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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための方法であって、当該方法が、
　第１の複数のニューメロロジーからのニューメロロジーに従って第１の搬送波を介して
第１の信号を通信するステップであって、前記ニューメロロジーが、送信時間間隔、シン
ボル期間、サイクリックプレフィックス長、及び副搬送波間隔の組み合わせ又はサブセッ
トである、ステップと、
　第２の複数のニューメロロジーからのニューメロロジーに従って第２の搬送波を介して
第２の信号を通信するステップであって、前記ニューメロロジーが、送信時間間隔、シン
ボル期間、サイクリックプレフィックス長、及び副搬送波間隔の組み合わせ又はサブセッ
トである、ステップとを含み、
　前記第１の複数のニューメロロジーが、第１のニューメロロジーを含み、前記第２の複
数のニューメロロジーが、第２のニューメロロジーを含み、前記第１のニューメロロジー
及び前記第２のニューメロロジーが、同じ副搬送波間隔を有し、
　前記第２の複数のニューメロロジーが、前記第１の複数のニューメロロジーに含まれて
いない第３のニューメロロジーを含み、
　前記第１の搬送波及び前記第１の複数のニューメロロジーが、第１の範囲の搬送波中心
周波数と関連付けられ、前記第２の搬送波及び前記第２の複数のニューメロロジーが、前
記第１の範囲の搬送波中心周波数とは異なる第２の範囲の搬送波中心周波数と関連付けら
れ、
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　前記同じ副搬送波間隔が、前記第１の複数のニューメロロジーからの１つの他のニュー
メロロジーの前記副搬送波間隔の２倍に等しく、かつ前記第２の複数のニューメロロジー
からの１つの他のニューメロロジーの前記副搬送波間隔の半分に等しい、方法。
【請求項２】
　前記同じ副搬送波間隔が、１５ｋＨｚである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記同じ副搬送波間隔が、３０ｋＨｚである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のニューメロロジー及び前記第２のニューメロロジーが、同じニューメロロジ
ーである、請求項１から請求項３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによる実行のためのプログラミングを記憶するコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体とを備えるネットワークデバイスであって、前記プログラミングが、
　第１の複数のニューメロロジーからのニューメロロジーに従って第１の搬送波を介して
第１の信号を通信し、前記ニューメロロジーが、送信時間間隔、シンボル期間、サイクリ
ックプレフィックス長、及び副搬送波間隔の組み合わせ又はサブセットであり、
　第２の複数のニューメロロジーからのニューメロロジーに従って第２の搬送波を介して
第２の信号を通信し、前記ニューメロロジーが、送信時間間隔、シンボル期間、サイクリ
ックプレフィックス長、及び副搬送波間隔の組み合わせ又はサブセットである、ための命
令を含み、
　前記第１の複数のニューメロロジーが、第１のニューメロロジーを含み、前記第２の複
数のニューメロロジーが、第２のニューメロロジーを含み、前記第１のニューメロロジー
及び前記第２のニューメロロジーが、同じ副搬送波間隔を有し、
　前記第２の複数のニューメロロジーが、前記第１の複数のニューメロロジーに含まれて
いない第３のニューメロロジーを含み、
　前記第１の搬送波及び前記第１の複数のニューメロロジーが、第１の範囲の搬送波中心
周波数と関連付けられ、前記第２の搬送波及び前記第２の複数のニューメロロジーが、前
記第１の範囲の搬送波中心周波数とは異なる第２の範囲の搬送波中心周波数と関連付けら
れ、
　前記同じ副搬送波間隔が、前記第１の複数のニューメロロジーからの１つの他のニュー
メロロジーの前記副搬送波間隔の２倍に等しく、かつ前記第２の複数のニューメロロジー
からの１つの他のニューメロロジーの前記副搬送波間隔の半分に等しい、ネットワークデ
バイス。
【請求項６】
　前記同じ副搬送波間隔が、１５ｋＨｚである、請求項５に記載のネットワークデバイス
。
【請求項７】
　前記同じ副搬送波間隔が、３０ｋＨｚである、請求項５に記載のネットワークデバイス
。
【請求項８】
　前記第１のニューメロロジー及び前記第２のニューメロロジーが、同じニューメロロジ
ーである、請求項５から請求項７のいずれかに記載のネットワークデバイス。
【請求項９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによる実行のためのプログラミングを記憶するコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体とを備える無線デバイスであって、前記プログラミングが、
　第１の複数のニューメロロジーからのニューメロロジーに従って第１の搬送波を介して
第１の信号を通信するための命令を含み、前記ニューメロロジーが、送信時間間隔、シン
ボル期間、サイクリックプレフィックス長、及び副搬送波間隔の組み合わせ又はサブセッ
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トであり、
　前記第１の複数のニューメロロジーが、第１の副搬送波間隔（ＳＣＳ）を有する第１の
ニューメロロジー及び第２のＳＣＳを有する第２のニューメロロジーを含み、前記第２の
ＳＣＳが、前記第１のＳＣＳの２倍であり、
　前記第２のニューメロロジーが、第２の搬送波における送信のための第２の複数のニュ
