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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　複数の送信ポイントからの単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）モードにおいてブロード
キャストされた少なくとも１つの同期信号を検出することと、前記少なくとも１つの同期
信号は、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に関するタイミングを提供する
、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記少なくとも１つの同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサ
ブフレームを決定することと、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視することと、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行することは、前記複数の送信ポイントのうちの前記少
なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを送信するこ
とを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）送信後に固定されたタイミングでＲＡＣＨを実行する
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ことをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥは、様々なリソースブロック（ＲＢ）を有する複数のＲＡＣＨ構成で構成され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用されるＲＡＣＨ構成に基づいて情報を
シグナリングすることをさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用される前記ＲＡＣＨ構成は、新しいサ
ービス設定または前記ＲＡＣＨプロシージャの緊急度のうちの少なくとも１つを示す、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の送信ポイントは、送信ポイントの異なるグループを備え、各グループは、異
なる仮想セルＩＤと関連付けられる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　複数の送信ポイントは、ＳＦＮモードにおいてシステム情報を送信する、請求項１に記
載の方法。
【請求項９】
　異なるセルＩＤに対応する異なる送信ポイントは、異なるシステム情報を送信する、請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの同期信号は、電力が増大されるか、延長された持続時間で送信さ
れるか、または狭帯域幅で送信されるうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記監視されるシステム情報ブロックは、実際のシステムタイミングまたは次のマシン
タイプ通信（ＭＴＣ）サブフレームに対するシステムタイミングを搬送するために物理ブ
ロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）とＳＩＢとを組み合わせる、請求項１に記載の方法
。
【請求項１２】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信された同期信号を検出することと
、前記複数の送信ポイントの各々は、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に
対して異なるオフセット時間で同期信号を送信する、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサブフレームを決定
することと、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視することとを備える、方
法。
【請求項１３】
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行することをさらに備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行することは、前記複数の送信ポイントのうちの前記少
なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを送信するこ
とを備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＵＥは、前記ＲＡＣＨプロシージャ中に、同期したネットワークタイミングを示す
応答を受信する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
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　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行した後、
　複数のサブフレーム中に低電力状態に入ることと、
　前記ＵＥと通信するために指定されたサブフレーム中に前記低電力状態から抜け出すこ
ととをさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記同期信号は、各送信ポイントによって送信された共通のシーケンスを含む少なくと
も一部分を備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の送信ポイントは、送信ポイントの異なるグループを備え、各グループは、異
なる仮想セルＩＤと関連付けられる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　複数の送信ポイントからの単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）モードにおいてブロード
キャストされた少なくとも１つの同期信号を検出するための手段と、前記少なくとも１つ
の同期信号は、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に関するタイミングを提
供する、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記少なくとも１つの同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサ
ブフレームを決定するための手段と、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視するための手段と、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行するための手段と
　を備える、装置。
【請求項２０】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するための前記手段は、前記複数の送信ポイントのう
ちの前記少なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを
送信するための手段を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　ＳＩＢ送信後に固定されたタイミングでＲＡＣＨを実行するための手段をさらに備える
、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＵＥは、様々なリソースブロック（ＲＢ）を有する複数のＲＡＣＨ構成で構成され
る、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用されるＲＡＣＨ構成に基づいて情報を
シグナリングすることをさらに備える、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用される前記ＲＡＣＨ構成は、新しいサ
ービス設定または前記ＲＡＣＨプロシージャの緊急度のうちの少なくとも１つを示す、請
求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信された同期信号を検出するための
手段と、前記複数の送信ポイントの各々は、同期したネットワークにおいてサブフレーム
境界に対して異なるオフセット時間で同期信号を送信する、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサブフレームを決定
するための手段と、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視するための手段とを備え
る、装置。
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【請求項２６】
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行するための手段をさらに備える、請求項２５に記載の装置
。
【請求項２７】
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するための前記手段は、前記複数の送信ポイントのう
ちの前記少なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを
送信するための手段を備える、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記ＵＥは、前記ＲＡＣＨプロシージャ中に、同期したネットワークタイミングを示す
応答を受信する、請求項２６に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１３年２月１３
日に出願された米国仮特許出願第６１／７６４，５３３号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示のいくつかの態様は、概して、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、マ
シンタイプ通信（ＭＴＣ）のカバレージ拡張のための単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）
動作における技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、データなどの、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、帯域幅および送信電力）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、第３世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）ロングタームエボリューション
（ＬＴＥ：Long Term Evolution）／ＬＴＥアドバンスト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]概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通
信を同時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上で
の送信を介して１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（またはダウンリンク
）は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアップリンク）は、
端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力、多入力単出力
