得る。
【００９４】
　[0099]図８は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートする、ＵＥを
含む、システム８００の図を示す。システム８００は、図１、図２および図５～図７を参
照しながら説明されたワイヤレスデバイス５００、ワイヤレスデバイス６００、またはＵ
Ｅ１１５の一例であり得る、ＵＥ１１５－ｅを含み得る。ＵＥ１１５－ｅは、図５～図７
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を参照しながら説明された低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール５１０の一例であり得る、低
レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール８１０を含み得る。ＵＥ１１５－ｅは、図１を参照しなが
ら説明されたように、ＥＣＣを使用する通信を可能にし得る、ＥＣＣモジュール８２５を
も含み得る。ＵＥ１１５－ｅは、通信を送信するための構成要素と通信を受信するための
構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素をも含み得る。たとえ
ば、ＵＥ１１５－ｅは、ＵＥ１１５－ｆまたは基地局１０５－ｃと双方向に通信し得る。
【００９５】
　[0100]ＵＥ１１５－ｅは、プロセッサ８０５と、（ソフトウェア（ＳＷ）８２０を含む
）メモリ８１５と、トランシーバ８３５と、１つまたは複数のアンテナ８４０とをも含み
得、それらの各々は、（たとえば、バス８４５を介して）互いと直接または間接的に通信
し得る。トランシーバ８３５は、上記で説明されたように、（１つまたは複数の）アンテ
ナ８４０あるいはワイヤードリンクまたはワイヤレスリンクを用いて、１つまたは複数の
ネットワークと双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ８３５は、基地局１０５ま
たは別のＵＥ１１５と双方向に通信し得、低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール８１０と組み
合わせて、図５～図７を参照しながら説明された様々なサブモジュールを含み得るトラン
シーバ８３５は、本明細書で説明される様々な低レイテンシＤ２Ｄ機能を実行し得る。ト
ランシーバ８３５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のために（１つまた
は複数の）アンテナ８４０に与え、（１つまたは複数の）アンテナ８４０から受信された
パケットを復調するためのモデムを含み得る。ＵＥ１１５－ｅは単一のアンテナ８４０を
含み得るが、ＵＥ１１５－ｅはまた、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信する
ことが可能な複数のアンテナ８４０を有し得る。
【００９６】
　[0101]メモリ８１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読取り専用メモリ（
ＲＯＭ）を含み得る。メモリ８１５は、実行されたとき、プロセッサ８０５に本明細書で
説明される様々な機能（たとえば、低レイテンシＤ２Ｄ通信など）を実行させる命令を含
むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード８２０
を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア／ファームウェアコード８２０は、プロセッサ８
０５によって直接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行さ
れたとき）コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させ得る。プロセッサ８０５
は、インテリジェントハードウェアデバイス、（たとえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）
、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）など）を含み得る
　[0102]図９は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤレ
スデバイス９００のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス９００は、図１～図８を参照
しながら説明された基地局１０５の態様の一例であり得る。ワイヤレスデバイス９００は
、受信機９０５、基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０、または送信機９１５を
含み得る。ワイヤレスデバイス９００はプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各
々は互いと通信していることがある。ワイヤレスデバイス９００は、第１の持続時間ＴＴ
Ｉと、第２の、より長い持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおいて動作し得る。
【００９７】
　[0103]受信機９０５は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連す
る制御情報（たとえば、制御チャネル、データチャネル、ならびに低レイテンシおよび／
またはデバイスツーデバイス通信に関係する情報など）などの情報を受信し得る。情報は
、基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０に、およびワイヤレスデバイス９００の
他の構成要素に受け渡され得る。
【００９８】
　[0104]基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０は、第１のモバイルデバイスに、
および第２のモバイルデバイスにサイドリンク開始信号を送信することと、第１のモバイ
ルデバイスから第２のモバイルデバイスへのデータおよび基準信号送信のシーケンスに対
応するパターンを決定することと、ここで、データおよび基準信号送信のシーケンスが第
１の持続時間ＴＴＩを使用する、第１のモバイルデバイスにダウンリンク制御メッセージ
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を送信することと、ダウンリンク制御メッセージがパターンのインジケータを含み得る、
を行い得る。
【００９９】
　[0105]送信機９１５は、ワイヤレスデバイス９００の他の構成要素から受信された信号
を送信し得る。いくつかの例では、送信機９１５は、トランシーバにおいて受信機９０５
とコロケートされ得る。送信機９１５は単一のアンテナを含み得るか、またはそれは複数
のアンテナを含み得る。
【０１００】
　[0106]図１０は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートするワイヤ
レスデバイス１０００のブロック図を示す。ワイヤレスデバイス１０００は、図１～図９
を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス９００または基地局１０５の態様の一例で
あり得る。ワイヤレスデバイス１０００は、受信機９０５－ａ、基地局低レイテンシ／Ｄ
２Ｄモジュール９１０－ａ、または送信機９１５－ａを含み得る。ワイヤレスデバイス１
０００はプロセッサをも含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることが
ある。ワイヤレスデバイス１０００は、第１の持続時間ＴＴＩと、第２の、より長い持続
時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおいて動作し得る。基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄ
モジュール９１０－ａはまた、ＢＳサイドリンク接続モジュール１００５と、ＢＳパター
ン選択モジュール１０１０と、ＢＳ制御メッセージングモジュール１０１５とを含み得る
。
【０１０１】
　[0107]受信機９０５－ａは、基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０－ａに、お
よびワイヤレスデバイス１０００の他の構成要素に受け渡され得る情報を受信し得る。基
