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(57)【要約】
　ワイヤレス通信システム内での階層的通信および低レ
イテンシのサポートのための、方法、システム、および
デバイスが説明される。ｅＮＢおよび／またはＵＥは、
第１のサブフレームタイプを有する第１のレイヤ送信を
伴う第１のレイヤ、および第２のサブフレームタイプを
有する第２のレイヤ送信を伴う第２のレイヤを通して少
なくとも部分的に定義される、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。第１のサブフレーム
タイプは、送信とその送信の受信の確認応答との間に第
１のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）を有し得、第２の
レイヤは、第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴを有
し得る。第１のサブフレームタイプとしてのサブフレー
ムは、第２のサブフレームタイプとしてのサブフレーム
と、時分割多重化を通すなど多重化され得る。いくつか
の例では、異なる持続時間のシンボルは、それらの異な
るシンボル持続時間が共存するように、多重化され得る
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のシンボル持続時間を有する第１の領域、および前記第１のシンボル持続時間と異
なる第２のシンボル持続時間を有する第２の領域を用いて、キャリアを構成することと、
ここにおいて、前記第１および第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数分割多
重化（ＦＤＭ）されている、
　ユーザ機器（ＵＥ）のレイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、前記第１または
第２の領域を使用して前記ＵＥと通信することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ＵＥの前記レイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の領域によっ
て占有される前記キャリアの部分を調整すること
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１および第２の領域がＴＤＭされ、ここにおいて、前記第２の領域によって占有
される前記キャリアの前記部分を調整することが、
　前記第２の領域の持続時間または周期性を調整することを備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１および第２の領域がＦＤＭされ、ここにおいて、前記第２の領域によって占有
される前記キャリアの前記部分を調整することが、
　前記第２の領域の帯域幅を調整することを備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の領域と前記第２の領域との間にガードバンドを構成すること
　をさらに備える請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記キャリアを構成することが、
　前記第１の領域のシンボルの中で信号を送信することを備え、前記信号は、前記第２の
シンボル持続時間を示し、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング、ブロードキャスト
メッセージ、レイヤ１シグナリング、またはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤシグ
ナリングのうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記キャリアの第３の領域を構成することをさらに備え、前記第３の領域が、前記第２
のシンボル持続時間を有し、ここにおいて、前記第１および第２の領域がＦＤＭされ、こ
こにおいて、前記第３の領域が前記第１および第２の領域とＴＤＭされる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の領域と前記第２の領域との間にガードバンドを構成すること
　をさらに備える請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のシンボル持続時間が前記第１のシンボル持続時間よりも短い、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　キャリアの第１の領域を識別することと、前記第１の領域が第１のシンボル持続時間を
有する、
　前記キャリアの第２の領域を識別することと、前記第２の領域が、前記第１のシンボル
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持続時間と異なる第２のシンボル持続時間を有し、ここにおいて、前記第１および第２の
領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数分割多重化（ＦＤＭ）されている、
　レイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、前記第１または第２の領域を使用して
基地局と通信することと
　を備える方法。
【請求項１１】
　前記第１および第２の領域がＦＤＭされ、ここにおいて、前記方法が、
　前記第１の領域と前記第２の領域との間のガードバンドを識別することをさらに備える
、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記キャリアの前記第２の領域を識別することが、
　前記第１の領域のシンボルの中で信号を受信することを備え、前記信号は、前記第２の
シンボル持続時間を示し、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング、ブロードキャスト
メッセージ、レイヤ１シグナリング、またはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤシグ
ナリングのうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記キャリアの第３の領域を識別することをさらに備え、前記第３の領域が前記第２の
シンボル持続時間を有し、ここにおいて、前記第１および第２の領域がＦＤＭされ、ここ
において、前記第３の領域が前記第１および第２の領域とＴＤＭされる、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の領域と前記第２の領域との間のガードバンドを識別すること
　をさらに備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２のシンボル持続時間が前記第１のシンボル持続時間よりも短い、請求項１０に
記載の方法。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１のシンボル持続時間を有する第１の領域、および前記第１のシンボル持続時間と異
なる第２のシンボル持続時間を有する第２の領域を用いて、キャリアを構成するための手
段と、ここにおいて、前記第１および第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数
分割多重化（ＦＤＭ）されている、
　ユーザ機器（ＵＥ）のレイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、前記第１または
第２の領域を使用して前記ＵＥと通信するための手段と
　を備える装置。
【請求項１７】
　前記ＵＥの前記レイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、前記第２の領域によっ
て占有される前記キャリアの部分を調整するための手段
　をさらに備える請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１および第２の領域がＴＤＭされ、ここにおいて、前記第２の領域によって占有
される前記キャリアの前記部分を調整することが、
　前記第２の領域の持続時間または周期性を調整することを備える、
　請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第１および第２の領域がＦＤＭされ、ここにおいて、前記第２の領域によって占有
される前記キャリアの前記部分を調整することが、
　前記第２の領域の帯域幅を調整することを備える、
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　請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１の領域と前記第２の領域との間にガードバンドを構成するための手段
　をさらに備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記キャリアを構成することが、
　前記第１の領域のシンボルの中で信号を送信することを備え、前記信号は、前記第２の
シンボル持続時間を示し、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング、ブロードキャスト
メッセージ、レイヤ１シグナリング、またはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤシグ
ナリングのうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２２】
　前記キャリアの第３の領域を構成するための手段をさらに備え、前記第３の領域が、前
記第２のシンボル持続時間を有し、ここにおいて、前記第１および第２の領域がＦＤＭさ
れ、ここにおいて、前記第３の領域が前記第１および第２の領域とＴＤＭされる、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第１の領域と前記第２の領域との間にガードバンドを構成するための手段
　をさらに備える請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第２のシンボル持続時間が前記第１のシンボル持続時間よりも短い、請求項１６に
記載の装置。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　キャリアの第１の領域を識別するための手段と、前記第１の領域が第１のシンボル持続
時間を有する、
　前記キャリアの第２の領域を識別するための手段と、前記第２の領域が、前記第１のシ
ンボル持続時間と異なる第２のシンボル持続時間を有し、ここにおいて、前記第１および
第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数分割多重化（ＦＤＭ）されている、
　レイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、前記第１または第２の領域を使用して
基地局と通信するための手段と
　を備える装置。
【請求項２６】
　前記第１および第２の領域がＦＤＭされ、ここにおいて、前記装置が、
　前記第１の領域と前記第２の領域との間のガードバンドを識別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】
　前記キャリアの前記第２の領域を識別することが、
　前記第１の領域のシンボルの中で信号を受信することを備え、前記信号は、前記第２の
シンボル持続時間を示し、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング、ブロードキャスト
メッセージ、レイヤ１シグナリング、またはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤシグ
ナリングのうちの少なくとも１つを備える、
　請求項２５に記載の装置。
【請求項２８】
　前記キャリアの第３の領域を識別するための手段をさらに備え、前記第３の領域が前記
第２のシンボル持続時間を有し、ここにおいて、前記第１および第２の領域がＦＤＭされ
、ここにおいて、前記第３の領域が前記第１および第２の領域とＴＤＭされる、
　請求項２５に記載の装置。
【請求項２９】
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　前記第１の領域と前記第２の領域との間のガードバンドを識別するための手段
　をさらに備える請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第２のシンボル持続時間が前記第１のシンボル持続時間よりも短い、請求項２５に
記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１４年１１月４日に出
願された、「Ｍｉｘｅｄ　Ｎｕｍｅｒｏｌｏｇｙ　ＯＦＤＭ　Ｄｅｓｉｇｎ」と題する、
Ｍａｌｌａｄｉらによる米国特許出願第１４／５３２，７１４号、および２０１３年１２
月２３日に出願された、「ＬＴＥ　Ｈｉｅｒａｒｃｈｉｃａｌ　Ｂｕｒｓｔ　Ｍｏｄｅ」
と題する、Ｍａｌｌａｄｉらによる米国仮特許出願第６１／９２０，１０７号の優先権を
主張する。
【０００２】
　[0002]以下は、一般に、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システ
ムにおける階層的通信（hierarchical communications）のための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのモバイルデバイスのための通信をサ
ポートすることができるいくつかの基地局を含み得る。モバイルデバイスは、ダウンリン
ク（ＤＬ）送信およびアップリンク（ＵＬ）送信を介して基地局と通信し得る。ダウンリ
ンク（または、順方向リンク）とは、拡張ノードＢ（ｅＮＢ）などの基地局から、ユーザ
機器（ＵＥ）とも呼ばれるモバイルデバイスへの通信リンクを指す。アップリンク（また
は、逆方向リンク）とは、モバイルデバイスから基地局への通信リンクを指す。
【０００４】
　[0004]１つまたは複数のキャリア上でアップリンク通信とダウンリンク通信とを提供す
るために、多元接続技術（Multiple access technologies）が、周波数分割複信（ＦＤＤ
：Frequency Division Duplexing）または時分割複信（ＴＤＤ：Time Division Duplexin
g）を使用し得る。ＴＤＤ動作は、対スペクトルリソース（paired spectrum resource）
を必要としない比較的フレキシブルな展開を提供し得る。ＴＤＤフォーマットはデータの
フレームの送信を含み、各フレームは、異なるサブフレームがアップリンクサブフレーム
またはダウンリンクサブフレームであり得る、いくつかの異なるサブフレームを含む。Ｔ
ＤＤを使用して動作するシステムでは、アップリンク通信とダウンリンク通信とが非対称
であり得る、異なるフォーマットが使用され得る。ＦＤＤ動作は、同時発生のアップリン
ク通信およびダウンリンク通信に対して異なるキャリアを利用する。
【０００５】
　[0005]いくつかのワイヤレス通信ネットワークでは、基地局およびＵＥは、キャリアア
グリゲーションと呼ばれることがある複数のキャリア上での動作をサポートし得る。キャ
リアアグリゲーションは、複数のコンポーネントキャリアをサポートする基地局とモバイ
ルデバイスとの間のスループットを高めるために使用され得、モバイルデバイスは、複数
の基地局に関連付けられた複数のコンポーネントキャリアを使用して通信するように構成
され得る。
【０００６】
　[0006]場合によっては、自動再送要求（ＡＲＱ）方式を利用することによって、モバイ
ルデバイスと基地局との間の送信エラーが回避および／または訂正される。受信されたパ
ケットが誤っているかどうかを検出するために、ＡＲＱ方式が採用され得る。たとえば、
ＡＲＱ方式では、パケットがエラーなしに受信されたとき、受信機は肯定的な確認応答（
ＡＣＫ）を用いて送信機に通知し得、エラーが検出された場合、受信機は否定応答（ＮＡ
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ＣＫ）を用いて送信機に通知し得る。いくつかのエラーを修正するために、およびいくつ
かの訂正不可能なパケットを検出および廃棄するために、ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ
）方式が使用され得る。しかしながら、いくつかのシナリオでは、全体的なＨＡＲＱ遅延
は、ワイヤレス通信においていくらかの非効率を生じ得る。また、場合によっては、シス
テム内のモバイルデバイスは、様々なレイテンシ要件を有する場合があり、そのようなデ
バイスに対して非効率的な動作が悪化することがある。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]説明される特徴は、一般に、ワイヤレス通信システム内での階層的通信および低
レイテンシのサポートのための、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。ｅＮＢおよび／またはＵＥは、マルチレイヤのワイヤレス通信
システム内で動作するように構成され得る。システムは、第１のサブフレームタイプを有
する第１のレイヤ送信と、第２のサブフレームタイプを有する第２のレイヤ送信とを含み
得る。第１のサブフレームタイプは、送信とその送信の受信の確認応答との間に第１のラ
ウンドトリップ時間（ＲＴＴ）を有し得、第２のレイヤは、第１のＲＴＴよりも小さい第
２のＲＴＴを有し得る。いくつかの例では、第１のサブフレームタイプとしてのサブフレ
ームは、第２のサブフレームタイプとしてのサブフレームと、たとえば、時分割多重化を
通して多重化され得る。
【０００８】
　[0008]いくつかの例では、ｅＮＢおよび／またはＵＥは、第１のサブフレームタイプを
有する１つまたは複数のサブフレームを、フレームの中で送信し得る。第１のサブフレー
ムタイプとしてのサブフレームは、異なるキャリア上で同時に送信され得る。ｅＮＢおよ
び／またはＵＥはまた、１つのキャリアを使用して、第２のサブフレームタイプとしての
サブフレームをフレームの中で送信し得る。第２のサブフレームタイプを送信するキャリ
アは、第１のサブフレームタイプの帯域幅よりも大きい帯域幅を有し得る。
【０００９】
　[0009]さらに他の例では、複数のシンボル持続時間は、変化するレイテンシ要件を考慮
するように、システム内で共存し得る。キャリアの異なる領域は、異なるシンボル持続時
間を有し得、領域は、システム内のトラフィックの変化するレイテンシ要求を考慮するよ
うに、動的に調整され得る。
【００１０】
　[0010]ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、第１のシンボル持続時間を有する
第１の領域、および第１のシンボル持続時間と異なる第２のシンボル持続時間を有する第
２の領域を用いて、キャリアを構成することと、ここで、第１および第２の領域が時分割
多重化（ＴＤＭ：time-division multiplexed）または周波数分割多重化（ＦＤＭ：frequ
ency-division multiplexed）されている、ユーザ機器（ＵＥ）のレイテンシ要件に少な
くとも部分的に基づいて、第１または第２の領域を使用してＵＥと通信することとを含み
得る。
【００１１】
　[0011]ワイヤレス通信のための装置も説明される。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のシ
ンボル持続時間を有する第１の領域、および第１のシンボル持続時間と異なる第２のシン
ボル持続時間を有する第２の領域を用いて、キャリアを構成し、ここで、第１および第２
の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数分割多重化（ＦＤＭ）されている、ユーザ
機器（ＵＥ）のレイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、第１または第２の領域を
使用してＵＥと通信するように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００１２】
　[0012]ワイヤレス通信のためのさらなる装置も説明される。装置は、第１のシンボル持
続時間を有する第１の領域、および第１のシンボル持続時間と異なる第２のシンボル持続
時間を有する第２の領域を用いて、キャリアを構成するための手段と、ここで、第１およ
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び第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数分割多重化（ＦＤＭ）されている、
ユーザ機器（ＵＥ）のレイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、第１または第２の
領域を使用してＵＥと通信するための手段とを含み得る。
【００１３】
　[0013]ワイヤレス通信のためのコードを記憶するコンピュータ可読媒体も説明される。
コードは、第１のシンボル持続時間を有する第１の領域、および第１のシンボル持続時間
と異なる第２のシンボル持続時間を有する第２の領域を用いて、キャリアを構成し、ここ
で、第１および第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数分割多重化（ＦＤＭ）
されている、ユーザ機器（ＵＥ）のレイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、第１
または第２の領域を使用してＵＥと通信するように実行可能な命令を含み得る。
【００１４】
　[0014]上述された方法、装置、またはコンピュータ可読媒体のいくつかの例はまた、Ｕ
Ｅのレイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、第２の領域によって占有されるキャ
リアの部分を調整するための機能、手段、または命令を含み得る。いくつかの例では、第
１および第２の領域がＴＤＭされ、第２の領域によって占有されるキャリアの部分を調整
することは、第２の領域の持続時間または周期性を調整することを含む。他の例では、第
１および第２の領域がＦＤＭされ、第２の領域によって占有されるキャリアの部分を調整
することは、第２の領域の帯域幅を調整することを含む。さらに、いくつかの例は、第１
の領域と第２の領域との間にガードバンド（a guard band）を構成するための機能、手段
、または命令を含み得る。付加的または代替的には、キャリアを構成することは、第１の
領域のシンボルの中で信号を送信することを含み得、信号が、第２のシンボル持続時間を
示し、信号が、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリング、ブロードキャストメッセージ
、レイヤ１シグナリング、またはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤシグナリングの
うちの少なくとも１つを含み得る。
【００１５】
　[0015]上述された方法、装置、またはコンピュータ可読媒体のいくつかの例はまた、キ
ャリアの第３の領域を構成するための機能、手段、または命令を含み得、第３の領域が第
２のシンボル持続時間を有し、ここにおいて、第１および第２の領域がＦＤＭされ、ここ
において、第３の領域が第１および第２の領域とＴＤＭされる。いくつかの例はまた、第
１の領域と第２の領域との間にガードバンドを構成するための機能、手段、または命令を
含み得る。いくつかの例では、第２のシンボル持続時間が第１のシンボル持続時間よりも
短い。
【００１６】
　[0016]ワイヤレス通信のさらなる方法も説明される。方法は、キャリアの第１の領域を
識別することと、第１の領域が第１のシンボル持続時間を有する、キャリアの第２の領域
を識別することと、第２の領域が、第１のシンボル持続時間と異なる第２のシンボル持続
時間を有し、ここで、第１および第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波数分割
多重化（ＦＤＭ）されている、レイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、第１また
は第２の領域を使用して基地局と通信することとを含み得る。
【００１７】
　[0017]ワイヤレス通信のためのさらなる装置も説明される。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、
キャリアの第１の領域を識別し、第１の領域が第１のシンボル持続時間を有する、キャリ