または多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立され得る。
【０００５】
　[0005]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのワイヤレスデバイスの通信をサポー
トすることができるいくつかの基地局を含み得る。ワイヤレスデバイスとしては、ユーザ
機器（ＵＥ）およびリモートデバイスがある。ＵＥは、人間による直接制御のもとで動作
するデバイスである。ＵＥのいくつかの例としては、セルラーフォン、スマートフォン、
携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、タブレット、ラッ
プトップコンピュータ、ネットブック、スマートブック、ウルトラブックなどがある。リ
モートデバイスは、人間によって直接制御されることなく動作するデバイスである。リモ
ートデバイスのいくつかの例としては、センサー、メーター、ロケーションタグなどがあ
る。リモートデバイスは、基地局、別のリモートデバイス、またはいくつかの他のエンテ
ィティと通信し得る。マシンタイプ通信（ＭＴＣ）は、通信の少なくとも１つの端部に少
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なくとも１つのリモートデバイスを含む通信を指す。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]本開示のいくつかの態様は、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）のカバレージ拡張のた
めの単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）動作における技法および装置を提供する。
【０００７】
　[0007]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
方法を提供する。本方法は、一般に、ＳＦＮモードにおいて複数の送信ポイントからブロ
ードキャストされた少なくとも１つの同期信号を検出することと、前記少なくとも１つの
同期信号は同期したネットワークにおいてサブフレーム（ＳＦ）境界に関するタイミング
を提供する、複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を
監視するために、同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサブフレームを決
定することと、決定されたサブフレーム中にシステム情報ブロックを監視することとを含
む。
【０００８】
　[0008]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための方法を提供する
。本方法は、一般に、複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信された同期信
号を検出することと、ここにおいて、前記複数の送信ポイントの各々は同期したネットワ
ークにおいてサブフレーム境界に対して異なるオフセット時間において同期信号を送信す
る、複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視する
ために、同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサブフレームを決定するこ
とと、決定されたサブフレーム中にシステム情報ブロックを監視することとを含む。
【０００９】
　[0009]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための方法を提供する
。本方法は、一般に、第１のタイプのＵＥのために指定されたサブフレーム中で、ダウン
リンクサブフレーム内の少なくとも１つのシンボル全体を使用して１つまたは複数の送信
ポイントから送信された基準信号を受信することを含む。
【００１０】
　[0010]本開示のいくつかの態様は、ＵＥによるワイヤレス通信のための方法を提供する
。本方法は、一般に、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を送信することと、
ＰＵＳＣＨ中にパイロットシンボルを含むこととを含み、ここにおいて、パイロットシン
ボルに使用されるシンボルの数は、ＵＥのカバレージに基づいて変化する。
【００１１】
　[0011]本開示のいくつかの態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための
装置を提供する。本装置は、一般に、ＳＦＮモードにおいて複数の送信ポイントからブロ
ードキャストされた少なくとも１つの同期信号を検出するための手段と、前記少なくとも
１つの同期信号は同期したネットワークにおいてサブフレーム（ＳＦ）境界に関するタイ
ミングを提供する、送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を
監視するために、同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサブフレームを決
定するための手段と、決定されたサブフレーム中にシステム情報ブロックを監視するため
の手段とを含む。
【００１２】
　[0012]方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、コンピュータ可読媒体、
および処理システムを含む多数の他の態様が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】[0013]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークの一例を概
念的に示すブロック図。
【図２】[0014]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークにおいてユ
ーザ機器（ＵＥ）と通信している基地局の一例を概念的に示すブロック図。
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【図３】[0015]本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信ネットワークにおけるフ
レーム構造の一例を概念的に示すブロック図。
【図４】[0016]ノーマルサイクリックプレフィックスを含む２つの例示的なサブフレーム
フォーマットを概念的に示すブロック図。
【図５】[0017]本開示のいくつかの態様による、初期のサービス設定のための例示的な同
期を示す図。
【図６】[0018]本開示のいくつかの態様による、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨの後にセルがさらに分
割される、ＭＴＣサービス設定を有する例示的なＭＴＣ＿ＳＦを示す図。
【図７】[0019]本開示のいくつかの態様による、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥにおいてＭＴ
Ｃ＿ＲＡＣＨの前に分割された例示的なセルを示す図。
【図８】[0020]本開示のいくつかの態様による、局所的なＳＦＮエリア内のチャネルに関
する例示的なＳＦＮ　ＤＬとジョイント受信ＵＬとを示す図。
【図９】[0021]本開示のいくつかの態様による、同期およびデータのセル分割に関する例
示的な広域的ＳＦＮを示す図。
【図１０】[0022]本開示のいくつかの態様による、すべてのチャネルに関する局所的なＳ
ＦＮの例示的なコールフローを示す図。
【図１１】[0023]本開示のいくつかの態様による、広域的な同期ＳＦＮと局所的な分割デ
ータとに関する例示的なコールフローを示す図。
【図１２】[0024]本開示のいくつかの態様による、ＭＴＣ同期およびＲＡＣＨの時間およ
び周波数の再使用を示す図。
【図１３】[0025]本開示のいくつかの態様による、ＵＥによるワイヤレス通信のための例
示的な動作を示す図。
【図１４】[0026]本開示のいくつかの態様による、ＵＥによるワイヤレス通信のための例
示的な動作を示す図。
【図１５】[0027]本開示のいくつかの態様による、ＵＥによるワイヤレス通信のための例
示的な動作を示す図。
【図１６】[0028]本開示のいくつかの態様による、ＵＥによるワイヤレス通信のための例
示的な動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　[0029]本開示の態様は、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）のカバレージ拡張のための単一周
波数ネットワーク（ＳＦＮ）動作における技法を提供する。
【００１５】
　[0030]本明細書に記載される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、および他のネットワークなどの、様々なワイヤレス通信ネットワークに使
用される場合がある。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換
的に使用される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ
：universal terrestrial radio access）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得
る。ＵＴＲＡとしては、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、時分割同期ＣＤＭ
Ａ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）、およびＣＤＭＡの他の変形態がある。ｃｄｍａ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００規格と、ＩＳ－９５規格と、ＩＳ－８５６規格とをカバーする。ＴＤＭＡネ
ットワークは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：global syste
m for mobile communications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワーク
は、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ウルトラモバイルブロードバンド
（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）
）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａ
ｓｈ－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：universal mobi
le telecommunication system）の一部である。周波数分割複信（ＦＤＤ）と時分割複信
（ＴＤＤ）の両方における３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴ
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Ｅアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを利用し、アップリン
ク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを利用するＥ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースで
ある。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、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。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２