地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０－ａは、図９を参照しながら説明された動作
を実行し得る。送信機９１５－ａは、ワイヤレスデバイス１０００の他の構成要素から受
信された信号を送信し得る。
【０１０２】
　[0108]ＢＳサイドリンク接続モジュール１００５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１のモバイルデバイスに、および第２のモバイルデバイスにサイドリンク
開始信号を送信し得る。
【０１０３】
　[0109]ＢＳパターン選択モジュール１０１０は、図２～図４を参照しながら説明された
ように、第１のモバイルデバイスから第２のモバイルデバイスへのデータおよび基準信号
送信のシーケンスに対応するパターンを決定し得、データおよび基準信号送信のシーケン
スは第１の持続時間ＴＴＩを使用する。
【０１０４】
　[0110]ＢＳ制御メッセージングモジュール１０１５は、図２～図４を参照しながら説明
されたように、第１のモバイルデバイスにダウンリンク制御メッセージを送信し得、ダウ
ンリンク制御メッセージはパターンのインジケータを含み得る。
【０１０５】
　[0111]図１１は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のためのワイヤレスデ
バイス９００またはワイヤレスデバイス１０００の構成要素であり得る、基地局低レイテ
ンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０－ｂのブロック図１１００を示す。基地局低レイテンシ／
Ｄ２Ｄモジュール９１０－ｂは、図９～図１０を参照しながら説明された基地局低レイテ
ンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０の態様の一例であり得る。基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモ
ジュール９１０－ｂは、ＢＳサイドリンク接続モジュール１００５－ａと、ＢＳパターン
選択モジュール１０１０－ａと、ＢＳ制御メッセージングモジュール１０１５－ａとを含
み得る。これらのモジュールの各々は、図１０を参照しながら説明された機能を実行し得
る。基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール９１０－ｂは、ＢＳサイドリンク品質モジュ
ール１１０５をも含み得るおよび。
【０１０６】
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　[0112]ＢＳサイドリンク品質モジュール１１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第２のモバイルデバイスに品質報告についての要求を送信し得る。
【０１０７】
　[0113]図１２は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信をサポートする基地局
を含む、システム１２００の図を示す。システム１２００は、図１、図２および図９～図
１１を参照しながら説明されたワイヤレスデバイス９００、ワイヤレスデバイス１０００
、または基地局１０５の一例であり得る、基地局１０５－ｄを含み得る。基地局１０５－
ｄは、図９～図１１を参照しながら説明された基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール９
１０の一例であり得る、基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール１２１０を含み得る。基
地局１０５－ｄは、通信を送信するための構成要素と通信を受信するための構成要素とを
含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素をも含み得る。たとえば、基地局１
０５－ｄは、ＵＥ１１５－ｇまたはＵＥ１１５－ｈと双方向に通信し得る。
【０１０８】
　[0114]いくつかの場合には、基地局１０５－ｄは１つまたは複数のワイヤードバックホ
ールリンクを有し得る。基地局１０５－ｄは、コアネットワーク１３０へのワイヤードバ
ックホールリンク（たとえば、Ｓ１インターフェースなど）を有し得る。基地局１０５－
ｄはまた、基地局間バックホールリンク（たとえば、Ｘ２インターフェース）を介して、
基地局１０５－ｅおよび基地局１０５－ｆなど、他の基地局１０５と通信し得る。基地局
１０５の各々は、同じまたは異なるワイヤレス通信技術を使用してＵＥ１１５と通信し得
る。いくつかの場合には、基地局１０５－ｄは、基地局通信モジュール１２２５を利用し
て１０５－ｅまたは１０５－ｆなどの他の基地局と通信し得る。いくつかの例では、基地
局通信モジュール１２２５は、基地局１０５のいくつかの間の通信を行うために、ＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａワイヤレス通信ネットワーク技術内のＸ２インターフェースを与え得る。い
くつかの例では、基地局１０５－ｄは、コアネットワーク１３０を通して他の基地局と通
信し得る。いくつかの場合には、基地局１０５－ｄは、ネットワーク通信モジュール１２
３０を通してコアネットワーク１３０と通信し得る。
【０１０９】
　[0115]基地局１０５－ｄは、プロセッサ１２０５と、（ソフトウェア（ＳＷ）１２２０
を含む）メモリ１２１５と、トランシーバ１２３５と、（１つまたは複数の）アンテナ１
２４０とを含み得、それらの各々は、（たとえば、バスシステム１２４５を介して）直接
または間接的に互いと通信していることがある。トランシーバ１２３５は、（１つまたは
複数の）アンテナ１２４０を用いて、マルチモードデバイスであり得るＵＥ１１５と双方
向に通信するように構成され得る。トランシーバ１２３５（または基地局１０５－ｄの他
の構成要素）はまた、アンテナ１２４０を用いて、１つまたは複数の他の基地局（図示せ
ず）と双方向に通信するように構成され得る。トランシーバ１２３５は、パケットを変調
し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ１２４０に与え、アンテナ１２４０から
受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。基地局１０５－ｄは
、各々が１つまたは複数の関連するアンテナ１２４０をもつ、複数のトランシーバ１２３
５を含み得る。トランシーバ１２３５は、図９の組み合わせられた受信機９０５および送
信機９１５の一例であり得る。基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール１２１０と組み合
わせて、図９～図１０を参照しながら説明された様々なサブモジュールを含み得るトラン
シーバ１２３５は、本明細書で説明される様々な低レイテンシＤ２Ｄ機能を実行し得る。
【０１１０】
　[0116]メモリ１２１５はＲＡＭおよびＲＯＭを含み得る。メモリ１２１５はまた、実行
されたとき、プロセッサ１２０５に本明細書で説明される様々な機能（たとえば、低レイ
テンシ通信、カバレージ拡張技法を選択すること、呼処理、データベース管理、メッセー
ジルーティングなど）を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読
、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード１２２０を記憶し得る。代替的に、ソフトウ
ェアコード１２２０は、プロセッサ１２０５によって直接的に実行可能でないことがある
が、たとえば、コンパイルされ実行されたとき、コンピュータに本明細書で説明される機
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能を実行させるように構成され得る。プロセッサ１２０５は、インテリジェントハードウ
ェアデバイス、たとえば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プ
ロセッサ１２０５は、エンコーダ、キュー処理モジュール、ベースバンドプロセッサ、無
線ヘッドコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）など、様々な専用プロセッサ
を含み得る。
【０１１１】
　[0117]基地局通信モジュール１２２５は、他の基地局１０５との通信を管理し得る。い
くつかの場合には、通信管理モジュールは、他の基地局１０５と協働してＵＥ１１５との
通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含み得る。たとえば、基地局通
