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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内
のワイヤレスリソースの予約済みセットと、前記予約済みセットの外部にあり、かつ前記
システム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースとを識別することと、
　第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースの
サブセットを割り振ることと、ここにおいて、前記第１のタイプの通信と前記第２のタイ
プの通信とが、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングの
うちの少なくとも１つに基づいて異なる、
を備え、
　前記第１のタイプの通信が、第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）をもつ第１のサブフレーム
タイプを有し、前記第２のタイプの通信が、前記第１のＴＴＩよりも小さい第２のＴＴＩ
をもつ第２のサブフレームタイプを有し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のタイプの通信におけるそのような確認応答より
も短い時間スケールで送信の受信の確認応答を与えるように構成された、方法。
【請求項２】
　前記第１のタイプの通信と前記第２のタイプの通信とが、ＲＴＴに基づいて異なり、こ
こにおいて、
　前記第１のタイプの通信が、第１のＲＴＴをもつ第１のサブフレームタイプを有し、　
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前記第２のタイプの通信が、前記第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２のサ
ブフレームタイプを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のタイプの通信と前記第２のタイプの通信とが、デューティサイクルタイミン
グに基づいて異なり、ここにおいて、
　前記第１のタイプの通信が第１のデューティサイクルに関連し、前記システム帯域幅の
部分量または全量のいずれかを利用し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のデューティサイクルよりも小さい第２のデュー
ティサイクルに関連し、前記システム帯域幅よりも小さい帯域幅を利用する、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記割り振ることが、
　前記第２のタイプのＵＥのうちの少なくとも１つの存在を識別することと、
　前記第２のタイプのＵＥのうちの前記識別された少なくとも１つに提供されるべきデー
タサービスのタイプを識別することと、
　前記第２のタイプのＵＥに提供されるべきデータサービスの前記タイプに少なくとも部
分的に基づいて、前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセットを決定することと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記割り振ることは、
　前記第２のタイプのＵＥに提供されるべきデータサービスの前記タイプのためのデータ
キュー中のデータの量がしきい値を下回ると決定することと、
　前記第１のタイプの通信を提供するために前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセ
ットの少なくとも一部分を動的に再割り振りすることと
を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　アップリンクデータが前記第２のタイプの通信を使用して送信されるべきであるという
送信を前記第２のタイプのＵＥから受信すること
をさらに備え、
　ここにおいて、前記割り振ることが、前記第２のタイプのＵＥからの前記送信に少なく
とも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記割り振ることが、前記第２のタイプのＵＥの存在、またはデータサービスのタイプ
、あるいはそれらの任意の組合せに基づいて半静的に実行される、請求項１に記載の方法
。
【請求項８】
　前記残りのワイヤレスリソースの前記割り振られたサブセットの指示を送信することを
さらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記指示は、
　サブフレーム内の前記残りのワイヤレスリソースが前記第２のタイプの通信のために構
成されたかどうかを示す存在指示チャネル
を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記指示は、
　前記第２のタイプの通信のために構成されたサブフレーム内の前記残りのワイヤレスリ
ソースの前記サブセットについての形状または量を示す存在指示チャネル
を備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　第３のタイプのＵＥとの第３のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースか
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らのワイヤレスリソースの他のサブセットを割り振ることと、ワイヤレスリソースの前記
他のサブセットが前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセットとは異なる、
　前記残りのワイヤレスリソースの前記割り振られたサブセットとワイヤレスリソースの
前記他のサブセットとの指示を、前記第２のタイプのＵＥ、前記第３のタイプのＵＥ、ま
たはそれらの任意の組合せに送信することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２のタイプのＵＥがマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥを備える、請求項１１に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記残りのワイヤレスリソースの前記他のサブセットは、前記ＭＴＣ　ＵＥが前記第１
のタイプの通信とは無関係に前記第２のタイプの通信を受信するのに十分な制御および同
期シグナリングを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内
のワイヤレスリソースの予約済みセットと、前記予約済みセットの外部にあり、かつ前記
システム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースとを識別するための手段と、
　第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースの
サブセットを割り振るための手段と、ここにおいて、前記第１のタイプの通信と前記第２
のタイプの通信とが、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミ
ングのうちの少なくとも１つに基づいて異なる、
を備え、
　前記第１のタイプの通信が、第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）をもつ第１のサブフレーム
タイプを有し、前記第２のタイプの通信が、前記第１のＴＴＩよりも小さい第２のＴＴＩ
をもつ第２のサブフレームタイプを有し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のタイプの通信におけるそのような確認応答より
も短い時間スケールで送信の受信の確認応答を与えるように構成された、装置。
【請求項１５】
　実行されると、コンピュータに、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法を実施さ
せる命令を備える、コンピュータプログラム。
【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８月１３日に
出願された、「Low-Latency, Low-Bandwidth and Low Duty Cycle Operation in a Wirel
ess Communication System」と題する、Ｂｈｕｓｈａｎらによる米国特許出願第１４／８
２５，９９９号、および２０１４年９月２日に出願された、「Low-Latency, Low-Bandwid
th and Low Duty Cycle Operation in a Wireless Communication System」と題する、Ｂ
ｈｕｓｈａｎらによる米国仮特許出願第６２／０４４，８１４号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0003]　以下は、一般にワイヤレス通信（wireless communication）に関し、より詳細
には、ワイヤレス通信システムにおける異なるサービスのためのリソース割振り（resour
ce allocation）と、割り振られたリソースのシグナリング（signaling）とのための技法
に関する。
【０００３】
　[0004]　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング
、ブロードキャストなどの様々なタイプ（type）の通信コンテンツを提供するために広く
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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、および出力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすること
が可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、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】
　[0005]　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。
【０００５】
　[0006]　例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、いくつかの基地局を含み得、
各々は、場合によってはユーザ機器（ＵＥ：user equipment）として知られる複数の通信
デバイスのための通信をサポートする。基地局は、（たとえば、基地局からＵＥへの送信
のために）ダウンリンクチャネル上でＵＥと通信し、（たとえば、ＵＥから基地局への送
信のために）アップリンクチャネル上でＵＥと通信し得る。
【０００６】
　[0007]　技術が進むにつれて、ワイヤレス通信ネットワーク内のいくつかのより高度な
モバイルデバイスは、ネットワーク内で動作するレガシーモバイルデバイス（legacy mob
ile device）に対して、異なるタイミング特性に従って、または異なる制御情報を有する
送信を使用して、送信される通信のための能力を有し得る。ネットワーク内のリソースは
、高度モバイルデバイスならびにレガシーモバイルデバイスにサービスを提供するために
使用され得、および／または高度モバイルデバイスに異なるタイプのサービスを提供する
ために使用され得る。いくつかの状況では、異なるモバイルデバイスに提供されるべきサ
ービスおよび／またはサービスのタイプに基づいて異なるモバイルデバイスに基づいて、
ワイヤレス通信ネットワークのリソースの割振り（allocation）においてフレキシビリテ
ィを与えることが望ましいことがある。
【発明の概要】
【０００７】
　[0008]　説明する特徴は、一般に、ワイヤレス通信システムにおける異なるサービスの
ためのリソース割振りと、割り振られたリソースのシグナリングとのための１つまたは複
数の改善されたシステム、方法、および／またはデバイスに関する。発展型ノードＢ（ｅ
ＮＢ）および／またはＵＥは、２つまたはそれ以上の異なるタイプの通信（different ty
pes of communications）を使用してワイヤレス通信システム内で動作するように構成さ
れ得る。異なるタイプの通信は、たとえば、送信と、送信の受信の確認応答（acknowledg
ment）との間のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ：round trip time）、ワイヤレス送信の
ための送信時間間隔（ＴＴＩ：transmission time interval）、および／またはワイヤレ
ス送信のデューティサイクルタイミング（duty cycle timing）に基づいて異なり得る。
レガシー通信（legacy communication）など、第１のタイプの通信のためのシステム帯域
幅（system bandwidth）内の予約済みリソース（reserved resource）が識別され得る。
システム帯域幅内の残りのリソースのいくつかまたは一部分が、たとえば、ＲＴＴ、ＴＴ
Ｉ、および／またはデューティサイクルタイミングに基づいて、第１のタイプの通信とは
異なり得る他の通信のために割り振られ得る。
【０００８】
　[0009]　異なるタイプの通信のために割り振られたリソースを示すために、シグナリン
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グが使用され得る。そのようなシグナリングは、いくつかのリソースがいくつかのタイプ
の通信のために利用可能であることを示すための半静的および／または動的シグナリング
を含み得る。たとえば、半静的シグナリング（semi-static signaling）は、異なるタイ
プの通信のための割振りを示すために使用され得、動的シグナリング（dynamic signalin
g）は、１つまたは複数のリソースを、特定のＴＴＩのための異なるタイプの通信に変更
するために使用され得る。
【０００９】
　[0010]　例示的な例の第１のセットでは、ワイヤレス通信のための方法について説明す
る。一構成では、本方法は、第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信
のためのシステム帯域幅内のワイヤレスリソース（wireless resources）の予約済みセッ
ト（reserved set）と、予約済みセットの外部にあり、かつシステム帯域幅内にある残り
のワイヤレスリソース（remaining wireless resource）とを識別すること（identifying
）を含み得る。そのような構成では、本方法は、第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの
通信のために残りのワイヤレスリソースの少なくともサブセット（subset）を割り振るこ
とを含み得、ここにおいて、第１のタイプの通信と第２のタイプの通信とは、ラウンドト
リップ時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングのうちの少なくとも１つに基
づいて異なる。
【００１０】
　[0011]　例の第１のセットに従って、ワイヤレス通信のための装置について説明する。
一構成では、本装置は、第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のた
めのシステム帯域幅内のワイヤレスリソースの予約済みセットと、予約済みセットの外部
にあり、かつシステム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースとを識別するための手段
を含み得る。そのような構成では、本装置は、第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通
信のために残りのワイヤレスリソースの少なくともサブセットを割り振るための手段を含
み得、ここにおいて、第１のタイプの通信と第２のタイプの通信とは、ラウンドトリップ
時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングのうちの少なくとも１つに基づいて
異なる。
【００１１】
　[0012]　例の第１のセットに従って、ワイヤレス通信のための別の装置について説明す
る。一構成では、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、第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第
１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内のワイヤレスリソースの予約済みセットと、
予約済みセットの外部にあり、かつシステム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースと
を識別するためにプロセッサによって実行可能であり得る。さらに、命令は、第２のタイ
プのＵＥとの第２のタイプの通信のために残りのワイヤレスリソースの少なくともサブセ
ットを割り振るためにプロセッサによって実行可能であり得、ここにおいて、第１のタイ
プの通信と第２のタイプの通信とは、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）またはデューティ
サイクルタイミングのうちの少なくとも１つに基づいて異なる。
【００１２】
　[0013]　例の第１のセットに従って、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コ
ード（computer-executable code）を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体（non-tran
sitory computer-readable medium）について説明する。一構成では、コードは、第１の
タイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内のワイヤ
レスリソースの予約済みセットと、予約済みセットの外部にあり、システム帯域幅内にあ
る残りのワイヤレスリソースとを識別するためにプロセッサによって実行可能であり得る
。さらに、コードは、第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通信のために残りのワイヤ
レスリソースの少なくともサブセットを割り振るためにプロセッサによって実行可能であ
り得、ここにおいて、第１のタイプの通信と第２のタイプの通信とは、ラウンドトリップ
時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングのうちの少なくとも１つに基づいて
異なる。
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【００１３】
　[0014]　例の第１のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、第１のタイプの通信と第２のタイプの通信とはＲＴＴに基づい
て異なり得、第１のタイプの通信は、第１のＲＴＴをもつ第１のサブフレームタイプ（su
bframe type）を有し得、第２のタイプの通信は、第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴ
Ｔをもつ第２のサブフレームタイプを有し得る。いくつかの例では、第１のタイプの通信
は、第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）をもつ第１のサブフレームタイプを有し得、第２のタ
イプの通信は、第１のＴＴＩよりも小さい第２のＴＴＩをもつ第２のサブフレームタイプ
を有し得る。いくつかの例では、第１のタイプの通信と第２のタイプの通信とはデューテ