アの第２の領域を識別し、第２の領域が、第１のシンボル持続時間と異なる第２のシンボ
ル持続時間を有し、ここで、第１および第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ）または周波
数分割多重化（ＦＤＭ）されている、レイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて、第
１または第２の領域を使用して基地局と通信するように、プロセッサによって実行可能で
あり得る。
【００１８】
　[0018]ワイヤレス通信のためのさらなる装置も説明される。装置は、キャリアの第１の
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領域を識別するための手段と、第１の領域が第１のシンボル持続時間を有する、キャリア
の第２の領域を識別するための手段と、第２の領域が、第１のシンボル持続時間と異なる
第２のシンボル持続時間を有し、ここで、第１および第２の領域が時分割多重化（ＴＤＭ
）または周波数分割多重化（ＦＤＭ）されている、レイテンシ要件に少なくとも部分的に
基づいて、第１または第２の領域を使用して基地局と通信するための手段とを含み得る。
【００１９】
　[0019]ワイヤレス通信のためのコードを記憶するさらなるコンピュータ可読媒体も説明
される。コードは、キャリアの第１の領域を識別し、第１の領域が第１のシンボル持続時
間を有する、キャリアの第２の領域を識別し、第２の領域が、第１のシンボル持続時間と
異なる第２のシンボル持続時間を有し、ここで、第１および第２の領域が時分割多重化（
ＴＤＭ）または周波数分割多重化（ＦＤＭ）されている、レイテンシ要件に少なくとも部
分的に基づいて、第１または第２の領域を使用して基地局と通信するように、実行可能な
命令を含み得る。
【００２０】
　[0020]上述された方法、装置、またはコンピュータ可読媒体のいくつかの例では、第１
および第２の領域がＦＤＭされ、方法、装置、またはコンピュータ可読媒体は、第１の領
域と第２の領域との間のガードバンドを識別するための機能、手段、または命令を含み得
る。いくつかの例では、キャリアの第２の領域を識別することは、第１の領域のシンボル
の中で信号を受信することを含み、信号が、第２のシンボル持続時間を示し、無線リソー
ス制御（ＲＲＣ）シグナリング、ブロードキャストメッセージ、レイヤ１シグナリング、
またはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤシグナリングのうちの少なくとも１つを含
み得る。
【００２１】
　[0021]いくつかの例はまた、キャリアの第３の領域を識別するための機能、手段、また
は命令を含み得、第３の領域が第２のシンボル持続時間を有し、ここで、第１および第２
の領域がＦＤＭされ、ここで、第３の領域が第１および第２の領域とＴＤＭされる。付加
的または代替的には、いくつかの例は、第１の領域と第２の領域との間のガードバンドを
識別するための機能、手段、または命令を含む。いくつかの例では、第２のシンボル持続
時間が第１のシンボル持続時間よりも短い。
【００２２】
　[0022]記載される方法および装置の適用性のさらなる範囲は、以下の詳細な説明、特許
請求の範囲、および図面から明らかになろう。詳細な説明の趣旨および範囲内の様々な変
更および改変が当業者には明らかになるので、詳細な説明および特定の例は、例示として
与えられるものにすぎない。
【００２３】
　[0023]以下の図面を参照することによって、本発明の性質および利点のさらなる理解が
得られ得る。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有する場
合がある。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、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、説明は、第２の参照ラベルにかかわ
らず、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のいずれか１つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】[0024]本開示の一態様による、電気通信システムの一例を概念的に示すブロック
図。
【図２】[0025]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムにおいて使用され得るダ
ウンリンクフレーム構造の一例を示す図。
【図３Ａ】[0026]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送
信され得る無線フレームおよび様々なサブフレームの一例を概念的に示すブロック図。
【図３Ｂ】[0027]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送
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信され得る無線フレームおよび様々なサブフレームの一例を概念的に示すブロック図。
【図３Ｃ】[0028]本開示の一態様による、時分割多重化された異なるシンボル持続時間を
シンボルが有する、ワイヤレス通信システムのキャリアの一例を概念的に示すブロック図
。
【図３Ｄ】[0029]本開示の一態様による、周波数分割多重化された異なるシンボル持続時
間をシンボルが有する、ワイヤレス通信システムのキャリアの一例を概念的に示すブロッ
ク図。
【図３Ｅ】[0030]本開示の一態様による、時分割多重化および周波数分割多重化された異
なるシンボル持続時間をシンボルが有する、ワイヤレス通信システムのキャリアの一例を
概念的に示すブロック図。
【図４】[0031]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信
され得る無線フレーム、および様々なサブフレームに対する送信確認応答タイミングの一
例を概念的に示すブロック図。
【図５】[0032]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信
され得る無線フレームおよび様々なサブフレームの別の例を概念的に示すブロック図。
【図６】[0033]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信
され得る無線フレームおよび様々なサブフレームの別の例を概念的に示すブロック図。
【図７】[0034]本開示の態様による、キャリアアグリゲーションを利用し得るワイヤレス
通信システムの一部分を概念的に示すブロック図。
【図８Ａ】[0035]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送
信され得る、異なるコンポーネントキャリアのための無線フレームおよびスケーラブルな
帯域幅のサブフレームの一例を概念的に示すブロック図。
【図８Ｂ】[0036]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送
信され得る、異なるコンポーネントキャリアのための無線フレームおよびスケーラブルな
帯域幅のサブフレームの一例を概念的に示すブロック図。
【図９】[0037]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信
され得る、異なるコンポーネントキャリアのための無線フレームおよびスケーラブルな帯
域幅のサブフレームの別の例を概念的に示すブロック図。
【図１０】[0038]本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送
信され得る、異なるコンポーネントキャリアのための無線フレームおよびスケーラブルな
帯域幅のサブフレームの別の例を概念的に示すブロック図。
【図１１Ａ】[0039]本開示の態様による、ワイヤレス通信において使用するためのｅＮＢ
またはＵＥなどのデバイスを概念的に示すブロック図。
【図１１Ｂ】本開示の態様による、ワイヤレス通信において使用するためのｅＮＢまたは
ＵＥなどのデバイスを概念的に示すブロック図。
【図１２】[0040]本開示の態様による、ｅＮＢの設計を概念的に示すブロック図。
【図１３】[0041]本開示の態様による、ＵＥの設計を概念的に示すブロック図。
【図１４】[0042]本開示の態様による、ワイヤレス通信において使用するためのｅＮＢま
たはＵＥのトランシーバモジュールを概念的に示すブロック図。
【図１５】[0043]本開示の態様による、ＵＥおよびｅＮＢの一例を概念的に示すブロック
図。
【図１６】[0044]本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフロ
ーチャート。
【図１７】[0045]本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフロ
ーチャート。
【図１８】[0046]本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフロ
ーチャート。
【図１９】[0047]本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフロ
ーチャート。
【図２０】[0048]本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフロ
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ーチャート。
【図２１】[0049]本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフロ
ーチャート。
【詳細な説明】
【００２５】
　[0050]ワイヤレス通信システム内での階層的通信のための技法が説明される。異なる持
続時間の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：orthogonal frequency-division multiplexing
）シンボルを用いて通信するための技法も説明される。このことは、混合ＯＦＤＭ数秘学
（mixed OFDM numerology）と呼ばれることがある。ｅＮＢおよび／またはＵＥは、様々
な例によれば、複数の階層的レイヤを通して部分的に定義された、または混合ＯＦＤＭ数
秘学を用いて構成された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。第１
の階層的レイヤは、第１のサブフレームタイプを用いた第１のレイヤ送信をサポートし得
、第２の階層的レイヤは、第２のサブフレームタイプを用いた第２のレイヤ送信をサポー
トし得る。いくつかの例では、上述のように、受信機は、たとえば、ＨＡＲＱ方式を通じ
て送信の肯定的な確認応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）を提供することによっ
て、その送信の受信に確認応答し得る。第１のレイヤにおいて動作する受信機は、例では
、送信が受信されたサブフレームに後続するサブフレームの中で、送信の受信に確認応答
し得る。第２のレイヤにおいて動作する受信機は、例では、送信が受信されたサブフレー
ムと同じサブフレームの中で、送信の受信に確認応答し得る。ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信し
再送信を受信するために必要とされる時間は、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）と呼ばれ
ることがあり、第２のサブフレームタイプとしてのサブフレームは、第１のサブフレーム
タイプとしてのサブフレームにとってのＲＴＴよりも短い第２のＲＴＴを有し得る。
【００２６】
　[0051]そのような例では、第２のレイヤにおいて動作する受信機にとってのレイテンシ
は、第１のレイヤのレイテンシに比べて低減され得る。低減されたレイテンシは、いくつ
かの例では、比較的迅速なＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび必要な再送信を通じて、拡張されたデ
ータ転送レート（enhanced data transfer rates）を提供し得る。たとえば、送信機と受
信機との間でのデータのストリームの、信頼でき、順序付けられ、誤り検査された配送を
提供するために、伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）が使用され得る。ＴＣＰは、ＴＣＰセグ
メント誤り率（TCP segment error rates）にとって比較的厳しい要件を有することがあ
り、この影響は、データレートが増大されたときになお一層重大である。所望のＴＣＰセ
グメント誤り率を達成するために、パケットは、１回以上再送信される必要があり得る。
ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび再送信のためのレイテンシは、ＴＣＰセグメント誤り率を達成す
るためにそれが費やす時間にそのように影響を及ぼすことがあり、達成可能である全体的
なデータレートをそのように低減することがある。したがって、そのような確認応答およ
び再送信のための低減されたレイテンシは、ＴＣＰセグメント誤り率を達成するための時
間を短縮することができ、それによって、拡張されたデータレートを可能にし得る。した
がって、第２の階層的レイヤにおいて、排他的に、または第１の階層的レイヤにおける動
作との組合せ、のいずれかで動作する受信機は、第１の階層的レイヤにおいて排他的に動
作する受信機に比べて拡張されたデータレートをサポートし得る。
【００２７】
　[0052]いくつかのさらなる例では、ｅＮＢおよび／またはＵＥは、２つ以上の別個のキ
ャリアを使用して、第１のサブフレームタイプを有する１つまたは複数のサブフレームを
フレーム内で同時に送信し得、１つのキャリアを使用して、第２のサブフレームタイプと
してのサブフレームをフレーム内で送信し得る。第１のサブフレームタイプを送信するキ
ャリアのうちの１つまたは複数は、第１の帯域幅を有してよく、第２のサブフレームタイ
プを送信するキャリアは、第１の帯域幅よりも大きい第２の帯域幅を有してよい。いくつ
かの例では、第１の帯域幅は２０ＭＨｚであってよく、第２の帯域幅は４０ＭＨｚ、８０
ＭＨｚ、または１６０ＭＨｚであってよい。いくつかの例では、第２のサブフレームタイ
プとしてのサブフレームのためのスケーラブルな帯域幅は、拡張されたデータレートを提
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供するために、上述されたような短いＲＴＴと組み合わされてよい。
【００２８】
　[0053]さらに他の例では、異なるシンボル持続時間を有するキャリアのいくつかの領域
を、ｅＮＢが構成し得、および／またはＵＥが識別し得る。たとえば、キャリアが、一般
の通信トラフィックをサポートするために、長いシンボル持続時間（たとえば、１５ｋＨ
ｚサブキャリア間隔）を有する領域を用いて構成されてよく、キャリアが、低レイテンシ
トラフィックをサービスするために、短いシンボル持続時間（たとえば、６０ｋＨｚサブ
キャリア間隔）を有する領域を用いて構成されてよい。いくつかの例では、システムが、
デフォルトとして長いシンボル持続時間を用いて動作してよく、システムが、要求に応じ
て短いシンボル持続時間を用いて領域を構成してよい。一方、他の場合では、システムが
、短いシンボル持続時間を用いて動作してよく、システムが、要求に応じて長いシンボル
持続時間を用いて領域を構成してよい。デフォルト動作は、システム内のトラフィックに
依存されることがあり得、またはシステムオペレータの特定の目標に依存することがあり
得る。
【００２９】
　[0054]場合によっては、より長いシンボル持続時間は有利であり得る。たとえば、所与
のサイクリックプレフィックス長に対して、より長いシンボル持続時間は、より低いサイ
クリックプレフィックス・オーバーヘッドをもたらし得る。長いシンボル持続時間は、短
いシンボル持続時間よりも良好なスペクトル効率をそのように提供し得る。それにもかか
わらず、より短いシンボル持続時間が、低レイテンシトラフィックのために望ましいこと
がある。上述のＨＡＲＱの利点に加えて、より短いシンボル持続時間は、システム内のデ
バイスにとってより短い送信時間、処理時間、復号時間、または応答時間をもたらし得る
、より少ないサブキャリアを各シンボルが含むことを意味し得る。システムは、低レイテ
ンシトラフィックのための要求に応じて、より短いシンボル持続時間としての領域をその
ように構成し得る。
【００３０】
　[0055]長いシンボル持続時間または短いシンボル持続時間のために構成されるキャリア
部分－たとえば、デフォルトとして長いシンボル持続時間を有し、短いシンボル持続時間
の領域を用いて構成されるキャリアの部分－は、調整され得る。ＴＤＭの場合には、この
調整は、持続時間または周期性を調整することを含んでよい。ＦＤＭの場合、調整は帯域
幅調整であってよい。
【００３１】
　[0056]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－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、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線
技術を実装することができる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５および
ＩＳ－８５６規格を包含する。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、通常、ＣＤＭＡ２
０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、通常、ＣＤＭ
Ａ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲ
Ａは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））とＣＤＭＡの他の変形態とを含む。Ｔ
ＤＭＡ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））などの無
線技術を実装することができる。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）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆ
ｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２
．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装することができる。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（ＵＭＴ
Ｓ）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録
商標））およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、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
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よびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する組織か
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）と称する組織からの文書に記載されている。本明細
書で説明する技法は、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。しかしながら、以下の説明は、例としてＬＴＥシステムを説
明し、以下の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ適用例以
外に適用可能である。
【００３２】
　[0057]したがって、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、適用可能性、または構成の限定ではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱する
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、様々
な手順または構成要素を適宜に省略、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施され得、様々なステップが追加、省略、または組
み合わされ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、他の例において組み合
わされ得る。
【００３３】
　[0058]最初に図１を参照すると、図は、本開示の一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、複数のアクセスポイント（たと
えば、基地局、ｅＮＢ、またはＷＬＡＮアクセスポイント）１０５と、いくつかのユーザ
機器（ＵＥ）１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。アクセスポイント１０５のう
ちのいくつかは、様々な例ではコアネットワーク１３０またはいくつかのアクセスポイン
ト１０５（たとえば、基地局またはｅＮＢ）の一部であり得る、基地局コントローラ（図
示せず）の制御下でＵＥ１１５と通信し得る。アクセスポイント１０５は、バックホール
リンク１３２を介してコアネットワーク１３０と制御情報および／またはユーザデータを
通信し得る。例では、アクセスポイント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を介して互いに直接あるいは間接的に通信し得る
。ワイヤレス通信システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上での
動作をサポートし得る。マルチキャリア送信機は、変調された信号を複数のキャリア上で
同時に送信することができる。たとえば、各通信リンク１２５は、上記で説明した様々な
無線技術に従って変調されたマルチキャリア信号であり得る。各変調された信号は、異な
るキャリア上で送られてよく、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、データなどを搬送し得る。
【００３４】
　[0059]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００の少なくとも一部分は、別の
階層的レイヤに対してレイテンシが低減された階層的レイヤにおける送信を、ＵＥ１１５
のうちの１つまたは複数およびアクセスポイント１０５のうちの１つまたは複数がサポー
トするように構成され得る、複数の階層的レイヤにおいて動作するように構成され得る。
いくつかの例では、ハイブリッドＵＥ１１５－ａは、第１のサブフレームタイプを用いた
第１のレイヤ送信をサポートする第１の階層的レイヤと、第２のサブフレームタイプを用
いた第２のレイヤ送信をサポートする第２の階層的レイヤの両方において、アクセスポイ
ント１０５－ａと通信し得る。たとえば、アクセスポイント１０５－ａは、第１のサブフ
レームタイプとしてのサブフレームと時分割複信にされた（time division duplexed）、
第２のサブフレームタイプとしてのサブフレームを送信し得る。
【００３５】
　[0060]いくつかの例では、ハイブリッドＵＥ１１５－ａは、たとえば、送信に対してＨ
ＡＲＱ方式を通じてＡＣＫ／ＮＡＣＫを提供することによって、送信の受信に確認応答し
得る。第１の階層的レイヤにおける送信に対するハイブリッドＵＥ１１５－ａからの確認
応答は、いくつかの例では、送信が受信されたサブフレームに後続する事前定義された数
のサブフレームの後、提供され得る。ハイブリッドＵＥ１１５－ａは、第２の階層的レイ
ヤにおいて動作するとき、例では、送信が受信されたサブフレームと同じサブフレームの
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中で、受信に確認応答し得る。ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信し再送信を受信するために必要と
される時間は、ラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）と呼ばれることがあり、したがって、第