信モジュール１２２５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緩
和技法のためのＵＥ１１５への送信のためのスケジューリングを協調させ得る。
【０１１２】
　[0118]ワイヤレスデバイス５００、ワイヤレスデバイス６００、低レイテンシ／Ｄ２Ｄ
モジュール５１０、システム８００、ワイヤレスデバイス９００、ワイヤレスデバイス１
０００、ＵＥ１１５－ｅおよび基地局１０５－ｄの構成要素は、適用可能な機能の一部ま
たは全部をハードウェアで実行するように適応された少なくとも１つのＡＳＩＣを用いて
、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他
の処理ユニット（またはコア）によって、少なくとも１つのＩＣ上で実行され得る。他の
例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る、他のタイプの集積
回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、または別のセミカスタムＩＣ）が使用され得る。各ユニ
ットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用または特定用途向けプ
ロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込まれた命令を用
いて実装され得る。
【０１１３】
　[0119]図１３は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法１３００
を示すフローチャートを示す。方法１３００の動作は、図１～図１２を参照しながら説明
されたように、ＵＥ１１５またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法
１３００の動作は、図５～図８を参照しながら説明されたように、低レイテンシ／Ｄ２Ｄ
モジュール５１０によって実行され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５は、以下で説明
される機能を実行するようにＵＥ１１５の機能要素を制御するためのコードのセットを実
行し得る。追加または代替として、ＵＥ１１５は、専用ハードウェアを使用して、以下で
説明される機能態様を実行し得る。
【０１１４】
　[0120]ブロック１３０５において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、第１の持続時間ＴＴＩと、第２の、より長い持続時間ＴＴＩとをサポートする
システムにおいて動作し、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信の
シーケンスに対応するパターンのインジケータを含む制御メッセージを受信する。データ
および基準信号送信のシーケンスは、第１の持続時間ＴＴＩのセットであるかまたはそれ
を含み得、ここにおいて、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはシンボル期間を備
える。データおよび基準信号送信のシーケンスのデータシンボルは制御メッセージを含み
得る。いくつかの例では、制御メッセージはサイドリンク制御メッセージである。追加ま
たは代替として、制御メッセージは、リソースブロック割当て、変調およびコーディング
方式（ＭＣＳ）、タイミングアドバンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、または時間リ
ソース割振り、あるいはそれらの任意の組合せを含み得る。いくつかの例では、ブロック
１３０５の動作は、図６を参照しながら説明されたように制御メッセージングモジュール
６０５によって、または図８のトランシーバ８３５と組み合わせて低レイテンシ／Ｄ２Ｄ
モジュール８１０によって実行され得る。
【０１１５】
　[0121]ブロック１３１０において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
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たように、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンを識別する。パターンを
識別することは、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンの所定のセットか
らパターンを選択することを含み得る。いくつかの例では、ブロック１３１０の動作は、
図６を参照しながら説明されたように、パターン選択モジュール６１０によって実行され
得る。
【０１１６】
　[0122]ブロック１３１５において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、パターンを使用してデータおよび基準信号送信のシーケンスを復号する。いく
つかの例では、ブロック１３１５の動作は、図６を参照しながら説明されたように、送信
復号モジュール６１５によって実行され得る。
【０１１７】
　[0123]いくつかの例では、方法１３００は、第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見
信号を受信することを含み得、ここにおいて、制御メッセージは第１の持続時間ＴＴＩ中
に受信される。いくつかの例はまた、同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいて
モバイルデバイスとの接続を確立することを含み得る。いくつかの例では、そのような動
作は、図８のトランシーバ８３５によって実行され得る。
【０１１８】
　[0124]いくつかの例では、方法１３００は、品質報告についての要求を基地局から受信
することを含み得、それは、要求に応答して基地局に品質報告を送信することを含み得る
。品質報告はサイドリンク品質報告であり得る。指示は、第１の持続時間ＴＴＩを使用し
て動作することであり得る、基地局から受信され得、指示は品質報告に応答し得る。いく
つかの例では、そのような動作は、図８のトランシーバ８３５によって実行され得る。
【０１１９】
　[0125]図１４は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法１４００
を示すフローチャートを示す。方法１４００の動作は、図１～図１２を参照しながら説明
されたように、ＵＥ１１５またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法
１４００の動作は、図５～図８を参照しながら説明されたように、低レイテンシ／Ｄ２Ｄ
モジュール５１０によって実行され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５は、以下で説明
される機能を実行するようにＵＥ１１５の機能要素を制御するためのコードのセットを実
行し得る。追加または代替として、ＵＥ１１５は、専用ハードウェアを使用して、以下で
説明される機能態様を実行し得る。方法１４００はまた、図１３の方法１３００の態様を
組み込み得る。
【０１２０】
　[0126]ブロック１４０５において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、第１の持続時間ＴＴＩと、第２の、より長い持続時間ＴＴＩとをサポートする
システムにおいて動作し、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信の
シーケンスに対応するパターンのインジケータを含むサイドリンク制御メッセージを受信
する。いくつかの場合には、シーケンスは第１の持続時間ＴＴＩのセットであり、第１の
持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはデータまたは基準信号のいずれかを含み得る。いく
つかの例では、ブロック１４０５の動作は、図６を参照しながら説明されたように制御メ
ッセージングモジュール６０５によって、または図８のトランシーバ８３５と組み合わせ
て低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール８１０によって実行され得る。
【０１２１】
　[0127]ブロック１４１０において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンを識別する。いくつかの
例では、ブロック１４１０の動作は、図６を参照しながら説明されたように、パターン選