ィサイクルタイミングに基づいて異なり得、第１のタイプの通信は第１のデューティサイ
クル（duty cycle）に関連し、システム帯域幅の部分量（partial amount）または全量（
full amount）のいずれかを利用し得、第２のタイプの通信は、第１のデューティサイク
ルよりも小さい第２のデューティサイクルに関連し、システム帯域幅よりも小さい帯域幅
を利用し得る。
【００１４】
　[0015]　例の第１のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、割振りは、第２のタイプのＵＥのうちの少なくとも１つの存在
を識別することと、第２のタイプのＵＥのうちの識別された少なくとも１つに提供される
べきデータサービス（data service）のタイプを識別することと、第２のタイプのＵＥに
提供されるべきデータサービスのタイプに少なくとも部分的に基づいて、残りのワイヤレ
スリソースのサブセットを決定することとを含み得る。いくつかの例では、割振りは、第
２のタイプのＵＥに提供されるべきデータサービスのタイプのためのデータキュー（data
 queue）中のデータの量がしきい値（threshold）を下回ると決定することと、第１のタ
イプの通信を提供するためにワイヤレスリソースのサブセットの少なくとも一部分を動的
に再割り振り（dynamically re-allocating）することとを含み得る。
【００１５】
　[0016]　例の第１のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体は
、第２のタイプの通信を使用してアップリンクデータが送信されるべきであるという送信
を第２のタイプのＵＥから受信し、第２のタイプのＵＥからの送信に少なくとも部分的に
基づいて割振りを実行し得る。いくつかの例では、割り振ることは、第２のタイプのＵＥ
の存在またはデータサービスのタイプのうちの１つまたは複数に基づいて半静的に実行さ
れ得る。いくつかの例では、ワイヤレスリソースの割り振られたサブセット（allocated 
subset）の示す指示（indication）が送信され得る。そのような指示は、たとえば、サブ
フレーム内の残りのワイヤレスリソースが第２のタイプの通信のために構成されたかどう
かを示す存在指示チャネル（presence indication channel）を含み得る。いくつかの例
では、指示は、第２のタイプの通信のために構成されたサブフレーム内の残りのワイヤレ
スリソースのサブセットについての形状（shape）または量（amount）を示す存在指示チ
ャネルを含み得る。
【００１６】
　[0017]　例の第１のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体は
、第３のタイプのＵＥとの第３のタイプの通信のために残りのワイヤレスリソースからの
ワイヤレス通信リソースの他のサブセットを割り振ることと、リソースの他のサブセット
がリソースのサブセットとは異なる、リソースの割り振られたサブセットとリソースの他
のサブセットとの指示を、第２のタイプのＵＥと第３のタイプのＵＥとのうちの１つまた
は複数に送信することとを行い得る。いくつかの例では、第２のタイプのＵＥはマシンタ
イプ通信（ＭＴＣ：machine-type communication）ＵＥを備え、残りのワイヤレスリソー
スの他のサブセットは、ＭＴＣ　ＵＥが第１のタイプの通信とは無関係に（independentl
y）第２のタイプの通信を受信するのに十分な制御および同期シグナリング（control and
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 synchronization signaling）を含み得る。
【００１７】
　[0018]　例示的な例の第２のセットでは、ワイヤレス通信のための方法について説明す
る。一構成では、本方法は、基地局と少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）との間で送信
されるべき第１のタイプのトラフィック（traffic）のための利用可能なワイヤレスリソ
ースのサブセットを割り振ることを含み得る。そのような構成では、本方法は、基地局と
少なくとも１つのＵＥとの間で送信されるべき第２のタイプのトラフィックのための利用
可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り振ることを含み得る。さらに、そのような
構成では、本方法は、ワイヤレスリソースのサブセットの半静的指示（semi-static indi
cation）を送信することと、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で送信されるべき第２
のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１のタイプのトラフィッ
クにリソースのサブセットの少なくとも一部分を動的に再割り振りすることとを含み得る
。
【００１８】
　[0019]　例の第２のセットに従って、ワイヤレス通信のための装置について説明する。
一構成では、本装置は、基地局と少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）との間で送信され
るべき第１のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサブセット
を割り振るための手段を含み得る。そのような構成では、本装置は、基地局と少なくとも
１つのＵＥとの間で送信されるべき第２のタイプのトラフィックのための利用可能なワイ
ヤレスリソースのサブセットを割り振るための手段と、ワイヤレスリソースのサブセット
の半静的指示を送信するための手段と、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で送信され
るべき第２のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１のタイプの
トラフィックにリソースのサブセットの少なくとも一部分を動的に再割り振りするための
手段とを含み得る。
【００１９】
　[0020]　例の第２のセットに従って、ワイヤレス通信のための別の装置について説明す
る。一構成では、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、基地局と少なくとも１つのユーザ機器（Ｕ
Ｅ）との間で送信されるべき第１のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレス
リソースのサブセットを割り振るためにプロセッサによって実行可能であり得る。命令は
、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で送信されるべき第２のタイプのトラフィックの
ための利用可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り振ることと、ワイヤレスリソー
スのサブセットの半静的指示を送信することと、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で
送信されるべき第２のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１の
タイプのトラフィックにリソースのサブセットの少なくとも一部分を動的に再割り振りす
ることとを行うためにプロセッサによって実行可能であり得る。
【００２０】
　[0021]　例の第２のセットに従って、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コ
ードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体について説明する。一構成では、コードは
、基地局と少なくとも１つのユーザ機器（ＵＥ）との間で送信されるべき第１のタイプの
トラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り振るためにプロ
セッサによって実行可能であり得る。さらに、コードは、基地局と少なくとも１つのＵＥ
との間で送信されるべき第２のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソ
ースのサブセットを割り振ることと、ワイヤレスリソースのサブセットの半静的指示を送
信することと、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で送信されるべき第２のタイプのト
ラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１のタイプのトラフィックにリソース
のサブセットの少なくとも一部分を動的に再割り振りすることとを行うためにプロセッサ
によって実行可能であり得る。
【００２１】
　[0022]　例の第２のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
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体のいくつかの態様では、第１のタイプのトラフィックは、第１のラウンドトリップ時間
（ＲＴＴ）をもつ第１のサブフレームタイプを有し得、第２のタイプのトラフィックは、
第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２のサブフレームタイプを有し得る。い
くつかの例では、第１のタイプの通信は第１のデューティサイクルに関連し、システム帯
域幅の全量を利用し得、第２のタイプの通信は、第１のデューティサイクルよりも小さい
第２のデューティサイクルに関連し、システム帯域幅よりも小さい帯域幅を利用し得る。
いくつかの例では、半静的指示の送信は、サブセットの指示とワイヤレスリソースのサブ
セットとを含むシステム情報ブロック（ＳＩＢ：system information block）を送信する
ことを含み得る。
【００２２】
　[0023]　例の第２のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、リソースのサブセットの少なくとも一部分の動的再割振り（dy
namic re-allocation）は、データキュー中の第２のタイプのトラフィックの量がしきい
値を下回ると決定することと、第１のタイプのトラフィックを与えるためにワイヤレスリ
ソースのサブセットの少なくとも一部分を動的に再割り振りすることとを含み得る。いく
つかの例では、方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体は、第２のト
ラフィックタイプのアップリンクデータの存在が送信されるべきであることを示す送信を
少なくとも１つのＵＥから受信し、少なくとも１つのＵＥからの送信に少なくとも部分的
に基づいてリソースを動的に再割り振りし得る。いくつかの例では、サブフレーム内の残
りのワイヤレスリソースが第２のタイプの通信のために構成されたかどうかを示す存在指
示チャネル、または第２のタイプの通信のために構成されたサブフレーム内の残りのワイ
ヤレスリソースのサブセットについての形状または量を示す存在指示チャネルを含み得る
、ワイヤレスリソースのサブセットの再割振り（re-allocation）の指示が送信され得る
。
【００２３】
　[0024]　例示的な例の第３のセットでは、ワイヤレス通信のための方法について説明す
る。一構成では、本方法は、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間の、第１のタイプのト
ラフィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットと第２のタイプのトラフィッ
クの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットとを示す半静的割振りを受信すること
を含み得る。そのような構成では、本方法は、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で送
信されるべき第２のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１のタ
イプのトラフィックへのリソースのサブセットの少なくとも一部分の動的再割振りを受信
することを含み得る。いくつかの例では、第１のタイプのトラフィックは、第１のラウン
ドトリップ時間（ＲＴＴ）をもつ第１のサブフレームタイプを有し、第２のタイプのトラ
フィックは、第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２のサブフレームタイプを
有する。
【００２４】
　[0025]　例の第３のセットに従って、ワイヤレス通信のための装置について説明する。
一構成では、本装置は、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間の、第１のタイプのトラフ
ィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットと第２のタイプのトラフィックの
送信のためのワイヤレスリソースのサブセットとを示す半静的割振りを受信するための手
段を含み得る。そのような構成では、本装置は、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で
送信されるべき第２のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１の
タイプのトラフィックへのリソースのサブセットの少なくとも一部分の動的再割振りを受
信するための手段を含み得、ただし、第１のタイプのトラフィックは、第１のラウンドト
リップ時間（ＲＴＴ）をもつ第１のサブフレームタイプを有し、第２のタイプのトラフィ
ックは、第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２のサブフレームタイプを有す
る。
【００２５】
　[0026]　例の第３のセットに従って、ワイヤレス通信のための別の装置について説明す
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る。一構成では、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、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間の、
第１のタイプのトラフィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットと第２のタ
イプのトラフィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットとを示す半静的割振
りを受信するためにプロセッサによって実行可能であり得る。さらに、命令は、基地局と
少なくとも１つのＵＥとの間で送信されるべき第２のタイプのトラフィックの量に少なく
とも部分的に基づいて、第１のタイプのトラフィックへのリソースのサブセットの少なく
とも一部分の動的再割振りを受信するためにプロセッサによって実行可能であり得、ただ
し、第１のタイプのトラフィックは、第１のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）をもつ第１
のサブフレームタイプを有し、第２のタイプのトラフィックは、第１のＲＴＴよりも小さ
い第２のＲＴＴをもつ第２のサブフレームタイプを有する。
【００２６】
　[0027]　例の第３のセットに従って、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コ
ードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体について説明する。一構成では、コードは
、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間の、第１のタイプのトラフィックの送信のための
ワイヤレスリソースのサブセットと第２のタイプのトラフィックの送信のためのワイヤレ
スリソースのサブセットとを示す半静的割振りを受信するためにプロセッサによって実行
可能であり得る。さらに、コードは、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間で送信される
べき第２のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１のタイプのト
ラフィックへのリソースのサブセットの少なくとも一部分の動的再割振りを受信するため
にプロセッサによって実行可能であり得、ただし、第１のタイプのトラフィックは、第１
のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）をもつ第１のサブフレームタイプを有し、第２のタイ
プのトラフィックは、第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２のサブフレーム
タイプを有する。
【００２７】
　[0028]　例の第３のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、半静的指示の受信は、サブセットの指示とワイヤレスリソース
のサブセットとを含むシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信することを含み得る。いく
つかの例では、第２のタイプのトラフィックがデータキュー中にあるという指示を含むス
ケジューリング要求が送信され得、動的再割振りはスケジューリング要求に少なくとも部
分的に基づき得る。いくつかの例では、動的再割振りの受信は、無線フレームの各サブフ
レーム内で、各サブフレーム内のリソースのサブセットが第２のタイプのトラフィックの
ために構成されたかどうかを示す存在指示チャネルを受信することを含み得る。
【００２８】
　[0029]　例示的な例の第４のセットでは、ワイヤレス通信のための方法について説明す
る。一構成では、本方法は、基地局と第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との間で送信さ
れるべき第１のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサブセッ
トを割り振ることを含み得、サブセットは、第１のデューティサイクルに関連し、利用可
能なワイヤレスリソースの全システム帯域幅（full system bandwidth）を利用する。そ
のような構成では、本方法は、基地局と第２のタイプのＵＥとの間で送信されるべき第２
のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り振る
ことを含み得、サブセットは、第１のデューティサイクルよりも長い第２のデューティサ
イクルに関連し、全システム帯域幅内にあり、それよりも小さい帯域幅を利用する。
【００２９】
　[0030]　例の第４のセットに従って、ワイヤレス通信のための装置について説明する。
一構成では、本装置は、基地局と第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との間で送信される
べき第１のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサブセットを
割り振るための手段を含み得、サブセットは、第１のデューティサイクルに関連し、利用
可能なワイヤレスリソースの全システム帯域幅を利用する。そのような構成では、本装置
は、基地局と第２のタイプのＵＥとの間で送信されるべき第２のタイプのトラフィックの
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ための利用可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り振るための手段を含み得、サブ