２のサブフレームタイプとしてのサブフレームは、第１のサブフレームタイプとしてのサ
ブフレームにとってのＲＴＴよりも短い第２のＲＴＴを有し得る。
【００３６】
　[0061]他の例では、第２のレイヤＵＥ１１５－ｂは、第２の階層的レイヤのみにおいて
アクセスポイント１０５－ｂと通信し得る。したがって、ハイブリッドＵＥ１１５－ａお
よび第２のレイヤＵＥ１１５－ｂは、第２の階層的レイヤにおいて通信し得るＵＥ１１５
の第２のクラスに属し得、レガシーＵＥ１１５は、第１の階層的レイヤのみにおいて通信
し得るＵＥ１１５の第１のクラスに属し得る。アクセスポイント１０５－ｂおよびＵＥ１
１５－ｂは、第２のサブフレームタイプとしてのサブフレームの送信を通じて、第２の階
層的レイヤにおいて通信し得る。アクセスポイント１０５－ｂは、第２のサブフレームタ
イプとしてのサブフレームを排他的に送信し得、または第２のサブフレームタイプとして
のサブフレームと時分割多重化された、第１の階層的レイヤにおいて第１のサブフレーム
タイプとしての１つまたは複数のサブフレームを送信し得る。第２のレイヤＵＥ１１５－
ｂは、アクセスポイント１０５－ｂが第１のサブフレームタイプとしてのサブフレームを
送信する場合、第１のサブフレームタイプとしてのそのようなサブフレームを無視してよ
い。したがって、第２のレイヤＵＥ１１５－ｂは、送信が受信されるサブフレームと同じ
サブフレームの中で、送信の受信に確認応答し得る。したがって、第２のレイヤＵＥ１１
５－ｂは、第１の階層的レイヤにおいて動作するＵＥ１１５と比較して低減されたレイテ
ンシを伴って動作し得る。
【００３７】
　[0062]付加的または代替的には、システムは、相異なる共存するシンボル持続時間を伴
う領域を有する１つまたは複数のキャリアを用いて構成されてよい。たとえば、キャリア
は、第１のシンボル持続時間を有する第１の領域と、第２のシンボル持続時間を有する第
２の領域とを用いて構成されてよい。領域は、ＴＤＭされ得、またはＦＤＭされ得る。ア
クセスポイント１０５は、ＵＥ１１５のレイテンシ要件に応じて、第１の領域もしくは第
２の領域、またはそれらの両方を使用してＵＥ１１５と通信し得る。
【００３８】
　[0063]アクセスポイント１０５は、１つまたは複数のアクセスポイントアンテナを介し
てＵＥ１１５とワイヤレス通信し得る。アクセスポイント１０５サイトの各々は、それぞ
れのカバレージエリア１１０に対して通信カバレージを提供し得る。いくつかの例では、
アクセスポイント１０５は、トランシーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、基本
サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ、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
。基地局のためのカバレージエリア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
アクセスポイント１０５（たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、および／またはピ
コ基地局）を含み得る。アクセスポイント１０５はまた、セルラーおよび／またはＷＬＡ
Ｎ無線アクセス技術などの、異なる無線技術を利用し得る。アクセスポイント１０５は、
同じまたは異なるアクセスネットワークまたは事業者展開に関連付けられ得る。同じもし
くは異なるタイプのアクセスポイント１０５のカバレージエリアを含み、同じもしくは異
なる無線技術を利用し、および／または、同じもしくは異なるアクセスネットワークに属
する、異なるアクセスポイント１０５のカバレージエリアが重複することがある。
【００３９】
　[0064]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク通信システムでは、アクセスポイント１０５を
記述するために発展型ノードＢ（ｅノードＢまたはｅＮＢ）という用語が通常使用され得
る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプのアクセスポイントが様々な地理的
領域に対してカバレージを与える、異機種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。
たとえば、各アクセスポイント１０５は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および
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／または他のタイプのセルに対して通信カバレージを与え得る。ピコセル、フェムトセル
、および／または他のタイプのセルなどのスモールセルは、低電力ノード（low power no
des）すなわちＬＰＮを含み得る。マクロセルは、一般に、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ＵＥ１１５による無制限アクセスを可能にし得る。スモールセルは、一般に、比
較的小さい地理的エリアをカバーすることになり、ネットワークプロバイダのサービスに
加入しているＵＥ１１５による無制限アクセスを可能にし得、たとえば、無制限アクセス
に加えて、スモールセルとの関連を有するＵＥ１１５（たとえば、限定加入者グループ（
ＣＳＧ：closed subscriber group）中のＵＥ、自宅の中のユーザ用のＵＥなど）による
制限付きアクセスも提供し得る。マクロセル用のｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれること
がある。スモールセル用のｅＮＢは、スモールセルｅＮＢと呼ばれることがある。ｅＮＢ
は、１つまたは複数（たとえば、２つ、３つ、４つなど）のセルをサポートし得る。
【００４０】
　[0065]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１インターフェ
ースなど）を介してｅＮＢまたは他のアクセスポイント１０５と通信し得る。アクセスポ
イント１０５はまた、たとえば、バックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ２インターフ
ェースなど）を介しておよび／またはバックホールリンク１３２を介して（たとえば、コ
アネットワーク１３０を通して）直接または間接的に、互いに通信し得る。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、ア
クセスポイント１０５は同様のフレームタイミングを有し得、異なるアクセスポイント１
０５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、アクセスポイン
ト１０５は異なるフレームタイミングを有し得、異なるアクセスポイント１０５からの送
信は、時間的に整合されないことがある。さらに、第１の階層的レイヤおよび第２の階層
的レイヤにおける送信は、アクセスポイント１０５の間で同期されてよく、またはされな
くてもよい。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に使用さ
れ得る。
【００４１】
　[0066]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ＵＥ１
１５は固定またはモバイルであり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、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
他の好適な用語で呼ばれることがある。ＵＥ１１５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、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、時計または眼鏡など
のウェアラブルアイテム、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥ
１１５は、マクロｅノードＢ、スモールｅノードＢ、リレーなどと通信することが可能で
あり得る。ＵＥ１１５は、セルラーもしくは他のＷＷＡＮアクセスネットワーク、または
ＷＬＡＮアクセスネットワークなどの異なるアクセスネットワークを介して通信すること
も可能であり得る。
【００４２】
　[0067]ワイヤレス通信システム１００において示す通信リンク１２５は、ＵＥ１１５か
らアクセスポイント１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／またはアクセスポイ
ント１０５からＵＥ１１５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。通信リンク１２５は、いくつかの例では、通信リンク１２５において多
重化され得る各階層的レイヤの送信を搬送し得る。ＵＥ１１５は、たとえば、多入力多出
力（ＭＩＭＯ：Multiple Input Multiple Output）、キャリアアグリゲーション（ＣＡ：
carrier aggregation:）、多地点協調（ＣｏＭＰ：Coordinated Multi-Point）、または
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他の方式を通して、複数のアクセスポイント１０５と共同通信するように構成され得る。
ＭＩＭＯ技法は、複数のデータストリームを送信するために、アクセスポイント１０５上
の複数のアンテナおよび／またはＵＥ１１５上の複数のアンテナを使用する。キャリアア
グリゲーションは、データ送信のために、同じまたは異なるサービングセル上で２つ以上
のコンポーネントキャリアを利用し得る。ＣｏＭＰは、ＵＥ１１５のための全体的な送信
品質を改善し、ならびにネットワークおよびスペクトルの利用を高めるために、いくつか
のアクセスポイント１０５による送信および受信の協調のための技法を含み得る。
【００４３】
　[0068]述べたように、いくつかの例では、アクセスポイント１０５およびＵＥ１１５は
、複数のキャリア上で送信するためにキャリアアグリゲーションを利用し得る。いくつか
の例では、アクセスポイント１０５およびＵＥ１１５は、２つ以上の別個のキャリアを使
用して、それぞれが第１のサブフレームタイプを有する１つまたは複数のサブフレームを
フレーム内で第１の階層的レイヤにおいて同時に送信し得る。各キャリアは、たとえば、
２０ＭＨｚとしての帯域幅を有し得るが、他の帯域幅が利用されてよい。ハイブリッドＵ
Ｅ１１５－ａ、および／または第２のレイヤＵＥ１１５－ｂは、いくつかの例では、別個
のキャリアのうちの１つまたは複数のキャリアの帯域幅よりも大きい帯域幅を有する単一
のキャリアを利用する第２の階層的レイヤにおいて、１つまたは複数のサブフレームを受
信および／または送信し得る。たとえば、第１の階層的レイヤにおいてキャリアアグリゲ
ーション方式で４つの別個の２０ＭＨｚキャリアが使用される場合、第２の階層的レイヤ
において単一の８０ＭＨｚキャリアが使用されてよい。８０ＭＨｚキャリアは、４つの２
０ＭＨｚキャリアのうちの１つまたは複数によって使用される無線周波数スペクトルに少
なくとも部分的に重複する無線周波数スペクトルの一部分を占有し得る。いくつかの例で
は、第２の階層的レイヤタイプのためのスケーラブルな帯域幅は、さらに拡張されたデー
タレートを提供するために上述されたようなより短いＲＴＴをもたらすための、組み合わ
された技法であってよい。
【００４４】
　[0069]ワイヤレス通信システム１００によって採用され得る異なる動作モードの各々は
、周波数分割複信（ＦＤＤ）または時分割複信（ＴＤＤ）に従って動作し得る。いくつか
の例では、異なる階層的レイヤが、異なるＴＤＤまたはＦＤＤモードに従って動作してよ
い。たとえば、第１の階層的レイヤがＦＤＤに従って動作してよく、第２の階層的レイヤ
がＴＤＤに従って動作してよい。いくつかの例では、ＯＦＤＭＡ通信信号が、各階層的レ
イヤ向けのＬＴＥダウンリンク送信のための通信リンク１２５の中で使用されてよく、シ
ングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ：single carrier frequency divis
ion multiple access）通信信号が、各階層的レイヤにおけるＬＴＥアップリンク送信の
ための通信リンク１２５の中で使用されてよい。ワイヤレス通信システム１００などのシ
ステムにおける階層的レイヤの実装形態に関するさらなる詳細、ならびにそのようなシス
テムにおける通信に関する他の特徴および機能が、図２～図１９を参照しながら以下に提
供される。
【００４５】
　[0070]図２は、図１を参照しながら上記で説明したワイヤレス通信システム１００を含
む、ワイヤレス通信システムにおいて使用され得るダウンリンクフレーム構造２００の一
例を示す図である。たとえば、フレーム構造２００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａまたは類似の
システムにおいて使用され得る。フレーム２１０（１０ｍｓ）は、１０個の同じサイズの
サブフレーム（たとえば、サブフレーム２２５、２３０など）に分割され得る。いくつか
の例では、フレーム２１０内の１つまたは複数のサブフレームが第１の階層的レイヤの送
信のために使用されるとともに、フレーム２１０内の１つまたは複数の他のサブフレーム
が第２の階層的レイヤの送信のために使用されて、フレーム２１０が第１の階層的レイヤ
と第２の階層的レイヤの両方の送信のために使用され得る。たとえば、サブフレーム２２
５および２３０が第１の階層的レイヤの送信のために使用されてよく、サブフレーム２３
５、２４０、および２４５が第２の階層的レイヤの送信のために使用されてよい。いくつ
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かの例での第１の階層的レイヤがレガシーＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａレイヤに相当してよく、第
２の階層的レイヤが低レイテンシレイヤに相当してよい。
【００４６】
　[0071]第１の階層的レイヤがレガシーＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａレイヤに相当する例では、第
１のレイヤサブフレームは、２つの連続したタイムスロット２６２および２６４を含み得
る。ＯＦＤＭＡコンポーネントキャリア２５０は、２つのタイムスロット２６２、２６４
を表すリソースグリッドとして示され得、各タイムスロットは、ノーマルサイクリックプ
レフィックスに対して７つのＯＦＤＭシンボル２６６を含む。リソースグリッドは、複数
のリソース要素２５２に分割され得る。レガシーＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａでは、リソースブロ
ック２５６は、周波数領域において１２個の連続したサブキャリア２６８を含み得、各Ｏ
ＦＤＭシンボル２６６の中のノーマルサイクリックプレフィックスに対して、時間領域に
おいて７個の連続したＯＦＤＭシンボル２６６、すなわち、８４個のリソース要素２５２
を含み得る。サブキャリア２６８に対するトーン間隔（tone spacing）は１５ｋＨｚであ
り得、ＯＦＤＭシンボル２６６に対する有用なシンボル持続時間は６６．６７μｓであり
得る。システム内で構成され得る他のシンボル持続時間と比較して、ＯＦＤＭシンボル２
６６に対するシンボル持続時間は、より長いシンボル持続時間を表し得る。ＯＦＤＭシン
ボル２６６はまた、ノーマルレガシーＬＴＥサイクリックプレフィックスに対して、各ス
ロット２６２、２６４の中の最初のＯＦＤＭシンボル２６６について５．１μｓ、または
他のＯＦＤＭシンボル２６６について４．６９μｓであるサイクリックプレフィックスを
含み得る。言及されたように、第２の階層的レイヤが低レイテンシレイヤに相当する例で
は、低レイテンシまたはバーストサブフレームは、いくつかのダウンリンクサブフレーム
を置き換え得る（また、同じ持続時間のものであり得る）。バーストサブフレームは、い
くつかの例によれば、サブフレーム内により多くのシンボルを含み得、各シンボルは、レ
ガシーＯＦＤＭ（すなわち、ＳＣ－ＦＤＭ）シンボル２６６に比べて短縮されたシンボル
持続時間を有し得る。バーストモードシンボルはまた、レガシーシンボルに比べて、サブ
キャリアに対する増大したトーン間隔を有し得、いくつかの例では、１２０ｋＨｚとして
のトーン間隔を有し得る。付加的または代替的には、フレーム構造２１０は、より短いシ
ンボル持続時間を有するキャリアの他の領域と、たとえば、同じ階層的レイヤにおいて共
存し得る。より詳細な例が、図３Ａ～図１０を参照しながら説明される。
【００４７】
　[0072]Ｒ（たとえば、２５４）と指定されるリソース要素のうちのいくつかは、ＤＬ基
準信号（ＤＬ－ＲＳ）を含み得る。ＤＬ－ＲＳは、（共通ＲＳと呼ばれることもある）セ
ル固有ＲＳ（ＣＲＳ）と、ＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）とを含み得る。ＵＥ－ＲＳは、対
応する物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）２６０がマッピングされるリソースブロック
上のみで送信され得る。各リソース要素によって搬送されるビット数は、変調方式に依存
し得る。
【００４８】
　[0073]図２に示すように、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）２５５は、物
理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）２６０と時分割多重化され得、第１のレイヤ
サブフレーム２３０の第１の領域内のコンポーネントキャリア２５０の帯域幅全体内に完
全に分散され得る。図２に示す例では、ＰＤＣＣＨ２５５は、サブフレーム２３０の最初
の３つのシンボルを占める。ＰＤＣＣＨ２５５は、サブフレーム２３０に対するコンポー
ネントキャリア帯域幅、および制御情報の量に基づいて適切であるように、より多いまた
はより少ないシンボルを有し得る。
【００４９】
　[0074]ＰＤＣＣＨは、制御チャネル要素（ＣＣＥ：control channel elements）の中で
ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ：downlink control information）を搬送し得る。ＤＣＩ
は、たとえば、ダウンリンクスケジューリング割当て、アップリンクリソース許可、送信
方式、アップリンク電力制御、ハイブリッド自動リターン再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid a
utomatic return repeat request）情報、変調およびコーディング方式（ＭＣＳ：modula
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tion and coding schemes）に関する情報ならびに他の情報を含み得る。いくつかの例で
は、ＤＣＩは、各階層的レイヤのための情報を含み得る。他の例では、異なるサブフレー
ムタイプとしてのサブフレームが、異なる階層的レイヤのためのＤＣＩを含み得る。ＤＣ
Ｉは、ＵＥ固有（専用）またはセル固有（共通）であり得、ＤＣＩのフォーマットに応じ
てＰＤＣＣＨ内の異なる専用および共通の探索空間の中に配置され得る。
【００５０】
　[0075]様々な例では、ダウンリンク送信のための確認応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ）は、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）を使用するハイブリッドＡＲＱ確
認応答（ＨＡＲＱ－ＡＣＫ）によって実行され得る。ＨＡＲＱ－ＡＣＫのためのＰＵＣＣ
Ｈリソースは、ダウンリンク送信がいつ受信されるのかに基づいて決定され得る。いくつ
かの例では、ダウンリンク送信が受信されるサブフレームｋに基づいてＰＵＣＣＨリソー
スの中で、ＨＡＲＱ－ＡＣＫが送信され得る。レガシーＦＤＤ動作の場合、いくつかの例
では、ダウンリンク送信のためのＨＡＲＱ－ＡＣＫは、ダウンリンクサブフレーム（たと
えば、ｋ＋４）に基づいて決定されるＰＵＣＣＨサブフレームの中で報告され得る。レガ
シーＴＤＤ動作の場合、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、ダウンリンクサブフレームｋからいくらか
の時間期間に後続する最初の利用可能なアップリンクサブフレーム（たとえば、最初の利
用可能なサブフレームｋ＋４、またはその後）の中で提供され得る。第１の階層的レイヤ
がレガシーＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａレイヤに相当する例では、ＨＡＲＱ－ＡＣＫは、数ミリ秒
を要することがある。第２の階層的レイヤが（図３Ａ～図１０を参照しながらより詳細に
説明するような）低レイテンシレイヤに相当する例では、確認応答に対するＲＴＴは、（
たとえば、サブフレーム内に対して）著しく短縮され得る。図２の例はダウンリンク送信
に関して説明されるが、類似の構造およびタイミングが、いくつかの例では、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡシンボルを使用して送信され得るアップリンク送信において使用され得る。
【００５１】
　[0076]上記で説明したように、様々な例が、図１のワイヤレス通信システム１００など
の、複数の階層的レイヤによるワイヤレス通信システムにおける通信を提供する。第１の
階層的レイヤにおける通信は、図２に関して上記で説明したようなフレーム構造、スロッ
ト、シンボルおよびサブキャリア間隔を使用し得、第２の階層的レイヤにおける通信は、
短縮されたシンボル持続時間を有するシンボルを使用し得る。図３Ａは、本開示の一態様
による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信され得る無線フレームおよび様
々なサブフレームの一例を概念的に示すブロック図３００－ａである。図３Ａの無線フレ
ームは、たとえば、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
または複数のアクセスポイント１０５と１つまたは複数のＵＥ１１５との間の部分を使用
して送信され得る。この例では、レガシーＴＤＤフレーム３１０が、ダウンリンクサブフ
レーム３２５と、特殊サブフレーム３３０と、アップリンクサブフレーム３３５とを含む
１０個の１ｍｓサブフレームを含み得る。ダウンリンクサブフレーム３２５、特殊サブフ
レーム３３０、およびアップリンクサブフレーム３３５は、各１ｍｓサブフレーム内に１
４個のシンボル３６６を含む、図２に関して上記で説明したようなサブフレーム構造を含
み得る。いくつかの例では、ダウンリンクサブフレーム３２５はダウンリンクＯＦＤＭシ
ンボルを含み得、アップリンクサブフレームはＳＣ－ＦＤＭシンボルを含み得、特殊サブ
フレーム３３０は、アップリンクＳＣ－ＦＤＭシンボルとダウンリンクＯＦＤＭシンボル
の両方を含み得る。
【００５２】
　[0077]図３Ａの例では、低レイテンシまたはバーストモードフレーム３２０は、いくつ
かのダウンリンクサブフレーム３２５をバーストサブフレーム３４０と置き換え得る。バ
ーストサブフレーム３４０は、いくつかの例によれば、ダウンリンクサブフレーム３２５
、特殊サブフレーム３３０、およびアップリンクサブフレーム３３５と異なる階層的レイ
ヤにおいて送信され得る。バーストサブフレーム３４０は、例では、（本明細書で説明す
るように、多くの異なるシンボル変形形態が他の例で使用され得るが）８８個のシンボル
を含み得る。図３Ａの例では、バーストサブフレーム３４０は、ＴＤＤバーストサブフレ
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ームであり得、ダウンリンクシンボル３４５と、特殊シンボル３５０と、アップリンクシ
ンボル３５５とを含み得る。シンボル３４５、３５０、および３５５の各々は、レガシー
ＯＦＤＭシンボルまたはＳＣ－ＦＤＭシンボル（たとえば、図２のシンボル２６６）に比
べて短縮されたシンボル持続時間を有し得、いくつかの例では、８．３３μｓとしての有
用なシンボル持続時間と３．０３μｓとしてのサイクリックプレフィックス持続時間とを
含む、シンボル当たり１１．３６μｓとしてのシンボル持続時間を有し得る。シンボル３
４５、３５０、または３５５は、システムとともに構成される他のシンボル持続時間と比
較して、より短いシンボル持続時間をそのように表し得る。シンボル３４５、３５０、お