択モジュール６１０によって実行され得る。
【０１２２】
　[0128]ブロック１４１５において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、パターンを使用してデータおよび基準信号送信のシーケンスを復号する。いく
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つかの例では、ブロック１４１５の動作は、図６を参照しながら説明されたように、送信
復号モジュール６１５によって実行され得る。
【０１２３】
　[0129]図１５は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法１５００
を示すフローチャートを示す。方法１５００の動作は、図１～図１２を参照しながら説明
されたように、ＵＥ１１５またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方法
１５００の動作は、図５～図８を参照しながら説明されたように、低レイテンシ／Ｄ２Ｄ
モジュール５１０によって実行され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５は、以下で説明
される機能を実行するようにＵＥ１１５の機能要素を制御するためのコードのセットを実
行し得る。追加または代替として、ＵＥ１１５は、専用ハードウェアを使用して、以下で
説明される機能態様を実行し得る。方法１５００はまた、図１３～図１４の方法１３００
、および１４００の態様を組み込み得る。
【０１２４】
　[0130]ブロック１５０５において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、第１の持続時間ＴＴＩと、第２の、より長い持続時間ＴＴＩをサポートするシ
ステムにおいて動作し、第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信のシ
ーケンスに対応する、パターンのインジケータをもつダウンリンク制御メッセージを受信
する。データおよび基準信号送信のシーケンスは、第１の持続時間ＴＴＩのセットである
かまたはそれを含み得、ここにおいて、第１の持続時間ＴＴＩのセットの各ＴＴＩはシン
ボル期間を備える。データおよび基準信号送信のシーケンスは、データ再送信に対応する
２つまたはそれ以上のＴＴＩを含み得る。データおよび基準信号送信のシーケンスのデー
タシンボルは制御メッセージを含み得る。ダウンリンク制御メッセージは、リソースブロ
ック割当て、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）、タイミングアドバンス、グループ
宛先識別情報（ＩＤ）、または時間リソース割振り、あるいはそれらの任意の組合せを含
み得る。いくつかの例では、ブロック１５０５の動作は、図６を参照しながら説明された
ように制御メッセージングモジュール６０５によって、または図８のトランシーバ８３５
と組み合わせて低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール８１０によって実行され得る。
【０１２５】
　[0131]ブロック１５１０において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンを識別する。パターンを
識別することは、インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンの所定のセットか
らパターンを選択することを含み得る。いくつかの例では、ブロック１５１０の動作は、
図６を参照しながら説明されたように、パターン選択モジュール６１０によって実行され
得る。
【０１２６】
　[0132]ブロック１５１５において、ＵＥ１１５は、図２～図４を参照しながら説明され
たように、パターンに少なくとも部分的に基づいてデータおよび基準信号のシーケンスを
送信する。いくつかの例では、ブロック１５２０の動作は、図５を参照しながら説明され
たように送信機５１５によって、または図８のトランシーバ８３５と組み合わせて低レイ
テンシ／Ｄ２Ｄモジュール８１０によって実行され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５
はまた、図２～図４を参照しながら説明されたように、インジケータをもつサイドリンク
制御メッセージを送信し得る。追加または代替として、ＵＥ１１５は、第２の持続時間Ｔ
ＴＩ中に同期または発見信号を送信し得、制御メッセージは第１の持続時間ＴＴＩ中に送
信され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５は、同期または発見信号に少なくとも部分的
に基づいてモバイルデバイスとの接続を確立し得る。そのような動作は、図５を参照しな
がら説明されたように送信機５１５によって、または図８のトランシーバ８３５と組み合
わせて低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール８１０によって実行され得る。
【０１２７】
　[0133]いくつかの例では、方法１５００は、基地局に、接続のための所望のモバイルデ
バイスを示すシグナリングを送信することと、シグナリングに応答して基地局から接続の
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ための確認メッセージを受信することとを含む。確認メッセージは、所望のモバイルデバ
イスがしきい値を上回るリンク品質を有することに少なくとも部分的に基づき得る。確認
メッセージは、所望のモバイルデバイスに関連する推定された信号強度を含み得る。その
ような動作は、図８のトランシーバ８３５によって実行され得る。
【０１２８】
　[0134]図１６は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法１６００
を示すフローチャートを示す。方法１６００の動作は、図１～図１２を参照しながら説明
されたように、基地局１０５またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方
法１６００の動作は、図９～図１２を参照しながら説明されたように、基地局低レイテン
シ／Ｄ２Ｄモジュール９１０によって実行され得る。いくつかの例では、基地局１０５は
、以下で説明される機能を実行するように基地局１０５の機能要素を制御するためのコー
ドのセットを実行し得る。追加または代替として、基地局１０５は、専用ハードウェアを
使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。
【０１２９】
　[0135]ブロック１６０５において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１の持続時間ＴＴＩと、第２の、より長い持続時間ＴＴＩとをサポートす
るシステムにおいて動作し、第１のモバイルデバイスに、および第２のモバイルデバイス
にサイドリンク開始信号を送信する。いくつかの例では、ブロック１６０５の動作は、図
１０を参照しながら説明されたようにＢＳサイドリンク接続モジュール１００５によって
、または図１２のトランシーバ１２３５と組み合わせて基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジ
ュール１２１０によって実行され得る。
【０１３０】
　[0136]ブロック１６１０において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１のモバイルデバイスから第２のモバイルデバイスへのデータおよび基準
信号送信のシーケンスに対応するパターンを決定し、データおよび基準信号送信のシーケ
ンスは第１の持続時間ＴＴＩを使用する。いくつかの例では、ブロック１６１０の動作は
、図１０を参照しながら説明されたように、ＢＳパターン選択モジュール１０１０によっ
て実行され得る。
【０１３１】
　[0137]ブロック１６１５において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１のモバイルデバイスにダウンリンク制御メッセージを送信し、パターン
のインジケータを含むダウンリンク制御メッセージ。いくつかの例では、ブロック１６１
５の動作は、図１０を参照しながら説明されたようにＢＳ制御メッセージングモジュール
１０１５によって、または図１２のトランシーバ１２３５と組み合わせて基地局低レイテ
ンシ／Ｄ２Ｄモジュール１２１０によって実行され得る。