セットは、第１のデューティサイクルよりも長い第２のデューティサイクルに関連し、全
システム帯域幅内にあり、それよりも小さい帯域幅を利用する。
【００３０】
　[0031]　例の第４のセットに従って、ワイヤレス通信のための別の装置について説明す
る。一構成では、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、基地局と第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ
）との間で送信されるべき第１のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリ
ソースのサブセットを割り振るためにプロセッサによって実行可能であり得、サブセット
は、第１のデューティサイクルに関連し、利用可能なワイヤレスリソースの全システム帯
域幅を利用する。さらに、命令は、基地局と第２のタイプのＵＥとの間で送信されるべき
第２のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り
振るためにプロセッサによって実行可能であり得、サブセットは、第１のデューティサイ
クルよりも長い第２のデューティサイクルに関連し、全システム帯域幅内にあり、それよ
りも小さい帯域幅を利用する。
【００３１】
　[0032]　例の第４のセットに従って、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コ
ードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体について説明する。一構成では、コードは
、基地局と第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との間で送信されるべき第１のタイプのト
ラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り振るためにプロセ
ッサによって実行可能であり得、サブセットは、第１のデューティサイクルに関連し、利
用可能なワイヤレスリソースの全システム帯域幅を利用する。さらに、コードは、基地局
と第２のタイプのＵＥとの間で送信されるべき第２のタイプのトラフィックのための利用
可能なワイヤレスリソースのサブセットを割り振るためにプロセッサによって実行可能で
あり得、サブセットは、第１のデューティサイクルよりも長い第２のデューティサイクル
に関連し、全システム帯域幅内にあり、それよりも小さい帯域幅を利用する。
【００３２】
　[0033]　例の第４のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、リソースのサブセットは、第２のタイプのＵＥが利用可能なワ
イヤレスリソースのサブセットのみを使用して第２のタイプのトラフィックを受信するの
に十分な独立型制御および基準信号情報（self-contained control and reference signa
l information）を含み得る。いくつかの例では、ワイヤレスリソースのサブセットは、
異なるデューティサイクルに従って動作する第２のタイプのＵＥの異なるＵＥのための制
御および基準信号情報の送信のためのワイヤレスリソースを含み得る。いくつかの例では
、第２のタイプのＵＥはマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥを含み得る。
【００３３】
　[0034]　例示的な例の第５のセットでは、ワイヤレス通信のための方法について説明す
る。一構成では、本方法は、基地局から、システム帯域幅内で、第１のタイプのトラフィ
ックのためのワイヤレスリソースのサブセットと第２のタイプのトラフィックの送信のた
めのワイヤレスリソースのサブセットとを示す割振りを受信することを含み得、サブセッ
トは第１のデューティサイクルに関連し、システム帯域幅の全量を利用し、サブセットは
、第１のデューティサイクルよりも長い第２のデューティサイクルに関連し、システム帯
域幅よりも小さい帯域幅を利用する。そのような構成では、本方法は、ワイヤレスリソー
スのサブセットを使用して基地局との間で第２のタイプのトラフィックを送信および受信
することを含み得る。
【００３４】
　[0035]　例の第５のセットに従って、ワイヤレス通信のための装置について説明する。
一構成では、本装置は、基地局から、システム帯域幅内で、第１のタイプのトラフィック
のためのワイヤレスリソースのサブセットと第２のタイプのトラフィックの送信のための
ワイヤレスリソースのサブセットとを示す割振りを受信するための手段を含み得、サブセ
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ットは第１のデューティサイクルに関連し、システム帯域幅の全量を利用し、サブセット
は、第１のデューティサイクルよりも長い第２のデューティサイクルに関連し、システム
帯域幅よりも小さい帯域幅を利用する。そのような構成では、本装置は、ワイヤレスリソ
ースのサブセットを使用して基地局との間で第２のタイプのトラフィックを送信および受
信するための手段を含み得る。
【００３５】
　[0036]　例の第５のセットに従って、ワイヤレス通信のための別の装置について説明す
る。一構成では、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、基地局から、システム帯域幅内で、第１の
タイプのトラフィックのためのワイヤレスリソースのサブセットと第２のタイプのトラフ
ィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットとを示す割振りを受信するために
プロセッサによって実行可能であり得、サブセットは第１のデューティサイクルに関連し
、システム帯域幅の全量を利用し、サブセットは、第１のデューティサイクルよりも長い
第２のデューティサイクルに関連し、システム帯域幅よりも小さい帯域幅を利用する。そ
のような構成では、命令は、ワイヤレスリソースのサブセットを使用して基地局との間で
第２のタイプのトラフィックを送信および受信するためにプロセッサによって実行可能で
あり得る。
【００３６】
　[0037]　例の第５のセットに従って、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コ
ードを記憶する非一時的コンピュータ可読媒体について説明する。一構成では、コードは
、基地局から、システム帯域幅内で、第１のタイプのトラフィックのためのワイヤレスリ
ソースのサブセットと第２のタイプのトラフィックの送信のためのワイヤレスリソースの
サブセットとを示す割振りを受信するためにプロセッサによって実行可能であり得、サブ
セットは第１のデューティサイクルに関連し、システム帯域幅の全量を利用し、サブセッ
トは、第１のデューティサイクルよりも長い第２のデューティサイクルに関連し、システ
ム帯域幅よりも小さい帯域幅を利用する。さらに、コードは、ワイヤレスリソースのサブ
セットを使用して基地局との間で第２のタイプのトラフィックを送信および受信するため
にプロセッサによって実行可能であり得る。
【００３７】
　[0038]　例の第５のセットの方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒
体のいくつかの態様では、リソースのサブセットは、利用可能なワイヤレスリソースのサ
ブセットのみを使用して第２のタイプのトラフィックを送信および受信するのに十分な独
立型制御および基準信号情報を含み得る。いくつかの例では、第２のタイプのトラフィッ
クはマシンタイプ通信（ＭＴＣ）トラフィックを含み得る。
【００３８】
　[0039]　上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、
本開示による例の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、追加の特徴
および利点について説明する。開示する概念および具体例は、本開示の同じ目的を実行す
るための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのよう
な等価な構成は、添付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示する概念の特徴
、それらの編成と動作方法の両方は、関連する利点とともに、添付の図に関連して以下の
説明を検討するとより良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のみの目的で提供
され、特許請求の範囲の限界を定めるものではない。
【００３９】
　[0040]　本発明の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照して実現され得
る。添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、同
じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要素
の間で区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照ラベルの
みが本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわらず、同
じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれか１つに適用可能である。
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【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】[0041]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２】[0042]　本開示の様々な態様による、いくつかのサブフレームと、ワイヤレス通
信システムにおいてレガシー通信のために予約され得るサブフレーム内のリソースとの一
例を概念的に示す図。
【図３】[0043]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおいて使用され
得るリソース区分の一例を示す図。
【図４】[0044]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムの異なるリソース
を使用して送信され得る低レイテンシおよびレガシー通信のための無線フレームの一例を
概念的に示す図。
【図５】[0045]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおいて使用され
得るリソース区分の別の例を示す図。
【図６】[0046]　本開示の様々な態様による、いくつかのサブフレームと、レガシー通信
のために予約され得るサブフレーム内のリソースと、ワイヤレス通信システムにおいて他
のタイプの通信のために割り振られ得る他のリソースとの一例を概念的に示す図。
【図７】[0047]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するために構
成されたデバイスのブロック図。
【図８】[0048]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するために構
成されたデバイスのブロック図。
【図９】[0049]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図１０】[0050]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置のブロック図。
【図１１】[0051]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置のブロック図。
【図１２】[0052]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
基地局（たとえば、ｅＮＢの一部または全部を形成する基地局）のブロック図。
【図１３】[0053]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示
すフローチャート。
【図１４】[0054]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示
すフローチャート。
【図１５】[0055]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の別の例を
示すフローチャート。
【図１６】[0056]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の別の例を
示すフローチャート。
【図１７】[0057]　本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の別の例を
示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　[0058]　異なるタイプの通信のための利用可能なワイヤレスリソースの異なる部分のリ
ソース割振りのための技法、およびリソース割振りのシグナリングのための技法について
説明する。いくつかの例では、基地局および１つまたは複数のＵＥは、たとえば、確立さ
れたＬＴＥ通信プロトコルによるレガシー通信、レガシー通信に対して低減されたＲＴＴ
を有する低レイテンシ通信（low latency communication）、および／または他のタイプ
の通信に対して増加されたデューティサイクルタイミングを有する低デューティサイクル
通信（low duty cycle communication）など、２つまたはそれ以上の異なるタイプの通信
を使用してワイヤレス通信システム内で動作するように構成され得る。ワイヤレス通信シ
ステムのシステム帯域幅内のリソースはレガシー通信のために識別され得、システム帯域
幅内の残りのリソースの全部または一部分は、低レイテンシ通信または低デューティサイ
クル通信など、他のタイプの通信のために割り振られ得る。いくつかの例では、他のタイ
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プの通信は、無認可無線周波数スペクトル帯域（unlicensed radio frequency spectrum 
band）を使用してニューキャリアタイプ（ＮＣＴ：new carrier type）サービスまたはＬ
ＴＥサービスを提供し得る。他の（１つまたは複数の）タイプの通信は、たとえば、ＲＴ
Ｔ、ＴＴＩ、またはデューティサイクルタイミングに基づいて、レガシー通信とは異なり
得る。
【００４２】
　[0059]　シグナリングは、他の通信のために割り振られたリソースを示すために使用さ
れ得、いくつかのリソースが、レガシー通信に対して低減されたＲＴＴを有する低レイテ
ンシ通信、またはレガシー通信に対して増加されたデューティサイクルタイミングを有す
る通信など、他のタイプの通信のために利用可能であることを示すための半静的または動
的シグナリングを含み得る。たとえば、半静的シグナリングは、たとえば、システム情報
ブロック（ＳＩＢ）を介して、異なるタイプの通信のための割振りを示すために使用され
得、動的シグナリングは、１つまたは複数のリソースを、特定のＴＴＩのための異なるタ
イプの通信に変更するために使用され得る。ある例では、存在指示チャネル（ＰＩＣ：pr
esence indication channel）が、１つまたは複数のＴＴＩのためのあるタイプの通信の
ためのデータの存在を示すために使用され得、関連するＴＴＩのためのそのタイプの通信
は、ＰＩＣ中の情報に基づいて変更され得る。
【００４３】
　[0060]　以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適
用性、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、説明する
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。たとえば、説明する方法は、説明す
る順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わせら
れ得る。また、いくつかの例に関して説明する特徴は、他の例において組み合わせられ得
る。
【００４４】
　[0061]　図１に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム１００の一例を
示す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局１０５と、ＵＥ１１５と、コアネットワ
ーク１３０とを含む。コアネットワーク１３０は、ユーザ認証と、アクセス許可と、トラ
ッキングと、インターネットプロトコル（ＩＰ：Internet Protocol）接続性と、他のア
クセス、ルーティング、またはモビリティ機能とを与え得る。基地局１０５は、バックホ
ールリンク（backhaul link）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、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。様
々な例では、基地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクであり得るバック
ホールリンク１３４（たとえば、Ｘ１など）を介して互いと直接または間接的に（たとえ
ば、コアネットワーク１３０を通して）通信し得る。
【００４５】
　[0062]　基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイ
ヤレス通信し得る。基地局１０５のサイトの各々は、それぞれの地理的カバレージエリア
１１０に通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５は、基地トランシ
ーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードＢ、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で呼ばれることがある。基
地局１０５のための地理的カバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分のみを
構成するセクタに分割され得る（図示せず）。ワイヤレス通信システム１００は、異なる
タイプの基地局１０５（たとえば、マクロセル基地局および／またはスモールセル基地局
）を含み得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア１１０があり得る。
【００４６】
　[0063]　いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、基地局１０５およびＵ
Ｅ１１５が、たとえば、確立されたＬＴＥ通信プロトコルによるレガシー通信、レガシー
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通信に対して低減されたＲＴＴを有する低レイテンシ通信、および／または他のタイプの
通信に対して増加されたデューティサイクルタイミングを有する低デューティサイクル通
信など、２つまたはそれ以上の異なるタイプの通信を使用して動作するように構成され得
る、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークである。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、ｅ
ＮＢという用語は、概して、基地局１０５を表すために使用され得、ＵＥという用語は、
概して、ＵＥ１１５を表すために使用され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異な
るタイプのｅＮＢが様々な地理的領域にカバレージを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネ
ットワークであり得る。たとえば、各ｅＮＢまたは基地局１０５は、マクロセル、スモー
ルセル、および／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（cell）
」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（component carrier）、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第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））用語である。
【００４７】
　[0064]　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（licensed）、無認可（unlicensed）などの）周波数帯域
内で動作し得る、低電力基地局である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセルと
フェムトセルとマイクロセルとを含み得る。ピコセルは、比較的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、比較的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（Ｃ
ＳＧ：closed subscriber group）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ｅ
ＮＢ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。
【００４８】
　[0065]　ワイヤレス通信システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る
。同期動作の場合、基地局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
説明する技法は、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。
【００４９】
　[0066]　レガシー通信と呼ばれる、３ＧＰＰ　ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａに適合する（た
とえば、リリース１０、１１および１２に適合する）、ワイヤレス通信システム１００の
システム帯域幅内の予約済みリソースが、いくつかの例では、識別され得る。システム帯
域幅内の残りのリソースの全部または一部分は、以下でより詳細に説明するように、低レ
イテンシ通信または低デューティサイクル通信など、他のタイプの通信のために割り振ら
れ得る。シグナリングは、他の通信のために割り振られたリソースを示すために使用され
得、いくつかのリソースが、レガシー通信に対して低減されたＲＴＴを有する低レイテン
シ通信、またはレガシー通信に対して増加されたデューティサイクルタイミングを有する
通信など、他のタイプの通信のために利用可能であることを示すための半静的または動的
シグナリングを含み得る。
【００５０】
　[0067]　様々な開示する例のうちのいくつかに適応し得る通信ネットワークは、階層化
プロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプ
レーンでは、ベアラまたはパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ：Pack
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et Data Convergence Protocol）レイヤにおける通信はＩＰベースであり得る。無線リン
ク制御（ＲＬＣ：Radio Link Control）レイヤが、論理チャネルを介して通信するために
パケットセグメンテーションおよびリアセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御（ＭＡ
Ｃ：Medium Access Control）レイヤが、優先度ハンドリングと、トランスポートチャネ
ルへの論理チャネルの多重化とを実行し得る。ＭＡＣレイヤはまた、リンク効率を改善す
るためにＭＡＣレイヤにおいて再送信を行うためにハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）を使
用し得る。制御プレーンでは、無線リソース制御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）プ
ロトコルレイヤが、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、ＵＥ１１
５と基地局１０５またはコアネットワーク１３０との間のＲＲＣ接続の確立と構成と保守
とを行い得る。物理（ＰＨＹ）レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネル
にマッピングされ得る。
【００５１】
　[0068]　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、各ＵＥ
１１５は固定または移動であり得る。ＵＥ１１５は、移動局、加入者局、モバイルユニッ
ト、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイ
ヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アク
セス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージ
ェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語を含むか
、またはそのように当業者によって呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、マシンタイプ通
信（ＭＴＣ）デバイス、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤ
レス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコン
ピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。
いくつかの実装形態では、ＭＴＣデバイスは、車両、センサー、および／あるいはメータ
ー（たとえば、ガスメーターまたはパーキングメーター）、家庭用電気器具、ヘルスケア
デバイス、または他の監視デバイスなど、ＭＴＣデバイスを使用し得る多数の他の適用例
のいずれかに含まれるかまたはそれとともに動作し得る。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。
【００５２】
　[0069]　ワイヤレス通信システム１００に示されている通信リンク１２５は、ＵＥ１１
５から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からＵ
Ｅ１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送
信と呼ばれることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。
各通信リンク１２５は１つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、上記
で説明した様々な無線技術に従って変調された複数のサブキャリア（たとえば、異なる周
波数の波形信号）からなる信号であり得る。各被変調信号は、異なるサブキャリア上で送
られ得、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、ユ
ーザデータなどを搬送し得る。通信リンク１２５は、（たとえば、対スペクトルリソース
（paired spectrum resource）を使用する）ＦＤＤまたは（たとえば、不対スペクトルリ
ソース（unpaired spectrum resource）を使用する）ＴＤＤ動作を使用して、双方向通信
を送信し得る。ＦＤＤのためのフレーム構造（たとえば、フレーム構造タイプ（frame st
ructure type）１）およびＴＤＤのためのフレーム構造（たとえば、フレーム構造タイプ
２）が定義され得る。
【００５３】
　[0070]　システム１００のいくつかの実施形態では、基地局１０５および／またはＵＥ
１１５は、基地局１０５とＵＥ１１５との間の通信品質と信頼性とを改善するために、ア
ンテナダイバーシティ方式を採用するために複数のアンテナを含み得る。追加または代替
として、基地局１０５および／またはＵＥ１１５は、同じまたは異なるコード化データを
搬送する複数の空間レイヤを送信するために、マルチパス環境を利用し得る多入力多出力
（ＭＩＭＯ：multiple-input, multiple-output）技法を採用し得る。
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【００５４】
　[0071]　ワイヤレス通信システム１００は、複数のセルまたはキャリア上での動作、す
なわち、キャリアアグリゲーション（ＣＡ：carrier aggregation）またはマルチキャリ
ア動作と呼ばれることがある機能をサポートし得る。キャリアは、コンポーネントキャリ
ア（ＣＣ：component carrier）、レイヤ、チャネルなどと呼ばれることもある。「キャ
リア」、「コンポーネントキャリア」、「セル」、および「チャネル」という用語は、本
明細書では互換的に使用されることがある。ＵＥ１１５は、キャリアアグリゲーションの
ために、複数のダウンリンクＣＣと１つまたは複数のアップリンクＣＣとで構成され得る
。キャリアアグリゲーションは、ＦＤＤコンポーネントキャリアとＴＤＤコンポーネント
キャリアの両方とともに使用され得る。
【００５５】
　[0072]　上記で説明したように、様々な例は、複数の異なるタイプの通信をサポートし
得る、図１のワイヤレス通信システム１００など、ワイヤレス通信システムにおける通信
を与える。たとえば、第１のレイテンシモード（latency mode）に従って動作し得る、第
１のタイプの通信は、レガシーＬＴＥ通信のために指定されているフレーム構造、スロッ
ト、シンボル、およびサブキャリア間隔を使用し得る。たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに
おける時間間隔は、基本時間単位（たとえば、サンプリング周期、Ｔｓ＝１／３０，７２
０，０００秒）の倍数単位で表され得る。時間リソースは、０から１０２３にわたるシス
テムフレーム番号（ＳＦＮ：system frame number）によって識別され得る１０ｍｓの長
さの無線フレーム（Ｔｆ＝３０７２００Ｔｓ）に従って編成され得る。各フレームは、０
から９までの番号を付けられた１０個の１ｍｓサブフレームを含み得る。サブフレームは
、さらに２つの０．５ｍｓスロットに分割され得、その各々は、（各シンボルにプリペン
ドされたサイクリックプレフィックス（cyclic prefix）の長さに応じて）６つまたは７
つの変調シンボル期間を含んでいる。サイクリックプレフィックスを除いて、各シンボル
は、２０４８個のサンプル期間を含んでいる。さらに、第１のレイテンシモードでの通信
は、ダウンリンク通信のためのページングまたは制御チャネルを通して、ならびにアップ
リンク通信のためのスケジューリング要求およびランダムアクセスプロシージャを通して
など、レガシーＬＴＥ技法を通して開始され得る。
【００５６】
　[0073]　第２のタイプの通信は、たとえば、送信と、送信の確認応答（acknowledgment
）との間のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）がレガシー通信のためのＲＴＴに対して低減
される、第２のレイテンシモード、または低レイテンシモード（low latency mode）に従
って動作し得る。さらに、低レイテンシモードでの通信は、たとえば、レガシーＬＴＥシ
ンボルに対して低減されたシンボル持続時間を通して、低減された送信時間間隔（ＴＴＩ
：transmission time interval）を有するシンボルを使用し得る。したがって、場合によ
っては、レガシーＬＴＥサブフレームは、最小スケジューリングユニットまたはＴＴＩで
あり得る。低レイテンシ動作または低レイテンシモードをサポートするシステムのために
含む他の場合には、ＴＴＩは、サブフレームよりも短くなり得るか、または送信バースト
中で（たとえば、短いＴＴＩバースト中で、または短いＴＴＩを使用する選択されたコン
ポーネントキャリア中で）採用され得る。場合によっては、１つまたは複数のシンボルが
より短いＴＴＩのために使用され得、ただし、各ＴＴＩはアップリンクシンボルまたはダ
ウンリンクシンボルのいずれかであり得る。システム１００は、異なる持続時間のＴＴＩ
をもつＵＥ１１５動作をサポートし得、そのようなシステムでは、より長い持続時間ＴＴ
ＩはレガシーＴＴＩと呼ばれることがあり、より短い持続時間ＴＴＩは低レイテンシＴＴ
Ｉと呼ばれることがある。第１および／または第２のタイプの通信による通信は、そのよ
うな通信のために、利用可能なワイヤレス通信システム１００リソース内のリソースを割
り振ることによって与えられ得る。
【００５７】
　[0074]　第３のタイプの通信は、たとえば、第１および第２のタイプの通信のデューテ
ィサイクルタイミングに対して増加されたデューティサイクルタイミングに従って動作し
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得る。さらに、いくつかの例では、第３のタイプの通信は、低減されたシステム帯域幅を
使用し得る。第２および／または第３のタイプの通信による通信は、そのような通信のた
めに、利用可能なワイヤレス通信システム１００リソース内のリソースを割り振ることに
よって与えられ得る。
【００５８】
　[0075]　図２は、無線フレーム２００の部分と、送信され得る異なるサブフレーム２０
５および２１０との一例を概念的に示す図である。図２の無線フレームは、たとえば、１
つまたは複数の基地局１０５および／または１つまたは複数のＵＥ１１５の間で、図１を
参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００の部分を使用して送信され得る。上
述のように、異なるタイプのＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１１５）が与えられ得、異なる
能力を有し得る。たとえば、レガシーＵＥは、レガシープロトコルに従って通信を送信お
よび受信することが可能であり得るが、他のＵＥは、低レイテンシ通信または低デューテ
ィサイクル通信を送信および受信することが可能であり得る。レガシーＵＥとの適合性を
維持するために、異なる通信タイプの各々の通信は、レガシーＵＥとのレガシー通信のた
めに必要とされるリソースのセットを保持する必要があるであろう。
【００５９】
　[0076]　図２は、我々に１０ｍｓの無線フレームをつくる１ｍｓサブフレーム２０５、
２１０を与える、レガシーＵＥによって認識されるラスタ間隔（raster spacing）に従っ
て送信され得る様々なリソースの例を示している。各サブフレーム２０５、２１０内で、
物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control channel）２
１５が、様々なレガシー制御情報を与え得るサブフレーム２０５、２１０の第１のシンボ
ル中で与えられる。レガシー通信のための、サブフレーム２０５として図２に示されてい
る５番目ごとのサブフレームは、レガシーＵＥによって予想されるいくつかのタイプの同
期およびブロードキャストシグナリングを含み得る。そのようなシグナリングは、１次同
期信号（ＰＳＳ：primary synchronization signal）と、２次同期信号（ＳＳＳ：second
ary synchronization signal）と、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：physical
 broadcast channel）とを含み得る。このシグナリングは、サブフレーム２０５の中心の
６つのリソースブロック（resource block）中のＰＳＳ／ＳＳＳ／ＰＢＣＨ領域２２０中
で与えられる。さらに、共通基準信号（ＣＲＳ：common reference signal）２２５が、
ＰＤＣＣＨ２１５内で、およびＰＳＳ／ＳＳＳサブフレーム２０５中のシステム帯域幅の
少なくとも一部分上で送信される。レガシー通信のためのこれらのリソースは、様々な例
によれば、レガシーＵＥとの適合性を与えるために維持される予約済みリソースであり得
る。残りのリソースは、次いで、レガシーチャネルと、低レイテンシ通信を与える低レイ
テンシチャネル（low latency channel）、および／または低デューティサイクル通信を
与え得る低デューティサイクルチャネル（low duty cycle channel）など、１つまたは複
数の他のチャネルとの間で共有され得る。
【００６０】
　[0077]　次に図３を参照しながら、本開示の態様による、ワイヤレス通信システムの異
なるリソースを使用するレガシー通信および低レイテンシ通信の例を概念的に示すブロッ
ク図３００について説明する。図３の通信は、たとえば、１つまたは複数の基地局１０５
（たとえば、ｅＮＢ）と１つまたは複数のＵＥ１１５との間で、図１を参照しながら説明
したワイヤレス通信システム１００の部分を使用して送信され得る。図３の例では、シス
テム帯域幅３０５内のワイヤレスリソースは、レガシー制御領域（legacy control regio
n）３１０と、低レイテンシサービス領域（low latency service region）３１５と、レ
ガシーＬＴＥサービス領域３２０とを含み得る。そのような構成は、ＦＤＭ通信またはＴ
ＤＭ通信のいずれかの場合に使用され得る。レガシー制御領域３１０は、いくつかの例で
は、様々なレガシー制御およびシグナリング情報を含み得る、各サブフレームの最初の１
つまたは２つのシンボルを含み得る。いくつかの例では、レガシー制御領域はまた、図２
に関して上記で説明したような、いくつかのサブフレームの中心の６つのリソースブロッ
クとＣＲＳリソース要素とを含み得る。
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【００６１】
　[0078]　低レイテンシタイプ通信（low latency type communication）に関して、図４
は、本開示の態様による、いくつかのワイヤレス通信リソース４０５がレガシーおよび低
レイテンシモードアクセスを与えるように構成され得る異なる通信タイプの一例を概念的
に示す図４００である。図４のワイヤレスリソース４０５は、たとえば、１つまたは複数
の基地局１０５と１つまたは複数のＵＥ１１５との間で、図１を参照しながら説明したワ
イヤレス通信システム１００の部分を使用して送信され得る。この例では、ワイヤレス通
信リソース４０５のサブセット４１０がレガシーＬＴＥサービスを提供し得る。ワイヤレ
ス通信リソース４０５のサブセットは低レイテンシ通信のために構成され得、レガシーＬ
ＴＥサブフレームに対する追加のシンボルを含むか、またはレガシーＬＴＥ通信と低レイ
テンシモード通信とを動的に共有し得るタイプのサブフレームを含み得る。いくつかの例
によれば、低レイテンシサービス（low latency service）４２０は、薄い（thin）リソ
ースブロック（ＲＢ：resource block）を含み得、各薄いＲＢは、時間的に１つのＯＦＤ
Ｍシンボルにわたり、１４４個の連続するサブキャリアにわたる。薄いＲＢ内のいくつか
のリソース要素（ＲＥ：resource element）はＵＥ基準信号（ＵＥ－ＲＳ：UE reference
 signal）に専用であり得、いくつかのＲＥはＰＤＣＣＨ送信に専用であり得、薄いＲＢ