」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書において説明され
る技法は、上述のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネッ
トワークおよび無線技術に使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様につい
て以下ではＬＴＥ／ＬＴＥアドバンストに関して説明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ／
ＬＴＥアドバンストの用語を使用する。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａは、一般にＬＴＥと呼ば
れる。
【００１６】
例示的なワイヤレスネットワーク
　[0031]図１は、ＬＴＥネットワークまたはいくつかの他のワイヤレスネットワークであ
り得るワイヤレス通信ネットワーク１００を示す。ワイヤレスネットワーク１００は、い
くつかの発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１１０と、他のネットワークエンティティとを含み得
る。ｅＮＢは、ユーザ機器（ＵＥ）と通信するエンティティであり、基地局、ノードＢ、
送信ポイント、アクセスポイントなどと呼ばれることもある。各ｅＮＢは、特定の地理的
エリアに通信カバレージを提供し得る。３ＧＰＰでは、「セル」という用語は、この用語
が使用されるコンテキストに応じて、ｅＮＢのカバレージエリアおよび／またはこのカバ
レージエリアにサービスしているｅＮＢサブシステムを指すことがある。
【００１７】
　[0032]ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプの
セルに通信カバレージを提供し得る。マクロセルは、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）をカバーすることができ、サービスに加入しているＵＥによる
無制限のアクセスを許容する場合がある。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバ
ーすることができ、サービスに加入しているＵＥによる無制限のアクセスを許容する場合
がある。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア（たとえば、住宅）をカバーするこ
とができ、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 Group）中のＵＥ）による制限付きアクセスを許容する場合がある
。マクロセル用のｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれることがある。ピコセル用のｅＮＢは
、ピコｅＮＢと呼ばれることがある。フェムトセル用のｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたは
ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）と呼ばれることがある。図１に示す例では、ｅＮＢ１１０ａは
、マクロセル１０２ａ用のマクロｅＮＢであり得、ｅＮＢ１１０ｂは、ピコセル１０２ｂ
用のピコｅＮＢであり得、ｅＮＢ１１０ｃは、フェムトセル１０２ｃ用のフェムトｅＮＢ
であり得る。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、３つの）セルをサポートし得る。
「ｅＮＢ」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書では互換的に使用され
得る。
【００１８】
　[0033]ワイヤレスネットワーク１００は、中継局も含み得る。中継局は、上流局（たと
えば、ｅＮＢまたはＵＥ）からのデータ送信を受信し、そのデータ送信を下流局（たとえ
ば、ＵＥまたはｅＮＢ）に送信することができるエンティティである。中継局はまた、他
のＵＥに対する送信を中継することができるＵＥであり得る。図１に示す例では、中継局
１１０ｄは、ｅＮＢ１１０ａとＵＥ１２０ｄとの間の通信を容易にするためにマクロｅＮ
Ｂ１１０ａおよびＵＥ１２０ｄと通信し得る。中継局は、中継ｅＮＢ、中継基地局、リレ
ーなどと呼ばれることもある。
【００１９】
　[0034]ワイヤレスネットワーク１００は、様々なタイプのｅＮＢ、たとえば、マクロｅ
ＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーｅＮＢなどを含む異種ネットワークであり得
る。これらの様々なタイプのｅＮＢは、様々な送信パワーレベル、様々なカバレージエリ
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ア、およびワイヤレスネットワーク１００中の干渉に対する様々な影響を有し得る。たと
えば、マクロｅＮＢは、高い送信電力レベル（たとえば、５～４０ワット）を有し得るが
、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、およびリレーｅＮＢは、より低い送信電力レベル（たと
えば、０．１～２ワット）を有し得る。
【００２０】
　[0035]ネットワークコントローラ１３０は、ｅＮＢのセットに結合し得、これらのｅＮ
Ｂの協調および制御を実現し得る。ネットワークコントローラ１３０は、バックホールを
介してｅＮＢと通信し得る。ｅＮＢは、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤ
ラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信することもできる。
【００２１】
　[0036]ＵＥ１２０（たとえば、１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ）は、ワイヤレスネット
ワーク１００全体に拡散される場合があり、各ＵＥは、固定またはモバイルであり得る。
ＵＥは、アクセス端末、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。
ＵＥは、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信
デバイス、ハンドヘルドデバイス、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、タブレット、スマートフォン、ネットブック、スマ
ートブック、ウルトラブックなどであり得る。図１では、両矢印付きの実線は、ダウンリ
ンクおよび／またはアップリンク上で、ＵＥと、そのＵＥにサービスするように指定され
たｅＮＢであるサービス提供ｅＮＢとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、Ｕ
ＥとｅＮＢとの間の干渉する可能性のある送信を示す。
【００２２】
　[0037]図２は、図１の基地局／ｅＮＢの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１１０と、図１
のＵＥの１つであり得るＵＥ１２０との設計のブロック図を示す。基地局１１０はＴ個の
アンテナ２３４ａ～２３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０はＲ個のアンテナ２５２ａ～２５２
ｒを装備し得、一般にＴ≧１およびＲ≧１である。
【００２３】
　[0038]基地局１１０において、送信プロセッサ２２０は、１つまたは複数のＵＥに関し
てデータソース２１２からデータを受信し、ＵＥから受信されたＣＱＩに基づいて各ＵＥ
のために１つまたは複数の変調／コーディング方式（ＭＣＳ：modulation and coding sc
heme）を選択し、そのＵＥのために選択されたＭＣＳに基づいて各ＵＥのためにデータを
処理（たとえば、符号化および変調）し、すべてのＵＥにデータシンボルを提供し得る。
送信プロセッサ２２０は、（たとえば、ＳＲＰＩなどのための）システム情報および制御
情報（たとえば、ＣＱＩ要求、許可、上位レイヤシグナリングなど）を処理し、オーバー
ヘッドシンボルおよび制御シンボルを提供することもできる。プロセッサ２２０は、基準
信号（たとえば、ＣＲＳ）および同期信号（たとえば、ＰＳＳおよびＳＳＳ）のための基
準シンボルを生成することもできる。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ
２３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、オーバーヘッドシンボル、
および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行し
得、Ｔ個の出力シンボルストリームをＴ個の変調器（ＭＯＤ）２３２ａ～２３２ｔに提供
し得る。各変調器２３２は、出力サンプルストリームを取得するために、（たとえば、Ｏ
ＦＤＭなどのための）それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器２３２
はさらに、ダウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理（たとえ
ば、アナログに変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）し得る。変調器２
３２ａ～２３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、それぞれＴ個のアンテナ２３４ａ～
２３４ｔを介して送信され得る。
【００２４】
　[0039]ＵＥ１２０において、アンテナ２５２ａ～２５２ｒが、基地局１１０および／ま
たは他の基地局からダウンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯ
Ｄ）２５４ａ～２５４ｒに与え得る。各復調器２５４は、入力サンプルを取得するために
、その受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジ
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タル化）し得る。各復調器２５４はさらに、受信シンボルを取得するために、（たとえば
、ＯＦＤＭなどのための）入力サンプルを処理し得る。ＭＩＭＯ検出器２５６は、すべて
のＲ個の復調器２５４ａ～２５４ｒから受信シンボルを取得し、適用可能な場合、受信シ
ンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを提供し得る。受信プロセッ
サ２５８は、検出されたシンボルを処理（たとえば、復調および復号）し、ＵＥ１２０の
ための復号されたデータをデータシンク２６０に提供し、復号された制御情報およびシス
テム情報をコントローラ／プロセッサ２８０に提供し得る。チャネルプロセッサは、ＲＳ
ＲＰ、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩなどを決定し得る。
【００２５】
　[0040]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ２６４は、データソ
ース２６２からのデータと、コントローラ／プロセッサ２８０からの（たとえば、ＲＳＲ
Ｐ、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩなどを備えるレポートのための）制御情報とを受信し、
処理し得る。プロセッサ２６４は、１つまたは複数の基準信号のための基準シンボルを生
成することもできる。送信プロセッサ２６４からのシンボルは、適用可能な場合、ＴＸ　
ＭＩＭＯプロセッサ２６６によってプリコーディングされ、（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭ、
ＯＦＤＭなどのための）変調器２５４ａ～２５４ｒによってさらに処理され、基地局１１