【０１３２】
　[0138]図１７は、本開示の様々な態様による、低レイテンシ通信のための方法１７００
を示すフローチャートを示す。方法１７００の動作は、図１～図１２を参照しながら説明
されたように、基地局１０５またはそれの構成要素によって実装され得る。たとえば、方
法１７００の動作は、図９～図１２を参照しながら説明されたように、基地局低レイテン
シ／Ｄ２Ｄモジュール９１０によって実行され得る。いくつかの例では、基地局１０５は
、以下で説明される機能を実行するように基地局１０５の機能要素を制御するためのコー
ドのセットを実行し得る。追加または代替として、基地局１０５は、専用ハードウェアを
使用して、以下で説明される機能態様を実行し得る。方法１７００はまた、図１６の方法
１６００の態様を組み込み得る。
【０１３３】
　[0139]ブロック１７０５において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１の持続時間ＴＴＩと、第２の、より長い持続時間ＴＴＩをサポートする
システムにおいて動作し、第２のモバイルデバイスに品質報告についての要求を送信する
。いくつかの例では、ブロック１７０５の動作は、図１１を参照しながら説明されたよう
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にＢＳサイドリンク品質モジュール１１０５によって、または図１２のトランシーバ１２
３５と組み合わせて基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール１２１０によって実行され得
る。
【０１３４】
　[0140]ブロック１７１０において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、要求に応答して第２のモバイルデバイスから品質報告を受信する。いくつか
の例では、ブロック１７１０の動作は、図７を参照しながら説明されたように、サイドリ
ンク品質モジュール７１０によって実行され得る。
【０１３５】
　[0141]ブロック１７１５において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１のモバイルデバイスに、および第２のモバイルデバイスにサイドリンク
開始信号を送信する。いくつかの例では、ブロック１７１５の動作は、図１０を参照しな
がら説明されたようにＢＳサイドリンク接続モジュール１００５によって、または図１２
のトランシーバ１２３５と組み合わせて基地局低レイテンシ／Ｄ２Ｄモジュール１２１０
によって実行され得る。
【０１３６】
　[0142]ブロック１７２０において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１のモバイルデバイスから第２のモバイルデバイスへのデータおよび基準
信号送信のシーケンスに対応するパターンを決定し、データおよび基準信号送信のシーケ
ンスは第１の持続時間ＴＴＩを使用する。いくつかの例では、ブロック１７２０の動作は
、図１０を参照しながら説明されたように、ＢＳパターン選択モジュール１０１０によっ
て実行され得る。
【０１３７】
　[0143]ブロック１７２５において、基地局１０５は、図２～図４を参照しながら説明さ
れたように、第１のモバイルデバイスにダウンリンク制御メッセージを送信し、パターン
のインジケータをもつダウンリンク制御メッセージ。いくつかの例では、ブロック１７２
５の動作は、図１０を参照しながら説明されたようにＢＳ制御メッセージングモジュール
１０１５によって、または図１２のトランシーバ１２３５と組み合わせて基地局低レイテ
ンシ／Ｄ２Ｄモジュール１２１０によって実行され得る。
【０１３８】
　[0144]したがって、方法１３００、１４００、１５００、１６００、および１７００は
、低レイテンシおよび／またはデバイスツーデバイス通信を与え得る。方法１３００、１
４００、１５００、１６００、および１７００は可能な実装形態を表すこと、ならびに動
作およびステップは、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合に
よっては変更され得ることに留意されたい。いくつかの例では、方法１３００、１４００
、１５００、１６００、および１７００のうちの２つまたはそれ以上からの態様が組み合
わせられ得る。
【０１３９】
　[0145]本明細書の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、
適用可能性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説
明される要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例は、適宜に様々なプ
ロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。また、いくつかの例に関し
て説明される特徴は、他の例において組み合わせられ得る。
【０１４０】
　[0146]本明細書で説明される技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、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得る。「システム」および「ネットワ
ーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。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：Universal Te
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rrestrial Radio Access）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２
０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０
およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（Ｔ
ＩＡ－８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（
ＨＲＰＤ：High Rate Packet Data）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ
ＣＤＭＡ（登録商標）：Wideband CDMA）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。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
）：Global System for Mobile Communications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤ
ＭＡ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－Ｕ
ＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ
８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤ
Ｍなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイル
テレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunication S
ystem）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するユニバーサルモバ
イルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）の新しいリリースである。ＵＴＲＡ
、Ｅ－ＵＴＲＡ、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）
、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）は、「第３
世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ：Third Generation Partnership Proje
ct）と称する団体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」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership P