内の残りのＲＥは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downlink sh
ared channel）送信を与える。
【００６２】
　[0079]　いくつかの例では、レガシーサービス（legacy service）のためのリソースの
サブセット４１０は、ＵＥのためのキャンピング、モビリティ、および関係するタスクを
扱うように構成され得る。リソースのサブセット４１５は、そのような通信を送信および
受信することが可能であるＵＥに低レイテンシサービス４２０を提供するように構成され
得る。低レイテンシサービス４２０は、様々な例では、ＨＡＲＱ方式による確認応答／否
定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）など、送信の受信の確認応答を、レガシーサービス４１０に
おけるそのような確認応答よりも著しく短い時間スケールで与えるように構成され得る。
いくつかの例では、シンボル４２０はＵＥに送信されるデータを含み得、シンボル４２５
は、送信の受信の確認応答を与えるために使用され得る。いくつかの例では、通信の受信
の確認応答は、送信からｎ＋４個のシンボル後にくる第１の利用可能なシンボル中で与え
られ得る。そのようにして、確認応答は比較的急速に与えられ得、必要な再送信は、レガ
シー通信中で与えられる同様の機能よりも著しく少ない時間において開始され得る。たと
えば、レガシー通信は、送信の後の第４のサブフレームで開始する受信の確認応答を与え
、したがって、４ｍｓの最小ＲＴＴを与え得、低レイテンシサービス４２０は、レガシー
シンボルよりも低いＴＴＩをもつシンボルを有し、送信の後の第４のシンボルで開始する
受信の確認応答を与え、したがって、いくつかの例では、１ｍｓよりも実質的に小さいＲ
ＴＴを与え得る。
【００６３】
　[0080]　いくつかの例では、リソース割当ては、レガシーサービスのためのリソースの
サブセット４１０中に含まれる制御シグナリング（control signaling）を使用して通信
され得る。たとえば、リソースのサブセット４１５の割振りが決定されると、この割振り
は、リソースのサブセットを使用して送信されるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）などを
通して、半静的シグナリングを使用してＵＥに送信され得る。いくつかの例では、リソー
スのサブセット４１０のためのリソースの半静的割振りおよびリソースのサブセット４１
０は、たとえば、いくつかの例を挙げれば、低レイテンシサービスを受信することが可能
である特定の時間に存在するＵＥのタイプ、異なるＵＥに与えられるべきであるトラフィ
ックフローのタイプ（たとえば、遅延敏感トラフィック対遅延鈍感トラフィック（delay 
sensitive traffic versus delay insensitive traffic））、システム利用率（system u
tilization）、および／またはチャネル状態（channel condition）を含む、いくつかの
ファクタに基づいて決定され得る。
【００６４】
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　[0081]　いくつかの例では、リソースの半静的割振りは、低レイテンシ通信のために割
り振られたリソースをレガシー通信に変更するために動的に変更され得る。そのような動
的再割振りは、リソースのサブセットの少なくとも一部分に対して行われ得、基地局と少
なくとも１つのＵＥとの間で送信されるべき低レイテンシトラフィックの量に少なくとも
部分的に基づき得る。たとえば、基地局は、低レイテンシデータサービスのためのデータ
キュー中のデータの量がしきい値を下回ると決定し得、レガシーサービスを提供するため
にワイヤレスリソースのサブセット４１５の少なくとも一部分を動的に再割り振りし得る
。さらなる例では、基地局は、ＵＥから、アップリンクデータが低レイテンシ通信を使用
して送信されるべきであるという送信を受信し得、リソースのサブセット４１５の割振り
は、低レイテンシアップリンク通信が存在するという指示に基づいて決定され得る。
【００６５】
　[0082]　リソースの動的再割振りは、いくつかの例では、サブフレーム内の残りのワイ
ヤレスリソースが低レイテンシ通信のために構成されたかどうかを示す存在指示チャネル
（ＰＩＣ：presence indication channel）を通して与えられ得る。ＰＩＣは、たとえば
、低レイテンシ通信のために構成されたサブフレーム内の残りのワイヤレスリソースのサ
ブセットについての形状または量を示すか、あるいはサブフレーム内の残りのワイヤレス
リソースが低レイテンシ通信のために構成されたかどうかを示し得る。ＰＩＣは、いくつ
かの例では、薄いＲＢの１つのＲＥ中に含まれ得、低レイテンシセグメント（low latenc
y segment）の実際の形状に関する情報を搬送し得る。低レイテンシセグメントの形状は
、半静的シグナリング中に記載された公称形状によって上限が定められ得、ＰＩＣ中の情
報は特定のリソースについての実際の形状を示し得る。たとえば、「オフ」（たとえば、
論理０）であるＰＩＣ信号は、ある時間期間（たとえば、サブフレーム）の間の低レイテ
ンシリソース（low latency resource）のサブセット全体がデフォルトまたはレガシー動
作によってリクレーム（reclaim）されたことを示し得る。
【００６６】
　[0083]　いくつかの例では、低レイテンシサービスが提供されるべきである場合、各サ
ブフレームは、少なくともいくつかの低レイテンシリソースを含むように割り振られ、Ｐ
ＩＣは、そのような場合、これらの低レイテンシリソースが必要とされないことと、これ
らのリソースのためのレガシー動作が行われることとを示し得る。いくつかの例では、低
レイテンシリソースを探すＵＥが、そのリソースのためのＰＩＣ信号を復号し得、ＰＩＣ
が正常に復号された場合、ＵＥは、次いで、リソースの実際の形状ならびにリソース中に
埋め込まれたＰＤＣＣＨを推論し、ＵＥは、次いで、リソースのためのＰＤＣＣＨおよび
ＰＤＳＣＨ等価送信（equivalent transmission）を復号し得る。アップリンク送信の場
合、基地局は、次のサブフレーム期間の間、低レイテンシリソースの動的割振りを告知す
るために第１のＰＤＣＣＨシンボルを使用し得る。前に発行されたアップリンク許可は、
直近の低レイテンシセグメント告知によってゲートされ得る。したがって、実際のトラフ
ィック必要に基づいて動的に再割り振りされ得るリソースの半静的割振りが与えられ得、
これは、ワイヤレス通信の向上を与えるためのワイヤレスネットワークにおけるフレキシ
ビリティを与え得る。
【００６７】
　[0084]　上述のように、いくつかの例では、低デューティサイクルサービス（low duty
 cycle service）は、レガシー送信のために予約されたリソースの外部の利用可能なワイ
ヤレス通信リソースの一部分中で提供され得る。本開示の態様による、ワイヤレス通信シ
ステムの異なるリソースを使用するレガシー通信および低デューティサイクル通信の例を
概念的に示す図５のブロック図５００について説明する。図５の通信は、たとえば、１つ
または複数の基地局１０５（たとえば、ｅノードＢ（ｅＮＢ））と１つまたは複数のＵＥ
１１５との間で、図１を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００の部分を使
用して送信され得る。図５の例では、システム帯域幅５０５内のワイヤレスリソースは、
レガシー制御領域５１０と、低レイテンシサービス領域５１５と、低帯域幅低デューティ
サイクルサービス領域（low bandwidth low duty cycle service region）５２０と、レ
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ガシーＬＴＥサービス領域５２５とを含み得る。そのような構成は、ＦＤＭ通信またはＴ
ＤＭ通信のいずれかの場合に使用され得る。レガシー制御領域５１０は、いくつかの例で
は、上記で説明したような、様々なレガシー制御とシグナリング情報とを含み得る、各サ
ブフレームの最初の１つまたは２つのシンボルを含み得る。いくつかの例では、レガシー
制御領域５１０はまた、図２に関して上記で説明したような、いくつかのサブフレームの
中心の６つのリソースブロックとＣＲＳリソース要素とを含み得る。
【００６８】
　[0085]　低レイテンシサービス領域５１５は、上記で説明したような、低レイテンシ通
信のためのリソースを含んでいることがある。低帯域幅低デューティサイクル（ＬＢＬＤ
：low bandwidth low duty cycle）サービス領域５２０は、レガシー通信または低レイテ
ンシ通信に対して増加されたデューティサイクルを有するＬＢＬＤ通信のためのリソース
を含み得る。場合によっては、ＬＢＬＤ通信はまた、システム帯域幅５０５の部分量を占
有し得る。いくつかの例では、ＬＢＬＤ通信はＭＴＣデバイスに与えられ得、ＭＴＣデバ
イスは、関連するデューティサイクル期間中のみに監視するようにプログラムされ得、し
たがって電力を温存し得る。したがって、ＬＢＬＤ通信は、ワイヤレスリソースの別のサ
ブセットを与え得る。いくつかの例では、ＬＢＬＤ通信は、ＭＴＣ　ＵＥが、通信のレガ
シーまたは低レイテンシタイプとは無関係に、より短い、全システム帯域幅５０５をも占
有し得るデューティサイクルを有するＬＢＬＤ通信を受信するのに十分な完全に独立型の
制御および同期シグナリングを与える。いくつかの例では、各ＬＢＬＤセグメント５２０
は、所定の数のサブフレームごとに１回繰り返すいくつかの連続するＲＢを含み得る。た
とえば、各ＬＢＬＤセグメントは６つの連続するＲＢを含み、１０個のサブフレームごと
に１回繰り返し、したがって、１０％のデューティサイクルを与え得る。いくつかの例で
は、異なるＵＥは異なるデューティサイクルのためにプログラムされ得、ＬＢＬＤ通信の
ためのリソースは、存在するデバイスのデューティサイクルに従って割り振られ得る。た
とえば、２０％のデューティサイクルをもつデバイスは、１０個ごとのサブフレームのう
ちの２つにおいてＬＢＬＤリソースの割振りを生じ得、１％のデューティサイクルをもつ
デバイスは、１００個ごとのサブフレームのうちの１つにおいてＬＢＬＤリソースの割振
りを生じ得る。
【００６９】
　[0086]　ＬＢＬＤリソースの割振りおよびシグナリングは、低レイテンシリソース割振
りに関して上記で説明したのと同様にして与えられ得る。ＬＢＬＤリソースの割振りは半
静的に行われ得、リソースは、上記で説明したのと同様にして動的に再割り振りされ得る
。低レイテンシ通信とＬＢＬＤ通信の両方のために割振りが行われる例では、シグナリン
グは、いずれかまたは両方のサービスにリソースの割振りおよび動的再割振りを与え得る
。さらに、他のサービスがワイヤレス通信リソースのうちのいくつかを割り振られ得る場
合、シグナリングは、同様にして任意の数のそのような追加のサービスを示すために与え
られ得る。
【００７０】
　[0087]　図６は、無線フレーム６００の部分と、送信され得る異なるサブフレーム６０
５および６１０との一例を概念的に示す図である。図６の無線フレームは、たとえば、１
つまたは複数の基地局１０５および／または１つまたは複数のＵＥ１１５の間で、図１を
参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００の部分を使用して送信され得る。上
述のように、異なるタイプのＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１１５）が与えられ得、異なる
能力を有し得る。たとえば、レガシーＵＥは、レガシープロトコルに従って通信を送信お
よび受信することが可能であり得るが、他のＵＥは、低レイテンシ通信を送信および受信
することが可能であり得、ＭＴＣデバイスは、低デューティサイクル通信に従って送信お
よび受信することが可能であり得る。
【００７１】
　[0088]　図６は、様々な例による、送信され得る様々なワイヤレス通信リソースを示し
ている。この例では、レガシーＰＤＣＣＨ信号６１５、レガシーＰＳＳ／ＳＳＳ／ＰＢＣ
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Ｈ領域６２０、およびレガシーＣＲＳ　ＲＥ６２５は、図２の場合と同様に示され、第１
のタイプの通信（たとえば、レガシーＵＥとのレガシー通信）のための予約済みリソース
として識別される。この例では、残りのワイヤレスリソースのサブセットが第２のタイプ
のＵＥとの第２のタイプの通信のために割り振られ、これは、図６の例では、低レイテン
シ通信をサポートするＵＥのために割り振られた低レイテンシサービスリソース６３０を
含む。上記で説明したように、低レイテンシリソースがシステムにおいて割り振られるい
くつかの例では、各サブフレームは低レイテンシリソースのいくらかの量を含み得、その
ようなリソースは、特定のサブフレームに応じて異なるリソースであり得る。たとえば、
サブフレーム６１０－ａでは、低レイテンシサービスリソース６３０は、サブフレームの
中心の６つのリソースブロックの一部分を占有し得るが、サブフレーム６０５－ａ、６０
５－ｂ、および６０５－ｃ中で割り振られた低レイテンシサービスリソース６３０は、こ
れらの予約済みリソースを占有しないように割り振られる。
【００７２】
　[0089]　さらに、図６の例では、いくつかのＬＢＬＤリソース６３５～６４５も割り振
られ得る。いくつかの例では、ＬＢＬＤリソース６３５は、第１のデューティサイクルを
有するＵＥのために割り振られ得、ＬＢＬＤリソース６４０は、第２のデューティサイク
ルを有するＵＥのために割り振られ得、ＬＢＬＤリソース６４５は、第３のデューティサ
イクルを有するＵＥのために割り振られ得る。上記で説明したように、ＭＴＣデバイスな
どのＵＥのデューティサイクルは、ＵＥが、デバイスのデューティサイクルによって定義
された限られた時間の間チャネルを監視しさえすればよいように定義され得、これは、そ
のようなデバイスの電力効率の向上を可能にし得る。したがって、図６の波形は、複数の
異なる通信タイプのために使用され得る複数の差分セグメント（difference segment）を
与える。当業者によって容易に認識されるように、図６の例は、多くの異なる例のうちの
１つにすぎないことを理解されたい。
【００７３】
　[0090]　図７に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
デバイス７０５のブロック図７００を示す。デバイス７０５は、たとえば、図１を参照し
ながら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス７０５は
、受信機モジュール７１０、ワイヤレス通信管理モジュール（wireless communications 
management module）７１５、および／または送信機モジュール７２０を含み得る。デバ
イス７０５はまた、プロセッサ（図示せず）であるか、またはプロセッサを含み得る。こ
れらのモジュールの各々は互いと通信していることがある。
【００７４】
　[0091]　デバイス７０５において示されているモジュールは、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１つまたは複数の特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）を使用して、個々にまたはまとめて実装され得る。追加または代替とし
て、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、１つ
または複数の集積回路上で実行され得る。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）、および他
のセミカスタムＩＣ）が使用され得る。各モジュールの機能はまた、全体的にまたは部分
的に、１つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００７５】
　[0092]　受信機モジュール７１０は、パケット、ユーザデータ、および／または様々な
情報チャネル（たとえば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連する、および１つ
または複数の異なる通信タイプ（たとえば、レガシーＬＴＥ通信、低レイテンシ通信、無
認可スペクトル上でのＬＴＥ通信、ＮＣＴ通信など）による、制御情報などの情報を受信
し得る。受信機モジュール７１０は、たとえば、異なるタイプの通信のためのリソースの
割振りを示すシグナリングを受信するように構成され得る。情報は、ワイヤレス通信管理
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モジュール７１５に、およびデバイス７０５の他の構成要素に受け渡され得る。
【００７６】
　[0093]　ワイヤレス通信管理モジュール７１５は、デバイス４０５における異なるサー
ビスによる通信のために使用されるべきサービスおよび／またはワイヤレスリソース接続
を識別することに関係する様々な機能を実行するように構成され得る。これは、割り振ら
れたリソースを識別することと、アクティブなサービスを識別することと、識別されたサ
ービスおよびリソースに従って通信を送信および受信するために関連する機能を実行する
こととを含み得、それらは、図２～図６を参照しながら上記で説明した機能の一例であり
得る。
【００７７】
　[0094]　送信機モジュール７２０は、デバイス７０５の他の構成要素から受信された１
つまたは複数の信号を送信し得る。送信機モジュール７２０は、割り振られたリソースを
使用して、およびワイヤレス通信管理モジュール７１５によって識別されたサービスのタ
イプに従ってワイヤレス送信を送信し得る。いくつかの例では、送信機モジュール７２０
は、トランシーバモジュール（図示せず）において受信機モジュール７１０とコロケート
（collocate）され得る。
【００７８】
　[0095]　図８に、様々な例による、ワイヤレス通信において使用するためのデバイス７
０５－ａのブロック図８００を示す。デバイス７０５－ａは、図１を参照しながら説明し
たＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス７０５－ａはまた、図
７を参照しながら説明したデバイス７０５の一例であり得る。デバイス７０５－ａは、受
信機モジュール７１０－ａ、ワイヤレス通信管理モジュール７１５－ａ、および／または
送信機モジュール７２０－ａを含み得、それらは、デバイス７０５の対応するモジュール
の例であり得る。デバイス７０５－ａはまた、プロセッサ（図示せず）を含み得る。これ
らのモジュールの各々は互いと通信していることがある。ワイヤレス通信管理モジュール
７１５－ａは、リソース割振りモジュール（resource allocation module）８０５と、ス
ケジューリング要求モジュール（（scheduling request module））８１０と、存在指示
チャネル（ＰＩＣ）受信モジュールとを含み得る。受信機モジュール７１０－ａおよび送
信機モジュール７２０－ａは、それぞれ、図７の受信機モジュール７１０および送信機モ
ジュール７２０の機能を実行し得る。
【００７９】
　[0096]　ワイヤレス通信管理モジュール７１５－ａ内で、リソース割振りモジュール８
０５は、１つまたは複数のタイプの通信のためのリソース割振りを決定し得る。たとえば
、リソース割振りモジュール８０５は、レガシーおよび低レイテンシ通信のために割り振
られたリソースの半静的指示を受信し得る。さらに、いくつかの例では、リソース割振り
モジュール８０５は、図２～図６に関して上記で説明したのと同様にして、デバイス７０
５－ａが異なるタイプの通信のために使用すべきであるリソースの動的再割振りを受信し
得る。スケジューリング要求モジュール８１０は、ある例では、デバイス７０５－ａが、
異なる通信タイプに従って送信されるべきデータを含むと決定し得、これは、通信タイプ
に従って通信のためのリソース割振りを与えるように基地局に促し得る。ＰＩＣ受信モジ