よび３５５は、レガシーシンボルに比べてサブキャリアに対する増大したトーン間隔を有
し得、いくつかの例では、６０または１２０ｋＨｚとしてのトーン間隔を有し得る。いく
つかの例では、ハイブリッドＵＥ、第２のレイヤＵＥ、および／またはｅＮＢは、第１の
シンボル持続時間を有するレガシーシンボル３６６を生成するように構成された単一の内
部クロックを利用するレガシーシンボル３６６を生成し得、第２のシンボル持続時間を有
するシンボル３４５、３５０、３５５を生成するようにクロックを適合させることによっ
て、バーストサブフレームのシンボル３４５、３５０、３５５を生成し得る。他の例では
、レガシーシンボル３６６と、バーストサブフレームのシンボル３４５、３５０、３５５
とを生成するために、別個のクロックが使用され得る。
【００５３】
　[0078]シンボル３４５、３５０、および３５５は、図２に関して説明した場合と同様に
、シンボル内にまたはシンボルにわたって含まれ得る制御チャネルと共有チャネルとを含
み得る。いくつかの例では、ハイブリッドＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１１５－ａ）は、
レガシーサブフレーム３２５、３３０、３３５とバーストサブフレーム３４０の両方を使
用して通信するように構成され得る。同様に、第２のレイヤＵＥ（たとえば、図１のＵＥ
１１５－ｂ）は、バーストサブフレーム３４０のみを使用して通信するように構成され得
、レガシーＵＥは、レガシーサブフレーム３２５、３３０、３３５のみを使用して通信す
るように構成され得る。ＵＥがただ１つの階層的レイヤにおいて通信し得る例では、他の
階層的レイヤのサブフレームは無視されてよい。
【００５４】
　[0079]図３Ａの例では、フレーム３２０は３つのバーストサブフレーム３４０を含むが
、これは、システム要件、システムの現在の要求、および／または１つまたは複数の他の
ファクタに基づいて増大または減少することがある。たとえば、ｅＮＢ（図１のアクセス
ポイント１０５などの）は、第２の階層的レイヤ上での動作のために構成され得る、した
がって、いかなるバーストサブフレーム３４０も送信しないＵＥが、それのカバレージエ
リア内にないと決定し得る。他の場合には、ｅＮＢは、比較的多数のＵＥがそれのカバレ
ージエリアの中にあるとともに、比較的多数のサブフレームをバーストサブフレーム３４
０として構成し得ると決定し得る。場合によっては、ｅＮＢは、バーストサブフレームを
排他的に送信し得る。そのような構成は、キャリアによって設定され得、半静的であって
よく、またはワイヤレス通信システムの状態に基づいて、所与の時間において動的に変化
してよい。
【００５５】
　[0080]図３Ｂは、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で
送信され得る無線フレームおよび様々なサブフレームの一例を概念的に示すブロック図３
００－ｂである。図３Ｂの無線フレームは、たとえば、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つまたは複数のアクセスポイント１０５と１つまたは複
数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送信され得る。図３Ｂは、図３Ａを参照しながら
上記で説明したようなダウンリンクサブフレーム３２５、特殊サブフレーム３３０、およ
びアップリンクサブフレーム３３５と類似の、ダウンリンクサブフレーム３２５－ａと、
特殊サブフレーム３３０－ａと、アップリンクサブフレーム３３５－ａとを含み得るバー
ストモードフレーム３２０－ａを含み得る。さらに、バーストモードフレーム３２０－ａ
は、いくつかのサブフレームをバーストサブフレーム３６０と置き換え得る。
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【００５６】
　[0081]図３Ｂの例では、バーストサブフレーム３６０は、ダウンリンク周波数帯域３７
０またはアップリンク周波数帯域３７５などのいくつかの周波数帯域を含み得る。バース
トサブフレーム３６０がダウンリンクサブフレーム３２５－ａ、特殊サブフレーム３３０
－ａ、およびアップリンクサブフレーム３３５－ａと異なる階層的レイヤにおいて送信さ
れ得るという点で、バーストサブフレーム３６０は図３Ａのバーストサブフレーム３４０
と類似であり得る。バーストサブフレーム３６０は、バーストモードフレーム３２０－ａ
の他のサブフレームと周波数分割多重化され得る。いくつかの例では、バーストサブフレ
ーム３６０は、図３Ａを参照しながら上記で説明したＴＤＤバーストサブフレームと同様
に、ＦＤＤバーストサブフレームと呼ばれることがあり、それらは、ダウンリンク周波数
帯域３７０とアップリンク周波数帯域３７５の両方を含み得る。
【００５７】
　[0082]ダウンリンク周波数帯域３７０およびアップリンク周波数帯域３７５の各々は、
１つまたは複数のサブキャリアから構成され得る。いくつかの例では、周波数帯域３７０
または３７５は、シンボル期間の持続時間に応じて１４シンボルまたは８８シンボルにわ
たり得るが、周波数帯域３７０および３７５は、任意の数のシンボルにわたり得る。各ダ
ウンリンク周波数帯域３７０およびアップリンク周波数帯域３７５は、シンボル内にまた
はシンボルにわたって含まれ得る、図２に関して説明したものと類似の制御チャネルと共
有チャネルとを含み得る。いくつかの例では、ハイブリッドＵＥ（たとえば、図１のＵＥ
１１５－ａ）は、レガシーサブフレーム３２５－ａ、３３０－ａ、３３５－ａとバースト
サブフレーム３６０の両方を使用して通信するように構成され得る。同様に、第２のレイ
ヤＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１１５－ｂ）は、バーストサブフレーム３６０のみを使用
して通信するように構成され得、レガシーＵＥは、レガシーサブフレーム３２５、３３０
、３３５のみを使用して通信するように構成され得る。ＵＥがただ１つの階層的レイヤに
おいて通信し得る例では、他の階層的レイヤのサブフレームは無視されてよい。
【００５８】
　[0083]いくつかの例では、周波数帯域３７０および３７５は、チャネル状態またはカバ
レージエリア内のＵＥの数に基づき得る周波数スペクトルの、一定の（たとえば、所定の
）、半静的な、または動的に変化された部分を使用し得る。図３Ａを参照しながら上記で
説明したように、ｅＮＢは、送信されるバーストサブフレームの数を変化させてよく、ま
たはバーストサブフレームを排他的に送信してよい。
【００５９】
　[0084]次に、図３Ｃは、本開示の一態様による、時分割多重化された異なるシンボル持
続時間をシンボルが有する、ワイヤレス通信システムのキャリア３００－ｃの一例を概念
的に示すブロック図である。キャリア３００－ｃは、たとえば、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つまたは複数のアクセスポイント１０５と１つ
または複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送信され得る。
【００６０】
　[0085]キャリア３００－ｃは、長いシンボル持続時間を有する領域３８０－ａと、短い
シンボル持続時間を有する第２の領域３８５－ａとを含み得る。上述されたように、領域
３８０－ａおよび３８５－ａのシンボル持続時間は、互いと比べて長くてよく、または短
くてもよい。そのため、たとえば、領域３８０－ａは、６６．６７μｓとしての有用なシ
ンボル持続時間を有するシンボルを有してよく、領域３８５－ａは、８．３３μｓとして
の有用なシンボル持続時間を有するシンボルを有してよい。図３Ｃの例に示すように、領
域３８０－ａおよび３８５－ａはＴＤＭされ得る。キャリア３００－ｃは、同様にＴＤＭ
され得る追加の領域を含んでよい。
【００６１】
　[0086]領域３８０－ａまたは領域３８５－ａによって占有されるキャリア３００－ｃの
部分は、キャリア３００－ｃによってサービスされるＵＥ１１５（図１）のレイテンシ要
件に従って調整され得る。領域３８０－ａおよび３８５－ａがＴＤＭされるキャリア３０
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０－ｃの場合には、この調整をすることは、領域３８０－ａまたは３８５－ａのいずれか
の持続時間または周期性を調整することを含み得る。いくつかの例では、領域３８０－ａ
のシンボルの中で送信される信号が、領域３８５－ａのシンボル持続時間を示す。すなわ
ち、場合によっては、ＵＥ１１５は、領域３８５－ａを構成する、ＲＲＣシグナリング、
ブロードキャストメッセージ、レイヤ１シグナリング、ＭＡＣシグナリングなどを、領域
３８０－ａのシンボルの中で受信する。このシグナリングは、たとえば、領域３８５－ａ
を生成、修正、または除去するために利用され得る。
【００６２】
　[0087]図３Ｄは、本開示の一態様による、周波数分割多重化された異なるシンボル持続
時間をシンボルが有する、ワイヤレス通信システムのキャリア３００－ｄの一例を概念的
に示すブロック図である。キャリア３００－ｃは、たとえば、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つまたは複数のアクセスポイント１０５と１つま
たは複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送信され得る。
【００６３】
　[0088]キャリア３００－ｄは、長いシンボル持続時間を有する領域３８０－ｂと、短い
シンボル持続時間を有する第２の領域３８５－ｂとを含み得る。上述されたように、領域
３８０－ｂおよび３８５－ｂのシンボル持続時間は、互いと比べて長くてよく、または短
くてもよい。図３Ｄの例では、領域３８０－ｂおよび３８５－ｂはＦＤＭされ得る。キャ
リア３００－ｄはまた、領域３８０－ｂと３８５－ｂとの間にガードバンド３９０－ａを
含み得る。ガードバンド３９０－ａは、アップリンク送信またはダウンリンク送信のため
によって使用されないスペクトルの一部分であり得、領域３８０－ｂまたは３８５－ｂの
中で通信するデバイスにとって干渉を低減する助けとなり得る。キャリア３００－ｄは、
同様にＦＤＭされ得る追加の領域を含んでよく、またはそれらはＴＤＭされ得る。
【００６４】
　[0089]領域３８０－ｂまたは領域３８５－ｂによって占有されるキャリア３００－ｄの
部分は、キャリア３００－ｄによってサービスされるＵＥ１１５（図１）のレイテンシ要
件に従って調整され得る。領域３８０－ｂおよび３８５－ｂがＦＤＭされるキャリア３０
０－ｄの場合、調整することは、領域３８０－ｂまたは３８５－ｂのいずれかの帯域幅を
調整することを含み得る。領域３８０－ｂのシンボルの中で送信される信号が、領域３８
５－ｂの帯域幅もしくはシンボル持続時間、またはその両方を示し得る。すなわち、場合
によっては、ＵＥ１１５は、領域３８５－ｂを構成する、ＲＲＣシグナリング、ブロード
キャストメッセージ、レイヤ１シグナリング、ＭＡＣシグナリングなどを、領域３８０－
ａのシンボルの中で受信する。
【００６５】
　[0090]図３Ｅは、本開示の一態様による、時分割多重化および周波数分割多重化された
異なるシンボル持続時間をシンボルが有する、ワイヤレス通信システムのキャリア３００
－ｅの一例を概念的に示すブロック図である。キャリア３００－ｅは、たとえば、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つまたは複数のアクセスポイ
ント１０５と１つまたは複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送信され得る。
【００６６】
　[0091]キャリア３００－ｅは、長いシンボル持続時間を有する領域３８０－ｃと、短い
シンボル持続時間を有する第２の領域３８５－ｃとを含み得る。領域３８０－ｃおよび３
８５－ｃのシンボル持続時間は、上述されたように、互いと比べて長くてよく、または短
くてもよい。図３Ｅの例では、領域３８０－ｃおよび３８５－ｃはＦＤＭされ得、キャリ
ア３００－ｅはまた、領域３８０－ｃと３８５－ｃとの間にガードバンド３９０－ｂを含
み得る。キャリア３００－ｄは、同様にＦＤＭされ得る追加の領域を含んでよく、または
それらはＴＤＭされ得る。いくつかの例では、キャリア３００－ｅは、領域３８０－ｃお
よび３８５－ｃとＴＤＭされた領域３９５を含む。領域３９５は、領域３８５－ｃのシン
ボル持続時間と同じであるシンボル持続時間を有し得る。または、領域３９５は、領域３
８０－ｃと３８５－ｃの両方と異なるシンボル持続時間を用いて構成され得る。
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【００６７】
　[0092]領域３８０－ｃ、３８５－ｃ、または３９０によって占有されるキャリア３００
－ｅの部分は、ＵＥ１１５（図１）のレイテンシ要件に従って調整され得る。このことは
、帯域幅、持続時間、または周期性を調整することを含み得る。
【００６８】
　[0093]上述のように、たとえば、図１のワイヤレス通信システム１００などのワイヤレ
ス通信システムにおける第２の階層的レイヤは、第１の階層的レイヤと比較してより低い
レイテンシを有し得る。図４は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異な
る階層的レイヤ上で送信され得る無線フレーム、および様々なサブフレームに対する送信
確認応答タイミングの一例を概念的に示すブロック図４００である。図４の無線フレーム
は、たとえば、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
は複数のアクセスポイント１０５と１つまたは複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して
送信され得る。この例では、図３Ａに関して説明した場合と同様に、レガシーＴＤＤフレ
ーム４１０は、ダウンリンクサブフレーム４２５と、特殊サブフレーム４３０と、アップ
リンクサブフレーム４３５とを含む１０個の１ｍｓサブフレームを含み得る。ダウンリン
クサブフレーム４２５、特殊サブフレーム４３０、およびアップリンクサブフレーム４３
５は、各１ｍｓサブフレーム内に１４個のシンボルを含む、図２に関して上記で説明した
ようなサブフレーム構造を含み得る。
【００６９】
　[0094]図４の例では、低レイテンシまたはバーストモードフレーム４２０は、いくつか
のダウンリンクサブフレーム４２５をバーストサブフレーム４４０と置き換え得る。バー
ストサブフレーム４４０は、上記で説明した場合と同様に、ダウンリンクサブフレーム４
２５、特殊サブフレーム４３０、およびアップリンクサブフレーム４３５と異なる階層的
レイヤにおいて送信され得る。バーストサブフレーム４４０は、例では、８８個のシンボ
ルを含み得、ダウンリンクシンボル４４５と、特殊シンボル４５０と、アップリンクシン
ボル４５５とを含み得る。シンボル４４５、４５０、および４５５の各々は、図３Ａに関
して上記で説明したように、レガシーシンボル（たとえば、図２のシンボル２６６）に比
べて短縮されたシンボル持続時間を有し得る。そのような短縮されたシンボル持続時間は
、レガシーＨＡＲＱ方式による送信の確認応答に比べて、低減されたレイテンシを伴う送
信の確認応答を可能にし得る。
【００７０】
　[0095]たとえば、レガシーＴＤＤフレーム４１０では、ＵＥは、ダウンリンク送信をダ
ウンリンクサブフレーム４２５の中で受信し得、ダウンリンク送信の受信からのｋ＋４サ
ブフレームにおける、またはその後の、最初の利用可能なサブフレームの中でそれがＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを送信していたレガシーＨＡＲＱ方式に従って、ダウンリンク送信に関する
確認応答を送信し得る。図４の例では、ダウンリンクサブフレーム４２５からのサブフレ
ームｋ＋４は、別のダウンリンクサブフレームであり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ４６０は、後続
するアップリンクサブフレーム４６５の中でそのように送信される。したがって、この例
では、ダウンリンクサブフレーム４２５と、そのサブフレームに関連したＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ４６０を提供することとの間に、７ｍｓの遅延がある。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ４６０に基づ
いて再送信が必要である場合、再送信は、次いで、後続のダウンリンクサブフレームに対
してスケジューリングされ得、この例では、１１ｍｓとしての最小値であることになるＲ
ＴＴをもたらす。ダウンリンク送信に後続する４番目のサブフレームの中で確認応答が提
供され得る（たとえば、ＦＤＤモードにおいて、一貫してＡＣＫ／ＮＡＣＫがサブフレー
ムｋ＋４の中で送信され得る）場合、最小ＲＴＴはそのとき８ｍｓであり得る。
【００７１】
　[0096]バーストサブフレーム４４０内で、図４の例では、送信の確認応答を提供するこ
とに関するレイテンシは低減され得る。たとえば、第２の階層的レイヤを使用する送信は
、レガシー送信を用いるようなものと類似のＨＡＲＱ技法に従ってよく、送信の確認応答
は、送信の受信の後のｋ＋４シンボルであるシンボルの中で、またはその後の送信のため
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の最初の利用可能なシンボルの中で、提供されてよい。たとえば、ＵＥは、ダウンリンク
送信をシンボル４４５の中で受信し得、送信に後続する４番目のシンボルが特殊シンボル
４５０であるので、ダウンリンクシンボル４４５の中でのダウンリンク送信の受信の後の
５つ目のシンボルであるアップリンクシンボル４５５の中で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ４７０を
提供し得る。したがって、ＵＥは、ダウンリンクシンボル４４５の中でのダウンリンク送
信の受信の後、１ｍｓ未満であるバーストサブフレーム４４０内で、ダウンリンク送信の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ４７０を提供し得る。いくつかの例では、図３Ａに関して上記で説明し
た場合と同様に、バーストサブフレーム４４０の中のシンボルに対するシンボル持続時間
は１１．３６μｓであり得、この例では、ダウンリンクシンボル４４５の送信の後の５６
．８μｓに確認応答が提供されることをもたらす。ｅＮＢは、次いで、必要とされる再送
信をスケジューリングし得、したがって、いくつかの例では、約１００μｓ以下として得
られたＲＴＴをもたらし得る。
【００７２】
　[0097]ＵＥがダウンリンクシンボル４４５を受信することに関してＡＣＫ／ＮＡＣＫ４
７０が説明されるが、類似の機能がアップリンク送信について実行され得る。たとえば、
ＵＥは、アップリンクシンボル４８０をｅＮＢへ送信し得、アップリンクシンボル４８０
は、ダウンリンクシンボル４８５の中で提供されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ４７５を通じてｅＮ
Ｂによって確認応答され得る。再送信が必要である場合、そのような再送信は、後続のア
ップリンクシンボルの中でＵＥから提供され得、したがって、いくつかの例では、約１０
０μｓ以下として得られたＲＴＴを再びもたらし得る。したがって、バーストサブフレー
ム４４０の中の送信に関連したレイテンシは、著しく低減され得る。そのような低減され
たレイテンシは、全体的な再送信回数を減少させ得る短縮されたＲＴＴを通じて、拡張さ
れたデータレートを可能にし得る。そのような短縮されたＲＴＴは、ＴＣＰセグメント誤
り率を達成するために要し得る時間にそのように影響を及ぼし得、ＵＥとｅＮＢとの間で
達成可能である全体的なデータレートをそのように拡張させ得る。
【００７３】
　[0098]図３Ａ、図３Ｂ、および図４を参照しながら説明した例は、第１の階層的レイヤ
のＴＤＤ送信を説明しているが、そのような技法はまた、他の送信モードに適用可能であ
る。図５は、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信さ
れ得る無線フレームおよび様々なサブフレームの別の例を概念的に示すブロック図５００
である。図５の無線フレームは、たとえば、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つまたは複数のアクセスポイント１０５と１つまたは複数のＵＥ１
１５との間の部分を使用して送信され得る。この例では、図３Ａに関して説明した場合と
同様に、レガシーＦＤＤフレーム５１０は、１０個の１ｍｓダウンリンクサブフレーム５
２５を含み得る。ダウンリンクサブフレーム５２５は、各１ｍｓサブフレーム内に１４個
のシンボルを含む、図２および図３に関して上記で説明したようなサブフレーム構造を含
み得る。
【００７４】
　[0099]図５の例では、低レイテンシまたはバーストモードフレーム５２０は、いくつか
のダウンリンクサブフレーム５２５をバーストサブフレーム５４０と置き換え得る。バー
ストサブフレーム５４０は、上記で説明した場合と同様に、ダウンリンクサブフレーム５
２５と異なる階層的レイヤにおいて送信され得る。しかしながら、いくつかの例では、Ｆ
ＤＤダウンリンクサブフレーム５２５は、サブフレーム５２５の最初の２つのシンボルの
中にスケジューリング情報を含み得る。第２の階層的レイヤにおいて動作することができ
ないＵＥとの互換性を与えるために、バーストサブフレーム５４０は、例では、図３Ａ、
図３Ｂ、および図４に関して上記で説明した場合と同様に、２つのレガシーＦＤＤ　ＯＦ
ＤＭダウンリンクシンボル５４５および５５０と、それに続く、ダウンリンクシンボルと
、特殊シンボルと、アップリンクシンボルとを含み得る７６個のＴＤＤバーストモードシ
ンボル５５５とを含み得る。レガシーＦＤＤ　ＯＦＤＭシンボル５４５および５５０は、
バーストモードシンボル５５５を受信することができないＵＥによって受信され得、ＵＥ
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は、レガシーＦＤＤシンボル５４５および５５０の中の情報に基づいて、レガシースケジ
ューリング機能を実行し得る。いくつかの例では、バーストサブフレーム５４０は、マル
チキャストまたはブロードキャストのコンテンツを提供し得るとともに、レガシーＵＥが
受信するように構成され得ないＦＤＤサブフレーム５２５に相当するように選択され得、
したがって、そのようなレガシーＵＥは、そのような場合、いずれにしてもそのようなサ
ブフレームの残りを無視することになる。
【００７５】
　[0100]したがって、図５の例では、第１の階層的レイヤがＦＤＤを使用して動作し得、
一方、第２の階層的レイヤがＴＤＤを使用して動作し得る、ハイブリッド多重化が実施さ
れ得る。様々な例によれば、第１の階層的レイヤは、ＦＤＤ、ＴＤＤ、または補助ダウン
リンク（ＳＤＬ）モードで動作し得、第２の階層的レイヤは、第１の階層的レイヤのモー
ドと独立に、ＦＤＤ、ＴＤＤ、またはＳＤＬモードで動作し得る。上記で説明した場合と
同様に、バーストモードシンボル５５５は、レガシーシンボル（たとえば、図２または図
３のシンボル２６６、３６６）に比べて、短縮されたシンボル持続時間を有し得る。その
ような短縮されたシンボル持続時間は、レガシーＨＡＲＱ方式による送信の確認応答に比
べて、低減されたレイテンシを伴う送信の確認応答を可能にし得る。
【００７６】
　[0101]図５を参照しながら説明した例は、第２の階層的レイヤにおけるＴＤＤ動作を説
明しているが、ＦＤＤまたはＳＤＬなどの他のモードが、たとえば、図３Ｂを参照しなが
ら説明したように第２の階層的レイヤにおいて使用され得る。図６は、本開示の一態様に
よる、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信され得る無線フレームおよび様々
なサブフレームの別の例を概念的に示すブロック図６００である。図６の無線フレームは
、たとえば、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
複数のアクセスポイント１０５と１つまたは複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送
信され得る。この例では、図５に関して説明した場合と同様に、レガシーＦＤＤフレーム
６１０は、１０個の１ｍｓダウンリンクサブフレーム６２５を含み得る。ダウンリンクサ
ブフレーム６２５は、各１ｍｓサブフレーム内に１４個のシンボルを含む、図２～図５に
関して上記で説明したようなサブフレーム構造を含み得る。
【００７７】
　[0102]図６の例では、低レイテンシまたはバーストモードフレーム６２０は、いくつか
