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(57)【要約】
　ワイヤレス通信のための方法、システム、およびデバ
イスが説明される。スケジューリングされていないアッ
プリンク送信のために、様々な自律的なアップリンク制
御チャネル構成が使用され得る。たとえば、ユーザ機器
(UE)が、スケジューリングされていないアップリンク送
信を開始することができ、アップリンク送信のための自
律的なアップリンク制御チャネル構成を特定することが
できる。UEは、制御チャネル構成に従って送信機会の初
期送信時間間隔の間に制御情報およびデータを送信する
ことができ、制御チャネル構成は、いくつかの異なる波
形およびペイロード構成を含み得る。たとえば、自律的
なアップリンク制御チャネル構成は、データと周波数分
割多重化または時分割多重化され、1つまたは複数の周
波数インターレースにおいて送信される、制御情報を含
み得る。いくつかの場合、制御チャネル構成は、clear-
to-send信号のためのシンボル期間と、データ送信の前
のガード期間に使用される1つまたは複数のシンボル期
間とを含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップと、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を送信するステップと、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを送信するステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップが、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分を特定するステップを備え、
前記制御情報が前記狭い帯域幅部分において送信され、前記制御情報が前記TxOPの前記初
期TTIの間に前記データと周波数分割多重化される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項2に記載
の方法。
【請求項４】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が14個の変調シンボル期間を備え、前記14
個の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる4個の変調シンボル期間
と、データ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを備える、請求項2に記載の
方法。
【請求項５】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、拡張物理アップリンク制御チャネル(e
PUCCH)に対応するペイロードおよび波形を備える、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップが、
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定するステップを備え、前記制御
情報が前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信され、前記制御情報が前記TxOP
の前記初期TTIの間に前記データと時分割多重化される、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の狭い帯域幅部分において送信される、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項7に記載
の方法。
【請求項９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項8に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを送信
するステップを備える、請求項9に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが、前記免許不要無線周波数スペク
トル帯域の複数の周波数インターレースにおいて送信される、請求項6に記載の方法。
【請求項１３】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項12に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを送信するステップを備える、請求項13に記載の方法。
【請求項１６】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が2個の変調シンボル期間を備え、前記2個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる第1の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる第2の変調シンボル期間とを備える、請求項12に記載の方
法。
【請求項１７】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを送信するステップを備える、請求項16に記載の方法。
【請求項１８】
　前記TxOPの前記初期TTIの変調シンボル期間の間に基地局からclear-to-send (CTS)信号
を受信するステップをさらに備え、前記CTS信号が前記制御情報に応答するものである、
請求項6に記載の方法。
【請求項１９】
　前記CTS信号を含む前記変調シンボル期間と前記データとの間のガード期間を特定する
ステップをさらに備え、前記ガード期間が、前記制御情報、前記CTS信号、および前記デ
ータと時分割多重化される、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを送信するステップ
を備える、請求項19に記載の方法。
【請求項２１】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが送信され、前記CTS信号が前記免許
不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレースにおいて受信される、請求項18に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる
初期変調シンボル期間を備える、請求項18に記載の方法。
【請求項２３】
　前記制御情報が、スケジューリング要求(SR)、変調およびコーディング方式(MCS)の指
示、もしくはハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報のうちの少なくとも1つ、またはこれ
らの組合せを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項２４】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を示す無線リソース制御(RRC)シグナリン
グを受信するステップをさらに備え、前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が前記
RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて特定される、請求項1に記載の方法。
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【請求項２５】
　前記RRCシグナリングが、周波数領域割振り、復調基準信号(DMRS)構成、もしくは直交
カバーコード(OCC)シーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合
せを備える、請求項24に記載の方法。
【請求項２６】
　前記TxOPの前記初期TTIの中の前記データおよび前記TxOPの前記1つまたは複数の後続の
TTIの中の前記追加のデータが、同じ変調およびコーディング方式(MCS)を用いて送信され
る、請求項1に記載の方法。
【請求項２７】
　前記TxOPの前記初期TTIの中の前記データが第1の変調およびコーディング方式(MCS)を
用いて送信され、前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIの中の前記追加のデータが、
前記第1のMCSと異なる第2のMCSを用いて送信される、請求項1に記載の方法。
【請求項２８】
　前記TxOPの前記初期TTIにおいて送信される前記データが前記初期TTIに対する変調およ
びコーディング方式(MCS)の指示を備え、前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIにお
いて送信される前記追加のデータが前記TxOPの各々のそれぞれのTTIに対するMCSの指示を
備える、請求項1に記載の方法。
【請求項２９】
　前記TxOPの各TTIと関連付けられるハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子、冗長性バ
ージョン(RV)の指示、および新データインジケータ(NDI)を特定するステップと、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に各TTIのための前記特定されたHARQ識別子の指示、前記RV
の指示、およびNDIを送信するステップとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３０】
　前記TxOPの各TTIと関連付けられる新データインジケータ(NDI)を特定するステップと、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に各TTIと関連付けられる前記特定されたNDIの指示を送信
するステップとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３１】
　前記TxOPの前記初期TTIの間にハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子および冗長性バ
ージョン(RV)の指示を送信するステップをさらに備える、請求項30に記載の方法。
【請求項３２】
　前記TxOPの前の先行するTTIの間に前記免許不要無線周波数スペクトル帯域においてク
リアチャネルアセスメント(CCA)手順を実行するステップと、
　前記CCA手順が完了すると、前記先行するTTIの残りの時間長の間、前記免許不要無線周
波数スペクトル帯域においてビジー信号を送信するステップとをさらに備える、請求項1
に記載の方法。
【請求項３３】
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間、前記免許不要無線周波数スペク
トル帯域を監視するステップをさらに備え、前記制御情報が前記初期TTIの前記1つまたは
複数の変調シンボル期間の後に送信される、請求項32に記載の方法。
【請求項３４】
　前記初期TTIの前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間にセル固有基準信号(CRS)が
サービング基地局から受信されないと決定するステップをさらに備え、前記制御情報が、
CRSが受信されないという前記決定に少なくとも一部基づいて送信される、請求項33に記
載の方法。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップと、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
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た制御情報を受信するステップと、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを受信するステップとを備える、方法。
【請求項３６】
　前記追加のデータが受信されることに成功したかどうかを決定するステップと、
　前記決定に少なくとも一部基づいて、肯定応答メッセージまたは否定応答メッセージを
備えるフィードバックメッセージを送信するステップとをさらに備える、請求項35に記載
の方法。
【請求項３７】
　前記フィードバックメッセージが、DCIフォーマット0A、0B、4A、または4Bを使用して
送信される、請求項36に記載の方法。
【請求項３８】
　前記制御情報内で、ユーザ機器(UE)と関連付けられるスケジューリング要求(SR)を受信