０に送信され得る。基地局１１０において、ＵＥ１２０および他のＵＥからのアップリン
ク信号は、アンテナ２３４によって受信され、復調器２３２によって処理され、適用可能
な場合、ＭＩＭＯ検出器２３６によって検出され、ＵＥ１２０によって送信された復号済
データおよび制御情報を取得するために受信プロセッサ２３８によってさらに処理され得
る。プロセッサ２３８は、復号済データをデータシンク２３９に提供し、復号済制御情報
をコントローラ／プロセッサ２４０に提供し得る。基地局１１０は、通信ユニット２４４
を含み、通信ユニット２４４を介してネットワークコントローラ１３０に通信し得る。ネ
ットワークコントローラ１３０は、通信ユニット２９４と、コントローラ／プロセッサ２
９０と、メモリ２９２とを含み得る。
【００２６】
　[0041]コントローラ／プロセッサ２４０および２８０は、それぞれ基地局１１０および
ＵＥ１２０における動作を指示し得る。基地局１１０におけるプロセッサ２４０および／
もしくは他のプロセッサおよびモジュール、ならびに／または、ＵＥ１２０におけるプロ
セッサ２８０および／もしくは他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明する
技法のためのプロセスを実行または指示し得る。メモリ２４２および２８２はそれぞれ、
基地局１１０およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。ス
ケジューラ２４６は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上のデータ送信のため
にＵＥをスケジューリングし得る。
【００２７】
　[0042]ＵＥ１２０にデータを送信するとき、基地局１１０は、データ割振りサイズに少
なくとも部分的に基づいてバンドルサイズを決定し、決定されたバンドルサイズのバンド
ルされた連続リソースブロック中のデータをプリコーディングするように構成され得、こ
こにおいて、各バンドル中のリソースブロックは、共通プリコーディング行列を用いてプ
リコーディングされ得る。すなわち、リソースブロック中のＵＥ－ＲＳなどの基準信号お
よび／またはデータは、同じプリコーダを使用してプリコーディングされ得る。バンドル
されたＲＢ（リソースブロック）の各ＲＢ中のＵＥ－ＲＳのために使用される電力レベル
も同じであり得る。
【００２８】
　[0043]ＵＥ１２０は、基地局１１０から送信されたデータを復号するために、相補的処
理を実行するように構成され得る。たとえば、ＵＥ１２０は、連続リソースブロック（Ｒ
Ｂ）のバンドルにおける基地局から送信された受信データのデータ割振りサイズに基づい
てバンドルサイズを決定することと、ここにおいて、各バンドルにおけるリソースブロッ
ク中の少なくとも１つの基準信号が共通プリコーディング行列を用いてプリコーディング
され、決定されたバンドルサイズと基地局から送信された１つまたは複数の基準信号（Ｒ
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Ｓ：reference signal）とに基づいて少なくとも１つのプリコーディングチャネルを推定
することと、推定されたプリコーディングチャネルを使用して受信されたバンドルを復号
することとを行うように構成され得る。
【００２９】
　[0044]図３は、ＬＴＥのＦＤＤのための例示的なフレーム構造３００を示す。ダウンリ
ンクおよびアップリンクの各々に関する送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分
され得る。各無線フレームは、所定の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有す
ることができ、０～９のインデックスを有する１０個のサブフレームに区分され得る。各
サブフレームは、２つのスロットを含み得る。したがって、各無線フレームは、０～１９
のインデックスを有する２０個のスロットを含み得る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期
間、たとえば、ノーマルサイクリックプレフィックスでは７つのシンボル期間（図３に示
す）、または拡張サイクリックプレフィックスでは６つのシンボル期間を含み得る。各サ
ブフレーム中の２Ｌ個のシンボル期間は、０～２Ｌ－１のインデックスを割り当てられ得
る。
【００３０】
　[0045]ＬＴＥでは、ｅＮＢは、ｅＮＢによってサポートされるセルごとにシステム帯域
幅の中心１．０８ＭＨｚにおいてダウンリンク上で１次同期信号（ＰＳＳ：primary sync
hronization signal）と２次同期信号（ＳＳＳ：secondary synchronization signal）と
を送信し得る。図３に示すように、ＰＳＳおよびＳＳＳは、それぞれ、ノーマルサイクリ
ックプレフィックスによる各無線フレームのサブフレーム０および５の中のシンボル期間
６および５において送信され得る。ＰＳＳおよびＳＳＳは、セル探索および捕捉のために
ＵＥによって使用され得る。ｅＮＢは、ｅＮＢによってサポートされるセルごとにシステ
ム帯域幅全体でセル固有の基準信号（ＣＲＳ：cell-specific reference signal）を送信
し得る。ＣＲＳは、各サブフレームのいくつかのシンボル期間において送信され得、チャ
ネル推定、チャネル品質測定、および／または他の機能を実行するためにＵＥによって使
用され得る。ｅＮＢは、いくつかの無線フレームのスロット１中のシンボル期間０～３に
おいて物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：physical broadcast channel）を送信
することもできる。ＰＢＣＨは、何らかのシステム情報を搬送し得る。ｅＮＢは、いくつ
かのサブフレームにおいて物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：physical downl
ink shared channel）上でシステム情報ブロック（ＳＩＢ：system information block）
などの他のシステム情報を送信し得る。ｅＮＢは、サブフレームの第１のＢ個のシンボル
期間において物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control 
channel）上で制御情報／データを送信し得るが、ここで、Ｂは各サブフレームに関して
構成可能であり得る。ｅＮＢは、各サブフレームの残りのシンボル期間においてＰＤＳＣ
Ｈ上でトラフィックデータおよび／または他のデータを送信し得る。
【００３１】
　[0046]図４は、ノーマルサイクリックプレフィックスを有する２つの例示的なサブフレ
ームフォーマット４１０および４２０を示す。利用可能な時間周波数リソースは、リソー
スブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロット内に１２個のサブキ
ャリアをカバーすることができ、いくつかのリソース要素を含み得る。各リソース要素は
、１つのシンボル期間内に１つのサブキャリアをカバーすることができ、実数値または複
素数値であり得る１つの変調シンボルを送信するために使用され得る。
【００３２】
　[0047]サブフレームフォーマット４１０は、２つのアンテナのために使用され得る。Ｃ
ＲＳは、シンボル周期０、４、７および１１においてアンテナ０および１から送信され得
る。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリに知られる信号であり、パイロ
ットと呼ばれることもある。ＣＲＳは、たとえば、セル識別情報（ＩＤ）に基づいて生成
された、セルに固有の基準信号である。図４では、ラベルＲａを有する所与のリソース要
素に関して、アンテナａからはそのリソース要素上で変調シンボルが送信され得、他のア
ンテナからはそのリソース要素上で変調シンボルが送信されないことがある。サブフレー



(11) JP 6158355 B2 2017.7.5

10

20

30

40

50

ムフォーマット４２０は、４つのアンテナとともに使用され得る。ＣＲＳは、シンボル周
期０、４、７、および１１においてアンテナ０および１から送信され得、シンボル周期１
および８においてアンテナ２および３から送信され得る。サブフレームフォーマット４１
０とサブフレームフォーマット４２０の両方に関して、ＣＲＳは、セルＩＤに基づいて決
定され得る、均等に離間したサブキャリア上で送信され得る。ＣＲＳは、それらのセルＩ
Ｄに応じて、同じかまたは異なるサブキャリア上で送信され得る。サブフレームフォーマ
ット４１０と４２０の両方に関して、ＣＲＳに使用されないリソース要素が、データ（た
とえば、トラフィックデータ、制御データ、および／または他のデータ）を送信するため
に使用され得る。
【００３３】
　[0048]ＬＴＥにおけるＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、およびＰＢＣＨは、公開されている「
Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅ
ｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕｌａｔ
ｉｏｎ」と題する３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されている。
【００３４】
　[0049]ＬＴＥにおけるＦＤＤのダウンリンクおよびアップリンクの各々に、インターレ
ース構造が使用され得る。たとえば、Ｑが４、６、８、１０、または何らかの他の値に等
しくなり得る場合、０からのインデックスを有するＱ個のインターレースが定義され得る
。各インターレースは、Ｑ個のフレームだけ離間したサブフレームを含み得る。特に、イ
ンターレースｑは、サブフレームｑ、ｑ＋Ｑ、ｑ＋２Ｑなどを含み得るが、ここにおいて
、ｑ∈｛０、．．．、Ｑ－１｝である。
【００３５】
　[0050]ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンクにおけるデータ送
信のためのハイブリッド自動再送信要求（ＨＡＲＱ）をサポートし得る。ＨＡＲＱの場合
、送信機（たとえば、ｅＮＢ）は、パケットが受信機（たとえば、ＵＥ）によって正確に
復号されるまで、または何らかの他の終了条件に遭遇するまで、パケットの１つまたは複
数の送信を送り得る。同期ＨＡＲＱの場合、パケットのすべての送信は、単一のインター
レースのサブフレームにおいて送られ得る。非同期ＨＡＲＱの場合、パケットの各送信は
、任意のサブフレームにおいて送られ得る。
【００３６】
　[0051]ＵＥは、複数のｅＮＢのカバレージ内に位置し得る。そのＵＥにサービスするた
めに、これらのｅＮＢのうちの１つが選択され得る。サービス提供ｅＮＢは、受信信号強
度、受信信号品質、経路損失などの様々な基準に基づいて選択され得る。受信信号品質は
、信号対干渉プラス雑音比（ＳＩＮＲ：signal to interference plus noise ratio）、
または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ：reference signal received quality）、または何
らかの他のメトリックによって定量化され得る。ＵＥは、ＵＥが１つまたは複数の干渉ｅ
ＮＢからの高干渉を観測し得る支配的干渉シナリオにおいて動作し得る。
【００３７】
マシンタイプ通信（ＭＴＣ）カバレージ拡張のための例示的な単一周波数ネットワーク（
ＳＦＮ）動作
　[0052]マシンタイプ通信（ＭＴＣ）とともに使用するためのロングタームエボリューシ
ョン（ＬＴＥ）の低コストおよび低電力の動作が望ましい。いくつかの場合には、ＭＴＣ
デバイスは、有効な自然のシールディングとともに地下または他のエリアに配置される。
これらのタイプのＭＴＣデバイスに対するカバレージを提供するために、１６０ｄＢのリ
ンクバジェットが考慮されてきた。１６０ｄＢのリンクバジェットは、ＬＴＥに関する現