ーメロロジーにおける１つのニューメロロジーであり、
　前記第２の複数のニューメロロジーが、第３のＳＣＳを有する第３のニューメロロジー
を含み、前記第３のＳＣＳが、前記第２のＳＣＳの２倍であり、
　前記第１の搬送波及び前記第１の複数のニューメロロジーが、第１の範囲の搬送波中心
周波数と関連付けられ、前記第２の搬送波及び前記第２の複数のニューメロロジーが、前
記第１の範囲の搬送波中心周波数とは異なる第２の範囲の搬送波中心周波数と関連付けら
れ、
　前記第２のＳＣＳが、前記第１の複数のニューメロロジーからの１つの他のニューメロ
ロジーの前記ＳＣＳの２倍に等しく、かつ前記第２の複数のニューメロロジーからの１つ
の他のニューメロロジーの前記ＳＣＳの半分に等しい、無線デバイス。
【請求項１０】
　前記第２のＳＣＳが、１５ｋＨｚである、請求項９に記載の無線デバイス。
【請求項１１】
　前記第２のＳＣＳが、３０ｋＨｚである、請求項９に記載の無線デバイス。
【請求項１２】
　前記第１のニューメロロジー及び前記第２のニューメロロジーが、同じニューメロロジ
ーである、請求項９から請求項１１のいずれかに記載の無線デバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この特許出願は、２０１５年１０月２３日に出願された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒｉｎｇ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｏｖ
ｅｒｌａｐｐｉｎｇ　Ｓｅｔｓ　ｏｆ　Ｃａｎｄｉｄａｔｅ　Ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｉｅｓ
”という名称の米国仮出願第６２／２４５，７１０号に対して優先権を主張している、２
０１６年４月１２日に出願された“Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　
Ｃｏｎｆｉｇｕｒｉｎｇ　Ｃａｒｒｉｅｒｓ　Ｕｓｉｎｇ　Ｏｖｅｒｌａｐｐｉｎｇ　Ｓ
ｅｔｓ　ｏｆ　Ｃａｎｄｉｄａｔｅ　Ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｉｅｓ”という名称の米国特許
出願第１５／０９６，７９５号に対する優先権を主張し、上記の全ての米国出願の内容は
、その全体が再現されているかのように、参照により本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、無線通信に関し、特定の実施例では、候補ニューメロロジーの重複セットを
使用して搬送波を設定するためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　次世代無線ネットワークは、様々な、しばしば変化するチャネル条件にわたって、高い
スループット率を提供しながら、多様なトラフィックタイプ（例えば、音声、データ、モ
バイルゲーム）をサポートする必要があるであろう。これを達成するために、ネットワー
クデバイスは、異なる搬送波に対して異なる物理層パラメータを、効率的でかつ依然とし
てスケーラブルな方法で設定する能力を有する必要があり得る。したがって、複数の搬送
波に対して物理層パラメータを効率的に設定する技術及び方式が望まれている。
【発明の概要】
【０００４】
　技術的利点は、一般に、候補ニューメロロジーの重複セットを使用して搬送波を設定す
るためのシステム及び方法を説明する本開示の実施例によって達成される。
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【０００５】
　一実施例によれば、搬送波に対してニューメロロジーを設定するための方法が提供され
る。この例では、当該方法は、第１の搬送波に予め関連付けられたニューメロロジーの第
１セットからニューメロロジーを選択し、第２の搬送波に予め関連付けられたニューメロ
ロジーの第２セットからニューメロロジーを選択するステップを含む。ニューメロロジー
の第１セット及びニューメロロジーの第２セットの両方におけるニューメロロジーのうち
の少なくとも１つは、第１の搬送波及び第２の搬送波を介して通信するための物理層パラ
メータの共通のサブセットを含む。当該方法は、ニューメロロジーの第１セットからの選
択されたニューメロロジーに従って第１の搬送波を介して第１の信号を通信し、ニューメ
ロロジーの第２セットからの選択されたニューメロロジーに従って第２の搬送波を介して
第２の信号を通信するステップを更に含む。この方法を実施するための装置が同様に提供
される。
【０００６】
　別の実施例によれば、異なる搬送波に対して共通のニューメロロジーを設定するための
方法が提供される。この例では、当該方法は、第１の搬送波に予め関連付けられたニュー
メロロジーの第１セットから第１のニューメロロジーを選択するステップと、第２の搬送
波に予め関連付けられたニューメロロジーの第２セットから第２のニューメロロジーを選
択するステップとを含む。第１のニューメロロジー及び第２のニューメロロジーの両方は
、物理層パラメータの共通のサブセットを含む。当該方法は、第１のニューメロロジーに
従って第１の搬送波を介して第１の信号を通信し、第２のニューメロロジーに従って第２
の搬送波を介して第２の信号を通信するステップを更に含む。この方法を実施するための
装置が同様に提供される。
【０００７】
　本発明及びその利点のより完全な理解のために、添付の図面とともに読まれる下記の説
明に対して、ここで参照が行われる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例の無線ネットワークの図である。
【図２】候補ニューメロロジーの重複セットを使用して搬送波を設定するための実施例の
通信シーケンスのプロトコル図である。