ュール８１５は、いくつかの例では、ＰＩＣ中で情報を受信し得、１つまたは複数のリソ
ースが異なる通信タイプに動的に再割り振りされたと決定し得る。
【００８０】
　[0097]　図９に、様々な例による、ワイヤレス通信において使用するためのシステム９
００を示す。システム９００はまた、図１のＵＥ１１５の一例であり得るＵＥ１１５－ａ
を含み得る。ＵＥ１１５－ａはまた、図７および／または図８のデバイス７０５の１つま
たは複数の態様の一例であり得る。
【００８１】
　[0098]　ＵＥ１１５－ａは、概して、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含み得る。Ｕ
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Ｅ１１５－ａは、（１つまたは複数の）アンテナ９４０と、トランシーバモジュール９３
５と、プロセッサモジュール９０５と、（ソフトウェア（ＳＷ）９２０を含む）メモリ９
１５とを含み得、それらはそれぞれ、（たとえば、１つまたは複数のバス９４５を介して
）直接的または間接的に互いに通信し得る。トランシーバモジュール９３５は、上記で説
明したように、（１つまたは複数の）アンテナ９４０、および／あるいは１つまたは複数
のワイヤードもしくはワイヤレスリンクを介して、１つまたは複数のネットワークと双方
向に通信するように構成され得る。たとえば、トランシーバモジュール９３５は、図１～
図６を参照しながら上記で説明したような、基地局１０５と双方向に通信するように構成
され得る。トランシーバモジュール９３５は、パケットを変調し、変調されたパケットを
送信のために（１つまたは複数の）アンテナ９４０に与え、（１つまたは複数の）アンテ
ナ９４０から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。トラン
シーバモジュール９３５は、複数のコンポーネントキャリアを介して１つまたは複数の基
地局１０５と同時に通信することが可能であり得る。
【００８２】
　[0099]　ＵＥ１１５－ａは、図７および図８のデバイス７０５のワイヤレス通信管理モ
ジュール７１５のための上記で説明した機能を実行し得るＵＥワイヤレス通信管理モジュ
ール７１５－ｂを含み得る。ＵＥ１１５－ａはまた、図２～図６に関して上記で説明した
ように低レイテンシ通信に関係する動作を扱い得る随意の低レイテンシモジュール９２５
を含み得る。ＵＥ１１５－ａはまた、図２～図６に関して上記で説明したようにＬＢＬＤ
通信に関係する動作を扱い得る随意のＬＢＬＤモジュール９３０を含み得る。
【００８３】
　[0100]　メモリ９１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）とを含み得る。メモリ９１５は、実行されたとき、プロセッサモジュール９０５に
本明細書で説明する様々な機能（たとえば、リソース割振り決定、動的再割振り、および
サービスについてのスケジューリング要求を送信することなど）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／ファー
ムウェアコード９２０を記憶し得る。代替的に、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９２０は、プロセッサモジュール９０５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する機能を実行させるように構成され得る。プロセッサモ
ジュール９０５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。
【００８４】
　[0101]　図１０に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するため
の装置１００５のブロック図１０００を示す。いくつかの例では、装置１００５は、図１
を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様の一例であり得る。
いくつかの例では、装置１００５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ｅＮＢおよび／またはＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ基地局の一部であるか、またはそれを含み得る。装置１００５はまた、プロ
セッサであり得る。装置１００５は、受信機モジュール１０１０、ワイヤレス通信管理モ
ジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０を含み得る。これらのモジ
ュールの各々は互いと通信していることがある。
【００８５】
　[0102]　装置１００５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１つまたは複数のＡＳＩＣを使用して、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、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分
野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
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汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００８６】
　[0103]　いくつかの例では、受信機モジュール１０１０は、たとえば、異なる通信タイ
プに従って通信を受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）受信機など、少なくとも
１つのＲＦ受信機を含み得る。受信機モジュール１０１０は、図１を参照しながら説明し
たワイヤレス通信システム１００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信シ
ステムの１つまたは複数の通信リンク上で様々なタイプのデータおよび／または制御信号
（すなわち、送信）を受信するために使用され得る。
【００８７】
　[0104]　いくつかの例では、送信機モジュール１０２０は、たとえば、異なる通信タイ
プに従って通信を送信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機など、少なくと
も１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モジュール１０２０は、図１を参照しながら説明
したワイヤレス通信システム１００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信
システムの１つまたは複数の通信リンク上で様々なタイプのデータおよび／または制御信
号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。
【００８８】
　[0105]　いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１０１５は、装置１００５
における異なるサービスによる通信のために使用されるべきサービスおよび／またはワイ
ヤレスリソース割振りを識別することに関係する、様々な機能を実行する。これは、割り
振られたリソースを識別することと、アクティブなサービスを識別することと、識別され
たサービスおよびリソースに従って通信を送信および受信するために関連する機能を実行
することとを含み得、それらは、図２～図６を参照しながら上記で説明した機能の一例で
あり得る。
【００８９】
　[0106]　図１１に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するため
の装置１００５－ａのブロック図１１００を示す。いくつかの例では、装置１００５－ａ
は、図１を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様の一例、お
よび／または図１０を参照しながら説明した装置１００５の態様の一例であり得る。いく
つかの例では、装置１００５－ａは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ｅＮＢおよび／またはＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ基地局一部であるか、またはそれを含み得る。装置１００５－ａはまた、プ
ロセッサであり得る。装置１００５－ａは、受信機モジュール１０１０－ａ、ワイヤレス
通信管理モジュール１０１５－ａ、および／または送信機モジュール１０２０－ａを含み
得る。これらのモジュールの各々は互いと通信していることがある。
【００９０】
　[0107]　装置１００５－ａ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１つまたは複数のＡＳＩＣを使用して、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、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技
術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば
、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩ
Ｃ）が使用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複
数の汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、
メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００９１】
　[0108]　いくつかの例では、受信機モジュール１０１０－ａは、図１０を参照しながら
説明した受信機モジュール１０１０の１つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつか
の例では、受信機モジュール１０１０－ａは、異なる通信タイプに従って通信を受信する
ように動作可能な少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）受信機など、少なくとも１つのＲ
Ｆ受信機を含み得る。受信機モジュール１０１０－ａは、図１を参照しながら説明したワ
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イヤレス通信システム１００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システ
ムの１つまたは複数の通信リンク上で様々なタイプのデータおよび／または制御信号（す
なわち、送信）を受信するために使用され得る。
【００９２】
　[0109]　いくつかの例では、送信機モジュール１０２０－ａは、図１０を参照しながら
説明した送信機モジュール１０２０の１つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつか
の例では、送信機モジュール１０２０－ａは、異なる通信タイプに従って通信を送信する
ように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機など、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み
得る。送信機モジュール１０２０－ａは、図１を参照しながら説明したワイヤレス通信シ
ステム１００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの１つまたは
複数の通信リンク上で様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）
を送信するために使用され得る。
【００９３】
　[0110]　ワイヤレス通信管理モジュール７１５－ａ内で、リソース割振りモジュール１
１０５は、１つまたは複数のタイプの通信のためのリソース割振りを決定し得る。たとえ
ば、リソース割振りモジュール１１０５は、レガシー、低レイテンシ通信、およびＬＢＬ
Ｄ通信のために割り振られた半静的リソースを割り振り得る。さらに、いくつかの例では
、リソース再割振りモジュール（resource re-allocation module）１１１０は、図２～
図６に関して上記で説明したのと同様にして、装置１００５－ａが異なるタイプの通信の
ために使用すべきであるリソースの動的再割振りを決定し得る。ＰＩＣモジュール１１１
５は、いくつかの例では、たとえば、装置１００５－ａとＵＥ１１５とデバイス７０５と
によって送信されるべきデータの動的決定に基づいて、ＰＩＣを与え得、１つまたは複数
のリソースが異なる通信タイプに動的に再割り振りされるべきであると決定し、ＰＩＣ中
に指示を含め得る。
【００９４】
　[0111]　図１２に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するため
の基地局１０５－ａ（たとえば、ｅＮＢの一部または全部を形成する基地局）のブロック
図１２００を示す。いくつかの例では、基地局１０５－ａは、図１を参照しながら説明し
た基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様、ならびに／あるいは図１０および／また
は図１１を参照しながら説明したように、基地局として構成されたときの装置１００５の
うちの１つまたは複数の態様の一例であり得る。基地局１０５－ａは、図２～図１１を参
照しながら説明した基地局および／または装置の特徴および機能のうちの少なくともいく
つかを実装するかまたは可能にするように構成され得る。
【００９５】
　[0112]　基地局１０５－ａは、基地局プロセッサモジュール１２１０、基地局メモリモ
ジュール１２２０、（（１つまたは複数の）基地局トランシーバモジュール１２５０によ
って表される）少なくとも１つの基地局トランシーバモジュール、（（１つまたは複数の
）基地局アンテナ１２５５によって表される）少なくとも１つの基地局アンテナ、および
／または基地局ワイヤレス通信管理モジュール１０１５－ｂを含み得る。基地局１０５－
ａはまた、基地局通信モジュール１２３０および／またはネットワーク通信モジュール１
２４０のうちの１つまたは複数を含み得る。これらのモジュールの各々は、１つまたは複
数のバス１２３５上で、直接または間接的に互いと通信していることがある。
【００９６】
　[0113]　基地局メモリモジュール１２２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）およ
び／または読取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含み得る。基地局メモリモジュール１２２０は
、実行されたとき、ワイヤレス通信（たとえば、リソース割振り、リソース再割振りなど
）に関係する本明細書で説明する様々な機能を基地局プロセッサモジュール１２１０に実
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／ファームウェアコード１２２５を記憶し得る。代替的に、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１２２５は、基地局プロセ
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ッサモジュール１２１０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）本明細書で説明する機能のうちのいくつかを基地局１０
５－ａに実行させるように構成され得る。
【００９７】
　[0114]　基地局プロセッサモジュール１２１０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、ＡＳＩＣなどを
含み得る。基地局プロセッサモジュール１２１０は、（１つまたは複数の）基地局トラン
シーバモジュール１２５０、基地局通信モジュール１２３０、および／またはネットワー
ク通信モジュール１２４０を通して受信された情報を処理し得る。基地局プロセッサモジ
ュール１２１０はまた、（１つまたは複数の）アンテナ１２５５を通した送信のために（
１つまたは複数の）トランシーバモジュール１２５０に送られるべき情報、１つまたは複
数の他の基地局１０５－ｂおよび１０５－ｃへの送信のために基地局通信モジュール１２
３０に送られるべき情報、ならびに／または図１を参照しながら説明したコアネットワー
ク１３０の１つまたは複数の態様の一例であり得る、コアネットワーク１２４５への送信
のためにネットワーク通信モジュール１２４０に送られるべき情報を処理し得る。基地局
プロセッサモジュール１２１０は、単独で、または基地局ワイヤレス通信管理モジュール
１０１５－ｂとともに、図２～図６に関して上記で説明したような、リソース割振りおよ
び動的再割振りの様々な態様を扱い得る。
【００９８】
　[0115]　（１つまたは複数の）基地局トランシーバモジュール１２５０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）基地局アンテナ１２５
５に与え、（１つまたは複数の）基地局アンテナ１２５５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。（１つまたは複数の）基地局トランシーバモジ
ュール１２５０は、いくつかの例では、１つまたは複数の基地局送信機モジュールおよび
１つまたは複数の別個の基地局受信機モジュールとして実装され得る。（１つまたは複数
の）基地局トランシーバモジュール１２５０は、第１の無線周波数スペクトル帯域および
／または第２の無線周波数スペクトル帯域における通信をサポートし得る。（１つまたは
複数の）基地局トランシーバモジュール１２５０は、（１つまたは複数の）アンテナ１２
５５を介して、図１を参照しながら説明したＵＥ１１５のうちの１つまたは複数など、１
つまたは複数のＵＥまたは装置と双方向に通信するように構成され得る。基地局１０５－
ａは、たとえば、複数の基地局アンテナ１２５５（たとえば、アンテナアレイ）を含み得
る。基地局１０５－ａは、ネットワーク通信モジュール１２４０を通してコアネットワー
ク１２４５と通信し得る。基地局１０５－ａはまた、基地局通信モジュール１２３０を使
用して、基地局１０５－ｂおよび１０５－ｃなど、他の基地局と通信し得る。
【００９９】
　[0116]　基地局ワイヤレス通信管理モジュール１０１５－ｂは、リソース割振りと、提
供されるべきサービスの識別と、リソース再割振りとに関係する、図２～図６を参照しな
がら説明した特徴および／または機能の一部または全部を実行および／または制御するよ
うに構成され得る。基地局ワイヤレス通信管理モジュール１０１５－ｂ、またはモジュー
ル１０１５－ｂの部分はプロセッサを含み得、ならびに／あるいは基地局ワイヤレス通信
管理モジュール１０１５－ｂの機能の一部または全部は、基地局プロセッサモジュール１
２１０によって実行されるか、および／または基地局プロセッサモジュール１２１０とと
もに実行され得る。いくつかの例では、基地局ワイヤレス通信管理モジュール１０１５－
ｂは、図１０および／または図１１を参照しながら説明した基地局ワイヤレス通信管理モ
ジュール１０１５および／または１０１５－ａの一例であり得る。
【０１００】
　[0117]　図１３は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１３００
の一例を示すフローチャートである。明確にするために、方法１３００について、図１お
よび／または図１２を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様
、ならびに／あるいは図１０および／または図１１を参照しながら説明したデバイスのう