在のリンクバジェット（すなわち、１４０ｄＢのリンクバジェット）よりも２０ｄＢ高い
。ＭＴＣを伴うＬＴＥに関するカバレージ拡張技法は、通常、電力およびコストを増大さ
せ、仕様および実装にかなりの影響を及ぼす場合もある。
【００３８】
　[0053]たとえば、ブロードキャストチャネルに関するカバレージを増大させ、ランダム
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アクセスチャネル（ＲＡＣＨ）に関するカバレージを増大させ、後続の送信を確立するた
めの技法が望ましい。延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）を使用してデータチャネルのカ
バレージを拡張することが可能であるが、延長されたＴＴＩの使用は、より高い電力消費
量につながり、他のチャネルに関するカバレージの増大をもたらさない。１次同期信号（
ＰＳＳ）および２次同期信号（ＳＳＳ）は、再使用を有し、したがって、同期ネットワー
クにおいて、単純な平均化は、十分なリンクバジェット利得をもたらさない。
【００３９】
　[0054]したがって、ＭＴＣのカバレージに関してＬＴＥを拡張し、電力およびコストの
増大が最小のリンクバジェット利得を拡張するための技法および装置が望ましい。
【００４０】
　[0055]マシンタイプ通信（ＭＴＣ）カバレージ拡張のための単一周波数ネットワーク（
ＳＦＮ）動作に関する技法が、本明細書に提示される。
【００４１】
　[0056]いくつかの態様によれば、ＳＦＮ動作は、ダウンリンク（ＤＬ）信号カバレージ
を拡張するために、たとえばブロードキャストチャネルカバレージを拡張するために使用
され得る。ＳＦＮ動作は、アップリンク（ＵＬ）上のジョイント処理にも使用され得る。
たとえば、ＳＦＮ動作は、ＤＬ送信エネルギーおよびＵＬ受信エネルギーを増大させるた
めに使用され得る。ＳＦＮ動作は、ＤＬ上の他のセルからの干渉とＵＬ上の他のユーザか
らの干渉とを低減させるためにも使用され得る。いくつかの態様では、セル分割利得は、
局所的なＳＦＮまたはデータチャネルセル分割を介して可能であり得る。
【００４２】
　[0057]ＭＴＣカバレージ拡張のためのＳＦＮ動作が、レガシーユーザと後方互換性があ
り、他の非ＭＴＣユーザ（すなわち、複数のセルからＳＦＮでレガシー信号を送信するこ
とができない）と共存する能力であることが望ましい場合がある。いくつかの態様によれ
ば、新しいチャネル、信号、およびプロシージャは、後方互換性、カバレージ、コスト、
および電力消費量を考慮してＭＴＣに関して設計され得る。いくつかの態様では、必須の
チャネル、信号、およびプロシージャのみが使用され得る。
【００４３】
　[0058]いくつかの態様によれば、セルにわたる同期したネットワーク協調が仮定され得
る。ＭＴＣに関する最小サポートチャネルは、同期のためのＭＴＣ＿ＳＹＮＣと、システ
ム情報に関するＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥと、アクセスに関するＭＴＣ＿ＲＡＣＨ（たと
えば、ＲＡＣＨプロシージャを実行する際に使用される）と、持続的な割当てに関するＭ
ＴＣ＿ＰＤＣＣＨと、ＤＬデータ送信に関するＭＴＣ＿ＰＤＳＣＨと、ＵＬデータ送信に
関するＭＴＣ＿ＰＵＳＣＨとを含み得る。
【００４４】
　[0059]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣチャネルに関して、同期したネット
ワークにおいてサブフレーム境界に関するタイミングを提供するために、すべてのセルか
らＳＦＮモードで信号が送信され得る。ＭＴＣ＿ＳＹＮＣは、電力増大を伴う狭帯域（た
とえば、１リソースブロック（ＲＢ））であり得る。ＭＴＣ＿ＳＹＮＣは、追加のエネル
ギー合成利得をもたらすために複数のシンボルに広がる。いくつかの態様では、ＭＴＣ＿
ＳＹＮＣは、Ａｌｍｏｓｔ-Ｂｌａｎｋ　Ｓｕｂｆｒａｍｅ（ＡＢＳＦ）またはニューキ
ャリアタイプ（ＮＣＴ）サブフレームで送信され得るが、ここにおいて、レガシー信号は
存在しない。レガシーＵＥは、マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク
（ＭＢＳＦＮ）サブフレームを介してシグナリングされ得る。
【００４５】
　[0060]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥに関して、システムタイミ
ングおよび仮想セルＩＤを含む詳細なシステム情報が提供され得る。いくつかの態様では
、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥは、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣに関して固定されたタイミングで送信
され得る。いくつかの態様では、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥは、セル分割または局所的な
ＳＦＮを使用して送信され得る。いくつかの態様では、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥは、１
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日のうちの実際のタイミングの指示に基づいて送信され得る。いくつかの態様では、ＭＴ
Ｃ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥは、次のＭＴＣ＿サブフレームに対するタイミングで送信され得る
。いくつかの態様では、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥは、ＳＩＢ＿ＬＩＴＥにおける時分割
複信（ＴＤＤ）構成または半二重ＤＬ／ＵＬ送信に関する構成に基づくタイミングで送信
され得る。
【００４６】
　[0061]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨ（すなわち、ＲＡＣＨメッセージ）
に関して、延長されたＴＴＩを有する新しいＭＴＣ＿ＲＡＣＨシーケンスが使用され得る
。ＭＴＣ＿ＲＡＣＨは、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥの送信後に固定されたタイミングで送
信され得る。ＭＴＣデバイスは、システムにアクセスするか、またはＤＬシグナリングを
さらにトリガするためにＭＴＣ＿ＲＡＣＨを送信し得る。
【００４７】
　[0062]いくつかの態様では、様々なＴＴＩを有する複数のＲＡＣＨ構成がサポートされ
得る。ＭＴＣデバイスは、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣから受信されたＤＬ信号に基づいてＲＡＣＨ
に対する適切なＴＴＩバンドル長さを選択し得る。初期のサービスでは、最長のＲＡＣＨ
　ＴＴＩが使用され得る。
【００４８】
　[0063]いくつかの態様では、異なる情報（たとえば、接続確立がかなり緊急であること
）をシグナリングするために、異なるＲＢを有する複数のＲＡＣＨ構成が使用され得る。
【００４９】
　[0064]いくつかの態様では、新しいＭＴＣ＿ＲＡＣＨがＭＴＣ＿ＳＦ領域外で検出され
る場合、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨは、初期のサービス設定によりＭＴＣとして扱われ得る。たと
えば、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥは、ＭＴＣ＿ＳＦを指し示すために送信され得る。
【００５０】
　[0065]いくつかの態様によれば、持続的な割当てに関するＭＴＣ＿ＰＤＣＣＨに関して
、ＭＴＣデバイスは、初期の接続確立中に、そのサービスタイプおよびトラフィック要件
をネットワークにシグナリングし得る。ＵＬ送信フォーマット、ＲＢ、および変調／コー
ディング方式（ＭＣＳ）は、仕様によって固定されるか、またはデフォルトのＭＴＣ＿Ｐ
ＤＳＣＨによってネットワークからシグナリングされ得る。サービス提供ｅＮｏｄｅ　Ｂ
（ｅＮＢ）は、ＭＴＣ＿ＰＤＣＣＨおよび／またはＭＴＣ＿ＰＤＳＣＨにおいてＭＴＣデ
バイスにいくつかの構成を提供し得る。たとえば、いくつかの構成は、ＴＴＩ当りのＭＴ
Ｃ基準信号（ＲＳ）シンボルの数、ＴＴＩバンドルのサイズ、ハイブリッド自動再送信要
求（ＨＡＲＱ）をサポートすべきかどうか、送信時間、およびコーディングタイプ（たと
えば、ターボコーディング（ＴＣ）またはチャネルコーディング（ＣＣ））などの、ＤＬ
およびＵＬの送信フォーマットを含み得る。
【００５１】
　[0066]図５は、本開示のいくつかの態様による、初期のサービス設定のための例示的な
同期を示す。図５に見られるように、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣ５０２は、固定されたタイミング
Ｔ１で、すべてのセル（たとえば、セル１・・・セル６）からＳＦＮを用いて送信され得
る。いくつかの態様では、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣは、狭帯域を使用して延長されたＴＴＩで送
信され得る。ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥ５０４は、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣ５０２に関するタイ
ミングに基づいて固定されたタイミングＴ２で、すべての近隣のセル（たとえば、セル１
・・・セル６）から局所的なＳＦＮを用いて送信され得る。ＭＴＣ＿ＲＡＣＨ５０６は、
延長されたＴＴＩおよび固定されたタイミングＴ３を有し得る。ＭＴＣ＿ＲＡＣＨ５０６
は、ＳＦＮなしで（たとえば、セル４によって）送信され得る。
【００５２】
　[0067]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ＿ＳＦの外部にＭＴＣ＿ＲＡＣＨを送信するこ
とは、図５に示す緊急の初期のサービス設定をトリガし得る。初期のサービス設定の後、
ＭＴＣデバイスは、それ自体のＭＴＣ＿ＳＦサイクルにおいてのみ起動し得る（たとえば
、ＭＴＣデバイスは、ＭＴＣサブフレームのためにのみ起動する）。いくつかの実施形態
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では、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣのみが、ＭＴＣ＿ＳＦの外部に定期的に送信され得、ＭＴＣ＿Ｓ
ＩＢ＿ＬＩＴＥは、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨによってトリガされた場合にのみ送信され得る。
【００５３】
　[0068]図６は、本開示のいくつかの態様による、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨの後にセルがさらに
分割される、ＭＴＣサービス設定を有する例示的なＭＴＣ＿ＳＦを示す。図６に見られる
ように、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣ５０２およびＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥ５０４は、図５と同様
にＳＦＮを用いて送信され得る。しかしながら、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨ６０６は、２つ以上の
セルにまたがって分割され得、ＭＴＣ＿ＰＤＣＣＨ６０８は、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨ６０６に
基づいて分割されたセルを有し得る。
【００５４】
　[0069]図７は、本開示のいくつかの態様による、ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥにおいてＭ
ＴＣ＿ＲＡＣＨの前に分割された例示的なセルを示す。図７に示すように、ＭＴＣ＿ＳＹ