のダウンリンクサブフレーム６２５をバーストサブフレーム６４０と置き換え得る。バー
ストサブフレーム６４０は、上記で説明した場合と同様に、ダウンリンクサブフレーム６
２５と異なる階層的レイヤにおいて送信され得る。いくつかの例では、図５に関して上記
で説明した場合と同様に、ＦＤＤダウンリンクサブフレーム６２５は、サブフレーム６２
５の最初の２つのシンボルの中にスケジューリング情報を含み得る。第２の階層的レイヤ
において動作することができないＵＥとの互換性を与えるために、バーストサブフレーム
６４０は、例では、２つのレガシーＦＤＤ　ＯＦＤＭシンボル６４５および６５０と、そ
れに続く７６個のＳＤＬバーストモードダウンリンクシンボル６５５とを含み得る。レガ
シーＦＤＤ　ＯＦＤＭシンボル６４５および６５０は、バーストモードシンボル６５５を
受信することができないＵＥによって受信され得、ＵＥは、レガシーＦＤＤ　ＯＦＤＭシ
ンボル６４５および６５０の中の情報に基づいて、レガシースケジューリング機能を実行
し得る。いくつかの例では、バーストサブフレーム６４０は、マルチキャストまたはブロ
ードキャストのコンテンツを提供し得るとともに、レガシーＵＥが受信するように構成さ
れ得ないＦＤＤサブフレーム６２５に相当するように選択され得、したがって、そのよう
なレガシーＵＥは、そのような場合、いずれにしてもそのようなサブフレームの残りを無
視することになる。上記で説明した場合と同様に、バーストモードシンボル６５５は、レ
ガシーシンボル（たとえば、図２または図３のシンボル２６６、３６６）に比べて、短縮
されたシンボル持続時間を有し得る。そのような短縮されたシンボル持続時間は、レガシ
ーＨＡＲＱ方式による送信の確認応答に比べて、低減されたレイテンシを伴う送信の確認
応答を可能にし得る。
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【００７８】
　[0103]上の例のいくつかは、１つのコンポーネントキャリアを使用する通信の異なる階
層的レイヤを備えるが、本明細書で説明する技法は、キャリアアグリゲーションを利用し
得るワイヤレス通信システムに適用可能である。図７は、本開示の態様による、キャリア
アグリゲーションを利用し得るワイヤレス通信システムを概念的に示すブロック図である
。この例では、ｅＮＢ１０５－ｃがキャリアアグリゲーションを使用してＵＥ１１５－ｃ
と通信し得る、ワイヤレス通信システム７００の一部分が示される。ワイヤレス通信シス
テム７００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の部分の一例
であり得る。その上、ｅＮＢ１０５－ｃは、図１のアクセスポイント１０５のうちの１つ
の例であり得、ＵＥ１１５－ｃは、図１を参照しながら説明したＵＥ１１５の例であり得
る。いくつかの例では、ｅＮＢ１０５－ｃおよびＵＥ１１５－ｃは、図１～図６に関して
上記で説明した場合と同様に、複数の階層的レイヤ上で動作するように構成され得る。
【００７９】
　[0104]システム７００は、１つまたは複数のコンポーネントキャリア１～Ｎ（ＣＣ1～
ＣＣN）を使用してｅＮＢ１０５－ｃと通信することができる、ユーザ機器１１５－ｃを
含むことができる。図７には、１つのユーザ機器１１５－ｃおよび１つのｅＮＢ１０５－
ｃのみが示されるが、システム７００が任意の数のＵＥ１１５および／またはｅＮＢ１０
５を含むことができることが諒解されよう。ｅＮＢ１０５－ｃは、コンポーネントキャリ
アＣＣ1～ＣＣN上の順方向（ダウンリンク）チャネル７３２～７４２を介してユーザ機器
１１５－ｃへ情報を送信することができる。加えて、ユーザ機器１１５－ｃは、コンポー
ネントキャリアＣＣ1～ＣＣN上の逆方向（アップリンク）チャネル７３４～７４４を介し
てｅＮＢ１０５－ｃへ情報を送信することができる。
【００８０】
　[0105]レガシーＬＴＥ－Ａベースのシステムでは、ＵＥ１１５－ｃは、より広い全送信
帯域幅を可能にするためにｅＮＢ１０５－ｃによって利用される、複数のコンポーネント
キャリアを用いて構成され得る。図７に示すように、ユーザ機器１１５－ｃは、Ｎを１以
上の整数として、「コンポーネントキャリア１」７３０～「コンポーネントキャリアＮ」
７４０で構成され得る。図７は２つのコンポーネントキャリアを示すが、ユーザ機器１１
５－ｃが、任意の好適な数のコンポーネントキャリアを用いて構成されてよく、したがっ
て、本明細書および特許請求の範囲で開示する主題は２つのコンポーネントキャリアに限
定されないことを諒解されたい。コンポーネントキャリア７３０～７４０は、それぞれの
ダウンリンクチャネル７３２～７４２、ならびにそれぞれのアップリンクチャネル７３４
～７４４を含むことができる。
【００８１】
　[0106]マルチキャリア動作では、各コンポーネントキャリア７３０～７４０は、規定さ
れた帯域幅を使用して動作し得る。たとえば、各コンポーネントキャリア７３０～７４０
向けの帯域幅は、２０ＭＨｚであり得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５－ｃおよびｅＮ
Ｂ１０５－ｃは、送信するための帯域幅がコンポーネントキャリアのアグリゲートされた
帯域幅に従って変倍され（scaled）てよい、第２の階層的レイヤにおいて動作するように
構成され得る。いくつかの例では、ＵＥ１１５－ａおよびｅＮＢ１０５－ｃは、上記で説
明したものと同様の方式で、第１の階層的レイヤおよび第２の階層的レイヤにおいて、時
分割多重化されたサブフレームを送信し得る。例では、第１の階層的レイヤにおいて送信
される１つまたは複数のサブフレームは、２つ以上の別個のコンポーネントキャリア７３
０～７４０を使用して同時に送信され得る。第２の階層的レイヤの１つまたは複数のバー
ストサブフレームは、第１の階層的レイヤにおいて送信されるサブフレームと多重化され
得、そのバーストサブフレームは、コンポーネントキャリア７３０～７４０の帯域幅より
も大きい帯域幅を有する１つのキャリアを使用して送信される。たとえば、第１の階層的
レイヤ送信のために、それぞれが２０ＭＨｚ帯域幅を有する２つのコンポーネントキャリ
アが使用される場合、バーストサブフレームは、４０ＭＨｚ帯域幅を使用して送信され得
る。したがって、２つのコンポーネントキャリアによって占有される無線周波数スペクト
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ルは、バーストサブフレームによって占有される無線周波数スペクトルと重複することに
なる。しかしながら、２つのコンポーネントキャリアは、バーストサブフレーム送信のた
めに必要とされ得ない関連したガードバンドを有し得、したがって、帯域幅はより効率よ
く使用され得る。
【００８２】
　[0107]図８Ａは、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるコンポーネ
ントキャリア上および異なるレイヤ上で送信され得る、無線フレームおよび様々なサブフ
レームの一例を概念的に示すブロック図８００－ａであることを、ここで参照する。図８
Ａの無線フレームは、たとえば、図１および／または図７を参照しながら説明したワイヤ
レス通信システム１００および／または７００の、１つまたは複数のアクセスポイントま
たはｅＮＢ１０５と１つまたは複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送信され得る。
この例では、４つのＴＤＤ無線フレーム８０５～８２０は、キャリアアグリゲーションを
使用して同時に送信され得る。ＴＤＤフレーム８０５～８２０の各々は、ダウンリンクサ
ブフレーム８２５と、特殊サブフレーム８３０と、アップリンクサブフレーム８３５とを
含む１０個の１ｍｓサブフレームを含み得る。例によれば、バーストサブフレーム８４０
は、サブフレーム８２５、８３０、８３５と時分割多重化される。ダウンリンクサブフレ
ーム８２５、特殊サブフレーム８３０、およびアップリンクサブフレーム８３５は、各１
ｍｓサブフレーム内に１４個のシンボルを含む、図２に関して上記で説明したようなサブ
フレーム構造を含み得る。
【００８３】
　[0108]図８Ａの例では、低レイテンシバーストサブフレーム８４０は、ダウンリンクサ
ブフレーム８２５、特殊サブフレーム８３０、およびアップリンクサブフレーム８３５と
異なる階層的レイヤにおいて送信され得る。バーストサブフレーム８４０は、例では、レ
ガシーサブフレーム８２５、８３０、および８３５を送信するために使用されるコンポー
ネントキャリアの各々の、アグリゲートされた帯域幅を占有するように各々帯域幅が変倍
された、８８個のシンボルを含み得る。図８Ａの例では、バーストサブフレーム８４０は
、ＴＤＤバーストサブフレームであってよく、ダウンリンクシンボル８４５と、特殊シン
ボル８５０と、アップリンクシンボル８５５とを含んでよい。シンボル８４５、８５０、
および８５５の各々は、レガシーシンボル（たとえば、図２、図３のシンボル２６６、３
６６）に比べて短縮されたシンボル持続時間を有し得、いくつかの例では、８．３３μｓ
としての有用なシンボル持続時間と８．０３μｓとしてのサイクリックプレフィックス持
続時間とを含む、シンボル当たり１１．３６μｓとしてのシンボル持続時間を有し得る。
シンボル８４５、８５０、および８５５は、レガシーシンボルに比べてサブキャリアに対
して増大したトーン間隔を有し得、いくつかの例では、１２０ｋＨｚとしてのトーン間隔
を有し得る。いくつかの例では、ハイブリッドＵＥ、第２のレイヤＵＥ、および／または
ｅＮＢは、第１のシンボル持続時間を有するレガシーシンボルを生成するように構成され
た内部クロックを利用する、サブフレーム８２５、８３０、および８３５のためのシンボ
ルなどのレガシーシンボルを生成し得、第２のシンボル持続時間を有するシンボル８４５
、８５０、８５５を生成するようにクロックを適合させることによって、バーストサブフ
レームのシンボル８４５、８５０、８５５を生成し得る。ハイブリッドＵＥ、第２のレイ
ヤＵＥ、および／またはｅＮＢは、変倍された帯域幅を使用して送信するようにＲＦ送信
／受信チェーンを適合させることを通して、バーストサブフレーム８４０の送信のために
使用される帯域幅を変倍し得る。
【００８４】
　[0109]いくつかの例では、ハイブリッドＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１１５－ａ）は、
キャリアアグリゲーションを通したレガシーサブフレーム８２５、８３０、８３５と、変
倍された帯域幅を使用するバーストサブフレーム８４０との両方を使用して、通信するよ
うに構成され得る。同様に、第２のレイヤＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１１５－ｂ）は、
変倍された帯域幅を使用するバーストサブフレーム８４０だけを使用して通信するように
構成され得、レガシーＵＥは、キャリアアグリゲーションを通したレガシーサブフレーム
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８２５、８３０、８３５だけを使用して通信するように構成され得る。ＵＥがただ１つの
階層的レイヤにおいて通信し得る例では、他の階層的レイヤサブフレームは無視されてよ
い。
【００８５】
　[0110]図８Ｂは、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるコンポーネ
ントキャリア上および異なるレイヤ上で送信され得る、無線フレームおよび様々なサブフ
レームの一例を概念的に示すブロック図８００－ｂである。図８Ｂの無線フレームは、た
とえば、図１および／または図７を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００
および／または７００の、１つまたは複数のアクセスポイントまたはｅＮＢ１０５と１つ
または複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送信され得る。図８Ｂは、図８Ａを参照
しながら上記で説明したＴＤＤ無線フレーム８０５、８１０、８１５、８２０、ダウンリ
ンクサブフレーム８２５、特殊サブフレーム８３０、アップリンクサブフレーム８３５、
バーストサブフレーム８４０、ダウンリンクシンボル８４５、特殊シンボル８５０、およ
びアップリンクシンボル８５５と類似であり得る、またはそれらと同じであり得る、ＴＤ
Ｄ無線フレーム８０５－ａ、８１０－ａ、８１５－ａ、８２０－ａと、ダウンリンクサブ
フレーム８２５－ａと、特殊サブフレーム８３０－ａと、アップリンクサブフレーム８３
５－ａと、バーストサブフレーム８４０－ａと、ダウンリンクシンボル８４５－ａと、特
殊シンボル８５０－ａと、アップリンクシンボル８５５－ａとを含み得る。図８Ｂの例に
示すように、ハイブリッドおよび第２のレイヤＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１１５－ｂ）
は、アグリゲートされたコンポーネントキャリアのサブセットの集合において変倍された
帯域幅を使用して、バーストサブフレーム８４０－ａ上で通信するように構成され得る。
【００８６】
　[0111]図８Ａを参照しながら説明した例は、第１の階層的レイヤのＴＤＤ送信を説明し
ているが、そのような技法はまた、他の送信モードに適用可能である。図９は、本開示の
一態様による、ワイヤレス通信システムの異なるレイヤ上で送信され得る、無線フレーム
および様々なサブフレームの別の例を概念的に示すブロック図９００である。図９の無線
フレームは、たとえば、図１および／または図７を参照しながら説明したワイヤレス通信
システム１００および／または７００の、１つまたは複数のアクセスポイント１０５と１
つまたは複数のＵＥ１１５との間の部分を使用して送信され得る。この例では、図８Ａに
関して説明した場合と同様に、ＦＤＤ無線フレーム９０５～９２０は、キャリアアグリゲ
ーションを使用して同時に送信され得る。ＦＤＤフレーム９０５～９２０の各々は、ダウ
ンリンクサブフレーム９２５を含む１０個の１ｍｓサブフレームを含み得る。例によれば
、バーストサブフレーム９４０は、サブフレーム９２５と時分割多重化される。ダウンリ
ンクサブフレーム９２５は、各１ｍｓサブフレーム内に１４個のシンボルを含む、図２に
関して上記で説明したようなサブフレーム構造を含み得る。
【００８７】
　[0112]図９の例では、いくつかのダウンリンクサブフレーム９２５は、バーストサブフ
レーム９４０と置き換えられ得る。バーストサブフレーム９４０は、上記で説明した場合
と同様に、ダウンリンクサブフレーム９２５と異なる階層的レイヤにおいて送信され得る
。しかしながら、いくつかの例では、ＦＤＤダウンリンクサブフレーム９２５は、サブフ
レーム９２５の最初の２つのシンボルの中にスケジューリング情報を含み得る。第２の階
層的レイヤにおいて動作することができないＵＥとの互換性を与えるために、バーストサ
ブフレーム９４０は、例では、レガシーキャリアアグリゲーション技法に従って送信され
る２つのレガシーＦＤＤ　ＯＦＤＭシンボル９４５および９５０と、それに続く変倍され
た帯域幅を有する７６個のＴＤＤバーストモードシンボルとを含み得る。
【００８８】
　[0113]バーストＯＦＤＭシンボルは、図３Ａ～図５に関して上記で説明した場合と同様
に、ダウンリンクシンボルと、特殊シンボルと、アップリンクシンボルとを含み得る。レ
ガシーＦＤＤ　ＯＦＤＭシンボル９４５および９５０は、バーストモードシンボル９５５
を受信することができないＵＥによって受信され得、ＵＥは、レガシーＦＤＤ　ＯＦＤＭ
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シンボル９４５および９５０の中の情報に基づいて、レガシースケジューリング機能を実
行し得る。上記で説明した場合と同様に、バーストモードシンボル９５５は、レガシーシ
ンボル（たとえば、図２または図３のシンボル２６６、３６６）に比べて、短縮されたシ
ンボル持続時間を有し得る。そのような短縮されたシンボル持続時間は、レガシーＨＡＲ
Ｑ方式による送信の確認応答に比べて、低減されたレイテンシを伴う送信の確認応答を可
能にし得、より高いデータレートを可能にし得る。図８Ａ、図８Ｂ、および図９の例はＴ
ＤＤバーストサブフレーム８４０および９４０を説明しているが、ＦＤＤおよび／または
ＳＤＬバーストサブフレームも、上記で説明した場合と同様に送信されてよい。
【００８９】
　[0114]次に図１０を参照しながら、本開示の一態様による、ワイヤレス通信システムの
異なるレイヤ上で送信され得る、無線フレームおよび様々なサブフレームの別の例を概念
的に示すブロック図１０００が説明される。図１０の無線フレームは、たとえば、図１お
よび／または図７を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００および／または
７００の、１つまたは複数のアクセスポイント１０５と１つまたは複数のＵＥ１１５との
間の部分を使用して送信され得る。この例では、図９に関して説明した場合と同様に、Ｆ
ＤＤ無線フレーム１００５～１０２０は、キャリアアグリゲーションを使用して同時に送
信され得る。ＦＤＤフレーム１００５～１０２０の各々は、ダウンリンクサブフレーム１
０２５を含む１０個の１ｍｓサブフレームを含み得る。例によれば、バーストサブフレー
ム１０４０は、サブフレーム１０２５と時分割多重化される。ダウンリンクサブフレーム
１０２５は、各１ｍｓサブフレーム内に１４個のシンボルを含む、図２に関して上記で説
明したようなサブフレーム構造を含み得る。
【００９０】
　[0115]図１０の例では、いくつかのダウンリンクサブフレーム１０２５は、バーストサ
ブフレーム１０４０と置き換えられ得る。バーストサブフレーム１０４０は、上記で説明
した場合と同様に、ダウンリンクサブフレーム１０２５と異なる階層的レイヤにおいて送
信され得る。しかしながら、いくつかの例では、ＦＤＤダウンリンクサブフレーム１０２
５は、サブフレーム１０２５の最初の２つのシンボルの中にスケジューリング情報を含み
得る。第２の階層的レイヤにおいて動作することができないＵＥとの互換性を与えるため
に、バーストサブフレーム１０４０は、例では、レガシーキャリアアグリゲーション技法
に従って送信される２つのレガシーＦＤＤ　ＯＦＤＭシンボル１０４５および１０５０と
、それに続く１２個のＦＤＤ変倍された（FDD scaled）帯域幅のＯＦＤＭシンボル１０５
５とを含み得る。
【００９１】
　[0116]そのような例では、１２個のＦＤＤ変倍された帯域幅シンボルの各々は、レガシ
ー信号と同じシンボル持続時間を有し得るが、４個の別個のキャリアにではなく、増大さ
れた帯域幅を１つのキャリアに与えるように変倍された帯域幅を使用して送信されてよい
。上記で説明した場合と同様に、変倍された帯域幅のシンボルは、たとえば、４個の別個
のキャリアと関連したガードバンドをなくすことの結果として、高められた効率を有し得
る。レガシーＦＤＤシンボル１０４５および１０５０は、バーストモードシンボル１０５
５を受信することができないＵＥによって受信され得、ＵＥは、レガシーＦＤＤシンボル
１０４５および１０５０の中の情報に基づいて、レガシースケジューリング機能を実行し
得る。図１０の例はＦＤＤバーストサブフレーム１０４０を示すが、ＴＤＤおよび／また
はＳＤＬバーストサブフレームも同様の方式で送信されてよい。
【００９２】
　[0117]図１１Ａおよび図１１Ｂは、本開示の態様による、ワイヤレス通信において使用
するための、ｅＮＢまたはＵＥなどのデバイスを概念的に示すブロック図である。最初に
図１１Ａを参照すると、ブロック図１１００は、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１１０５を示す。いくつかの例では、デバイス１１０５は、図
１および／または図７を参照しながら説明したアクセスポイントまたはｅＮＢ１０５およ
び／またはＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス１１０５はま
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た、プロセッサであり得る。デバイス１１０５は、受信機モジュール１１１０、レイヤ構
成モジュール、および／または送信機モジュール１１３０を含み得る。これらの構成要素
の各々は、互いに通信していることがある。
【００９３】
　[0118]デバイス１１０５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
アで実施するように適合された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を用
いて、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、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方法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。各ユ
ニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロセッサまたは特
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ティングされた、メモリに組
み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００９４】
　[0119]いくつかの例では、受信機モジュール１１１０は、２つ以上の階層的レイヤ上で
の送信を（たとえば、レガシーＬＴＥサブフレームおよびバーストサブフレームを通して
）受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）受信機のような、ＲＦ受信機であり得、
またはそれを含み得る。受信機モジュール１１１０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１２５のような、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を介して、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。
【００９５】
　[0120]いくつかの例では、送信機モジュール１１３０は、２つ以上の階層的レイヤ上で
（たとえば、レガシーＬＴＥサブフレームおよびバーストサブフレームを通して）送信す
るように動作可能なＲＦ送信機のような、ＲＦ送信機であり得、またはそれを含み得る。
送信機モジュール１１３０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１０
０の１つまたは複数の通信リンク１２５のような、ワイヤレス通信システムの１つまたは
複数の通信リンクを介して、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。
【００９６】
　[0121]いくつかの例では、レイヤ構成モジュール１１２０は、２つ以上の階層的レイヤ
を有するワイヤレス通信システムにおけるデバイス１１０５の動作のためのレイヤ構成を
、構成および／または実行し得る。レイヤ構成モジュール１１２０は、第１のＲＴＴを有
する第１のサブフレームタイプを用いた第１の階層的レイヤ送信を有するワイヤレス通信
システム内で動作するように、たとえば、デバイス１１０５を構成し得る。レイヤ構成モ
ジュール１１２０はまた、第１の階層的レイヤと多重化された第２の階層的レイヤにおけ
る動作を実行し得、第２の階層的レイヤは、第１のＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴを有
する第２のサブフレームタイプを用いた第２のレイヤ送信を有する。いくつかの例では、
レイヤ構成モジュールは、異なるシンボル持続時間を有するキャリアのいくつかの領域を
構成または識別し得る。構成および動作は、たとえば、図１～１０に関して上記で説明し
たような、レガシーフレームおよび／またはバーストフレームの送信および／または受信
を含み得、ＴＤＭまたはＦＤＭされた異なる持続時間のシンボルの送信および／または受
信を含み得る。
【００９７】
　[0122]次に図１１Ｂを参照すると、ブロック図１１５０は、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１１５５を示す。いくつかの例では、
デバイス１１５５は、図１、図７、および／または図１１Ａを参照しながら説明したアク
セスポイントまたはｅＮＢ１０５、ＵＥ１１５、および／またはデバイス１１０５の１つ
または複数の態様の一例であり得る。デバイス１１５５はまた、プロセッサであり得る。
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デバイス１１５５は、受信機モジュール１１１０、レイヤ構成モジュール１１６０、およ
び／または送信機モジュール１１３０を含み得る。これらの構成要素の各々は、互いに通