roject 2）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上
記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。た
だし、本明細書の説明は、例としてＬＴＥシステムについて説明し、上記の説明の大部分
においてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
【０１４１】
　[0147]本明細書で説明されるそのような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、概して、基地局を表すために使
用され得る。本明細書で説明される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カバレージを与える、異種ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａネットワークを含み得る。たとえば、各ｅＮＢ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通信カバレージを与え得る。「セル」とい
う用語は、コンテキストに応じて、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得る３ＧＰＰ用語である。
【０１４２】
　[0148]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）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何
らかの他の好適な用語を含み得るか、あるい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得る。本明細書で説明される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、マクロセル基地局またはスモールセル基地局
）を含み得る。本明細書で説明されるＵＥは、マクロｅＮＢ、スモールセルｅＮＢ、リレ
ー基地局などを含む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可
能であり得る。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あり得る。
【０１４３】
　[0149]マクロセルは、概して、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
アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じま
たは異なる（たとえば、認可、無認可などの）周波数帯域内で動作し得る、低電力基地局
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である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロ
セルを含み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワー
クプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。フェ
ムトセルは、小さい地理的エリア（たとえば、自宅）を同じくカバーし得、フェムトセル
との関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：closed subscriber gr
oup）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアクセスを与え得る
。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある。スモールセルのため
のｅＮＢは、スモールセルｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、またはホームｅＮＢと
呼ばれることがある。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの
）セル（たとえば、コンポーネントキャリア）をサポートし得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ
、スモールセルｅＮＢ、リレー基地局などを含む、様々なタイプの基地局およびネットワ
ーク機器と通信することが可能であり得る。
【０１４４】
　[0150]本明細書で説明される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し得る。同期動作の場合、基地局は同様のフレームタイミング
を有し得、異なる基地局からの送信は近似的に時間的に整合され得る。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し得、異なる基地局からの送信は時間的に整合
されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作または非同期動作のいずれ
かのために使用され得る。
【０１４５】
　[0151]本明細書で説明されるダウンリンク送信は順方向リンク送信と呼ばれることもあ
り、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。たとえば、図１および
図２のワイヤレス通信システム１００および２００を含む、本明細書で説明される各通信
リンクは、１つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、複数のサブキャ
リアからなる信号（たとえば、異なる周波数の波形信号）であり得る。各被変調信号は、
異なるサブキャリア上で送られ得、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）
、オーバーヘッド情報、ユーザデータなどを搬送し得る。本明細書で説明される通信リン
ク（たとえば、図１の通信リンク１２５または１２６）は、周波数分割複信（ＦＤＤ）動
作を使用して（たとえば、対スペクトルリソースを使用して）またはＴＤＤ動作を使用し
て（たとえば、不対スペクトルリソースを使用して）双方向通信を送信し得る。周波数分
割複信（ＦＤＤ）（たとえば、フレーム構造タイプ１）およびＴＤＤ（たとえば、フレー
ム構造タイプ２）のためのフレーム構造が定義され得る。
【０１４６】
　[0152]添付の図面に関して本明細書に記載される説明は、例示的な構成について説明し
ており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。本
明細書で使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをすること
」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説明は、
説明される技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、こ
れらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明される例の概念を不
明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の
形式で示される。
【０１４７】
　[0153]添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに
、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成
要素の間で区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照ラベ
ルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわらず
、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のいずれにも適用可能である。
【０１４８】
　[0154]本明細書で説明され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
を使用して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