ＮＣ５０２は、図５および図６と同様に送信され得る。いくつかの態様によれば、ＭＴＣ
＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥ７０４は、セル分割を用いて送信され得る。たとえば、ＭＴＣ＿ＳＩ
Ｂ＿ＬＩＴＥ７０４は、近隣のセル４、５、および６から局所的なＳＦＮを利用して送信
され、さらにセル１、２、および３上に分割され得る。セル分割は、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨ７
０６に基づく可能性がある。
【００５５】
　[0070]いくつかの態様では、初期のシステム情報をすでに取得したＭＴＣデバイスに関
して、固定位置ＭＴＣ＿ＳＩＢが、定期的に（たとえば、ＭＴＣ＿ＳＦにおいて）送信さ
れ得る。このことは、ＭＴＣデバイスが正確なタイミングを維持しない場合には有用であ
り、ＭＴＣデバイスは、ＲＡＣＨの代わりにＭＴＣ＿ＳＩＢを探索するために決まった時
刻に起動し得る。ＭＴＣ＿ＳＩＢは、ＭＴＣ＿ＳＦの外部にＭＴＣをサービスするにすぎ
ないＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥよりも多くの情報を提供することができる。
【００５６】
　[0071]いくつかの態様では、ＭＴＣ＿Ｐａｇｉｎｇが、ＤＬページングを必要とするデ
バイスに関して定期的に送信され得る。
【００５７】
　[0072]図８は、本開示のいくつかの態様による、局所的なＳＦＮエリア内のチャネルに
関する例示的なＳＦＮ　ＤＬとジョイント受信ＵＬとを示す。図８に見られるように、Ｓ
ＦＮエリアＳＦＮ１　８０２およびＳＦＮ２　８０４は、領域８０６において重なる可能
性があり、より良いカバレージを可能にするために時間的に交互に配置され得る。「ＬＰ
Ｎ」は、低電力ノードを表す。
【００５８】
　[0073]図９は、本開示のいくつかの態様による、同期およびデータのセル分割に関する
例示的な広域的ＳＦＮを示す。図９に見られるように、同期チャネルＳＦＮは、すべての
セルからのタイミングに対して広域的に送信され得る。いくつかの態様によれば、受信Ｒ
ＡＣＨ電力に基づいて、データ送信に関してセル分割が達成され得る。たとえば、図９を
参照すると、ＭＴＣ１　９０８がＬＰＮ１　９１０によってサービスされ、ＭＴＣ２　９
１２がＭＴＣに対して透過的な複数のセルによってサービスされ得るように、ＶＣＩ（仮
想セルＩＤ）および他の構成を有する持続的な割当てが、ＭＴＣに対して行われ得る。
【００５９】
　[0074]図１０は、本開示のいくつかの態様による、すべてのチャネルに関する局所的な
ＳＦＮの例示的なコールフロー１０００を示す。ステップ０ａにおいて、マクロセル１０
０２およびＬＰＮ１００４は、ＭＴＣデバイス１００６に、ＭＴＣ＿ＳＦ内のＭＴＣ＿Ｓ
ＹＮＣおよびＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥのＳＦＮ送信を送り得る。ＭＴＣデバイス１００
６は、ステップ０においてＭＴＣ＿ＳＹＮＣおよびＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥからのセル
捕捉を実行し得る。ステップ１において、ＭＴＣデバイス１００６は、大きいＴＴＩを有
するＭＴＣ＿ＲＡＣＨをＬＰＮ１００４に送信し得る。ステップ１ａにおいて、ＬＰＮ１
００４は、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨを検出し、それをマクロセル１００２に報告し得る。ステッ
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プ１ｂにおいて、マクロセル１００２は、ジョイント受信を実行し、ステップ２ａにおい
て、マクロセル１００２は、ＤＬ送信においてＬＰＮ１００４にシグナリングする。ステ
ップ２において、マクロセル１００２およびＬＰＮ１００４は、タイミング、電力、ＶＣ
Ｉ、ＲＢ、およびＭＣＳ情報を含むＤＬおよびＵＬの構成に関してＭＴＣデバイス１００
６（たとえば、ＵＥ）にシグナリングする。ステップ３において、ＭＴＣデバイス１００
６は、シグナリングされたＵＬ、ＶＣＩ、タイミング、電力レベル、ＲＢ、ＭＴＣなどに
応じて、持続的なＭＴＣ＿ＰＵＳＣＨを送信する。ステップ３ａにおいて、ＬＰＮ１００
４は、ＭＴＣ＿ＰＵＳＣＨを受信し、マクロセル１００２に報告し得る。ステップ３ｂに
おいて、マクロセルは、ジョイント受信を実行することができ、ステップ４ａにおいて、
マクロセル１００２は、ＤＬ送信においてＬＰＮ１００４にシグナリングし得る。ステッ
プ４において、すべてのＳＦＮセル（たとえば、マクロセル１００２およびＬＰＮ１００
４）は、ＤＬ　ＰＣＩ／ＶＣＩ、ＲＢ、ＭＴＣなどを使用してＭＴＣデバイス１００６に
関するＤＬの持続的なＭＴＣ＿ＰＤＳＣＨを送信する。
【００６０】
　[0075]図１１は、本開示のいくつかの態様による、広域的な同期ＳＦＮと局所的な分割
データとに関する例示的なコールフロー１１００を示す。ステップ０ａにおいて、すべて
のＳＦＮセル（たとえば、マクロセル１１０２およびＬＰＮ１１０４）は、ＭＴＣ＿ＳＦ
においてＭＴＣデバイス１１０６にＭＴＣ＿ＳＹＮＣおよびＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥを
送信し得る。ステップ０において、ＭＴＣデバイス１１０６は、ＭＴＣ＿ＳＹＮＣおよび
ＭＴＣ＿ＳＩＢ＿ＬＩＴＥからシステムタイミングおよび可能なＲＡＣＨ構成を捕捉し得
る。ステップ１において、ＭＴＣデバイス１１０６は、大きいＴＴＩを有するＭＴＣ＿Ｒ
ＡＣＨをＬＰＮ１１０４およびマクロセル１１０２に送信し得る。ステップ１ａにおいて
、ＬＰＮ１１０４は、ＭＴＣ＿ＲＡＣＨを検出し、マクロセル１１０２に報告し得る。ス
テップ１ｂにおいて、マクロセル１１０２は、ジョイント受信を実行し、最良のサービス
提供セルを選択し得る。ステップ２ａにおいて、マクロセル１１０２は、ＳＦＮまたはセ
ル分割のためにＤＬ送信においてＬＰＮ１１０４にシグナリングし得る。ステップ２にお
いて、サービス提供セル（すなわちマクロセル１１０２によって選択されたＬＰＮ１１０
４）は、タイミング、電力、ＶＣＩ、ＲＢ、およびＭＣＳ情報を含むＤＬおよびＵＬの構
成に関してＭＴＣデバイス１１０６（たとえば、ＵＥ）にシグナリングし得る。ステップ
３において、ＭＴＣデバイス１１０６は、シグナリングされたＵＬ、ＶＣＩ、タイミング
、電力レベル、ＲＢ、ＭＴＣなどに応じて、持続的なＭＴＣ＿ＰＵＳＣＨをサービス提供
セルにシグナリングし得る。ステップ４において、ＳＦＮセル（たとえば、マクロセル１
１０２およびＬＰＮ１１０４）は、ＤＬ　ＰＣＩ／ＶＣＩ、ＲＢ、ＭＴＣなどを使用して
ＭＴＣデバイス１１０６にＤＬで持続的なＭＴＣ＿ＰＤＳＣＨを送信し得る。
【００６１】
　[0076]いくつかの態様によれば、延長されたＴＴＩ設計は、ＤＬとＵＬの両方に関する
多い反復およびバンドルに依拠し得る。干渉を低減させるために、ＤＬブロードキャスト
チャネルの時分割多重（ＴＤＭ）および周波数分割多重（ＦＤＭ）区分が使用され得る。
新しいＤＬブロードキャスト信号は、深いカバレージを可能にするために長い持続時間で
反復され得る。たとえば、最小のシステム情報（ＳＩ）更新周期は、ＭＴＣ＿ＳＩＢに関
して６４０ｍｓからそれより長い長さまで増大され得る。
【００６２】
　[0077]いくつかの態様によれば、データに関して、バンドルのサイズは、接続設定中に
ＭＴＣにシグナリングされ得る。ＲＡＣＨとＤＬ初期割当てとに関して、バンドル送信の
最悪状況が使用され得る。複数のＭＴＣ＿ＲＡＣＨおよび初期割当て構成（たとえば、Ｔ
ＴＩ長さ、シーケンス時間、および送信時間）は、ＭＴＣ＿ＳＩＢにおいて提供されるか
、または使用において定義され得る。いくつかの態様では、良好なカバレージを有するＭ
ＴＣは、ＲＡＣＨに関する比較的低いバンドルサイズを選択し得る。ＭＴＣデバイスは、
ＤＬ信号を得るために平均化された、ＤＬ受信信号強度またはその時間に基づいて決定し
得る。このことは、ブラインド検出およびリソース利用量を低減させ得る。
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【００６３】
　[0078]図１２は、本開示のいくつかの態様による、ＭＴＣ同期およびＲＡＣＨの時間お
よび周波数の再使用を示す。
【００６４】
　[0079]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ＿ＰＵＳＣＨに関して、カバレージを拡張する
ために、既存のＰＵＳＣＨ／ＰＵＣＣＨチャネル構造に基づく送信フォーマットが使用さ
れ得る。良好なカバレージのユーザに関して、ＰＵＳＣＨ送信構造（たとえば、パイロッ
トの１／７シンボル）が使用され得る。劣悪なカバレージのユーザに関して、パイロット
オーバーヘッドが増加した状態（たとえば、パイロットの２／７シンボル）で、ＰＵＣＣ
Ｈフォーマット２、３の送信構造が使用され得る。いくつかの態様では、負荷を改善する
ためにユーザの多重化が使用され得る。極めて限定されたユーザに関して、パイロットオ
ーバーヘッドが増加した状態（すなわち、パイロットの３／７シンボル）で、ＰＵＣＣＨ
フォーマット１またはＲＡＣＨの送信構造が使用され得る。上記のシナリオと同様に、負
荷を改善するためにユーザの多重化が使用され得る。いくつかの態様では、実装を単純化
するために、ＭＴＣ＿ＰＵＳＣＨは、（たとえば、１つまたは２つのＭＴＣ＿ＲＳシンボ
ルを有するＰＵＳＣＨと同様に）１～２個のフォーマットをサポートし得る。
【００６５】
　[0080]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ＿ＰＤＳＣＨに関して、ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＰＢ
ＣＨとの衝突を回避するために、第１のスロットにおいて、ＤＬ上のＭＴＣ－ＲＳ設計が
使用され得る。捕捉に加えて、復調能力および追跡能力の改善を可能にするために、ＭＴ
Ｃ－ＲＳが使用され得る。いくつかの態様では、レガシーＵＥがＭＢＳＦＮサブフレーム
としてシグナリングされる場合、ＭＴＣ－ＲＳは、特別なＭＴＣサブフレームにおいて送
信され得る。
【００６６】
　[0081]いくつかの態様では、ＭＴＣ－ＲＳは、ＰＵＳＣＨ　ＲＳと同様に、ＤＬにおい
てシンボル全体を使用して送信され得る。スロット当りの複数のシンボルは、ＵＬ設計と
同様にＭＴＣ－ＲＳに割り当てられ得る。代替的に、ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＰＢＣＨとの衝突
を回避するために、第１のスロットにおいてＭＴＣ－ＲＳのみが送信され得る。このこと
は、複数のＴＴＩまたは周波数にわたって平均化する、単純なチャネル推定を可能にし得
る。
【００６７】
　[0082]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ－ＲＳは、任意のレガシー信号またはチャネル
の周りでレートマッチングされ得る。
【００６８】
　[0083]いくつかの態様によれば、ＭＴＣ－ＲＳは、ＳＦＮモードにおいて複数のセルか
ら送信され得る。
【００６９】
　[0084]図１３は、本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信のための例示的な動
作１３００を示す。動作１３００は、たとえば、ＵＥ（たとえば、ＵＥ１２０）によって
実行され得る。動作１３００は、１３０２において、複数の送信ポイントからの単一周波
数ネットワーク（ＳＦＮ）モードにおいてブロードキャストされた少なくとも１つの同期
信号と、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に関するタイミングを提供する
少なくとも１つの同期信号とを検出することによって開始し得る。いくつかの態様によれ
ば、同期信号は、電力が増大され、ならびに／または、延長された持続時間および／もし
くは狭帯域幅で送信され得る。
【００７０】