するステップと、
　前記受信されたSRに少なくとも一部基づいて、前記追加のデータが前記UEから送信され
ると決定するステップとをさらに備える、請求項35に記載の方法。
【請求項３９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップが、
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定するステップを備え、前記制御
情報が前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信され、前記制御情報が前記TxOP
の前記初期TTIの間に前記データと時分割多重化される、請求項35に記載の方法。
【請求項４０】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の狭い帯域幅部分において受信される、請求項39に記載の方法。
【請求項４１】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項40に記載
の方法。
【請求項４２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項41に記載の方
法。
【請求項４３】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項42に記載の方法。
【請求項４４】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを受信
するステップを備える、請求項42に記載の方法。
【請求項４５】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが、前記免許不要無線周波数スペク
トル帯域の複数の周波数インターレースにおいて受信される、請求項39に記載の方法。
【請求項４６】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項45に記載の方
法。
【請求項４７】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項46に記載の方法。
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【請求項４８】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを受信するステップを備える、請求項46に記載の方法。
【請求項４９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が2個の変調シンボル期間を備え、前記2個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる第1の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる第2の変調シンボル期間とを備える、請求項45に記載の方
法。
【請求項５０】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを受信するステップを備える、請求項49に記載の方法。
【請求項５１】
　前記TxOPの前記初期TTIの変調シンボル期間の間にユーザ機器(UE)へclear-to-send (CT
S)信号を送信するステップをさらに備え、前記CTS信号が前記制御情報に応答するもので
ある、請求項39に記載の方法。
【請求項５２】
　前記CTS信号を含む前記変調シンボル期間と前記データとの間のガード期間を特定する
ステップをさらに備え、前記ガード期間が、前記制御情報、前記CTS信号、および前記デ
ータと時分割多重化される、請求項51に記載の方法。
【請求項５３】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを受信するステップ
を備える、請求項52に記載の方法。
【請求項５４】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが受信され、前記CTS信号が前記免許
不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレースにおいて送信される、請求項51に
記載の方法。
【請求項５５】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる
初期変調シンボル期間を備える、請求項51に記載の方法。
【請求項５６】
　前記制御情報が、SR、変調およびコーディング方式(MCS)の指示、もしくはハイブリッ
ド自動再送要求(HARQ)情報のうちの少なくとも1つ、またはこれらの組合せを備える、請
求項35に記載の方法。
【請求項５７】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を示す無線リソース制御(RRC)シグナリン
グを送信するステップをさらに備え、前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が前記
RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて特定される、請求項35に記載の方法。
【請求項５８】
　前記RRCシグナリングが、周波数領域割振り、復調基準信号(DMRS)構成、もしくは直交
カバーコード(OCC)シーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合
せを備える、請求項57に記載の方法。
【請求項５９】
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、前記TxOPの各TTIと関連付けられるハイブリッド自動再
送要求(HARQ)識別子の指示、冗長性バージョン(RV)の指示、および新データインジケータ
(NDI)を受信するステップをさらに備える、請求項35に記載の方法。
【請求項６０】
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、前記TxOPの各TTIと関連付けられる新データインジケー
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タ(NDI)の指示を受信するステップをさらに備える、請求項35に記載の方法。
【請求項６１】
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子および冗長性
バージョン(RV)の指示を受信するステップと、
　前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIの各々と関連付けられるHARQ識別子およびRV
の指示を決定するステップとをさらに備え、前記HARQ識別子および前記RVの前記指示を決
定するステップが、前記TxOPの前記初期TTIの間に受信される前記HARQ識別子および前記R
Vの前記指示と関連付けられる逐次計算に少なくとも一部基づく、請求項60に記載の方法
。
【請求項６２】
　前記制御情報が、搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える前記免許不要無線周波
数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において受信される、請求項35に記載の方法。
【請求項６３】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が14個の変調シンボル期間を備え、前記14
個の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる4個の変調シンボル期間
と、データ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを備える、請求項62に記載の
方法。
【請求項６４】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、拡張物理アップリンク制御チャネル(e
PUCCH)に対応するペイロードおよび波形を備える、請求項63に記載の方法。
【請求項６５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するための手段と、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を送信するための手段と、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを送信するための手段とを備える、装置。
【請求項６６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するための手段と、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を受信するための手段と、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを受信するための手段とを備える、装置。
【請求項６７】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的に通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行され
ると、前記装置に、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定させ、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を送信させ、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
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において追加のデータを送信させる
　ように動作可能である、装置。
【請求項６８】
　前記命令が、前記装置に、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分を特定させ、
　前記狭い帯域幅部分において前記TxOPの前記初期TTIの間に前記データと周波数分割多
重化された前記制御情報を送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項６９】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項68に記載
の装置。
【請求項７０】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が14個の変調シンボル期間を備え、前記14
個の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる4個の変調シンボル期間
と、データ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを備える、請求項68に記載の
装置。
【請求項７１】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、拡張物理アップリンク制御チャネル(e
PUCCH)に対応するペイロードおよび波形を備える、請求項70に記載の装置。
【請求項７２】
　前記命令が、前記装置に、
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定させ、
　前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間に、前記TxOPの前記初期TTIの間に前記デー
タと時分割多重化された前記制御情報を送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項７３】
　前記命令が、前記装置に、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において前記初期TTIの中の
前記制御情報および前記データを送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項72に記載の装置。
【請求項７４】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項73に記載
の装置。
【請求項７５】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項74に記載の装