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ちの１つまたは複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、基地局は、以下
で説明する機能を実行するように基地局の機能要素を制御するためのコードの１つまたは
複数のセットを実行し得る。追加または代替として、基地局は、専用ハードウェアを使用
して、以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１０１】
　[0118]　ブロック１３０５において、方法１３００は、第１のタイプのユーザ機器（Ｕ
Ｅ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内のワイヤレスリソースの予約済み
セットと、予約済みセットの外部にあり、システム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソ
ースとを識別することを含み得る。ブロック１３０５の動作は、たとえば、図１０、図１
１、および／または図１２の送信機モジュール１０２０および／またはワイヤレス通信管
理モジュール１０１５、ならびに／あるいは関連する受信機／アンテナによって実行され
得る。
【０１０２】
　[0119]　ブロック１３１０において、本方法は、第２のタイプのＵＥとの第２のタイプ
の通信のために残りのワイヤレスリソースの少なくともサブセットを割り振ることを含み
得る。第１のタイプの通信と第２のタイプの通信とは、たとえば、ラウンドトリップ時間
（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングのうちの少なくとも１つに基づいて異な
る。ブロック１３１０における（１つまたは複数の）動作は、たとえば、図１０、図１１
、および／または図１２の送信機モジュール１０２０および／またはワイヤレス通信管理
モジュール１０１５、ならびに／あるいは関連する受信機／アンテナによって実行され得
る。送信機モジュール１０２０の例示的な構造実装形態は、図１２の基地局トランシーバ
モジュール１２５０および（１つまたは複数の）基地局アンテナ１２５５であり得る。
【０１０３】
　[0120]　したがって、方法１３００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１３００は一
実装形態にすぎないこと、および方法１３００の動作は、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。
【０１０４】
　[0121]　図１４は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１４００
の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法１４００について、図１および
／または図１２を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様、な
らびに／あるいは図１０および／または図１１を参照しながら説明したデバイスのうちの
１つまたは複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、基地局は、以下で説
明する機能を実行するように基地局の機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数
のセットを実行し得る。追加または代替として、基地局は、専用ハードウェアを使用して
、以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１０５】
　[0122]　ブロック１４０５において、方法１４００は、基地局と少なくとも１つのユー
ザ機器（ＵＥ）との間で送信されるべき第１のタイプのトラフィックのための利用可能な
ワイヤレスリソースのサブセットを割り振ることを含み得る。ブロック１４０５の動作は
、たとえば、図１０、図１１、および／または図１２の送信機モジュール１０２０および
／またはワイヤレス通信管理モジュール１０１５、ならびに／あるいは関連する受信機／
アンテナによって実行され得る。
【０１０６】
　[0123]　ブロック１４１０において、本方法は、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間
で送信されるべき第２のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースの
サブセットを割り振ることを含み得る。ブロック１４１０における（１つまたは複数の）
動作は、たとえば、図１０、図１１、および／または図１２の送信機モジュール１０２０
および／またはワイヤレス通信管理モジュール１０１５、ならびに／あるいは関連する受
信機／アンテナによって実行され得る。
【０１０７】
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　[0124]　ブロック１４１５において、本方法は、ワイヤレスリソースのサブセットとサ
ブセットとの半静的指示を送信することを含み得る。ブロック１４１５における（１つま
たは複数の）動作は、たとえば、図１０、図１１、および／または図１２の送信機モジュ
ール１０２０および／またはワイヤレス通信管理モジュール１０１５、ならびに／あるい
は関連する受信機／アンテナによって実行され得る。
【０１０８】
　[0125]　ブロック１４２０において、本方法は、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間
で送信されるべき第２のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１
のタイプのトラフィックにリソースのサブセットの少なくとも一部分を動的に再割り振り
することを含み得る。ブロック１４２０における（１つまたは複数の）動作は、たとえば
、図１０、図１１、および／または図１２の送信機モジュール１０２０および／またはワ
イヤレス通信管理モジュール１０１５、ならびに／あるいは関連する受信機／アンテナに
よって実行され得る。送信機モジュール１０２０の例示的な構造実装形態は、図１２の基
地局トランシーバモジュール１２５０および（１つまたは複数の）基地局アンテナ１２５
５であり得る。
【０１０９】
　[0126]　したがって、方法１４００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１４００は一
実装形態にすぎないこと、および方法１４００の動作は、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。
【０１１０】
　[0127]　図１５は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１５００
の一例を示すフローチャートである。明確にするために、方法１５００について、図１お
よび／または図９を参照しながら説明したＵＥ１１５のうちの１つまたは複数の態様、な
らびに／あるいは図７および／または図８を参照しながら説明したデバイスのうちの１つ
または複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥは、以下で説明する
機能を実行するようにＵＥの機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセット
を実行し得る。追加または代替として、ＵＥは、専用ハードウェアを使用して、以下で説
明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１１１】
　[0128]　ブロック１５０５において、方法１５００は、基地局と少なくとも１つのＵＥ
との間の、第１のタイプのトラフィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセット
と第２のタイプのトラフィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットとを示す
半静的割振りを受信することを含み得る。ブロック１５０５の動作は、たとえば、図７、
図８、および／または図９の送信機モジュール１０２０および／またはワイヤレス通信管
理モジュール７１５、ならびに／あるいは関連する受信機／アンテナによって実行され得
る。
【０１１２】
　[0129]　ブロック１５１０において、本方法は、基地局と少なくとも１つのＵＥとの間
で送信されるべき第２のタイプのトラフィックの量に少なくとも部分的に基づいて、第１
のタイプのトラフィックへのリソースのサブセットの少なくとも一部分の動的再割振りを
受信することを含み得る。いくつかの例では、第１のタイプのトラフィックは、第１のラ
ウンドトリップ時間（ＲＴＴ）をもつ第１のサブフレームタイプを有し得、第２のタイプ
のトラフィックは、第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２のサブフレームタ
イプを有し得る。ブロック１５１０における（１つまたは複数の）動作は、たとえば、図
７、図８、および／または図９の送信機モジュール１０２０および／またはワイヤレス通
信管理モジュール７１５、ならびに／あるいは関連する受信機／アンテナによって実行さ
れ得る。送信機モジュール１０２０の例示的な構造実装形態は、図１２の基地局トランシ
ーバモジュール１２５０および（１つまたは複数の）基地局アンテナ１２５５であり得る
。
【０１１３】
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　[0130]　したがって、方法１５００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１５００は一
実装形態にすぎないこと、および方法１５００の動作は、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。
【０１１４】
　[0131]　図１６は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１６００
の一例を示すフローチャートである。明確にするために、方法１６００について、図１お
よび／または図１２を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様
、ならびに／あるいは図１０および／または図１１を参照しながら説明したデバイスのう
ちの１つまたは複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、基地局は、以下
で説明する機能を実行するように基地局の機能要素を制御するためのコードの１つまたは
複数のセットを実行し得る。追加または代替として、基地局は、専用ハードウェアを使用
して、以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１１５】
　[0132]　ブロック１６０５において、方法１６００は、基地局と第１のタイプのユーザ
機器（ＵＥ）との間で送信されるべき第１のタイプのトラフィックのための利用可能なワ
イヤレスリソースのサブセットを割り振ることを含み得、サブセットは、第１のデューテ
ィサイクルに関連し、利用可能なワイヤレスリソースの全システム帯域幅を利用する。ブ
ロック１６０５の動作は、たとえば、図１０、図１１、および／または図１２の送信機モ
ジュール１０２０および／またはワイヤレス通信管理モジュール１０１５、ならびに／あ
るいは関連する受信機／アンテナによって実行され得る。
【０１１６】
　[0133]　ブロック１６１０において、本方法は、基地局と第２のタイプのＵＥとの間で
送信されるべき第２のタイプのトラフィックのための利用可能なワイヤレスリソースのサ
ブセットを割り振ることを含み得、サブセットは、第１のデューティサイクルよりも長い
第２のデューティサイクルに関連し、全システム帯域幅内にあり、それよりも小さい帯域
幅を利用する。ブロック１６１０における（１つまたは複数の）動作は、たとえば、図１
０、図１１、および／または図１２の送信機モジュール１０２０および／またはワイヤレ
ス通信管理モジュール１０１５、ならびに／あるいは関連する受信機／アンテナによって
実行され得る。送信機モジュール１０２０の例示的な構造実装形態は、図１２の基地局ト
ランシーバモジュール１２５０および（１つまたは複数の）基地局アンテナ１２５５であ
り得る。
【０１１７】
　[0134]　したがって、方法１６００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１６００は一
実装形態にすぎないこと、および方法１６００の動作は、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。
【０１１８】
　[0135]　図１７は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１７００
の一例を示すフローチャートである。明確にするために、方法１７００について、図１お
よび／または図９を参照しながら説明したＵＥ１１５のうちの１つまたは複数の態様、な
らびに／あるいは図７および／または図８を参照しながら説明したデバイスのうちの１つ
または複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥは、以下で説明する
機能を実行するようにＵＥの機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセット
を実行し得る。追加または代替として、ＵＥは、専用ハードウェアを使用して、以下で説
明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１１９】
　[0136]　ブロック１７０５において、方法１７００は、基地局から、システム帯域幅内
で、第１のタイプのトラフィックのためのワイヤレスリソースのサブセットと第２のタイ
プのトラフィックの送信のためのワイヤレスリソースのサブセットとを示す割振りを受信
することを含み得る。サブセットは第１のデューティサイクルに関連し、システム帯域幅
の全量を利用し得、サブセットは、第１のデューティサイクルよりも長い第２のデューテ
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ィサイクルに関連し得、システム帯域幅よりも小さい帯域幅を利用する。ブロック１７０
５の動作は、たとえば、図７、図８、および／または図９の受信機モジュール７１０およ
び／またはワイヤレス通信管理モジュール７１５、ならびに／あるいは関連する受信機／
アンテナによって実行され得る。
【０１２０】
　[0137]　ブロック１７１０において、本方法は、ワイヤレスリソースのサブセットを使
用して基地局との間で第２のタイプのトラフィックを送信および受信することを含み得る
。ブロック１７１０における（１つまたは複数の）動作は、たとえば、図７、図８、およ
び／または図９の受信機モジュール７１０および／または送信機モジュール７２０および
／またはワイヤレス通信管理モジュール７１５、ならびに／あるいは関連する受信機／ア
ンテナによって実行され得る。受信機モジュール７１０または送信機モジュール７２０の
例示的な構造実装形態は、図９のＵＥトランシーバモジュール９３５および（１つまたは
複数の）ＵＥアンテナ９４０であり得る。
【０１２１】
　[0138]　したがって、方法１７００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１７００は一
実装形態にすぎないこと、および方法１７００の動作は、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。
【０１２２】
　[0139]　いくつかの例では、方法１３００～１７００のうちの２つまたはそれ以上から
の態様は、組み合わせられ得る。方法１４００、１５００、１６００、および１７００は
例示的な実装形態にすぎないこと、ならびに方法１４００～１７００の動作は、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。
【０１２３】
　[0140]　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムのために使用さ
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。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲ
Ａ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、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（ＴＩＡ－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（ＷＣＤＭＡ（登録商標）
）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバル
システム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile Communications）などの無
線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ
）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ
（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．
２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよび
Ｅ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ：Un
iversal Mobile Telecommunication System）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ：LTE（登録商標）-Adva
nced）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２００
０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 Ge
neration Partnership Project 2）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書
で説明した技法は、無認可および／または共有帯域幅を介したセルラー（たとえば、ＬＴ
Ｅ）通信を含む、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術
のために使用され得る。ただし、上記の説明では、例としてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステム
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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ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ適用例以外に適用可能である。
【０１２４】
　[0141]　添付の図面に関して上記に記載された詳細な説明は、例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例のみを表すものではない。詳細な説明は
、説明す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、説明した例の概念を不明
瞭にすることを回避するために、よく知られている構造および装置がブロック図の形式で
示されている。
【０１２５】
　[0142]　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、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。