信していることがある。
【００９８】
　[0123]デバイス１１５５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
アで実施するように適合された１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個々にまたはまとめ
て実装され得る。代替的に、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
られている任意の方法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。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プ
ロセッサ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ティングさ
れた、メモリに組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００９９】
　[0124]いくつかの例では、受信機モジュール１１１０－ａは、図１１Ａの受信機モジュ
ール１１１０の一例であり得る。受信機モジュール１１１０－ａは、２つ以上の階層的レ
イヤ上での送信を（たとえば、レガシーＬＴＥサブフレームおよびバーストサブフレーム
を通して）受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）受信機のような、ＲＦ受信機で
あり得、またはそれを含み得る。ＲＦ受信機は、いくつかの例では、第１および第２の階
層的レイヤのための別個の受信機を含み得る。他の例では、ＲＦ受信機は、単一の受信機
、または送信チェーン／受信チェーン当たり単一の受信機を含み得、レイヤ構成モジュー
ル１１６０のクロックモジュール１１８０は、異なるシンボル持続時間を有する受信シン
ボルを処理するように適合され得る。受信機モジュール１１１０－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１２５のよう
な、２つ以上を超える階層的レイヤを含むワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通
信リンクを介して、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。
【０１００】
　[0125]いくつかの例では、送信機モジュール１１３０－ａは、図１１Ａの送信機モジュ
ール１１３０の一例であり得る。送信機モジュール１１３０－ａは、２つ以上の階層的レ
イヤ上で（たとえば、レガシーＬＴＥサブフレームおよびバーストサブフレームを通して
）送信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）送信機のような、ＲＦ送信機であり得、
またはそれを含み得る。ＲＦ送信機１１３０－ａは、いくつかの例では、第１および第２
の階層的レイヤのための別個の送信機を含み得る。他の例では、ＲＦ送信機は、単一の送
信機、または送信チェーン／受信チェーン当たり単一の送信機を含み得、レイヤ構成モジ
ュール１１６０のクロックモジュール１１８０は、異なるシンボル持続時間を有するシン
ボルを生成するように適合され得る。送信機モジュール１１３０－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１２５のよう
な、２つ以上を超える階層的レイヤを含むワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通
信リンクを介して、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。
【０１０１】
　[0126]レイヤ構成モジュール１１６０は、図１１Ａを参照しながら説明したレイヤ構成
モジュール１１２０の一例であり得、第１のレイヤ構成モジュール１１７０と、バースト
モードモジュール１１７５と、クロックモジュール１１８０と、随意のスケーラブル帯域
幅モジュール１１８５とを含み得る。これらの構成要素の各々は、互いに通信しているこ
とがある。
【０１０２】
　[0127]いくつかの例では、第１のレイヤ構成モジュール１１７０は、デバイス１１５５
が第１の階層的レイヤにおいて動作するための構成を実行し得、たとえば、図１～図１０
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に関して上記で説明したような、第１の階層的レイヤにおけるデバイス動作のための少な
くともいくつかの機能を実施し得る。いくつかの例では、第１のレイヤ構成モジュール１
１７０は、送信機モジュール１１３０－ａまたは受信機モジュール１１１０－ａと一緒に
、１つの領域のシンボルの中で信号を通信（たとえば、送信または受信）し得、ここで、
信号は別の領域のシンボル持続時間を示す。バーストモードモジュール１１７５は、デバ
イス１１５５が第２の階層的レイヤにおいて動作するように構成し得、たとえば、図１～
図１０に関して上記で説明したような、第２の階層的レイヤにおけるデバイス動作のため
の少なくともいくつかの機能を実施し得る。クロックモジュール１１８０は、たとえば、
図１～図１０に関して上記で説明したような、異なるシンボル持続時間を有するシンボル
の生成および受信シンボルの処理を可能にするように、クロックが適合されることを可能
にするためのクロック適合を実行し得る。いくつかの例では、クロックモジュール１１８
０は、特定のシンボル持続時間を用いて構成されるキャリア領域の、持続時間または周期
性を調整または識別し得る。スケーラブル帯域幅モジュール１１８５は、たとえば、図１
および図７～図１０に関して上記で説明したような、レガシーサブフレームのために複数
のコンポーネントキャリアを送信／受信し、バーストサブフレームのために単一のコンポ
ーネントキャリア上で変倍された帯域幅を利用するために、キャリアアグリゲーションを
利用し得る例での帯域幅スケーリングを実行し得る。付加的または代替的には、スケーラ
ブル帯域幅モジュール１１８５は、特定のシンボル持続時間を用いて構成されるキャリア
領域の帯域幅を、（たとえば、レイテンシ要件に基づいて）調整または識別し得る。いく
つかの例では、領域構成モジュール１１９０は、キャリアの１つまたはいくつかの領域を
、異なるシンボル持続時間を用いて構成または識別し得、ここで、様々な領域はＴＤＭま
たはＦＤＭされ得る。領域構成モジュール１１９０は、第１のレイヤ構成モジュール１１
７０と一緒に、異なるシンボル持続時間を有する領域の間のガードバンドを構成または識
別し得る。
【０１０３】
　[0128]図１２は、本開示の態様による、ワイヤレス通信システム内での階層的通信のた
めに構成されたｅＮＢの設計を概念的に示すブロック図である。例では、ｅＮＢ１０５－
ｄは、図１、図７および／または図１１を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅＮ
Ｂ、またはデバイス１０５、１１０５、および／または１１５５の１つまたは複数の態様
の一例であり得る。ｅＮＢ１０５－ｄは、図１～図１０に関して説明した階層的通信の特
徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装するように構成され得る。ｅＮＢ１０５
－ｄは、プロセッサモジュール１２１０、メモリモジュール１２２０、（トランシーバモ
ジュール１２５５によって表される）少なくとも１つのトランシーバモジュール、（アン
テナ１２６０によって表される）少なくとも１つのアンテナ、および／またはｅＮＢ　Ｌ
ＴＥレイヤ構成モジュール１２７０を含み得る。ｅＮＢ１０５－ｄはまた、ｅＮＢ通信モ
ジュール１２３０とネットワーク通信モジュール１２４０の一方または両方を含み得る。
これらの構成要素の各々は、１つまたは複数のバス１２３５を介して、直接または間接的
に互いに通信していることがある。
【０１０４】
　[0129]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。メモリモジュール１２２０は、実行されたと
き、上記で説明したような、比較的低いレイテンシを有するバーストサブフレームの送信
および／または受信を含む、２つ以上のレイヤにおける階層的通信のための本明細書で説
明する様々な機能を、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
を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１２２５を
記憶し得る。いくつかの例では、ＳＷコード１２２５は、プロセッサモジュール１２１０
に、第１のシンボル持続時間を有する第１の領域および第２のシンボル持続時間を有する
第２の領域を用いてキャリアを構成させるように構成された命令を含み得、ここで、第１
および第２のシンボル持続時間は異なる－たとえば、第１のシンボル持続時間は第２のシ
ンボル持続時間よりも長くてよい。代替として、ソフトウェアコード１２２５は、プロセ
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ッサモジュール１２１０によって直接実行可能ではないが、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いくつかをｅＮＢ１０５－ｄに実行させるよう
に構成される場合がある。
【０１０５】
　[0130]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、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プ
ロセッサモジュール１２１０は、トランシーバモジュール１２５５、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を通じて受信された情
報を処理し得る。プロセッサモジュール１２１０はまた、アンテナ１２６０を通じた送信
のためにトランシーバモジュール１２５５に、１つもしくは複数の他の基地局すなわちｅ
ＮＢ１０５－ｎおよび１０５－ｍへの送信のためにｅＮＢ通信モジュール１２３０に、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の態様の一例であり
得るコアネットワーク１３０－ａ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。プロセッサモジュール１２１０は、図１～１０に関
して上記で説明したような、２つ以上の階層的レイヤにおける階層的通信の様々な態様を
、単独で、またはｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０とともに処理し得る。
【０１０６】
　[0131]トランシーバモジュール１２５５は、パケットを変調し、変調されたパケットを
送信のためにアンテナ１２６０に供給し、アンテナ１２６０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１２５５は、１つま
たは複数の送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個の受信機モジュールとして実装
され得る。トランシーバモジュール１２５５は、２つ以上の階層的レイヤにおける通信を
（たとえば、レガシーＬＴＥサブフレームおよびバーストサブフレームを通して）サポー
トし得、またはＴＤＭまたはＦＤＭされる異なるシンボル持続時間としての領域を用いた
通信をサポートし得る。トランシーバモジュール１２５５は、たとえば、図１、図７、お
よび／または図１１を参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、１１０５および
／または１１５５のうちの１つまたは複数と、アンテナ１２６０を介して双方向に通信す
るように構成され得る。ｅＮＢ１０５－ｄは、複数のアンテナ１２６０（たとえば、アン
テナアレイ）を含み得る。ｅＮＢ１０５－ｄ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１３０－ａと通信し得る。ｅＮＢ１０５－ｄは、ｅＮＢ通信モジ
ュール１２３０を使用して、ｅＮＢ１０５－ｎおよび／または１０５－ｍなどの他のアク
セスポイントまたはｅＮＢと通信し得る。
【０１０７】
　[0132]図１２のアーキテクチャによれば、ｅＮＢ１０５－ｄは、通信管理モジュール１
２５０をさらに含み得る。通信管理モジュール１２５０は、他の基地局、ｅＮＢ、および
／またはデバイスとの通信を管理し得る。通信管理モジュール１２５０は、１つまたは複
数のバス１２３５を介してｅＮＢ１０５－ｄの他の構成要素の一部または全部と通信して
いることがある。代替として、通信管理モジュール１２５０の機能は、トランシーバモジ
ュール１２５５の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、および／または
プロセッサモジュール１２１０の１つまたは複数のコントローラ要素として実装され得る
。
【０１０８】
　[0133]ｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０は、図１～図１０を参照しながら説明した
ｅＮＢ階層的通信の機能または態様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。たとえば、ｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０は、バーストサブフレ
ームの送信／受信を通してなどの、複数の階層的レイヤを有するワイヤレス通信システム
の１つまたは複数の階層的レイヤでの通信をサポートするように構成され得、ｅＮＢレイ
ヤ構成モジュール１２７０は、異なるシンボル持続時間を有するキャリアのいくつかの領
域が共存するワイヤレス通信システムをサポートするように構成され得る。ｅＮＢレイヤ
構成モジュール１２７０は、複数の階層的レイヤを有するワイヤレス通信システムにおけ
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る通信のためにｅＮＢ１０５－ｄを構成するための、すなわち、１つの領域のシンボルの
中で別の領域のシンボル持続時間をシグナリングするための、ｅＮＢ第１のレイヤ構成モ
ジュール１２８０と、バーストサブフレームの送信および受信に関する機能を実行するよ
うに構成されたｅＮＢバーストモードモジュール１２８５と、クロック適合を提供するよ
うに、すなわち、キャリア領域の持続時間または周期性をシンボル持続時間に基づいて調
整するように、構成されたｅＮＢクロックモジュール１２９０と、複数のサブキャリアに
わたる帯域幅スケーリングを実行するように、すなわち、特定のシンボル持続時間を用い
て構成されたキャリア領域の帯域幅を調整するように、構成されたｅＮＢスケーラブル帯
域幅モジュール１２９５と、異なるシンボル持続時間またはガードバンドを有するキャリ
アの１つまたはいくつかの領域を構成するためのｅＮＢ領域構成モジュール１２９７とを
含み得る。ｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０は、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを
参照しながら説明した類似のモジュール（たとえば、モジュール１１２０および１１６０
）の一例であり得る。ｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、またはそれの部分は、プロ
セッサを含んでよく、および／または、ｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０の機能の一
部または全部は、プロセッサモジュール１２１０によって、および／またはプロセッサモ
ジュール１２１０とともに実行されてよい。
【０１０９】
　[0134]図１３は、本開示の態様による、ワイヤレス通信システムにおける階層的通信の
ために構成されたＵＥの設計を概念的に示すブロック図１３００である。ＵＥ１１５－ｄ
は、様々な他の構成を有し得、パーソナルコンピュータ（たとえば、ラップトップコンピ
ュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータなど）、セルラー電話、Ｐ
ＤＡ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネット機器、ゲーミングコンソール
、電子リーダーなどに含まれるか、またはそれらの一部であり得る。ＵＥ１１５－ｄは、
モバイル動作を容易にするために、小型バッテリなどの内部電源（図示せず）を有し得る
。いくつかの例では、ＵＥ１１５－ｄは、図１、図７、図１１Ａおよび／または図１１Ｂ
を参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、１１０５および／または１１５５の
うちの１つまたは複数の一例であり得る。ＵＥ１１５－ｄは、図１、図７、図１１Ａ、図
１１Ｂ、および／または図１２を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅＮＢまたは
デバイス１０５、１１０５および／または１１５５のうちの１つまたは複数と通信するよ
うに構成され得る。
【０１１０】
　[0135]ＵＥ１１５－ｄは、プロセッサモジュール１３１０、メモリモジュール１３２０
、（トランシーバモジュール１３７０によって表される）少なくとも１つのトランシーバ
モジュール、（アンテナ１３８０によって表される）少なくとも１つのアンテナ、および
／またはＵＥレイヤ構成モジュール１３４０を含み得る。これらの構成要素の各々は、１
つまたは複数のバス１３３５を介して、直接または間接的に互いに通信していることがあ
る。
【０１１１】
　[0136]メモリモジュール１３２０は、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含み得る。メモリ
モジュール１３２０は、実行されたときに、ワイヤレス通信システムにおける異なるシン
ボル持続時間としての領域を用いた通信または階層的通信のための、本明細書で説明する
様々な機能をプロセッサモジュール１３１０に実行させるように構成された命令を含むコ
ンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１３２５を記憶し得
る。代替的に、ソフトウェアコード１３２５は、プロセッサモジュール１３１０によって
直接実行可能ではないが、（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ＵＥ機能のいくつかをＵＥ１１５－ｄに実行させるように構成される場合がある。
【０１１２】
　[0137]プロセッサモジュール１３１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プロセッサモジュー
ル１３１０は、トランシーバモジュール１３７０を通じて受信された情報、および／また
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はアンテナ１３８０を通じた送信のためにトランシーバモジュール１３７０に送られるべ
き情報を処理し得る。プロセッサモジュール１３１０は、たとえば、バーストサブフレー
ムの送信および受信を含む、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の階層的レイヤ上
での階層的通信の様々な態様を、単独で、またはＵＥレイヤ構成モジュール１３４０とと
もに処理し得、プロセッサモジュール１３１０は、たとえば、ＵＥレイヤ構成モジュール
１３４０とともに、異なるシンボル持続時間を有するキャリアとしての１つまたはいくつ
かの領域を識別しそれを用いて通信し得る。
【０１１３】
　[0138]トランシーバモジュール１３７０は、ｅＮＢ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１３７０は、１つまたは複数の送信機モジュールおよび１
つまたは複数の別個の受信機モジュールとして実装され得る。トランシーバモジュール１
３７０は、複数の階層的レイヤのワイヤレス通信システムの、少なくとも１つのレイヤ上
での通信をサポートし得る。トランシーバモジュール１３７０は、パケットを変調し、変
調されたパケットを送信のためにアンテナ１３８０に供給し、アンテナ１３８０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。ＵＥ１１５－ｄは単一の
アンテナを含み得るが、ＵＥ１１５－ｄが複数のアンテナ１３８０を含み得る例があり得
る。
【０１１４】
　[0139]図１３のアーキテクチャによれば、ＵＥ１１５－ｄは、通信管理モジュール１３
３０をさらに含み得る。通信管理モジュール１３３０は、様々な基地局またはｅＮＢとの
通信を管理し得る。通信管理モジュール１３３０は、１つまたは複数のバス１３３５を介
してＵＥ１１５－ｄの他の構成要素の一部または全部と通信している、ＵＥ１１５－ｄの
構成要素であり得る。代替として、通信管理モジュール１３３０の機能は、トランシーバ
モジュール１３７０の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、および／ま
たはプロセッサモジュール１３１０の１つまたは複数のコントローラ要素として実装され
得る。
【０１１５】
　[0140]ＵＥレイヤ構成モジュール１３４０は、ＵＥ階層的通信の機能または態様の一部
または全部を、あるいは複数の階層的レイヤを有するワイヤレス通信システムでの１つま
たは複数の階層的レイヤにおける通信を使用することに関して図１～図１０で説明された
、ＴＤＭまたはＦＤＭされる異なるシンボル持続時間の領域を用いた通信を、実行および
／または制御するように構成され得る。たとえば、ＵＥレイヤ構成モジュール１３４０は
、受信シンボルを処理し、および／または１つまたは複数のバーストサブフレームの中に
含まれ得るシンボルを生成するように構成され得る。ＵＥレイヤ構成モジュール１３４０
は、複数の階層的レイヤを有する、または異なるシンボル持続時間を用いて構成された領
域を有する、ワイヤレス通信システムにおいて動作するようにＵＥ１１５－ｄを構成する
ためのＵＥ第１のレイヤ構成モジュール１３５０と、１つまたは複数のバーストサブフレ
ームから受信されたシンボルの処理、および／またはバーストモードシンボルの生成を取
り扱うように構成されたＵＥバーストモードモジュール１３５５と、シンボル持続時間に
基づいてクロック適合を提供するように、すなわち、特定のシンボル持続時間を有するキ
ャリア領域の持続時間または周期性を識別するように、構成されたＵＥクロックモジュー
ル１３６０と、複数のサブキャリアにわたる帯域幅スケーリングを実行するように、すな
わち、特定のシンボル持続時間を用いて構成されたキャリア領域の帯域幅を識別するよう
に、構成されたＵＥスケーラブル帯域幅モジュール１３６５と、異なるシンボル持続時間
を用いて構成されたキャリアの１つまたはいくつかの領域を識別するためのＵＥ領域構成
モジュール１３６７とを含み得る。ＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、またはそれの部
分は、プロセッサを含んでよく、および／または、ＵＥレイヤ構成モジュール１３４０の
機能の一部または全部は、プロセッサモジュール１３１０によって、および／またはプロ
セッサモジュール１３１０とともに実行されてよい。
【０１１６】
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　[0141]図１４は、本開示の態様による、トランシーバモジュール１４０５の設計を概念
的に示すブロック図１４００である。トランシーバモジュール１４０５は、様々な他の構
成を有してよく、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ、および／または図１３のＵＥまたは
デバイス１１５、１１０５、および／または１１５５などのＵＥまたはデバイスが含まれ
るか、またはそれらの一部であり得る。トランシーバモジュール１４０５はまた、図１、
図７、および／または図１２のアクセスポイントまたはｅＮＢ１０５などのアクセスポイ
ントまたはｅＮＢが含まれるか、またはそれらの一部であり得る。トランシーバモジュー
ル１４０５は、図１２および／または図１３のトランシーバモジュール１２５５および／
または１３７０の一例であり得る。トランシーバモジュール１４０５は、受信チェーン０
　１４１０－０～受信チェーンｎ　１４１０－ｎを含む複数の受信チェーン１４１０と、
送信チェーン０　１４１０－０～送信チェーンｎ　１４１０－ｎを含む複数の送信チェー
ン１４１５とを含み得る。受信チェーン１４１０－０～１４１０－ｎおよび送信チェーン