　[0085]１３０４において、ＵＥは、複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送
信されるシステム情報を監視するために、少なくとも１つの同期信号を検出してから固定
された時間の後に生じるサブフレームを決定し得る。いくつかの態様によれば、ＳＦＮモ
ードで複数の送信ポイント（たとえば、異なるセルＩＤに対応する）によってメイ送信さ
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れるシステム情報。異なる送信ポイントは、異なるシステム情報を送信し得る。いくつか
の態様では、送信ポイントは、異なるＶＣＩを有する異なるグループと関連付けられ得る
。
【００７１】
　[0086]１３０６において、ＵＥは、決定されたサブフレーム中でＳＩＢを監視し得る。
いくつかの態様によれば、ＳＩＢは、実際のタイミングまたは次のＭＴＣサブフレームに
対するタイミングに関してシステムタイミングを搬送するために、ＰＢＣＨとＳＩＢとを
組み合わせ得る。
【００７２】
　[0087]いくつかの態様によれば、ＲＡＣＨは、送信ポイントによるＳＩＢ送信後、固定
されたタイミングで実行され得る。ＵＥは、様々なＲＢを有する複数のＲＡＣＨ構成で構
成され得る。ＵＥは、使用されるＲＡＣＨ構成に基づいて異なる情報をシグナリングし得
る。たとえば、使用されるＲＡＣＨ構成は、サービス設定または要求の緊急度を示し得る
。
【００７３】
　[0088]図１４は、本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信のための例示的な動
作１４００を示す。動作１４００は、たとえば、ＵＥ（たとえば、ＵＥ１２０）によって
実行され得る。動作は、１４０２において、複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つ
から送信された同期信号を検出することによって開始することができ、複数の送信ポイン
トの各々は、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に対して異なるオフセット
時刻で同期信号を送信する。いくつかの態様によれば、送信ポイントは、各々が異なるＶ
ＣＩを有する異なるグループと関連付けられ得る。いくつかの態様では、各同期信号は、
送信ポイントの各々によって送信された共通のシーケンスを有する部分を含み得る。
【００７４】
　[0089]１４０４において、ＵＥは、複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送
信されるシステム情報を監視するために、同期信号を検出してから固定された時間の後に
生じるサブフレームを決定し得る。
【００７５】
　[0090]１４０６において、ＵＥは、決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロック
を監視し得る。いくつかの態様によれば、ＵＥは、送信ポイントでＲＡＣＨプロシージャ
を実行し得る。ＲＡＣＨプロシージャ中に、ＵＥは、同期したネットワークのタイミング
を示した応答を受信し得る。いくつかの態様では、ＵＥは、ＲＡＣＨプロシージャを実行
した後、（たとえば、複数のサブフレーム中に）低電力状態に入り、ＵＥとの通信専用の
サブフレーム（たとえば、ＭＴＣ＿ＳＦ）中にのみ低電力状態から抜け出ることができる
。
【００７６】
　[0091]図１５は、本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信のための例示的な動
作１５００を示す。動作１５００は、たとえば、ＵＥ（たとえば、ＵＥ１２０）によって
実行され得る。動作１５００は、１５０２において、第１のタイプのＵＥのために指定さ
れたサブフレーム中で、ダウンリンクサブフレーム内の少なくとも１つのシンボル全体を
使用して１つまたは複数の送信ポイントから送信された基準信号を受信することを含み得
る。
【００７７】
　[0092]いくつかの態様では、スロット当りの複数のシンボルは、第１のタイプのＵＥに
関するＲＳに割り当てられ得る。第１のタイプのＵＥに関するＲＳは、サブフレームの第
１のスロットにおいてのみ送信され得る。いくつかの態様では、第２のタイプのＵＥに関
する信号も、特別なサブフレームにおいて送信され得、ＵＥは、第２のタイプのＵＥに関
する信号の周りでレートマッチングを実行し得る。ＲＳは、複数のセルから送信されるＳ
ＦＮであり得る。
【００７８】
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　[0093]図１６は、本開示のいくつかの態様による、ワイヤレス通信のための例示的な動
作１６００を示す。動作１６００は、たとえば、ＵＥ（たとえば、ＵＥ１２０）によって
実行され得る。動作１６００は、１６０２において、物理アップリンク共有チャネル（Ｐ
ＵＳＣＨ）を送信することによって開始し得る。
【００７９】
　[0094]１６０４において、ＵＥは、ＰＵＳＣＨでパイロットシンボルを含むことができ
、パイロットシンボルに使用されるシンボルの数は、ＵＥのカバレージに基づいて変化す
る。いくつかの態様では、良好なカバレージを有するＵＥのパイロットシンボルに使用さ
れるシンボルの数は、劣悪なカバレージを有するＵＥのパイロットシンボルに使用される
シンボルの数よりも少ない場合がある。いくつかの態様では、７つのシンボルのうちの１
つは、良好なカバレージを有するＵＥのパイロットシンボルとして使用され得、７つのシ
ンボルのうちの少なくとも２つは、劣悪なカバレージを有するＵＥのパイロットシンボル
として使用される。負荷を改善するために多重化が許容され得る。
【００８０】
　[0095]本明細書で提示する技法については、（図１３～図１６に示すように）ＵＥ側の
動作に関して説明してきた。当然、当業者は、（たとえば、アクセスポイント、ｅＮＢな
どによって）もう一方の基地局の動作が実行され得ることも認識するであろう。
【００８１】
　[0096]本明細書で使用する、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指すフレーズ
は、単一のメンバを含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「ａ、ｂ、
またはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａと、ｂと、ｃと、ａ－ｂと、ａ－ｃと、ｂ－ｃ
と、ａ－ｂ－ｃとを包含するものとする。
【００８２】
　[0097]上述した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の好適
な手段によって実行され得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含む、様々なハードウェアおよび／またはソフ
トウェア／ファームウェア構成要素および／またはモジュールを含み得る。概して、図に
示されている動作がある場合、それらの動作は、任意の好適な対応するカウンターパート
のミーンズプラスファンクション構成要素によって実行され得る。
【００８３】
　[0098]情報および信号は様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表す
ことができることを、当業者なら理解されよう。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、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの組
合せによって表され得る。
【００８４】
　[0099]さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、ハードウェア、ソフトウェア／ファーム
ウェア、またはそれらの組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハー
ドウェアとソフトウェア／ファームウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示
的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概して
それらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフ
トウェア／ファームウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに
課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法
で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈
すべきではない。
【００８５】
　[0100]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプロ
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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。また、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
、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、あるいは任意の他のその
ような構成として実現され得る。
【００８６】
　[0101]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェアで実施されるか、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
アモジュールで実施されるか、またはそれらの組合せで実施され得る。ソフトウェア／フ
ァームウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯ
Ｍメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、相変化メモリ（ＰＣＭ）、レジスタ、ハー
ドディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている任
意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示の記憶媒体は、その記憶媒体からプロセッ
サが情報を読み取り、その記憶媒体にプロセッサが情報を書き込むことができるようにプ
ロセッサに連結される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体化され得る。プロセッ
サおよび記憶媒体はＡＳＩＣ内に存在し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に存在し得る。代
替形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内の個別構成要素として存在し得
る。
【００８７】
　[0102]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、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。ソフトウェア／ファーム
ウェアで実装した場合、機能は、１つもしくは複数の命令もしく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。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容易
にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、
汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒