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、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
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【０１４９】
　[0155]本明細書の開示に関して説明される様々な例示的なブロックおよびモジュールは
、汎用プロセッサ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡまたは他のプログラマブル論理デバイス
、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で
説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実
行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッ
サは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械
であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ（たとえば、デジタル
信号プロセッサ（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コアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのよ
うな構成）としても実装され得る。
【０１５０】
　[0156]本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアで実装される場合、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るか、またはコンピュータ可読媒体を
介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示の範囲内および添付の特許請求の
範囲内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明された機能は、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得る。機能を実装する特徴は
また、機能の部分が、異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されるこ
とを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明
細書で使用される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」あるいは「
のうちの１つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙）中で使用される「または」は、
たとえば、Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つの列挙が、ＡまたはＢまたはＣまた
はＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味する
ような包括的列挙を示す。
【０１５１】
　[0157]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を可能にする任意の媒体を含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を
含む。非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意
の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登
録商標））、コンパクトディスク（ＣＤ）ＲＯＭ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され得、汎用もし
くは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、
任意の他の非一時的媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読
媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブ
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、光ファイバーケーブル、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は
、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク（disk）およびディスク（disc
）は、ＣＤ、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多
用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌ
ｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、
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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。
上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１５２】
　[0158]当業者に知られている、または後に知られることになる、本開示全体にわたって
説明される様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参照により本明細
書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。その上、本明細書で開
示されるいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているか
どうかにかかわらず、公に供するものではない。「モジュール」、「機構」、「要素」、
「デバイス」、「構成要素」などという単語は、「手段」という単語の代用でないことが
ある。したがって、いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という句を使用
して明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべき
ではない。
【０１５３】
　[0159]本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように与
えられた。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義され
た一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したが
って、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されるべきでなく、本明細書
で開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるワイヤレス通信の方法であって、
　前記第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）を使用するデータおよび基準信号送信のシ
ーケンスに対応するパターンのインジケータを備える制御メッセージを受信することと、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別することと、
　前記パターンを使用してデータおよび基準信号送信の前記シーケンスを復号することと
を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記パターンを識別することが、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンの所定のセットから前記パタ
ーンを選択すること
を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信することをさらに備え、ここ
において、前記制御メッセージが前記第１の持続時間ＴＴＩ中に受信される、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスとの接続を確