【図３】候補ニューメロロジーの重複セットを使用して搬送波を設定するための実施例の
方法のフローチャートである。
【図４】候補ニューメロロジーの重複セットを使用して搬送波を設定するための別の実施
例の方法のフローチャートである。
【図５】実施例の処理システムの図である。
【図６】実施例のトランシーバの図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　異なる図面における対応する数字及び記号は、他に示されない限り、概して、対応する
部分を指す。図面は、実施例の関連する態様を明確に例示するために描かれたものであり
、必ずしも一定の縮尺で描かれているわけではない。
【００１０】
　本開示の実施例の構成及び使用が下記で詳細に論じられる。しかしながら、本発明は、
多種多様な特定の状況において具体化されることができる多くの応用できる発明概念を提
供する、ということが認識されるべきである。論じられた特定の実施例は、発明を構成し
て使用する特定の方法を単に例示するとともに、発明の範囲を限定しない。
【００１１】
　搬送波を介して信号を通信するために使用される物理層パラメータのサブセットは、総
称して搬送波の“ニューメロロジー（ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｙ）”と呼ばれ、搬送波を介し
て信号を送信するために使用される送信時間間隔（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ
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　Ｉｎｔｅｒｖａｌ、ＴＴＩ）、搬送波を介して送信されるシンボルのシンボル期間、搬
送波を介して送信されるシンボルのサイクリックプレフィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅ
ｆｉｘ、ＣＰ）長、及び信号が送信される副搬送波周波数の間の副搬送波間隔の組み合わ
せ又はサブセットを含むことができる。異なるニューメロロジーが、異なる中心周波数範
囲を有する搬送波と予め関連付けられることができる。
【００１２】
　さらに、改善されたスペクトルの柔軟性を達成するために、複数の候補ニューメロロジ
ーが各搬送波と予め関連付けられることができ、その結果、与えられた搬送波は、例えば
、異なるトラフィックタイプをサポートし、異なる速度で移動するモバイル機器に割り当
てられ、異なるチャネル条件にわたって効率的にデータを通信し、及び／又は異なる送信
モードに対して使用されることができる。
【００１３】
　動的な搬送波設定をサポートするために、サービング基地局又はコントローラは、ＵＥ
に割り当てられた搬送波をＵＥに通知するために、サービスされたＵＥに制御シグナリン
グを通信する必要があり得ると同時に、その搬送波に予め関連付けられた候補ニューメロ
ロジーのうちのどれがデータ信号を通信するために使用されることになるかを示す必要が
あり得る。従来のアプローチは、搬送波ごとに、候補ニューメロロジーの重複しない異な
るセットを定義する。一例では、従来のアプローチは、１ＧＨｚの搬送波に対して、３．
７５キロヘルツ（ｋＨｚ）、７．５ｋＨｚ、及び１５ｋＨｚの副搬送波間隔に基づく３つ
のニューメロロジーのセット、及び５ＧＨｚの搬送波に対して、３０ｋＨｚ、６０ｋＨｚ
、及び９０ｋＨｚの副搬送波間隔に基づく３つのニューメロロジーのセットを定義する。
各搬送波に対して、個々の、相互に排他的な候補ニューメロロジーのセットを定義するこ
とは、ＵＥ及び／又は基地局によってサポートされる必要があるニューメロロジーの数を
大幅に増加させる可能性があり、それは、動的な搬送波設定に関連付けられた実装の複雑
さを増加させる。
【００１４】
　本明細書で提供される実施例は、ネットワーク内の少なくともいくつかの搬送波に関す
る候補ニューメロロジーの重複セットを定義することによって、動的な搬送波設定に関連
付けられた実装の複雑さを低減する。より具体的には、共通のニューメロロジーが、２つ
の異なる搬送波に予め関連付けられたニューメロロジーのセットに含まれる。このニュー
メロロジーの重複は、ＵＥ及び／又は基地局によってサポートされる必要があるニューメ
ロロジーの総数を減らし、それは、言い換えると、これらのデバイスが、あまり複雑では
ないハードウェア、プロトコルスタック、及び／又はソフトウェアの他に、より低い記憶
装置及び処理の要件によって設計されることを可能にすることにより、これらのデバイス
の複雑さを低減する。ニューメロロジーの総数を減らすことは、搬送波に対してニューメ
ロロジーを設定するために、より少ない制御シグナリングビットが送信される必要がある
だろうから、オーバヘッドを低減し得る。共通のニューメロロジーは、両方の搬送波に関
して、物理層パラメータの共通のサブセットを指定する。一例では、共通のニューメロロ
ジーは、両方の搬送波に関して、同じ副搬送波周波数間隔及びシンボル期間を指定する。
共通のニューメロロジーは、両方の搬送波を介して通信されるシンボルに関して、同じサ
イクリックプレフィックス（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ、ＣＰ）長を更に指定すること
ができる。いくつかの実施例では、共通のニューメロロジーは、両方の搬送波を介して通
信される信号に関して、同じＴＴＩを指定する。他の実施例では、共通のニューメロロジ
ーは、搬送波に関してＴＴＩを指定せず、その場合、共通のニューメロロジーに従って搬
送波を介して通信される信号は、共通のニューメロロジーから独立して設定される異なる
ＴＴＩを有することができる。いくつかの実施例では、基地局は、選択されたニューメロ
ロジーに基づいて、搬送波を介して無線信号を送信又は受信するようにＵＥに指示する明