体とし得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ／ＤＶＤ、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／ファームウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツ
イストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波な
どのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから
送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、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、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Ｂｌ
ｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、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べきである。
【００８８】
　[0103]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用する
ことができるようにするために提供される。本開示への種々の修正は当業者には容易に明
らかとなり、本明細書で規定された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱するこ
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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、本明細書で説明する例およ
び設計に限定されるものではなく、本明細書で開示す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、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］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　複数の送信ポイントからの単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）モードにおいてブロード
キャストされた少なくとも１つの同期信号を検出することと、前記少なくとも１つの同期
信号は、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に関するタイミングを提供する
、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記少なくとも１つの同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサ
ブフレームを決定することと、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視することとを備える、方
法。
［Ｃ２］
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行することは、前記複数の送信ポイントのうちの前記少
なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを送信するこ
とを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）送信後に固定されたタイミングでＲＡＣＨを実行する
ことをさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＵＥは、様々なリソースブロック（ＲＢ）を有する複数のＲＡＣＨ構成で構成され
る、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用されるＲＡＣＨ構成に基づいて情報を
シグナリングすることをさらに備える、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用される前記ＲＡＣＨ構成は、新しいサ
ービス設定または前記ＲＡＣＨプロシージャの緊急度のうちの少なくとも１つを示す、Ｃ
６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記複数の送信ポイントは、送信ポイントの異なるグループを備え、各グループは、異
なる仮想セルＩＤと関連付けられる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　複数の送信ポイントは、ＳＦＮモードにおいてシステム情報を送信する、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ１０］
　異なるセルＩＤに対応する異なる送信ポイントは、異なるシステム情報を送信する、Ｃ
１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記少なくとも１つの同期信号は、電力が増大されるか、延長された持続時間で送信さ
れるか、または狭帯域幅で送信されるうちの少なくとも１つである、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記監視されるシステム情報ブロックは、実際のシステムタイミングまたは次のマシン
タイプ通信（ＭＴＣ）サブフレームに対するシステムタイミングを搬送するために物理ブ
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ロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）とＳＩＢとを組み合わせる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信された同期信号を検出することと
、前記複数の送信ポイントの各々は、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に
対して異なるオフセット時間で同期信号を送信する、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサブフレームを決定
することと、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視することとを備える、方
法。
［Ｃ１４］
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行することをさらに備える、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行することは、前記複数の送信ポイントのうちの前記少
なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを送信するこ
とを備える、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記ＵＥは、前記ＲＡＣＨプロシージャ中に、同期したネットワークタイミングを示す
応答を受信する、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行した後、
　複数のサブフレーム中に低電力状態に入ることと、
　前記ＵＥと通信するために指定されたサブフレーム中に前記低電力状態から抜け出すこ
ととをさらに備える、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記同期信号は、各送信ポイントによって送信された共通のシーケンスを含む少なくと
も一部分を備える、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記複数の送信ポイントは、送信ポイントの異なるグループを備え、各グループは、異
なる仮想セルＩＤと関連付けられる、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ２０］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　複数の送信ポイントからの単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）モードにおいてブロード
キャストされた少なくとも１つの同期信号を検出するための手段と、前記少なくとも１つ
の同期信号は、同期したネットワークにおいてサブフレーム境界に関するタイミングを提
供する、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記少なくとも１つの同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサ
ブフレームを決定するための手段と、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視するための手段とを備え
る、装置。
［Ｃ２１］
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行するための手段をさらに備える、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するための前記手段は、前記複数の送信ポイントのう
ちの前記少なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを
送信するための手段を備える、Ｃ２１に記載の装置。
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［Ｃ２３］
　ＳＩＢ送信後に固定されたタイミングでＲＡＣＨを実行するための手段をさらに備える
、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記ＵＥは、様々なリソースブロック（ＲＢ）を有する複数のＲＡＣＨ構成で構成され
る、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用されるＲＡＣＨ構成に基づいて情報を
シグナリングすることをさらに備える、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するために使用される前記ＲＡＣＨ構成は、新しいサ
ービス設定または前記ＲＡＣＨプロシージャの緊急度のうちの少なくとも１つを示す、Ｃ
２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信された同期信号を検出するための
手段と、前記複数の送信ポイントの各々は、同期したネットワークにおいてサブフレーム
境界に対して異なるオフセット時間で同期信号を送信する、
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つから送信されたシステム情報を監視す
るために、前記同期信号を検出してから固定された時間の後に生じるサブフレームを決定
するための手段と、
　前記決定されたサブフレーム中でシステム情報ブロックを監視するための手段とを備え
る、装置。
［Ｃ２８］
　前記複数の送信ポイントのうちの少なくとも１つを用いてランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）プロシージャを実行するための手段をさらに備える、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記ＲＡＣＨプロシージャを実行するための前記手段は、前記複数の送信ポイントのう
ちの前記少なくとも１つに、延長された送信時間間隔（ＴＴＩ）でＲＡＣＨメッセージを
送信するための手段を備える、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記ＵＥは、前記ＲＡＣＨプロシージャ中に、同期したネットワークタイミングを示す
応答を受信する、Ｃ２８に記載の装置。
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