立することをさらに備え、ここにおいて、前記制御メッセージが前記モバイルデバイスか
ら受信される、
Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　データおよび基準信号送信の前記シーケンスが第１の持続時間ＴＴＩのセットを備え、
ここにおいて、第１の持続時間ＴＴＩの前記セットの各ＴＴＩがシンボル期間を備える、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　データおよび基準信号送信の前記シーケンスのデータシンボルが前記制御メッセージを
備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記制御メッセージがサイドリンク制御メッセージを備える、Ｃ１に記載の方法。
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［Ｃ８］
　前記制御メッセージが、リソースブロック割当て、変調およびコーディング方式（ＭＣ
Ｓ）、タイミングアドバンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、または時間リソース割振
り、あるいはそれらの任意の組合せを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　基地局から品質報告についての要求を受信することと、
　前記要求に応答して前記基地局に前記品質報告を送信することと
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記第１の持続時間ＴＴＩを使用して動作するようにとの指示を前記基地局から受信す
ることをさらに備え、ここにおいて、前記指示が前記品質報告に応答する、
Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるワイヤレス通信の方法であって、
　前記第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応す
るパターンのインジケータを備えるダウンリンク制御メッセージを受信することと、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別することと、
　前記パターンに少なくとも部分的に基づいてデータおよび基準信号の前記シーケンスを
送信することと
を備える、方法。
［Ｃ１２］
　前記パターンを識別することが、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンの所定のセットから前記パタ
ーンを選択すること
を備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　データおよび基準信号送信の前記シーケンスが第１の持続時間ＴＴＩのセットを備え、
ここにおいて、第１の持続時間ＴＴＩの前記セットの各ＴＴＩがシンボル期間を備える、
Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　データおよび基準信号送信の前記シーケンスが、データ再送信に対応する２つまたはそ
れ以上のＴＴＩを備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記インジケータを備える制御メッセージを送信すること
をさらに備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記制御メッセージがサイドリンク制御メッセージを備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を送信することをさらに備え、ここ
において、前記制御メッセージが前記第１の持続時間ＴＴＩ中に送信される、
Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記同期または発見信号に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイスとの接続を確
立することをさらに備え、ここにおいて、前記制御メッセージが前記モバイルデバイスに
送信される、
Ｃ１７に記載の方法。
［Ｃ１９］
　データおよび基準信号送信の前記シーケンスのデータシンボルが前記制御メッセージを
備える、Ｃ１５に記載の方法。



(36) JP 6676746 B2 2020.4.8

10

20

30

40

50

［Ｃ２０］
　前記ダウンリンク制御メッセージが、リソースブロック割当て、変調およびコーディン
グ方式（ＭＣＳ）、タイミングアドバンス、グループ宛先識別情報（ＩＤ）、または時間
リソース割振り、あるいはそれらの任意の組合せを備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ２１］
　基地局に、接続のための所望のモバイルデバイスを示すシグナリングを送信することと
、
　前記シグナリングに応答して前記基地局から前記接続のための確認メッセージを受信す
ることと、ここにおいて、前記制御メッセージが、前記所望のモバイルデバイスとの前記
接続を使用して送信される、
をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記確認メッセージは、前記所望のモバイルデバイスがしきい値を上回るリンク品質を
有することに少なくとも部分的に基づく、Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記確認メッセージが、前記所望のモバイルデバイスに関連する推定された信号強度を
備える、Ｃ２２に記載の方法。
［Ｃ２４］
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための装置であっ
て、
　前記第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）を使用するデータおよび基準信号送信のシ
ーケンスに対応するパターンのインジケータを備える制御メッセージを受信するための手
段と、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別するための手段と
、
　前記パターンを使用してデータおよび基準信号送信の前記シーケンスを復号するための
手段と
を備える、装置。
［Ｃ２５］
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンの所定のセットから前記パタ
ーンを選択するための手段
をさらに備える、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を受信するための手段をさらに備え
、ここにおいて、前記制御メッセージを受信するための前記手段が、前記第１の持続時間
ＴＴＩ中に受信するように動作可能である、
Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２７］
　第１の持続時間送信時間間隔（ＴＴＩ）と前記第１の持続時間ＴＴＩよりも大きい第２
の持続時間ＴＴＩとをサポートするシステムにおけるワイヤレス通信のための装置であっ
て、
　前記第１の持続時間ＴＴＩを使用するデータおよび基準信号送信のシーケンスに対応す
るパターンのインジケータを備えるダウンリンク制御メッセージを受信するための手段と
、
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記パターンを識別するための手段と
、
　前記パターンに少なくとも部分的に基づいてデータおよび基準信号の前記シーケンスを
送信するための手段と
を備える、装置。
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［Ｃ２８］
　前記インジケータに少なくとも部分的に基づいてパターンの所定のセットから前記パタ
ーンを選択するための手段
をさらに備える、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記インジケータを備える制御メッセージを送信するための手段
をさらに備える、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記第２の持続時間ＴＴＩ中に同期または発見信号を送信するための手段をさらに備え
、ここにおいて、前記制御メッセージを送信するための前記手段が、前記第１の持続時間
ＴＴＩ中に送信するように動作可能である、
Ｃ２９に記載の装置。
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