示的なシグナリング命令をＵＥに送信する。他の実施例では、ＵＥは、基地局からの他の
シグナリングに基づいて、例えばサービス又は送信モード、再送信モードなどに基づいて
、選択されたニューメロロジーを推測する。これら及び他の発明的な態様は、下記でより
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詳細に説明される。
【００１５】
　図１は、データを通信するための無線ネットワーク１００の図である。無線ネットワー
ク１００は、カバレッジエリア１０１を有する基地局１１０と、複数のＵＥ１２０と、バ
ックホールネットワーク１３０とを含む。図示されているように、基地局１１０は、ＵＥ
１２０と、ＵＥ１２０から基地局１１０にデータを運ぶ役割を果たし、逆もまた同様であ
る、アップリンク（破線）及び／又はダウンリンク（点線）接続を確立する。アップリン
ク／ダウンリンク接続を介して搬送されるデータは、ＵＥ１２０間で通信されるデータの
他に、バックホールネットワーク１３０を経由して、リモートエンド（図示せず）へ／リ
モートエンド（図示せず）から、通信されるデータを含むことができる。本明細書におい
て使用されるように、用語“基地局”は、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、マクロセル、フェ
ムトセル、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ、ＡＰ）、又は他の
無線で使用可能にされるデバイスのようなネットワークに対する無線アクセスを提供する
ように構成された任意のコンポーネント（若しくはコンポーネントの集合）のことを指す
。基地局は、１つ又は複数の無線通信プロトコル、例えばロングタームエボリューション
（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ＬＴＥ）、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－
Ａ）、高速パケットアクセス（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ、Ｈ
ＳＰＡ）、Ｗｉ－Ｆｉ　８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ／ａｃに従って無線アクセスを提供
し得る。本明細書において使用されるように、“ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅ
ｎｔ、ＵＥ）”という用語は、基地局との無線接続を確立することができる任意のコンポ
ーネント（若しくはコンポーネントの集合）のことを指す。用語“ＵＥ”、“無線デバイ
ス”、及び“移動局（Ｓｔａｔｉｏｎ、ＳＴＡ）”は、本開示を通じて交換可能に使用さ
れる。いくつかの実施例では、ネットワーク１００は、中継機、低電力ノードなどの様々
な他の無線デバイスを含むことができる。
【００１６】
　本開示の実施例は、動的な搬送波設定に関連付けられたオーバヘッド及び実装の複雑さ
を低減するために、重複するニューメロロジーを利用する。
【００１７】
　図２は、候補ニューメロロジーの重複セットを使用して搬送波を動的に設定するための
実施例の通信シーケンス２００のプロトコル図である。この例では、基地局２１０は、Ｕ
Ｅ２２１、２２２、２２３に、異なるスペクトルリソースを割り当てる。特に、ＵＥ２２
１は低周波数搬送波を割り当てられ、ＵＥ２２２は中間周波数搬送波を割り当てられ、Ｕ
Ｅ２２３は高周波数搬送波を割り当てられる。低周波数搬送波は、中間周波数搬送波より
低い中心周波数を有するとともに、中間周波数搬送波は、高周波数搬送波より低い中心周
波数を有する。
【００１８】
　基地局２１０は、同様に、ＵＥ２１１、２１２、２１３の割り当てられた搬送波を介し
てどのニューメロロジーが設定されることになるかをＵＥ２１１、２１２、２１３に通知
するために、インジケータメッセージ２１１、２１２、２１３をＵＥ２２１、２２２、２
２３に（それぞれ）送信する。インジケータメッセージ２１１、２１２、２１３は、例え
ば、デフォルトのニューメロロジーを使用して、割り当てられた搬送波を介して通信され
ることができる。その代わりに、割り当てられた搬送波は、より高次のシグナリング（例
えば、無線リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ）シ
グナリング）によって、又はデフォルト／アクセス搬送波周波数を介して、ＵＥ２１１、
２１２、２１３に通信されてもよい。いくつかの実施例では、インジケータメッセージ２
１１、２１２、２１３は、同様に、ＵＥ２１１、２１２、２１３がどの搬送波を割り当て
られているかをＵＥ２１１、２１２、２１３に通知する。他の実施例では、搬送波割り当
ては、別々のシグナリングを使用してＵＥ２１１、２１２、２１３に通信される。更に別
の代替案として、ニューメロロジーは、基地局２１０から受信された物理層信号の特徴に
基づいて、ＵＥに暗黙的にシグナリングされてもよい。例えば、ニューメロロジーは、物
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る拡散シーケンス、又は物理層信号内の参照信号（例えば、復調参照信号、セル固有参照
信号、ユーザ固有参照信号）のタイプ又は数に基づいて判定されることができる。更に別
の代替案として、ニューメロロジーは、ブラインド検出によって判定されることができる
。例えば、ＵＥは、１つ又は複数の基準が満たされるまで、例えば、信号が候補ニューメ
ロロジーに従って正しく受信されたことを巡回冗長検査（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａ
ｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ、ＣＲＣ）チェックが証明するまで、異なるニューメロロジーに基づ
いて搬送波を介して信号を送信又は受信しようとすることができる。
【００１９】
　テーブル２９０によって示されるように、３つの搬送波のそれぞれは、２つのニューメ
ロロジーと予め関連付けられる。特に、低周波数搬送波は、ニューメロロジーＡ及びニュ
ーメロロジーＢと予め関連付けられ、中間周波数搬送波は、ニューメロロジーＢ及びニュ
ーメロロジーＣと予め関連付けられ、高周波数搬送波は、ニューメロロジーＣ及びニュー
メロロジーＤと予め関連付けられる。とりわけ、ニューメロロジーＢは、低周波数搬送波
及び中間周波数搬送波の両方に設定されることができ、ニューメロロジーＣは、中間周波
数搬送波及び高周波数搬送波の両方に設定されることができる。このニューメロロジーの
重複は、ＵＥ及び／又はｅＮＢによってサポートされる必要があるニューメロロジーの総
数を減らし、それは、言い換えると、例えば、あまり複雑ではないハードウェア、プロト
コルスタック、及びソフトウェア、より低い記憶装置及び処理の要件など、これらのデバ
イスの複雑さを低減する。
【００２０】
　テーブル２９０における重複するニューメロロジー設定は、多くの可能な実施例の重複
するニューメロロジー設定の一例であり、異なる実施例の重複するニューメロロジー設定
が、様々なレベルの複雑さの低減を提供し得る、ということが認識されるべきである。実
施例の重複するニューメロロジー設定は、異なる数のニューメロロジーを異なる数の搬送
波と予め関連付けることができ、同様に、様々な度合いの搬送波間のニューメロロジーの
重複を提供することができる、ということが同様に認識されるべきである。例えば、実施
例のニューメロロジー設定は、２つ以上の隣接するキャリア間に２つ以上の共通のニュー
メロロジーを予め関連付けることができる。共通のニューメロロジーは、隣接していない
搬送波と予め関連付けられることができる、ということが同様に認識されるべきである。
【００２１】
　テーブル１は、搬送波の中心周波数の２つの異なる範囲に関して候補ニューメロロジー
を列挙する。この例では、３．７５ｋＨｚ、７．５ｋＨｚ、及び１５ｋＨｚの副搬送波間
隔に基づく３つの候補ニューメロロジーのセットは、０．６ＧＨｚと３ＧＨｚとの間の中
心周波数を有する搬送波と予め関連付けられ、１５ｋＨｚ、３０ｋＨｚ、及び６０ｋＨｚ
の副搬送波間隔に基づく３つの候補ニューメロロジーのセットは、３ＧＨｚと６ＧＨｚと
の間の中心周波数を有する搬送波と予め関連付けられる。１５ｋＨｚの副搬送波間隔に基
づく候補ニューメロロジーは、テーブル１に列挙されたそれぞれの搬送波範囲に予め関連
付けられた候補ニューメロロジーの両方のセットに共通である。
【００２２】
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【表１】

【００２３】
　テーブル２は、搬送波の中心周波数の３つの異なる範囲に関して候補ニューメロロジー
を列挙する。この例では、３．７５ｋＨｚ、７．５ｋＨｚ、及び１５ｋＨｚの副搬送波間
隔に基づく３つの候補ニューメロロジーのセットは、０．６ＧＨｚと２ＧＨｚとの間の中
心周波数を有する搬送波と予め関連付けられ、１５ｋＨｚ、及び３０ｋＨｚの副搬送波間
隔に基づく２つの候補ニューメロロジーのセットは、２ＧＨｚと４ＧＨｚとの間の中心周
波数を有する搬送波と予め関連付けられ、３０ｋＨｚ、及び６０ｋＨｚの副搬送波間隔に
基づく２つの候補ニューメロロジーのセットは、４ＧＨｚと６ＧＨｚとの間の中心周波数
を有する搬送波と予め関連付けられる。１５ｋＨｚの副搬送波間隔に基づく候補のニュー
メロロジーは、０．６ＧＨｚと２ＧＨｚとの間の中心周波数を有する搬送波に予め関連付
けられた候補ニューメロロジーのセット、及び２ＧＨｚと４ＧＨｚとの間の中心周波数を
有する搬送波に予め関連付けられた候補ニューメロロジーのセットに共通である。同様に
、３０ｋＨｚの副搬送波間隔に基づく候補のニューメロロジーは、２ＧＨｚと４ＧＨｚと
の間の中心周波数を有する搬送波に予め関連付けられた候補ニューメロロジーのセット、
及び４ＧＨｚと６ＧＨｚとの間の中心周波数を有する搬送波に予め関連付けられた候補ニ
ューメロロジーのセットに共通である。
【００２４】

【表２】

【００２５】
　テーブル３は、搬送波の中心周波数の３つの異なる範囲に関して候補ニューメロロジー
を列挙する。この例では、３．７５ｋＨｚ、７．５ｋＨｚ、及び１５ｋＨｚの副搬送波間
隔に基づく３つの候補ニューメロロジーのセットは、０．６ＧＨｚと３ＧＨｚとの間の中
心周波数を有する搬送波と予め関連付けられ、１５ｋＨｚ、及び３０ｋＨｚの副搬送波間
隔に基づく２つの候補ニューメロロジーのセットは、３ＧＨｚと６ＧＨｚとの間の中心周
波数を有する搬送波と予め関連付けられ、３０ｋＨｚ、及び６０ｋＨｚの副搬送波間隔に
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基づく２つの候補ニューメロロジーのセットは、６ＧＨｚと６０ＧＨｚとの間の中心周波
数を有する搬送波と予め関連付けられる。１５ｋＨｚの副搬送波間隔に基づく候補のニュ
ーメロロジーは、０．６ＧＨｚと３ＧＨｚとの間の中心周波数を有する搬送波に予め関連
付けられた候補ニューメロロジーのセット、及び３ＧＨｚと６ＧＨｚとの間の中心周波数
を有する搬送波に予め関連付けられた候補ニューメロロジーのセットに共通である。同様
に、３０ｋＨｚの副搬送波間隔に基づく候補のニューメロロジーは、３ＧＨｚと６ＧＨｚ
との間の中心周波数を有する搬送波に予め関連付けられた候補ニューメロロジーのセット
、及び６ＧＨｚと６０ＧＨｚとの間の中心周波数を有する搬送波に予め関連付けられた候
補ニューメロロジーのセットに共通である。
【００２６】
【表３】

【００２７】