置。
【請求項７６】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項75に記載の装置。
【請求項７７】
　前記命令が、前記装置に、
　前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを送信
させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項75に記載の装置。
【請求項７８】
　前記命令が、前記装置に、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数インターレースにおいて前記初
期TTIの中の前記制御情報および前記データを送信させる
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　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項72に記載の装置。
【請求項７９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項78に記載の装
置。
【請求項８０】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項79に記載の装置。
【請求項８１】
　前記命令が、前記装置に、
　前記複数の周波数インターレース内の前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項79に記載の装置。
【請求項８２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が2個の変調シンボル期間を備え、前記2個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる第1の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる第2の変調シンボル期間とを備える、請求項78に記載の装
置。
【請求項８３】
　前記命令が、前記装置に、
　前記複数の周波数インターレース内の前記2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項82に記載の装置。
【請求項８４】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの変調シンボル期間の間に基地局からclear-to-send (CTS)信号
を受信させるように前記プロセッサによって実行可能であり、前記CTS信号が前記制御情
報に応答するものである、請求項72に記載の装置。
【請求項８５】
　前記命令が、前記装置に、
　前記CTS信号を含む前記変調シンボル期間と前記データとの間のガード期間を特定させ
るように前記プロセッサによって実行可能であり、前記ガード期間が、前記制御情報、前
記CTS信号、および前記データと時分割多重化される、請求項84に記載の装置。
【請求項８６】
　前記命令が、前記装置に、
　前記ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項85に記載の装置。
【請求項８７】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが送信され、前記CTS信号が前記免許
不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレースにおいて受信される、請求項84に
記載の装置。
【請求項８８】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる
初期変調シンボル期間を備える、請求項84に記載の装置。
【請求項８９】
　前記制御情報が、スケジューリング要求(SR)、変調およびコーディング方式(MCS)の指
示、またはハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報、またはこれらの組合せのうちの少なく
とも1つを備える、請求項67に記載の装置。
【請求項９０】
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　前記命令が、前記装置に、
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を示す無線リソース制御(RRC)シグナリン
グを受信させ、
　前記RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて前記自律的なアップリンク制御チャネ
ル構成を特定させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項９１】
　前記RRCシグナリングが、周波数領域割振り、復調基準信号(DMRS)構成、もしくは直交
カバーコード(OCC)シーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合
せを備える、請求項90に記載の装置。
【請求項９２】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの中の前記データおよび前記TxOPの前記1つまたは複数の後続の
TTIの中の前記追加のデータを、同じ変調およびコーディング方式(MCS)を用いて送信させ
る
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項９３】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの中の前記データを第1の変調およびコーディング方式(MCS)を
用いて送信させ、前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIの中の前記追加のデータを前
記第1のMCSと異なる第2のMCSを用いて送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項９４】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの中の前記データを、前記初期TTIに対する変調およびコーディ
ング方式(MCS)の指示とともに送信させ、前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIの中
の前記追加のデータを、前記TxOPの各々のそれぞれのTTIに対するMCSの指示とともに送信
させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項９５】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの各TTIと関連付けられるハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子、冗長性バ
ージョン(RV)の指示、および新データインジケータ(NDI)を特定させ、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に各TTIのための前記特定されたHARQ識別子の指示、前記RV
の指示、およびNDIを送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項９６】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの各TTIと関連付けられる新データインジケータ(NDI)を特定させ、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に各TTIと関連付けられる前記特定されたNDIの指示を送信
させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項９７】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの間にハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子および冗長性バ
ージョン(RV)の指示を送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項96に記載の装置。
【請求項９８】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前の先行するTTIの間に前記免許不要無線周波数スペクトル帯域においてク
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リアチャネルアセスメント(CCA)手順を実行させ、
　前記CCA手順が完了すると、前記先行するTTIの残りの時間長の間、前記免許不要無線周
波数スペクトル帯域においてビジー信号を送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項67に記載の装置。
【請求項９９】
　前記命令が、前記装置に、
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間、前記免許不要無線周波数スペク
トル帯域を監視させ、
　前記初期TTIの前記1つまたは複数の変調シンボル期間の後で前記制御情報を送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項98に記載の装置。
【請求項１００】
　前記命令が、前記装置に、
　前記初期TTIの前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間にセル固有基準信号(CRS)が
サービング基地局から受信されないと決定させ、
　CRSが受信されないという前記決定に少なくとも一部基づいて前記制御情報を送信させ
る
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項99に記載の装置。
【請求項１０１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的に通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行され
ると、前記装置に、
　　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリ
ンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定させ、
　　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化さ
れた制御情報を受信させ、
　　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯
域において追加のデータを受信させる
　ように動作可能である、装置。
【請求項１０２】
　前記命令が、前記装置に、
　前記追加のデータが受信されることに成功したかどうかを決定させ、
　前記決定に少なくとも一部基づいて、肯定応答メッセージまたは否定応答メッセージを
備えるフィードバックメッセージを送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項101に記載の装置。
【請求項１０３】
　前記フィードバックメッセージが、DCIフォーマット0A、0B、4A、または4Bを使用して
送信される、請求項102に記載の装置。
【請求項１０４】
　前記命令が、前記装置に、
　前記制御情報内で、ユーザ機器(UE)と関連付けられるスケジューリング要求(SR)を受信
させ、
　前記受信されたSRに少なくとも一部基づいて、前記追加のデータが前記UEから送信され
ると決定させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項101に記載の装置。
【請求項１０５】
　前記命令が、前記装置に、
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定させ、
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　前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間に、前記TxOPの前記初期TTIの間に前記デー
タで時分割多重化された前記制御情報を受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項101に記載の装置。