１４１５－０～１４１５－ｎの各々は、それぞれ、関連付けられたアンテナ１４１２、す
なわち、アンテナ０　１４１２－０～アンテナｎ　１４１２－ｎと結合され得る。受信チ
ェーン１４１０－０～１４１０－ｎは、それぞれ、ＲＦモジュール１４２０－０～１４２
０－ｎと、アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）モジュール１４２５－ａ～１４２５－ｎと
、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）モジュール１４３０－０～１４３０－ｎとを含み得、復調
器１４３５と結合され得る。送信チェーン１４１５－０～１４１５－ｎは、それぞれ、Ｒ
Ｆモジュール１４５０－０～１４５０－ｎと、デジタルアナログ変換器（ＤＡＣ）モジュ
ール１４５５－０～１４５５－ｎと、逆ＦＦＴ（ＩＦＦＴ）モジュール１４６０－０～１
４６０－ｎとを含み得、変調器１４４０と結合され得る。
【０１１７】
　[0142]いくつかの例によれば、トランシーバモジュール１４０５は、ワイヤレス通信シ
ステムでの異なる階層的レイヤにおいて動作するように構成され得、送信チェーンおよび
受信チェーンの構成要素は、シンボルがバーストサブフレームの一部として送信されるの
か、それともレガシーサブフレームの一部として送信されるのかに基づいて、異なるシン
ボル持続時間を有するシンボルを送信および受信するように構成および適合され得る。い
くつかの例では、クロックモジュール１４７０は、異なるシンボル持続時間を有するシン
ボルを生成するために、または異なるシンボル持続時間を有するシンボルを受信および処
理するために、構成要素を異なる速度でクロッキングする（clock）ように適合され得る
。
【０１１８】
　[0143]スケーラブルな帯域幅を用いて階層的レイヤを利用し得る例では、送信チェーン
および受信チェーンは、キャリアが複数のコンポーネントキャリアのうちの１つであるの
か、それともレガシーコンポーネントキャリアの帯域幅よりも大きい帯域幅を有する単一
のキャリアであるのかに基づいて、異なる帯域幅を有するキャリアを送信／受信するよう
に適合され得る。いくつかの例では、複数の送信チェーンおよび／または受信チェーンは
、レガシーサブフレームのキャリアアグリゲーション送信の中でコンポーネントキャリア
を送信するために使用され得る。１つまたは複数のバーストサブフレームが送信／受信さ
れるべきである場合、変倍された帯域幅を有する信号コンポーネントキャリアを送信／受
信するために、送信チェーンおよび／または受信チェーンのうちの１つまたは複数が無効
化され、送信チェーンおよび／または受信チェーンのうちの１つが有効化され得る。いく
つかの例では、ＦＦＴモジュール１４３０およびＩＦＦＴモジュール１４６０は、特定の
シンボルの階層的レイヤに基づいて、異なるＦＦＴポイントを有してよい。いくつかの例
では、レガシー２０ＭＨｚシンボルは２０４８ポイントＦＦＴを有してよく、バースト２
０ＭＨｚシンボルは２５６ポイントＦＦＴを有してよい。バーストモードシンボルが変倍
された帯域幅を有することがある例では、ＦＦＴサイズは、それに応じて、たとえば、１
６０ＭＨｚキャリア帯域幅に対する２０４８ポイントＦＦＴまで増大されることがある。
【０１１９】
　[0144]次に図１５を参照すると、ｅＮＢ１０５－ｅとＵＥ１１５－ｅとを含む、多入力



(35) JP 2017-511070 A 2017.4.13

10

20

30

40

50

多出力（ＭＩＭＯ）通信システム１５００のブロック図が示される。ｅＮＢ１０５－ｅお
よびＵＥ１１５－ｅは、複数の階層的レイヤを有するワイヤレス通信システムにおける通
信をサポートし得る。ｅＮＢ１０５－ｅは、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ、および／
または図１２を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅＮＢまたはデバイス１０５、
１１０５、および／または１１５５の１つまたは複数の態様の一例であり得、ＵＥ１１５
－ｅは、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ、および／または図１３を参照しながら説明し
たＵＥまたはデバイス１１５、１１０５、および／または１１５５の１つまたは複数の態
様の一例であり得る。システム１５００は、図１および／または図７を参照しながら説明
したワイヤレス通信システム１００および／または７００の態様を示し得、図１～図１４
を参照しながら上記で説明したような異なる時間期間の間のノードの異なるサブセットに
わたる、複数の階層的レイヤ上での階層的送信をサポートし得る。
【０１２０】
　[0145]ｅＮＢ１０５－ｅは、アンテナ１５３４－０～１５３４－ｘが装備され得、ＵＥ
１１５－ｅは、アンテナ１５５２－０～１５５２－ｎが装備され得る。システム１５００
では、ｅＮＢ１０５－ｅは、複数の通信リンクを介して同時にデータを送ることが可能で
あり得る。各通信リンクは、「レイヤ」と呼ばれることがあり、通信リンクの「ランク」
は、通信のために使用されるレイヤの数を示すことがある。たとえば、ｅＮＢ１０５－ｅ
が２つの「レイヤ」を送信する２×２ＭＩＭＯシステムでは、ｅＮＢ１０５－ｅとＵＥ１
１５－ｅとの間の通信リンクのランクは２であり得る。
【０１２１】
　[0146]ｅＮＢ１０５－ｅにおいて、送信（Ｔｘ）プロセッサ１５２０が、データソース
からデータを受信し得る。送信プロセッサ１５２０は、データを処理し得る。送信プロセ
ッサ１５２０はまた、基準シンボルおよび／またはセル固有基準信号を生成し得る。送信
（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１５３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボ
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、出力シンボルストリームを送信（Ｔｘ）変調器１５３２－０～１５３２－ｘに供
給し得る。各変調器１５３２は、出力サンプルストリームを取得するために、（たとえば
、ＯＦＤＭ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１
５３２は、ダウンリンク（ＤＬ）信号を取得するために、出力サンプルストリームをさら
に処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート
）し得る。一例では、変調器１５３２－０～１５３２－ｘからのＤＬ信号は、それぞれ、
アンテナ１５３４－０～１５３４－ｘを介して送信され得る。
【０１２２】
　[0147]ＵＥ１１５－ｅにおいて、アンテナ１５５２－０～１５５２－ｎは、ｅＮＢ１０
５－ｅからＤＬ信号を受信し得、受信信号を、それぞれ、受信（Ｒｘ）復調器１５５４－
０～１５５４－ｎに供給し得る。各復調器１５５４は、入力サンプルを取得するために、
それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およ
びデジタル化）し得る。各復調器１５５４は、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）入力サンプルをさらに処理し得る。ＭＩＭＯ検出器１５５６
は、すべての復調器１５５４－０～１５５４－ｎから受信シンボルを取得し得、適用可能
な場合、受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し得、検出されたシンボルを供給し得
る。受信（Ｒｘ）プロセッサ１５５８は、検出されたシンボルを処理（たとえば、復調、
デインターリーブ、および復号）し得、ＵＥ１１５－ｅのための復号されたデータをデー
タ出力に供給し、復号された制御情報をプロセッサ１５８０またはメモリ１５８２に供給
し得る。プロセッサ１５８０は、ワイヤレス通信システムにおける複数の階層的レイヤ上
での階層的送信に関係する様々な機能を実行し得るモジュールまたは機能１５８１を含み
得る。たとえば、モジュールまたは機能１５８１は、図１１Ａまたは図１１Ｂを参照しな
がら説明したレイヤ構成モジュール１１２０もしくは１１６０、および／または図１２を
参照しながら説明したｅＮＢレイヤ構成１２７０の機能の一部または全部を実行し得る。
【０１２３】
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　[0148]アップリンク（ＵＬ）上では、ＵＥ１１５－ｅにおいて、送信（Ｔｘ）プロセッ
サ１５６４は、データソースからデータを受信し、それを処理し得る。送信プロセッサ１
５６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ１５６４か
らのシンボルは、適用可能な場合、送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１５６６によってプ
リコードされ得、送信（Ｔｘ）変調器１５５４－０～１５５４－ｎによって（たとえば、
ＳＣ－ＦＤＭＡなどのために）さらに処理され得、ｅＮＢ１０５－ｅから受信された送信
パラメータに従ってｅＮＢ１０５－ｅへ送信され得る。ｅＮＢ１０５－ｅにおいて、ＵＥ
１１５－ｅからのＵＬ信号は、アンテナ１５３４によって受信され得、受信機（Ｒｘ）復
調器１５３２によって処理され得、適用可能な場合、ＭＩＭＯ検出器１５３６によって検
出され得、受信（Ｒｘ）プロセッサ１５３８によってさらに処理され得る。受信プロセッ
サ１５３８は、復号されたデータを、データ出力およびプロセッサ１５４０に供給し得る
。プロセッサ１５４０は、ワイヤレス通信システムにおける複数の階層的レイヤ上での階
層的送信に関係する様々な態様を実行し得るモジュールまたは機能１５４１を含み得る。
たとえば、モジュールまたは機能１５４１は、図１１Ａまたは図１１Ｂを参照しながら説
明したレイヤ構成モジュール１１２０もしくは１１６０、および／または図１３を参照し
ながら説明したＵＥレイヤ構成モジュール１３４０の機能の一部もしくは全部を実行し得
る。
【０１２４】
　[0149]ｅＮＢ１０５－ｅ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
アで実施するように適合された１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個別にまたはまとめ
て実装され得る。言及されたモジュールの各々は、システム１５００の動作に関係する１
つまたは複数の機能を実施するための手段であり得る。同様に、ＵＥ１１５－ｅ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施するように適合された１つ
または複数のＡＳＩＣを用いて、個別にまたはまとめて実装され得る。言及された構成要
素の各々は、システム１５００の動作に関係する１つまたは複数の機能を実施するための
手段であり得る。
【０１２５】
　[0150]一構成では、ｅＮＢ１０５－ｅは、送信とその送信の受信の確認応答との間に第
１のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）を有する第１のサブフレームタイプを有する第１の
レイヤ送信を有する第１のレイヤを通して部分的に定義されたワイヤレス通信システム内
で動作するように構成するための手段と、第１のレイヤと多重化された第２のレイヤにお
いて動作するための手段とを含み、第２のレイヤ送信は、第１のＲＴＴよりも小さい第２
のＲＴＴを有する第２のサブフレームタイプを有する。一態様では、上述の手段は、上述
の手段によって説明された機能を実行するように構成されたｅＮＢ１０５－ｅのｅＮＢコ
ントローラ／プロセッサ１５４０、ｅＮＢメモリ１５４２、ｅＮＢ送信プロセッサ１５２
０、ｅＮＢ受信機プロセッサ１５３８、ｅＮＢ変調器／復調器１５３２、およびｅＮＢア
ンテナ１５３４であり得る。構成において、ＵＥ１１５－ｅは、送信とその送信の受信の
確認応答との間に第１のラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）を有する第１のサブフレームタ
イプを有する第１のレイヤ送信を有する第１のレイヤを通して部分的に定義されたワイヤ
レス通信システム内で動作するように構成するための手段と、第１のレイヤと多重化され
た第２のレイヤにおいて動作するための手段とを含み、第２のレイヤ送信は、第１のＲＴ
Ｔよりも小さい第２のＲＴＴを有する第２のサブフレームタイプを有する。上述の手段は
、上述の手段によって説明された機能を実行するように構成されたＵＥ１１５－ｅのＵＥ
コントローラ／プロセッサ１５８０、ＵＥメモリ１５８２、ＵＥ送信プロセッサ１５６４
、ＵＥ受信機プロセッサ１５５８、ＵＥ変調器／復調器１５５４、およびＵＥアンテナ１
５５２であり得る。
【０１２６】
　[0151]別の構成では、ｅＮＢ１０５－ｅは、２つ以上の別個のキャリアを使用して、第
１のサブフレームタイプを有する１つまたは複数のサブフレームをフレームの中で同時に
送信するための手段と、キャリアのうちの少なくとも１つは第１の帯域幅を有する、第２
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の帯域幅を有する１つのキャリアを使用して、第２のサブフレームタイプとしてのサブフ
レームをフレームの中で送信するための手段と、第２の帯域幅が第１の帯域幅よりも大き
い、を含む。一態様では、上述の手段は、上述の手段によって説明された機能を実行する
ように構成されたｅＮＢ１０５－ｅのｅＮＢコントローラ／プロセッサ１５４０、ｅＮＢ
メモリ１５４２、ｅＮＢ送信プロセッサ１５２０、ｅＮＢ受信機プロセッサ１５３８、ｅ
ＮＢ変調器／復調器１５３２、およびｅＮＢアンテナ１５３４であり得る。構成において
、ＵＥ１１５－ｅは、２つ以上の別個のキャリアを使用して、第１のサブフレームタイプ
を有する１つまたは複数のサブフレームをフレームの中で同時に送信するための手段と、
キャリアのうちの少なくとも１つは第１の帯域幅を有する、第２の帯域幅を有する１つの
キャリアを使用して、第２のサブフレームタイプとしてのサブフレームをフレームの中で
送信するための手段と、第２の帯域幅が第１の帯域幅よりも大きい、を含む。上述の手段
は、上述の手段によって説明された機能を実行するように構成されたＵＥ１１５－ｅのＵ
Ｅコントローラ／プロセッサ１５８０、ＵＥメモリ１５８２、ＵＥ送信プロセッサ１５６
４、ＵＥ受信機プロセッサ１５５８、ＵＥ変調器／復調器１５５４、およびＵＥアンテナ
１５５２であり得る。
【０１２７】
　[0152]図１６は、本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャートである。明快のために、方法１６００は、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ
、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅ
ＮＢ、ＵＥ、またはデバイス１０５、１１５、１１０５、および／または１１５５のうち
の１つを参照しながら以下で説明される。一例では、ｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイスは、
以下で説明する機能を実施するためにｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイス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。
【０１２８】
　[0153]ブロック１６０５において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、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、システムは、送信とその送信の受信の
確認応答との間に第１のＲＴＴを有する第１のサブフレームタイプを有する第１のレイヤ
送信を伴う第１のレイヤを通して部分的に定義される。ブロック１６０５における動作は
、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら説明したレイヤ構成
モジュール１１２０および／または１１６０、図１２を参照しながら説明したｅＮＢレイ
ヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しながら説明したＵＥレイヤ構成モジュール１
３４０、図１５を参照しながら説明したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１
５４０ならびに関連する構成要素を使用して実施され得る。
【０１２９】
　[0154]ブロック１６１０において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第１の
レイヤと多重化された第２のレイヤにおいて動作し得、第２のレイヤ送信は、第１のＲＴ
Ｔよりも小さい第２のＲＴＴを有する第２のサブフレームタイプを有する。ブロック１６
１０における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら
説明した受信機モジュール１１１０および送信機モジュール１１３０に関連するレイヤ構
成モジュール１１２０および／または１１６０、図１２を参照しながら説明したトランシ
ーバモジュール１２５５およびアンテナ１２６０に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール
１２７０、図１３を参照しながら説明したトランシーバモジュール１３７０およびアンテ
ナ１３８０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１５を参照しながら説明し
たプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならびに関連する構成要素を使
用して実施され得る。
【０１３０】
　[0155]したがって、方法１６００は、第２のレイヤにとってのＲＴＴが第１のレイヤに
とってのＲＴＴよりも短い異なる階層的レイヤにおけるワイヤレス通信を提供し得、向上
されたＴＣＰセグメント誤り率、それによって、拡張されたデータ転送レートを有する第
２のレイヤをそのように提供し得る。方法１６００は一実装形態にすぎず、方法１６００
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の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され、または別の方法で修正され得る
ことに留意されたい。
【０１３１】
　[0156]図１７は、本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャートである。明快のために、方法１７００は、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ
、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅ
ＮＢ、ＵＥ、またはデバイス１０５、１１５、１１０５、および／または１１５５のうち
の１つを参照しながら以下で説明される。一例では、ｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイスは、
以下で説明する機能を実施するためにｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイス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。
【０１３２】
　[0157]ブロック１７０５において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、送信と
その送信の受信の確認応答との間に第１のＲＴＴを有する第１のサブフレームタイプを有
する第１のレイヤ送信を伴う第１のレイヤ動作を構成し得る。ブロック１７０５における
動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら説明した第１
のレイヤ構成モジュール１１７０に関連するレイヤ構成モジュール１１２０および／また
は１１６０、図１２を参照しながら説明したｅＮＢ第１のレイヤ構成モジュール１２８０
に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しながら説明したＵＥ第
１のレイヤ構成モジュール１３５０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１
５を参照しながら説明したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならび
に関連する構成要素を使用して実施され得る。
【０１３３】
　[0158]ブロック１７１０において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第１の
ＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴを有する第２のサブフレームタイプを有する第２のレイ
ヤ送信を伴う第２のレイヤ動作を構成し得る。ブロック１７１０における動作は、場合に
よっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら説明したバーストモードモジ
ュール１１７５に関連するレイヤ構成モジュール１１２０および／または１１６０、図１
２を参照しながら説明したｅＮＢバーストモードモジュール１２８５に関連するｅＮＢレ
イヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しながら説明したＵＥバーストモードモジュ
ール１３５５に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１５を参照しながら説明
したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならびに関連する構成要素を
使用して実施され得る。
【０１３４】
　[0159]ブロック１７１５において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第１の
サブフレームタイプを有する１つまたは複数のサブフレームを送信し得る。ブロック１７
１５における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら
説明した第１のレイヤ構成モジュール１１７０および送信機モジュール１１３０に関連す
るレイヤ構成モジュール１１２０および／または１１６０、図１２を参照しながら説明し
たｅＮＢ第１のレイヤ構成モジュール１２８０、トランシーバモジュール１２５５および
アンテナ１２６０に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しなが
ら説明したＵＥ第１のレイヤ構成モジュール１３５０、トランシーバモジュール１３７０
およびアンテナ１３８０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１５を参照し
ながら説明したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならびに関連する
構成要素を使用して実施され得る。
【０１３５】
　[0160]ブロック１７２０において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第１の
サブフレームタイプとしての１つまたは複数のサブフレームと時分割多重化された、第２
のサブフレームタイプを有する１つまたは複数のサブフレームを送信し得る。ブロック１
７２０における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しなが
ら説明したバーストモードモジュール１１７５および送信機モジュール１１３０に関連す
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るレイヤ構成モジュール１１２０および／または１１６０、図１２を参照しながら説明し
たｅＮＢバーストモードモジュール１２８５、トランシーバモジュール１２５５およびア
ンテナ１２６０に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しながら
説明したＵＥバーストモードモジュール１３５５、トランシーバモジュール１３７０およ
びアンテナ１３８０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１５を参照しなが