　テーブル４は、搬送波の中心周波数の２つの異なる範囲に関して候補ニューメロロジー
を列挙する。この例では、３．７５ｋＨｚ、７．５ｋＨｚ、及び１５ｋＨｚの副搬送波間
隔に基づく３つの候補ニューメロロジーのセットは、０．６ＧＨｚと３ＧＨｚとの間の中
心周波数を有する搬送波と予め関連付けられ、１５ｋＨｚ、３０ｋＨｚ、及び６０ｋＨｚ
の副搬送波間隔に基づく３つの候補ニューメロロジーのセットは、３ＧＨｚと６ＧＨｚと
の間の中心周波数を有する搬送波と予め関連付けられる。１５ｋＨｚの副搬送波間隔に基
づく候補ニューメロロジーは、テーブル４に列挙されたそれぞれの搬送波範囲に予め関連
付けられた候補ニューメロロジーの両方のセットに共通である。
【００２８】
【表４】

【００２９】
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　テーブル１～３に列挙されている搬送波の中心周波数範囲に予め関連付けられた候補ニ
ューメロロジーの重複セットが実例として提供されるとともに、他の実施例では、これら
の搬送波の中心周波数範囲に対して、又は他の搬送波の中心周波数範囲に対して、候補ニ
ューメロロジーの異なる重複セットを使用することができる、ということが認識されるべ
きである。
【００３０】
　図３は、ネットワークデバイスによって実行され得る、候補ニューメロロジーの重複セ
ットを使用して搬送波を設定するための実施例の方法３００のフローチャートである。ス
テップ３１０において、ネットワークデバイスが、異なる搬送波と予め関連付けられてい
る、２つ以上の重複しているニューメロロジーのセットからニューメロロジーを選択する
。ニューメロロジーは、搬送波を介して通信されるデータのトラフィック特性、搬送波を
介してデータを通信するために使用される送信モード（例えば、単一送信点（Ｔｒａｎｓ
ｍｉｔ　Ｐｏｉｎｔ、ＴＰ）送信、マルチＴＰ送信）、搬送波を介して通信されるデータ
を搬送するために使用される無線リンクのチャネル特性、及び／又は搬送波を介してデー
タを通信するようにスケジュールされたＵＥの移動速度のような、１つ又は複数の基準に
基づいて選択されることができる。ニューメロロジーを選択するために使用されるトラフ
ィック特性は、トラフィックフローのサービスの質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ、ＱｏＳ）要件（例えば、待ち時間、パケットロス率）、トラフィックフローにおけ
る平均パケットサイズ、トラフィックフローに関連付けられたトラフィックタイプ（例え
ば、高度化モバイルブロードバンド（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａ
ｎｄ、ｅＭＢＢ）トラフィック又は高信頼低遅延通信（Ｕｌｔｒａ－Ｒｅｌｉａｂｌｅ　
Ｌｏｗ－Ｌａｔｅｎｃｙ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、ＵＲＬＬＣ））、及びトラフィ
ックフロー内で搬送されるデータの量（例えば、ビットの数）のような、搬送波を介して
通信されるトラフィックフローに関連付けられた任意の特性を含むことができる。ニュー
メロロジーを選択するために使用されるチャネル特性は、マルチパス遅延、経路損失、又
は無線リンクのチャネルフェージング特性のような、搬送波を介してデータを搬送するた
めに使用される無線リンクに関連付けられた任意の特性を含むことができる。
【００３１】
　ステップ３２０において、ネットワークデバイスは、ニューメロロジーの第１セットか
らの選択されたニューメロロジーに従って第１の搬送波を介して、及びニューメロロジー
の第２セットからの選択されたニューメロロジーに従って第２の搬送波を介して、同時に
通信する。いくつかの実施例では、ネットワークデバイスは、基地局及び／又はＵＥなど
の１つ又は複数のネットワークデバイスに１つ又は複数の命令を送信する。命令は、基地
局及び／又はＵＥに、選択されたニューメロロジーに基づいて、搬送波を介して無線信号
を送信又は受信するように指示する。ネットワークデバイスは、異なる搬送波を介してデ
ータを送信又は受信するようにスケジュールされた基地局及び／又はＵＥに、異なる命令
を送信することができる。その代わりに、ネットワークデバイスは、１つ若しくは複数の
基地局及び／又はＵＥのそれぞれに、同じ命令を送信することができる。一実施例では、
単一の基地局及び／又はＵＥが、複数の搬送波を介してデータを送信及び／又は受信する
ようにスケジュールされる。その実施例では、ネットワークデバイスは、同一の命令若し
くは異なる命令を、単一の基地局及び／又はＵＥに通信することができる。
【００３２】
　図４は、ネットワークデバイスによって実行され得る、２つの搬送波に対して重複する
ニューメロロジーを設定するための実施例の方法４００のフローチャートである。ステッ
プ４１０において、ネットワークデバイスは、第１の搬送波に予め関連付けられたニュー
メロロジーの第１セットから第１のニューメロロジーを選択する。ステップ４２０におい
て、ネットワークデバイスは、第２の搬送波に予め関連付けられたニューメロロジーの第
２セットから第２のニューメロロジーを選択する。第１のニューメロロジー及び第２のニ
ューメロロジーは、物理層パラメータの同じサブセットを互いに含む。ステップ４３０に
おいて、ネットワークデバイスは、第１のニューメロロジーに従って第１の搬送波を介し
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て、及び第２のニューメロロジーに従って第２の搬送波を介して、同時に通信する。いく
つかの実施例では、ネットワークデバイスは、同様に、１つ又は複数のＵＥに少なくとも
１つの命令を送信する。少なくとも１つの命令は、１つ又は複数のＵＥに、第１のニュー