【請求項１０６】
　前記命令が、前記装置に、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において前記初期TTIの中の
前記制御情報および前記データを受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項105に記載の装置。
【請求項１０７】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項106に記
載の装置。
【請求項１０８】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項107に記載の装
置。
【請求項１０９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項108に記載の装置。
【請求項１１０】
　前記命令が、前記装置に、
　前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを受信
させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項108に記載の装置。
【請求項１１１】
　前記命令が、前記装置に、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数インターレースにおいて前記初
期TTIの中の前記制御情報および前記データを受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項105に記載の装置。
【請求項１１２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項111に記載の装
置。
【請求項１１３】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項112に記載の装置。
【請求項１１４】
　前記命令が、前記装置に、
　前記複数の周波数インターレース内の前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項112に記載の装置。
【請求項１１５】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が2個の変調シンボル期間を備え、前記2個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる第1の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる第2の変調シンボル期間とを備える、請求項111に記載の装
置。
【請求項１１６】
　前記命令が、前記装置に、
　前記複数の周波数インターレース内の前記2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
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ル期間の間に前記追加のデータを受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項115に記載の装置。
【請求項１１７】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの変調シンボル期間の間にユーザ機器(UE)へclear-to-send (CT
S)信号を送信させるように前記プロセッサによって実行可能であり、前記CTS信号が前記
制御情報に応答するものである、請求項105に記載の装置。
【請求項１１８】
　前記命令が、前記装置に、
　前記CTS信号を含む前記変調シンボル期間と前記データとの間のガード期間を特定させ
るように前記プロセッサによって実行可能であり、前記ガード期間が、前記制御情報、前
記CTS信号、および前記データと時分割多重化される、請求項117に記載の装置。
【請求項１１９】
　前記命令が、前記装置に、
　前記ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項118に記載の装置。
【請求項１２０】
　前記命令が、前記装置に、
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データを受信させ、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレースにおいて前記CTS信号
を送信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項117に記載の装置。
【請求項１２１】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる
初期変調シンボル期間を備える、請求項117に記載の装置。
【請求項１２２】
　前記制御情報が、SR、変調およびコーディング方式(MCS)の指示、もしくはハイブリッ
ド自動再送要求(HARQ)情報のうちの少なくとも1つ、またはこれらの組合せを備える、請
求項101に記載の装置。
【請求項１２３】
　前記命令が、前記装置に、
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を示す無線リソース制御(RRC)シグナリン
グを送信させ、
　前記RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて前記自律的なアップリンク制御チャネ
ル構成を特定させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項101に記載の装置。
【請求項１２４】
　前記RRCシグナリングが、周波数領域割振り、復調基準信号(DMRS)構成、もしくは直交
カバーコード(OCC)シーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合
せを備える、請求項123に記載の装置。
【請求項１２５】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、前記TxOPの各TTIと関連付けられるハイブリッド自動再
送要求(HARQ)識別子の指示、冗長性バージョン(RV)の指示、および新データインジケータ
(NDI)を受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項101に記載の装置。
【請求項１２６】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、前記TxOPの各TTIと関連付けられる新データインジケー
タ(NDI)の指示を受信させる
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　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項101に記載の装置。
【請求項１２７】
　前記命令が、前記装置に、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子および冗長性
バージョン(RV)の指示を受信させ、
　前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIの各々と関連付けられるHARQ識別子およびRV
の指示を決定させるように前記プロセッサによって実行可能であり、前記HARQ識別子およ
び前記RVの前記指示を決定するステップが、前記TxOPの前記初期TTIの間に受信される前
記HARQ識別子および前記RVの前記指示と関連付けられる逐次計算に少なくとも一部基づく
、請求項126に記載の装置。
【請求項１２８】
　前記命令が、前記装置に、
　前記制御情報を、搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える前記免許不要無線周波
数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において受信させる
　ように前記プロセッサによって実行可能である、請求項101に記載の装置。
【請求項１２９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が14個の変調シンボル期間を備え、前記14
個の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる4個の変調シンボル期間
と、データ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを備える、請求項128に記載
の装置。
【請求項１３０】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、拡張物理アップリンク制御チャネル(e
PUCCH)に対応するペイロードおよび波形を備える、請求項129に記載の装置。
【請求項１３１】
　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって
、前記コードが、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定し、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を送信し、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを送信する
　ように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１３２】
　ワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読記憶媒体であって
、前記コードが、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定し、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を受信し、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを受信する
　ように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下は、全般にワイヤレス通信に関し、より具体的には、自律的なアップリンクのため
のスケジューリングおよび制御チャネルの設計に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロー
ドキャストなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。
これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および電
力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり得る
。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元
接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多元接
続(OFDMA)システム(たとえば、Long Term Evolution (LTE)システム、またはNew Radio (
NR)システム)がある。ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機器(U
E)として知られていることがある、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポ
ートする、いくつかの基地局またはアクセスネットワークノードを含むことがある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　いくつかの場合、UEは、リソースの事前の割当てまたはグラントを用いてアップリンク
通信を送信することがある。そのような場合、基地局は、自律的なアップリンク送信を検
出し、それを適切に受信するために送信についての何らかの情報を決定することが必要で
あり得る。したがって、自律的なアップリンク通信が利用されるとき、効率的な協調およ
び制御チャネルの構成が望ましいことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　説明される技法は、自律的なアップリンク送信のための制御チャネルの構成およびタイ
ミングをサポートする、改善された方法、システム、デバイス、または装置に関する。一