ら説明したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならびに関連する構成
要素を使用して実施され得る。
【０１３６】
　[0161]したがって、方法１７００は、第２のレイヤにとってのＲＴＴが第１のレイヤに
とってのＲＴＴよりも短い、異なる階層的レイヤにおけるワイヤレス通信を提供し得、向
上されたＴＣＰセグメント誤り率、それによって、拡張されたデータ転送レートを有する
第２のレイヤをそのように提供し得る。方法１７００は一実装形態にすぎず、方法１７０
０の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され、または別の方法で修正され得
ることに留意されたい。
【０１３７】
　[0162]図１８は、本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャートである。明快のために、方法１８００は、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ
、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅ
ＮＢ、ＵＥ、またはデバイス１０５、１１５、１１０５、および／または１１５５のうち
の１つを参照しながら以下で説明される。一例では、ｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイスは、
以下で説明する機能を実施するためにｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイス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。
【０１３８】
　[0163]ブロック１８０５において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、送信と
その送信の受信の確認応答との間に第１のＲＴＴを有する第１のサブフレームタイプを有
する第１のレイヤ送信を伴う第１のレイヤ動作を構成し得る。ブロック１８０５における
動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら説明した第１
のレイヤ構成モジュール１１７０に関連するレイヤ構成モジュール１１２０および／また
は１１６０、図１２を参照しながら説明したｅＮＢ第１のレイヤ構成モジュール１２８０
に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しながら説明したＵＥ第
１のレイヤ構成モジュール１３５０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１
５を参照しながら説明したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならび
に関連する構成要素を使用して実施され得る。
【０１３９】
　[0164]ブロック１８１０において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第１の
ＲＴＴよりも小さい第２のＲＴＴを有する第２のサブフレームタイプを有する第２のレイ
ヤ送信を伴う第２のレイヤ動作を構成し得る。ブロック１８１０における動作は、場合に
よっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら説明したバーストモードモジ
ュール１１７５に関連するレイヤ構成モジュール１１２０および／または１１６０、図１
２を参照しながら説明したｅＮＢバーストモードモジュール１２８５に関連するｅＮＢレ
イヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しながら説明したＵＥバーストモードモジュ
ール１３５５に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１５を参照しながら説明
したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならびに関連する構成要素を
使用して実施され得る。
【０１４０】
　[0165]ブロック１８１５において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第２の
サブフレームタイプとしてのサブフレームの中でデータを送信し得る。ブロック１８１５
における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しながら説明
したバーストモードモジュール１１７５および送信機モジュール１１３０に関連するレイ
ヤ構成モジュール１１２０および／または１１６０、図１２を参照しながら説明したｅＮ
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Ｂバーストモードモジュール１２８５、トランシーバモジュール１２５５およびアンテナ
１２６０に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照しながら説明し
たＵＥバーストモードモジュール１３５５、トランシーバモジュール１３７０およびアン
テナ１３８０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１５を参照しながら説明
したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならびに関連する構成要素を
使用して実施され得る。
【０１４１】
　[0166]ブロック１８２０において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第２の
サブフレームタイプとしてのサブフレーム内で、送信の受信の確認応答を受信し得る。ブ
ロック１８２０における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参
照しながら説明したバーストモードモジュール１１７５および受信機モジュール１１１０
に関連するレイヤ構成モジュール１１２０および／または１１６０、図１２を参照しなが
ら説明したｅＮＢバーストモードモジュール１２８５、トランシーバモジュール１２５５
およびアンテナ１２６０に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照
しながら説明したＵＥバーストモードモジュール１３５５、トランシーバモジュール１３
７０およびアンテナ１３８０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図１５を参
照しながら説明したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０ならびに関連
する構成要素を使用して実施され得る。
【０１４２】
　[0167]したがって、方法１８００は、送信の受信の確認応答がその送信と同じサブフレ
ーム内で受信され得る、異なる階層的レイヤにおけるワイヤレス通信を提供し得る。方法
１８００は一実装形態にすぎず、方法１８００の動作は、他の実装形態が可能であるよう
に再構成され、または別の方法で修正され得ることに留意されたい。
【０１４３】
　[0168]図１９は、本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャートである。明快のために、方法１９００は、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ
、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅ
ＮＢ、ＵＥ、またはデバイス１０５、１１５、１１０５、および／または１１５５のうち
の１つを参照しながら以下で説明される。一例では、ｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイスは、
以下で説明する機能を実施するためにｅＮＢ、ＵＥ、またはデバイス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。
【０１４４】
　[0169]ブロック１９０５において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、２つ以
上の別個のキャリアを使用して、第１のサブフレームタイプを有する１つまたは複数のサ
ブフレームをフレームの中で同時に送信し得、キャリアのうちの少なくとも１つは第１の
帯域幅を有する。ブロック１９０５における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／
または図１１Ｂを参照しながら説明したスケーラブル帯域幅モジュール１１８５および送
信機モジュール１１３０に関連するレイヤ構成モジュール１１２０および／または１１６
０、図１２を参照しながら説明したｅＮＢスケーラブル帯域幅モジュール１２９５、トラ
ンシーバモジュール１２５５およびアンテナ１２６０に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュ
ール１２７０、図１３を参照しながら説明したＵＥスケーラブル帯域幅構成モジュール１
３６５、トランシーバモジュール１３７０およびアンテナ１３８０に関連するＵＥレイヤ
構成モジュール１３４０、図１５を参照しながら説明したプロセッサ１５８０および／ま
たはプロセッサ１５４０ならびに関連する構成要素を使用して実施され得る。
【０１４５】
　[0170]ブロック１９１０において、ｅＮＢ、ＵＥ、および／またはデバイスは、第２の
帯域幅を有する１つのキャリアを使用して、第２のサブフレームタイプとしてのサブフレ
ームをフレームの中で送信し得、第２の帯域幅が第１の帯域幅よりも大きい。ブロック１
９１０における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／または図１１Ｂを参照しなが
ら説明したスケーラブル帯域幅モジュール１１８５および送信機モジュール１１３０に関
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連するレイヤ構成モジュール１１２０および／または１１６０、図１２を参照しながら説
明したｅＮＢスケーラブル帯域幅モジュール１２９５、トランシーバモジュール１２５５
およびアンテナ１２６０に関連するｅＮＢレイヤ構成モジュール１２７０、図１３を参照
しながら説明したＵＥスケーラブル帯域幅構成モジュール１３６５、トランシーバモジュ
ール１３７０およびアンテナ１３８０に関連するＵＥレイヤ構成モジュール１３４０、図
１５を参照しながら説明したプロセッサ１５８０および／またはプロセッサ１５４０なら
びに関連する構成要素を使用して実施され得る。
【０１４６】
　[0171]したがって、方法１９００は、異なる階層的レイヤにおいてスケーラブル帯域幅
を利用し得るワイヤレス通信を提供し得る。方法１９００は一実装形態にすぎず、方法１
９００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され、または別の方法で修正さ
れ得ることに留意されたい。
【０１４７】
　[0172]図２０は、本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャートである。明快のために、方法２０００は、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ
、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅ
ＮＢ、ＵＥ、またはデバイス１０５、１１５、１１０５、および／または１１５５のうち
の１つを参照しながら以下で説明される。一例では、ｅＮＢは、以下で説明する機能を実
施するためにｅＮＢ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。
【０１４８】
　[0173]ブロック２００５において、ｅＮＢは、第１のシンボル持続時間を有する第１の
領域と、第１のシンボル持続時間と異なる第２のシンボル持続時間を有する第２の領域と
、を用いてキャリアを構成し得、第１および第２の領域はＴＤＭまたはＦＤＭされる。い
くつかの例では、第２のシンボル持続時間は、第１のシンボル持続時間よりも短い。ブロ
ック２００５における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／もしくは図１１Ｂを参
照しながら説明したレイヤ構成モジュール１１２０および／もしくは１１６０、図１２を
参照しながら説明したｅＮＢ領域構成モジュール１２９７、ならびに／または図１５を参
照しながら説明したプロセッサ１５４０および関連する構成要素を使用して実施され得る
。
【０１４９】
　[0174]ブロック２０１０において、ｅＮＢは、ＵＥのレイテンシ要件に従って、第１ま
たは第２の領域を使用してＵＥと通信し得る。このことは、第１の領域のシンボルの中で
信号を送信することを含み得、ここで、信号は第２のシンボル持続時間を示す。信号は、
ＲＲＣシグナリング、ブロードキャストメッセージ、レイヤ１シグナリング、ＭＡＣレイ
ヤシグナリングなどであってよい。ブロック２０１０における動作は、場合によっては、
図１１Ａまたは図１１Ｂの受信機モジュール１１１０もしくは１１１０－ａまたは送信機
モジュール１１３０もしくは１１３０－ａ、図１２のトランシーバモジュール１２５５、
および／あるいはプロセッサ１５４０ならびに関連する図１５の構成要素を使用して実施
され得る。
【０１５０】
　[0175]いくつかの例では、方法１６００はまた、第２の領域によって占有されるキャリ
アの一部分を、ＵＥのレイテンシ要件に少なくとも部分的に基づいて調整することを含み
得る。このことは、第２の領域の持続時間または周期性を調整することを含み得、または
それは、第２の領域の帯域幅を調整することを含み得る。これらの調整動作は、図１１Ｂ
のクロックモジュール１１８０もしくはスケーラブル帯域幅モジュール１１８５、または
図１２のｅＮＢクロックモジュール１２９０もしくはｅＮＢスケーラブル帯域幅モジュー
ル１２９５によって実行され得る。
【０１５１】
　[0176]方法２０００はまた、第１の領域と第２の領域との間のガードバンドを構成する
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ことを含み得る。付加的または代替的には、方法２０００は、キャリアの第３の領域を第
２のシンボル持続時間を用いて構成することを含み得る。様々な例では、第１および第２
の領域はＦＤＭされ得、第３の領域は第１および第２の領域とＴＤＭされ得る。第３の領
域もしくはガードバンド、またはその両方を構成する動作は、図１１Ｂの領域構成モジュ
ール１１９０、図１２のｅＮＢ領域構成モジュール１２９７、または図１５のプロセッサ
１５４０および関連する構成要素によって実行され得る。
【０１５２】
　[0177]図２１は、本開示の態様による、ワイヤレス通信の方法の一例を概念的に示すフ
ローチャートである。明快のために、方法２１００は、図１、図７、図１１Ａ、図１１Ｂ
、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明したアクセスポイント、ｅ
ＮＢ、ＵＥ、またはデバイス１０５、１１５、１１０５、および／または１１５５のうち
の１つを参照しながら以下で説明される。一例では、ＵＥは、以下で説明する機能を実施
するために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。
【０１５３】
　[0178]ブロック２１０５において、ＵＥは、第１のシンボル持続時間を有する第１の領
域を識別し得る。ブロック２１０５における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／
もしくは図１１Ｂを参照しながら説明したレイヤ構成モジュール１１２０および／もしく
は１１６０、図１３を参照しながら説明したＵＥ領域構成モジュール１３６７、ならびに
／または図１５を参照しながら説明したプロセッサ１５８０および関連する構成要素を使
用して実施され得る。
【０１５４】
　[0179]ブロック２１１０において、ＵＥは、第１のシンボル持続時間と異なる第２のシ
ンボル持続時間を有する第２の領域を識別し得、第１および第２の領域はＴＤＭまたはＦ
ＤＭされる。いくつかの例では、第２のシンボル持続時間は、第１のシンボル持続時間よ
りも短い。ブロック２１０５における動作は、場合によっては、図１１Ａおよび／もしく
は図１１Ｂを参照しながら説明したレイヤ構成モジュール１１２０および／もしくは１１
６０、図１３を参照しながら説明したＵＥ領域構成モジュール１３６７、ならびに／また
は図１５を参照しながら説明したプロセッサ１５８０および関連する構成要素を使用して
実施され得る。
【０１５５】
　[0180]ブロック２１１５において、ＵＥは、レイテンシ要件に少なくとも部分的に基づ
いて、第１または第２の領域を使用して基地局と通信し得る。このことは、第１の領域の
シンボルの中で信号を受信することを含み得、ここで、信号は第２のシンボル持続時間を
示す。信号は、ＲＲＣシグナリング、ブロードキャストメッセージ、レイヤ１シグナリン
グ、ＭＡＣレイヤシグナリングなどであってよい。ブロック２１１５における動作は、場
合によっては、図１１Ａまたは図１１Ｂの受信機モジュール１１１０もしくは１１１０－
ａまたは送信機モジュール１１３０もしくは１１３０－ａ、図１２のトランシーバモジュ
ール１３７０、および／あるいはプロセッサ１５８０ならびに関連する構成要素、図１５
を使用して実施され得る。
【０１５６】
　[0181]いくつかの例では、方法２１００はまた、第１の領域と第２の領域との間のガー
ドバンドを識別することを含み得る。付加的または代替的には、方法２１００は、キャリ
アの第３の領域を第２のシンボル持続時間を用いて識別することを含み得る。様々な例で
は、第１および第２の領域はＦＤＭされ得、第３の領域は第１および第２の領域とＴＤＭ
され得る。第３の領域もしくはガードバンド、またはその両方を識別する動作は、図１１
Ｂの領域構成モジュール１１９０、図１３のＵＥ領域構成モジュール１３６７、または図
１５のプロセッサ１５８０および関連する構成要素によって実行され得る。
【０１５７】
　[0182]添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、例示的な実施形態について説
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明しており、実装され得るかまたは特許請求の範囲内に入る唯一の例を表すものではない
。この説明全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示
の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない
。詳細な説明は、説明された技法の理解を与えるために、具体的な詳細を含む。しかしな
がら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実践される場合がある。場合によっ
ては、説明された例の概念を不明瞭にすることを避けるために、よく知られている構造お
よびデバイスがブロック図の形態で示されている。
【０１５８】
　[0183]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表現され
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、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１５９】
　[0184]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは
、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラマブル
論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネント
、または本明細書で説明された機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せに
よって実装または実施され得る。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
、またはステートマシンであり得る。プロセッサはまた、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つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのよ
うな構成として実装され得る。
【０１６０】
　[0185]本明細書に記載された機能は、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、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令また
はコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶され得、またはコンピュータ可読媒体を介
して送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲および
趣旨内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記に記載された機能は、プロセ
ッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれかの
組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴は
また、機能の部分が異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されること
を含む、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲内を含め、本明細書
で使用されるとき、「のうちの少なくとも１つ」で始まる項目のリスト内で使用される「
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」のリストが、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リストを示す。
【０１６１】
　[0186]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通信媒体と、コンピュータ記憶媒体の両方を含む。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、Ｒ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、磁
気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または命令もしくはデータ
構造の形態で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、任意の接続は、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、光ファイバケーブル、ツイ
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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
で使用するディスク（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。
【０１６２】
　[0187]本開示の前の説明は、当業者が本開示を作製または使用することを可能にするた
めに提供される。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり、本明細書にお
いて定義された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態
に適用される場合がある。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は
、一例または一事例を示すものであり、言及された例についていかなる選好も暗示せず、
または必要としない。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。

【図１】 【図２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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