メロロジーに従って第１の搬送波を介して、及び第２のニューメロロジーに従って第２の
搬送波を介して、無線信号を送信又は受信するように指示する。
【００３３】
　２つ以上の重複しているニューメロロジーのセットは、第１の搬送波に予め関連付けら
れたニューメロロジーの第１セット、及び第２の搬送波に予め関連付けられたニューメロ
ロジーの第２セットを含み得る。ニューメロロジーの第１セット及びニューメロロジーの
第２セットは、第１の搬送波及び第２の搬送波の両方に関する物理層パラメータの同じサ
ブセットを指定する、少なくとも１つの共通のニューメロロジーを含む。共通のニューメ
ロロジーは、第１の搬送波及び第２の搬送波に関して、同じ副搬送波周波数間隔及びシン
ボル期間を指定することができる。共通のニューメロロジーは、第１の搬送波及び第２の
搬送波を介して通信されるシンボルに関して、同じサイクリックプレフィックス（Ｃｙｃ
ｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ、ＣＰ）長を更に指定することができる。いくつかの実施例では、
共通のニューメロロジーは、第１の搬送波及び第２の搬送波に関して、同じＴＴＩを指定
する。他の実施例では、共通のニューメロロジーは、搬送波に関してＴＴＩを指定せず、
その場合、共通のニューメロロジーに従って搬送波を介して通信される信号は、異なるＴ
ＴＩを有することができる。いくつかの実施例では、共通のニューメロロジーは、第１の
搬送波及び第２の搬送波に関して、ＴＴＩ当たりのシンボル数を更に指定する。いくつか
の実施例では、共通のニューメロロジーは、第１の搬送波及び第２の搬送波に関して、Ｃ
Ｐオーバヘッドを更に指定する。いくつかの実施例では、第１の搬送波及び第２の搬送波
に関して、共通のニューメロロジーが選択される。そのような実施例では、物理層パラメ
ータの同じサブセットが、第１の搬送波及び第２の搬送波を介して信号を通信するために
使用される。他の実施例では、第１の搬送波及び／又は第２の搬送波に関して、他のニュ
ーメロロジーが選択され、その場合、物理層パラメータの異なるセットが、それぞれの搬
送波を介して信号を通信するために使用される。
【００３４】
　いくつかの実施例では、２つ以上の重複しているニューメロロジーのセットは、第３の
搬送波に予め関連付けられたニューメロロジーの第３セットを更に含むことができ、第２
の搬送波の中心周波数は、第１の搬送波の中心周波数と第３の搬送波の中心周波数との中
間にある。ニューメロロジーの第３セットは、ニューメロロジーの第２セットと重複する
ことができ、その結果、別の共通のニューメロロジーが、ニューメロロジーの第２及び第
３のセットの両方に含まれる。そのような実施例の実例が、テーブル２及びテーブル３に
列挙される。
【００３５】
　１つ又は複数のＵＥに送信される命令は、どの搬送波が選択されたかを識別するインジ
ケータの他に、どのニューメロロジーが選択されたかを識別するインジケータを含み得る
。どのニューメロロジーが選択されたかを識別するインジケータは、制御シグナリングメ
ッセージ／パケット内の１つ又は複数のビットを含み得る。重複するニューメロロジーは
、各対応する搬送波に関する共通のニューメロロジーを表すために同じ値が使用されるこ
とができるので、各搬送波に関する同等の数の候補ニューメロロジーを有する重複しない
ニューメロロジーよりも少ない数のビットによって表されることができる。
【００３６】
　図５は、ホストデバイスにインストールされ得る、本明細書において説明された方法を
実行するための実施例の処理システム５００のブロック図である。図示されているように
、処理システム５００は、プロセッサ５０４、メモリ５０６、及びインタフェース５１０
～５１４を含み、これらは、図５において示されたように配置され得る（か、又は配置さ
れなくてもよい）。プロセッサ５０４は、計算及び／又は他の処理に関連するタスクを実
行するように構成された任意のコンポーネント若しくはコンポーネントの集合であり、メ
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モリ５０６は、プロセッサ５０４による実行のためのプログラミング及び／又は命令を格
納するように構成された任意のコンポーネント若しくはコンポーネントの集合であり得る
。一実施例では、メモリ５０６は、非一時的なコンピュータ読み取り可能な媒体を含む。
インタフェース５１０、５１２、５１４は、処理システム５００が他のデバイス／コンポ
ーネント及び／又はユーザと通信することを可能にする任意のコンポーネント若しくはコ
ンポーネントの集合であり得る。例えば、インタフェース５１０、５１２、５１４のうち
の１つ又は複数は、プロセッサ５０４からホストデバイス及び／又はリモートデバイスに
インストールされたアプリケーションに、データ、制御メッセージ、又は管理メッセージ
を通信するように構成され得る。別の例として、インタフェース５１０、５１２、５１４
のうちの１つ又は複数は、ユーザ若しくはユーザデバイス（例えば、パーソナルコンピュ
ータ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ、ＰＣ）など）が処理システム５００と対話
／通信することを可能にするように構成され得る。処理システム５００は、長期間記憶装
置（例えば、不揮発性メモリなど）のような、図５において示されていない追加のコンポ
ーネントを含み得る。
【００３７】
　いくつかの実施例では、処理システム５００は、遠隔通信ネットワークにアクセスして
いるか、又はそうでなければ遠隔通信ネットワークの一部であるネットワークデバイスに
含まれている。一例では、処理システム５００は、遠隔通信ネットワークにおける、基地
局、中継局、スケジューラ、コントローラ、ゲートウェイ、ルータ、アプリケーションサ
ーバ、又は他の任意のデバイスのような、無線遠隔通信ネットワーク又は有線遠隔通信ネ