般に、説明される技法は、スケジューリングされていないアップリンク送信とともに使用
するための様々な自律的なアップリンク制御チャネル構成を提供する。たとえば、ユーザ
機器(UE)は、基地局へ送信すべきデータを有することがあり、スケジューリングされてい
ないアップリンク送信を(たとえば、基地局からリソースのグラントをまず受信すること
なく)開始することがある。したがって、UEは、アップリンク送信のための自律的なアッ
プリンク制御チャネル構成を特定し、自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、
送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に制御情報およびデータを送信し得る。
【０００５】
　自律的なアップリンク制御チャネル構成は、いくつかの異なる波形およびペイロード構
成を含み得る。たとえば、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、データと周波数分
割多重化され搬送波帯域幅の周波数インターレースにおいて送信される、制御情報を含み
得る。自律的なアップリンク制御チャネル構成はまた、データと時分割多重化され初期TT
Iのシンボル期間のセット上で送信される、制御情報を含むことがあり、制御情報および
データは、搬送波帯域幅の周波数インターレースまたは周波数インターレースのセットに
おいて送信されることがある。加えて、または代わりに、自律的なアップリンク制御チャ
ネル構成は、データの送信の前のガード期間として使用される1つまたは複数のシンボル
が後に続く、基地局からのclear-to-send (CTS)信号の受信のために使用されるシンボル
期間を含み得る。
【０００６】
　ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、免許不要無線周波数スペクトル帯域にお
けるスケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御
チャネル構成を特定するステップと、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペク
トル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を送信するステップと、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要無
線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信するステップとを含み得る。
【０００７】
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　ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域におけるスケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリン
ク制御チャネル構成を特定するための手段と、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波
数スペクトル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多
重化された制御情報を送信するための手段と、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、
免許不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信するための手段とを含み
得る。
【０００８】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。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、装置に、免
許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリンク送
信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定させ、TxOPの初期TTIの間に、
免許不要無線周波数スペクトル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従
って、データと多重化された制御情報を送信させ、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間
に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信させるようにプロセ
ッサによって動作可能であり得る。
【０００９】
　ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされて
いないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定し、TxOP
の初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において自律的なアップリンク制
御チャネル構成に従って、データと多重化された制御情報を送信し、TxOPの1つまたは複
数の後続のTTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信
するように動作可能な、命令を含み得る。
【００１０】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定することは、免許不要無線周波数スペク
トル帯域の狭い帯域幅部分を特定することを備え、制御情報が狭い帯域幅部分において送
信されることがあり、制御情報がTxOPの初期TTIの間にデータと周波数分割多重化される
ことがある。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつ
かの例では、狭い帯域幅部分は搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、自律的な
アップリンク制御チャネル構成は14個の変調シンボル期間を備え、14個の変調シンボル期
間は、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる4個の変調シンボル期間と、データ送信と関
連付けられる10個の変調シンボル期間とを備える。
【００１１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、拡張物理アップリンク制御チャネル(ePUCC
H)に対応するペイロードおよび波形を備える。上で説明された方法、装置、および非一時
的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成を
特定することは、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定することを備え、制
御情報が1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信されることがあり、制御情報がTxO
Pの初期TTIの間にデータと時分割多重化されることがある。
【００１２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯
域幅部分において送信され得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュー
タ可読媒体のいくつかの例では、狭い帯域幅部分は搬送波帯域幅の周波数インターレース
を備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成は4個の変調シンボル期間を備え、4個
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の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、データ送信と
関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える。
【００１３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロード
および波形を備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体
のいくつかの例では、追加のデータを送信することは、4個の変調シンボル期間の後続の
変調シンボル期間の間に追加のデータを送信することを備える。
【００１４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の
周波数インターレースにおいて送信され得る。上で説明された方法、装置、および非一時
的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成は
4個の変調シンボル期間を備え、4個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の
変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える。
【００１５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、sPUCCHに対応するペイロードおよび波形を
備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例では、追加のデータを送信することは、複数の周波数インターレース内の4個の変調シ
ンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを送信することを備える。
【００１６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は2個の変調シンボル期間を備え、2個の変調シ
ンボル期間は、DMRSと関連付けられる第1の変調シンボル期間と、データ送信と関連付け
られる第2の変調シンボル期間とを備える。上で説明された方法、装置、および非一時的
コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、追加のデータを送信することは、複数の周波
数インターレース内の2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデ
ータを送信することを備える。
【００１７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、TxOPの初期TTIの変調シンボル期間の間に基地局からCTS信号を受信するためのプロ
セス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、CTS信号は制御情報に応答することが
ある。
【００１８】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、CTS信号を含む変調シンボル期間とデータとの間のガード期間を特定するためのプ
ロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、ガード期間は、制御情報、CTS信号
、およびデータと時分割多重化されることがある。
【００１９】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、追加のデータを送信することは、ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデ
ータを送信することを備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ
可読媒体のいくつかの例では、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレー
スにおいて、初期TTIの中の制御情報およびデータが送信されることがあり、CTS信号が受
信されることがある。
【００２０】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、DMRSと関連付けられる初期変調シンボル期
間を備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつ
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かの例では、制御情報は、スケジューリング要求(SR)、変調およびコーディング方式(MCS
)の指示、もしくはハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報のうちの少なくとも1つ、または
これらの組合せを備える。
【００２１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、自律的なアップリンク制御チャネル構成を示す無線リソース制御(RRC)シグナリン
グを受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、自律的なアッ
プリンク制御チャネル構成は、RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて特定されるこ
とがある。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、RRCシグナリングは、周波数領域割振り、DMRS構成、もしくは直交カバーコー
ド(OCC)シーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合せを備える
。
【００２２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、TxOPの初期TTIの中のデータおよびTxOPの1つまたは複数の後続のTTIの中の追加のデー
タは、同じ変調およびコーディング方式(MCS)を用いて送信され得る。上で説明された方
法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、TxOPの初期TTIの
中のデータは第1のMCSを用いて送信されることがあり、TxOPの1つまたは複数の後続のTTI
の中の追加のデータは、第1のMCSと異なり得る第2のMCSを用いて送信されることがある。
上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
TxOPの初期TTIにおいて送信されるデータは初期TTIに対するMCSの指示を備え、TxOPの1つ
または複数の後続のTTIにおいて送信される追加のデータはTxOPの各々のそれぞれのTTIに
対するMCSの指示を備える。
【００２３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、TxOPの各TTIと関連付けられるハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子、冗長性バ
ージョン(RV)の指示、および新データインジケータ(NDI)を特定するためのプロセス、特
徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュ
ータ可読媒体のいくつかの例はさらに、TxOPの初期TTIの間に各TTIのための特定されたHA
RQ識別子の指示、RVの指示、およびNDIを送信するためのプロセス、特徴、手段、または
命令を含み得る。
【００２４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、TxOPの各TTIと関連付けられるNDIを特定するためのプロセス、特徴、手段、または
命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のい
くつかの例はさらに、TxOPの初期TTIの間に各TTIと関連付けられる特定されたNDIの指示
を送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、
装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、TxOPの初期TTIの
間にHARQ識別子およびRVの指示とを送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を
含み得る。
【００２５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、TxOPの前の先行するTTIの間に免許不要無線周波数スペクトル帯域においてクリア
チャネルアセスメント(CCA)手順を実行するためのプロセス、特徴、手段、または命令を
含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例はさらに、CCA手順が完了すると、先行するTTIの残りの時間長の間、免許不要無線周
波数スペクトル帯域においてビジー信号を送信するためのプロセス、特徴、手段、または
命令を含み得る。
【００２６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
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らに、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間、免許不要無線周波数スペクトル
帯域を監視するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、制御情報は
初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の後に送信されることがある。上で説明され
た方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、初期TTI
の1つまたは複数の変調シンボル期間の間にセル固有基準信号(CRS)がサービング基地局か
ら受信されない可能性があると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含む
ことがあり、制御情報は、CRSが受信されない可能性があるという決定に少なくとも一部
基づいて送信されることがある。
【００２７】
　ワイヤレス通信の別の方法が説明される。方法は、免許不要無線周波数スペクトル帯域
におけるスケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク
制御チャネル構成を特定するステップと、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化
された制御情報を受信するステップと、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不
要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを受信するステップとを含み得る。
【００２８】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域におけるスケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップ
リンク制御チャネル構成を特定するための手段と、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線
周波数スペクトル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データ
と多重化された制御情報を受信するための手段と、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間
に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを受信するための手段とを
含み得る。
【００２９】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。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、装置に、免
許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリンク送
信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定させ、TxOPの初期TTIの間に、
免許不要無線周波数スペクトル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従
って、データと多重化された制御情報を受信させ、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間
に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを受信させるようにプロセ
ッサによって動作可能であり得る。
【００３０】
　ワイヤレス通信のための別の非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コ
ンピュータ可読媒体は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングさ
れていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定し、
TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において自律的なアップリン
ク制御チャネル構成に従って、データと多重化された制御情報を受信し、TxOPの1つまた
は複数の後続のTTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを
受信するように動作可能な、命令を含み得る。
【００３１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、追加のデータが受信されることに成功した可能性があるかどうかを決定するための
プロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一
時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、この決定に少なくとも一部基づいて
、肯定応答メッセージまたは否定応答メッセージを備えるフィードバックメッセージを送
信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置
、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、フィードバックメッセージ
は、DCIフォーマット0A、0B、4A、または4Bを使用して送信され得る。
【００３２】
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　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、制御情報内で、UEと関連付けられるスケジューリング要求(SR)を受信するためのプ
ロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時
的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、受信されたSRに少なくとも一部基づい
て、追加のデータがUEから送信されると決定するためのプロセス、特徴、手段、または命
令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定することは、初期TTIの1つ
または複数の変調シンボル期間を特定することを備え、制御情報が1つまたは複数の変調
シンボル期間の間に送信されることがあり、制御情報がTxOPの初期TTIの間にデータと時
分割多重化されることがある。
【００３３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯
域幅部分において受信され得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュー
タ可読媒体のいくつかの例では、狭い帯域幅部分は搬送波帯域幅の周波数インターレース
を備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成は4個の変調シンボル期間を備え、4個
の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、データ送信と
関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える。