【０１２６】
　[0143]　本明細書の開示に関して説明した様々な例示的なブロックおよび構成要素は、
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（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した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合
せを用いて実装または実行され得る。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、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、Ｄ
ＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのよう
な構成としても実装され得る。
【０１２７】
　[0144]　本明細書で説明した機能は、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、あるい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が、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲お
よび趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロ
セッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのい
ずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。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。特許請求の範囲を含めて、本
明細書で使用される場合、２つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および／または
」という語は、列挙された項目のうちのいずれか１つが単独で採用され得ること、または
列挙された項目のうちの２つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえ
ば、組成が、構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣを含んでいると記述されている場合、そ
の組成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ
、またはＡとＢとＣの組合せを含んでいることがある。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
意味するような選言的列挙を示す。
【０１２８】
　[0145]　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、コンピュータ記憶媒体（computer storage media
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）と通信媒体の両方を含む。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、コンピュータ可読媒
体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、フラッシュメモリ、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、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。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（di
sc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）
、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録
商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、こ
こで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、デー
タをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含ま
れる。
【０１２９】
　[0146]　本開示についての以上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することが
できるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり
、本明細書で定義された一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に
適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべ
きでなく、本明細書で開示した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］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内
のワイヤレスリソースの予約済みセットと、前記予約済みセットの外部にあり、かつ前記
システム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースとを識別することと、
　第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースの
サブセットを割り振ることと、ここにおいて、前記第１のタイプの通信と前記第２のタイ
プの通信とが、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングの
うちの少なくとも１つに基づいて異なる、を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記第１のタイプの通信と前記第２のタイプの通信とが、ＲＴＴに基づいて異なり、こ
こにおいて、
　前記第１のタイプの通信が、第１のＲＴＴをもつ第１のサブフレームタイプを有し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２の
サブフレームタイプを有する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１のタイプの通信が、第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）をもつ第１のサブフレーム
タイプを有し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のＴＴＩよりも小さい第２のＴＴＩをもつ第２の
サブフレームタイプを有する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記第１のタイプの通信と前記第２のタイプの通信とが、デューティサイクルタイミン
グに基づいて異なり、ここにおいて、
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　前記第１のタイプの通信が第１のデューティサイクルに関連し、前記システム帯域幅の
部分量または全量のいずれかを利用し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のデューティサイクルよりも小さい第２のデュー
ティサイクルに関連し、前記システム帯域幅よりも小さい帯域幅を利用する、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ５］
　前記割り振ることが、
　前記第２のタイプのＵＥのうちの少なくとも１つの存在を識別することと、
　前記第２のタイプのＵＥのうちの前記識別された少なくとも１つに提供されるべきデー
タサービスのタイプを識別することと、
　前記第２のタイプのＵＥに提供されるべきデータサービスの前記タイプに少なくとも部
分的に基づいて、前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセットを決定することとを備
える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記割り振ることは、
　前記第２のタイプのＵＥに提供されるべきデータサービスの前記タイプのためのデータ
キュー中のデータの量がしきい値を下回ると決定することと、
　前記第１のタイプの通信を提供するために前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセ
ットの少なくとも一部分を動的に再割り振りすることとを備える、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　アップリンクデータが前記第２のタイプの通信を使用して送信されるべきであるという
送信を前記第２のタイプのＵＥから受信することをさらに備え、
　ここにおいて、前記割り振ることが、前記第２のタイプのＵＥからの前記送信に少なく
とも部分的に基づく、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記割り振ることが、前記第２のタイプのＵＥの存在、またはデータサービスのタイプ
、あるいはそれらの任意の組合せに基づいて半静的に実行される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記残りのワイヤレスリソースの前記割り振られたサブセットの指示を送信することを
さらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記指示は、
　サブフレーム内の前記残りのワイヤレスリソースが前記第２のタイプの通信のために構
成されたかどうかを示す存在指示チャネルを備える、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記指示は、
　前記第２のタイプの通信のために構成されたサブフレーム内の前記残りのワイヤレスリ
ソースの前記サブセットについての形状または量を示す存在指示チャネルを備える、Ｃ９
に記載の方法。
［Ｃ１２］
　第３のタイプのＵＥとの第３のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースか
らのワイヤレスリソースの他のサブセットを割り振ることと、ワイヤレスリソースの前記
他のサブセットが前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセットとは異なる、
　前記残りのワイヤレスリソースの前記割り振られたサブセットとワイヤレスリソースの
前記他のサブセットとの指示を、前記第２のタイプのＵＥ、前記第３のタイプのＵＥ、ま
たはそれらの任意の組合せに送信することとをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記第２のタイプのＵＥがマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥを備える、Ｃ１２に記載の
方法。
［Ｃ１４］
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　前記残りのワイヤレスリソースの前記他のサブセットは、前記ＭＴＣ　ＵＥが前記第１
のタイプの通信とは無関係に前記第２のタイプの通信を受信するのに十分な制御および同
期シグナリングを備える、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内
のワイヤレスリソースの予約済みセットと、前記予約済みセットの外部にあり、かつ前記
システム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースとを識別するための手段と、
　第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースの
サブセットを割り振るための手段と、ここにおいて、前記第１のタイプの通信と前記第２
のタイプの通信とが、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミ
ングのうちの少なくとも１つに基づいて異なる、を備える、装置。
［Ｃ１６］
　前記第１のタイプの通信と前記第２のタイプの通信とが、ＲＴＴに基づいて異なり、こ
こにおいて、
　前記第１のタイプの通信が、第１のＲＴＴをもつ第１のサブフレームタイプを有し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴをもつ第２の
サブフレームタイプを有する、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記第１のタイプの通信が、第１の送信時間間隔（ＴＴＩ）をもつ第１のサブフレーム
タイプを有し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のＴＴＩよりも小さい第２のＴＴＩをもつ第２の
サブフレームタイプを有する、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記第１のタイプの通信と前記第２のタイプの通信とが、デューティサイクルタイミン
グに基づいて異なり、ここにおいて、
　前記第１のタイプの通信が第１のデューティサイクルに関連し、前記システム帯域幅の
部分量または全量のいずれかを利用し、
　前記第２のタイプの通信が、前記第１のデューティサイクルよりも小さい第２のデュー
ティサイクルに関連し、前記システム帯域幅よりも小さい帯域幅を利用する、Ｃ１５に記
載の装置。
［Ｃ１９］
　割り振るための前記手段が、
　前記第２のタイプのＵＥのうちの少なくとも１つの存在を識別するための手段と、
　前記第２のタイプのＵＥのうちの前記識別された少なくとも１つに提供されるべきデー
タサービスのタイプを識別するための手段と、
　前記第２のタイプのＵＥに提供されるべきデータサービスの前記タイプに少なくとも部
分的に基づいて、前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセットを決定するための手段
とを備える、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２０］
　割り振るための前記手段は、
　前記第２のタイプのＵＥに提供されるべきデータサービスの前記タイプのためのデータ
キュー中のデータの量がしきい値を下回ると決定するための手段と、
　前記第１のタイプの通信を提供するために前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセ
ットの少なくとも一部分を動的に再割り振りするための手段とを備える、Ｃ１９に記載の
装置。
［Ｃ２１］
　アップリンクデータが前記第２のタイプの通信を使用して送信されるべきであるという
送信を前記第２のタイプのＵＥから受信するための手段をさらに備え、
　ここにおいて、割り振るための前記手段が、前記第２のタイプのＵＥからの前記送信に



(35) JP 6542359 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

少なくとも部分的に基づいて動作可能である、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２２］
　割り振るための前記手段が、前記第２のタイプのＵＥの存在、またはデータサービスの
タイプ、あるいはそれらの任意の組合せに基づいて半静的に前記割り振ることを実行する
ように動作可能である、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記残りのワイヤレスリソースの前記割り振られたサブセットの指示を送信するための
手段をさらに備える、Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記指示は、
　サブフレーム内の前記残りのワイヤレスリソースが前記第２のタイプの通信のために構
成されたかどうかを示す存在指示チャネルを備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記指示は、
　前記第２のタイプの通信のために構成されたサブフレーム内の前記残りのワイヤレスリ
ソースの前記サブセットについての形状または量を示す存在指示チャネルを備える、Ｃ２
３に記載の装置。
［Ｃ２６］
　第３のタイプのＵＥとの第３のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースか
らのワイヤレスリソースの他のサブセットを割り振るための手段と、ワイヤレスリソース
の前記他のサブセットが前記残りのワイヤレスリソースの前記サブセットとは異なる、
　前記残りのワイヤレスリソースの前記割り振られたサブセットとワイヤレスリソースの
前記他のサブセットとの指示を、前記第２のタイプのＵＥ、前記第３のタイプのＵＥ、ま
たはそれらの任意の組合せに送信するための手段とをさらに備える、Ｃ１５に記載の装置
。
［Ｃ２７］
　前記第２のタイプのＵＥがマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥを備える、Ｃ２６に記載の
装置。
［Ｃ２８］
　前記残りのワイヤレスリソースの前記他のサブセットは、前記ＭＴＣ　ＵＥが前記第１
のタイプの通信とは無関係に前記第２のタイプの通信を受信するのに十分な制御および同
期シグナリングを備える、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令は、
　第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内
のワイヤレスリソースの予約済みセットと、前記予約済みセットの外部にあり、かつ前記
システム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースとを識別することと、
　第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースの
サブセットを割り振ることと、ここにおいて、前記第１のタイプの通信と前記第２のタイ
プの通信とが、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングの
うちの少なくとも１つに基づいて異なる、を行うために前記プロセッサによって実行可能
である、装置。
［Ｃ３０］
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　第１のタイプのユーザ機器（ＵＥ）との第１のタイプの通信のためのシステム帯域幅内
のワイヤレスリソースの予約済みセットと、前記予約済みセットの外部にあり、前記シス
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テム帯域幅内にある残りのワイヤレスリソースとを識別することと、
　第２のタイプのＵＥとの第２のタイプの通信のために前記残りのワイヤレスリソースの
サブセットを割り振ることと、ここにおいて、前記第１のタイプの通信と前記第２のタイ
プの通信とが、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）またはデューティサイクルタイミングの
うちの少なくとも１つに基づいて異なる、を行うためにプロセッサによって実行可能であ
る、非一時的コンピュータ可読媒体。
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【図１３】 【図１４】



(40) JP 6542359 B2 2019.7.10
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