ットワークにおけるネットワーク側デバイス内にある。他の実施例では、処理システム５
００は、遠隔通信ネットワークにアクセスするように構成された、移動局、ユーザ装置（
Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）、パーソナルコンピュータ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ、ＰＣ）、タブレット、ウェアラブル通信デバイス（例えば、スマート
ウォッチなど）、又は任意の他のデバイスのような、無線遠隔通信ネットワーク又は有線
遠隔通信ネットワークにアクセスするユーザ側無線デバイス内にある。
【００３８】
　いくつかの実施例では、インタフェース５１０、５１２、５１４のうちの１つ又は複数
は、処理システム５００を、遠隔通信ネットワークを介してシグナリングを送信及び受信
するように構成されたトランシーバに接続する。図６は、遠隔通信ネットワークを介して
シグナリングを送受信するように構成されたトランシーバ６００のブロック図である。ト
ランシーバ６００は、ホストデバイスにインストールされ得る。図示されるように、トラ
ンシーバ６００は、ネットワーク側インタフェース６０２、結合器６０４、送信機６０６
、受信機６０８、信号プロセッサ６１０、及びデバイス側インタフェース６１２を備える
。ネットワーク側インタフェース６０２は、無線若しくは有線の遠隔通信ネットワークを
介してシグナリングを送信又は受信するように構成された任意のコンポーネント若しくは
コンポーネントの集合を含み得る。結合器６０４は、ネットワーク側インタフェース６０
２を介した双方向通信を容易にするように構成された任意のコンポーネント若しくはコン
ポーネントの集合を含み得る。送信機６０６は、ベースバンド信号を、ネットワーク側イ
ンタフェース６０２を介した送信に適した変調された搬送波信号に変換するように構成さ
れた任意のコンポーネント若しくはコンポーネントの集合（例えば、アップコンバータ、
電力増幅器など）を含み得る。受信機６０８は、ネットワーク側インタフェース６０２を
介して受信された搬送波信号をベースバンド信号に変換するように構成された任意のコン
ポーネント若しくはコンポーネントの集合（例えば、ダウンコンバータ、低雑音増幅器な
ど）を含み得る。信号プロセッサ６１０は、ベースバンド信号を、（複数の）デバイス側
インタフェース６１２を介した通信に適したデータ信号に変換するか、又はその逆も可能
であるように構成された任意のコンポーネント若しくはコンポーネントの集合を含み得る
。（複数の）デバイス側インタフェース６１２は、信号プロセッサ６１０とホストデバイ
ス内のコンポーネント（例えば、処理システム５００、ローカルエリアネットワーク（Ｌ
ｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＬＡＮ）ポートなど）との間でデータ信号を通信
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【００３９】
　トランシーバ６００は、任意のタイプの通信媒体を介してシグナリングを送信及び受信
することができる。いくつかの実施例では、トランシーバ６００は、無線媒体を介してシ
グナリングを送信及び受信する。例えば、トランシーバ６００は、セルラプロトコル（例
えば、ロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ＬＴ
Ｅ）など）、無線ローカルエリアネットワーク（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＬＡＮ）プロトコル（例えば、Ｗｉ－Ｆｉなど）、又は任意の他
のタイプの無線プロトコル（例えば、ブルートゥース、近距離通信（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、ＮＦＣ）など）のような無線通信プロトコルに従って
通信するように構成された無線トランシーバであり得る。そのような実施例では、ネット
ワーク側インタフェース６０２は、１つ又は複数のアンテナ／放射素子を備える。例えば
、ネットワーク側インタフェース６０２は、単一のアンテナ、複数の別個のアンテナ、又
はマルチレイヤ通信、例えば、単一入力複数出力（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ、ＳＩＭＯ）、複数入力単一出力（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕ
ｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ、ＭＩＳＯ）、複数入力複数出力（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ、ＭＩＭＯ）など用に構成されたマルチア
ンテナアレイを含み得る。他の実施例では、トランシーバ６００は、有線媒体、例えば、
ツイストペアケーブル、同軸ケーブル、光ファイバなどを介して、シグナリングを送信及
び受信する。特定の処理システム及び／又はトランシーバは、示されたコンポーネントの
全て、又はコンポーネントのサブセットのみを利用してもよく、統合レベルはデバイスご
とに異なり得る。
 
 
【００４０】
　本発明が例示的な実施例を参照して説明されたが、この説明は限定的な意味に解釈され
ることを意図しない。説明を参照することにより、本発明の他の実施例と同様に、例示的
な実施例の様々な変形及び組み合わせが当業者には明らかになるであろう。したがって、
添付の特許請求の範囲は、あらゆるそのような変形又は実施例を包含することが意図され
ている。
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