【００３４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、sPUCCHに対応するペイロードおよび波形を
備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの
例では、追加のデータを受信することは、4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル
期間の間に追加のデータを受信することを備える。上で説明された方法、装置、および非
一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、初期TTIの中の制御情報およびデータ
は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数インターレースにおいて受信され
得る。
【００３５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は4個の変調シンボル期間を備え、4個の変調シ
ンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、データ送信と関連付け
られる2個の変調シンボル期間とを備える。上で説明された方法、装置、および非一時的
コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、
sPUCCHに対応するペイロードおよび波形を備える。上で説明された方法、装置、および非
一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、追加のデータを受信することは、複数
の周波数インターレース内の4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追
加のデータを受信することを備える。
【００３６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は2個の変調シンボル期間を備え、2個の変調シ
ンボル期間は、DMRSと関連付けられる第1の変調シンボル期間と、データ送信と関連付け
られる第2の変調シンボル期間とを備える。上で説明された方法、装置、および非一時的
コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、追加のデータを受信することは、複数の周波
数インターレース内の2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデ
ータを受信することを備える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ
可読媒体のいくつかの例はさらに、TxOPの初期TTIの変調シンボル期間の間にUEへCTS信号
を送信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、CTS信号は制御
情報に応答することがある。
【００３７】
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　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、CTS信号を含む変調シンボル期間とデータとの間のガード期間を特定するためのプ
ロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、ガード期間は、制御情報、CTS信号
、およびデータと時分割多重化されることがある。上で説明された方法、装置、および非
一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、追加のデータを受信することは、ガー
ド期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを受信することを備える。
【００３８】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレースにおいて、初期TTIの中の
制御情報およびデータが受信されることがあり、CTS信号が送信されることがある。上で
説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、自律
的なアップリンク制御チャネル構成は、DMRSと関連付けられる初期変調シンボル期間を備
える。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例
では、制御情報は、SR、MCSの指示、もしくはHARQ情報のうちの少なくとも1つ、またはこ
れらの組合せを備える。
【００３９】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、自律的なアップリンク制御チャネル構成を示すRRCシグナリングを送信するための
プロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、自律的なアップリンク制御チャネ
ル構成は、RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて特定されることがある。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、RRCシグ
ナリングは、周波数領域割振り、DMRS構成、もしくはOCCシーケンスのうちの少なくとも1
つの指示、またはこれらの任意の組合せを備える。
【００４０】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、TxOPの初期TTIの間に、TxOPの各TTIと関連付けられるHARQ識別子の指示、RVの指示
、およびNDIを受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、TxOP
の初期TTIの間に、TxOPの各TTIと関連付けられるNDIの指示を受信するためのプロセス、
特徴、手段、または命令を含み得る。
【００４１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、TxOPの初期TTIの間にHARQ識別子およびRVの指示を受信するためのプロセス、特徴
、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュー
タ可読媒体のいくつかの例はさらに、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの各々と関連付け
られるHARQ識別子およびRVの指示を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を
含むことがあり、HARQ識別子およびRVの指示を決定することは、TxOPの初期TTIの間に受
信されるHARQ識別子およびRVの指示と関連付けられる逐次計算に少なくとも一部基づくこ
とがある。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつか
の例では、制御情報は、搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える免許不要無線周波
数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において受信され得る。
【００４２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、自律的なアップリンク制御チャネル構成は14個の変調シンボル期間を備え、14個の変調
シンボル期間は、DMRSと関連付けられる4個の変調シンボル期間と、データ送信と関連付
けられる10個の変調シンボル期間とを備える。上で説明された方法、装置、および非一時
的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成は
、ePUCCHに対応するペイロードおよび波形を備える。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
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【図１】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成を
サポートするワイヤレス通信のためのシステムの例を示す図である。
【図２】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成を
サポートするワイヤレス通信システムの例を示す図である。
【図３】本開示の態様による、自律的なアップリンクをサポートする第1の自律的な制御
チャネル構成の例を示す図である。
【図４】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成を
サポートするシステムにおける自律的な制御チャネル送信のタイムラインの例を示す図で
ある。
【図５】本開示の態様による、自律的なアップリンクをサポートする第2の自律的な制御
チャネル構成の例を示す図である。
【図６】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成を
サポートするシステムにおける自律的な制御チャネル送信のタイムラインの例を示す図で
ある。
【図７】本開示の態様による、自律的なアップリンクをサポートする第3の自律的な制御
チャネル構成の例を示す図である。
【図８】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成を
サポートするシステムにおける自律的な制御チャネル送信のタイムラインの例を示す図で
ある。
【図９】本開示の態様による、自律的なアップリンクをサポートするシステムにおける第
4の自律的な制御チャネル構成の例を示す図である。
【図１０】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートするセル内listen-before-talk(LBT)手順の例を示す図である。
【図１１】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートするシステムにおけるプロセスフローの例を示す図である。
【図１２】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする1つまたは複数のデバイスのブロック図である。
【図１３】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする1つまたは複数のデバイスのブロック図である。
【図１４】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする1つまたは複数のデバイスのブロック図である。
【図１５】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする、UEを含むシステムのブロック図である。
【図１６】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする1つまたは複数のデバイスのブロック図である。
【図１７】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする1つまたは複数のデバイスのブロック図である。
【図１８】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする1つまたは複数のデバイスのブロック図である。
【図１９】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
をサポートする、基地局を含むシステムのブロック図である。
【図２０】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
を使用した通信のための方法を示す図である。
【図２１】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
を使用した通信のための方法を示す図である。
【図２２】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
を使用した通信のための方法を示す図である。
【図２３】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
を使用した通信のための方法を示す図である。
【図２４】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
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を使用した通信のための方法を示す図である。
【図２５】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
を使用した通信のための方法を示す図である。
【図２６】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
を使用した通信のための方法を示す図である。
【図２７】本開示の態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成
を使用した通信のための方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　制御チャネル構成(たとえば、自律的な物理アップリンク制御チャネル(A-PUCCH))は、
アップリンクメッセージを自律的に送信するユーザ機器(UE)によって利用され得る。A-PU
CCHは、それに従ってアップリンク制御情報を搬送することがあり、送信機会(TxOP)の間
にデータと時分割多重化または周波数分割多重化されることがある。A-PUCCHは、たとえ
ば、アップリンク変調およびコーディング方式(MCS)の指示と、新データインジケータ(ND
I: New Data Indicator)、HARQ識別子(HARQ ID: Hybrid Automatic Repeat Request Iden
tifier)、および冗長性バージョン(RV: Redundancy Version)を含み得るハイブリッド自
動再送要求(HARQ)情報と、任意選択でスケジューリング要求(SR)とを含み得る。A-PUCCH
は、アップリンクグラントを受信することなく送信されることがあり、A-PUCCHの様相(た
とえば、A-PUCCHのための周波数インターレース、送信しているUEと関連付けられる復調
基準信号(DMRS)、および直交カバーコード(OCC)シーケンスなど)は、無線リソース制御(R
RC)シグナリングを通じて基地局によって構成されることがある。以下で説明されるよう
に、A-PUCCHの構成は、異なる波形およびペイロードを使用し得る。
【００４５】
　いくつかの例では、A-PUCCHは、拡張PUCCH(ePUCCH)と同様の波形およびペイロードを利
用し得る。これらのePUCCH様の構成では、自律的なアップリンクバーストの第1の送信時
間機会(TTI)(たとえば、サブフレーム)は完全な送信機会(TxOP)のためのアップリンク制
御情報を搬送することがあり、A-PUCCHは後続のサブフレームにおいて送信されないこと
がある。しかしながら、ePUCCHとは異なり、A-PUCCHは自律的に、すなわちリソースに対
する事前の要求なしで送信されることがある。よって、A-PUCCHがePUCCH(または相互運用
性を促進する他のアップリンク制御チャネル)といくつかの様相を共有することがあり、A
-PUCCH送信の自律的な性質がA-PUCCHに対するタイミングおよびリソースの割振りを引き
起こし、このことは、ePUCCHの設計において考慮されていない新たな課題をもたらすこと
がある。よって、本明細書において説明されるように、様々な新たな手法およびA-PUCCH
の構成が利用され得る。
【００４６】
　たとえば、第1のTTIの中のA-PUCCHは、PUSCHと周波数分割多重化され得る。第1のTTIの
中のアップリンク制御情報内で、複数のTTIのためのMCSを示すために、送信機会全体に対
して1つのMCSを示すこと、最初のTTIのための初期MCSおよび後続のTTIのためのMCSを示す
こと、またはビットマップを使用して各TTIに対するMCSを示すことを含む、様々な方法が
使用され得る。たとえば、各TTIのためのビットマップまたは順番に番号が付けられた識
別子などの、HARQ情報を示すために、同様の方法が使用され得る。
【００４７】
　他の例では、A-PUCCH構成は、短いPUCCH(sPUCCH)と同様の波形およびペイロードを利用
し得る。そのようなsPUCCH様のA-PUCCH構成では、自律的なアップリンクバーストの第1の
TTIはTxOPのためのアップリンク制御情報を搬送することがあり、A-PUCCHは後続のTTIに
おいて送信されないことがあり、データはsPUCCH様のA-PUCCHの後のシンボルにおいて送
信されることがある。加えて、または代わりに、A-PUCCH構成は、広帯域sPUCCH様の割振
りを利用することがあり、アップリンク制御チャネルのためのより少数のシンボルを含む
ことがある。広帯域の割振りにおいて、A-PUCCHは、インターレースごとに割り振られる
のではなく、システム帯域幅内の複数のインターレースに含まれ得る。いくつかの場合、



(24) JP 2020-501442 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

A-PUCCH構成は代替の波形を利用することがあり、この代替の波形は制御チャネルの広帯
域の割振りを含む。波形は、たとえば、1シンボルのDMRSと、アップリンク制御情報を搬
送する1シンボルのプリアンブルと、1つまたは複数のシンボルのガード期間とを含み得る
。そのような場合、PUSCHはガード期間に続いて後で送信されることがあり、後続のTTIは
A-PUCCHを含まないことがある。
【００４８】
　自律的なアップリンク協調をサポートするワイヤレス通信システムは、UEの曖昧さを解
決し、スケジューリングされていないワイヤレスシステムがスケジューリングされたワイ
ヤレスシステム(MuLTEfireシステムなど)と共存する状況において生じ得るコリジョンの
可能性を減らすために、listen-before-talk(LBT)手順を使用し得る。LBT手順において、
UEは、他のセル内のUEからの活動を検出するために、ある定められた期間の間媒体を監視
し得る。UEがLBT手順の間にどのような活動も検出しない場合、UEは、次のサブフレーム
までビジー信号を送信することができ、アップリンクデータを、A-PUCCHと多重化された
状態で、またはA-PUCCHのすぐ後に、(たとえば、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH)
を使用して)送信し始めることができる。
【００４９】
　上で紹介された本開示の態様は、ワイヤレス通信システムの文脈において以下で説明さ
れる。次いで、制御チャネル構成および様々な制御チャネル構成の送信と関連付けられる
タイムラインのさらなる例が与えられる。本開示の態様はさらに、自律的なアップリンク
送信のための様々な制御チャネル構成に関する装置図、システム図、およびフローチャー
トによって図示され、それらを参照して説明される。
【００５０】
　図1は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム100の例を示す。ワイヤレ
ス通信システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。いくつか
の例では、ワイヤレス通信システム100は、LTE(またはLTE-Advanced)ネットワークまたは
New Radio (NR)ネットワークであり得る。いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100
は、拡張ブロードバンド通信、超高信頼(すなわち、ミッションクリティカル)通信、低レ
イテンシ通信、および低コストで低複雑度のデバイスとの通信をサポートし得る。ワイヤ
レス通信システム100は、UE115による自律的なアップリンク送信のための様々な制御チャ
ネル構成をサポートするシステムの例であり得る。
【００５１】
　基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信し得
る。各基地局105は、それぞれの地理的カバレッジエリア110に通信カバレッジを提供する
ことができる。ワイヤレス通信システム100において示される通信リンク125は、UE115か
ら基地局105へのアップリンク送信または基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含
み得る。制御情報およびデータは、様々な技法に従ってアップリンクチャネルまたはダウ
ンリンク上で多重化され得る。制御情報およびデータは、たとえば、時分割多重化(TDM)
技法、周波数分割多重化(FDM)技法、またはハイブリッドTDM-FDM技法を使用して、ダウン
リンクチャネル上で多重化され得る。いくつかの例では、ダウンリンクチャネルのTTIの
間に送信される制御情報は、カスケード式で様々な制御領域に(たとえば、共通の制御領
域と1つまたは複数のUE固有の制御領域に)分散され得る。基地局105は、本明細書で説明
される様々な自律的な制御チャネル構成を利用する、自律的なアップリンク送信をサポー
トし得る。
【００５２】
　UE115はワイヤレス通信システム100全体にわたって分散していることがあり、各UE115
は固定式または移動式であることがある。UE115はまた、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、クライアントと呼ばれることがあるか、または何ら
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かの他の適切な用語で呼ばれることがある。UE115はまた、携帯電話、携帯情報端末(PDA)
、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、個人向け電子デバイス、ハンド
ヘルドデバイス、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、Interne
t of things(IoT)デバイス、Internet of Everything(IoE)デバイス、マシンタイプ通信(
MTC)デバイス、家電機器、自動車などであり得る。UE115は、スケジューリングされてい
ないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定し、それに
従ってアップリンク制御情報およびデータを自律的に送信し得る。
【００５３】
　いくつかの場合、UE115はまた、(たとえば、ピアツーピア(P2P)またはデバイスツーデ
バイス(D2D)プロトコルを使用して)他のUEと直接通信することが可能であり得る。D2D通
信を利用するUE115のグループのうちの1つまたは複数は、セルのカバレッジエリア110内
にあり得る。そのようなグループにおける他のUE115は、セルのカバレッジエリア110外に
あるか、またはさもなければ基地局105から送信を受信することが不可能であり得る。い
くつかの場合、D2D通信を介して通信するUE115のグループは、各UE115がグループの中の
他のすべての他のUE115に送信する1対多(1:M)システムを利用し得る。いくつかの場合、
基地局105は、D2D通信のためのリソースのスケジューリングを円滑にする。他の場合、D2
D通信は、基地局105とは無関係に実行される。
【００５４】
　MTCデバイスまたはIoTデバイスなどのいくつかのUE115は、低コストまたは低複雑度の
デバイスであり得、機械間の自動化された通信、すなわちマシンツーマシン(M2M)通信を
実現することがある。M2MまたはMTCは、人が介在することなく、デバイスが互いにまたは
基地局と通信することを可能するデータ通信技術を指し得る。たとえば、M2MまたはMTCは
、センサーまたはメーターを組み込んで情報を測定または捕捉し、その情報を利用するこ
とができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中継するか、また
はプログラムもしくはアプリケーションと対話する人間に情報を提示する、デバイスから
の通信を指すことがある。いくつかのUE115は、情報を収集するように、または機械の自
動化された挙動を可能にするように設計され得る。MTCデバイスの用途の例には、スマー
トメータリング、在庫モニタリング、水位モニタリング、機器モニタリング、医療モニタ
リング、野生生物モニタリング、天候および地質学的事象モニタリング、船団管理および
追跡、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびに取引ベースのビジネス
課金がある。
【００５５】
　基地局105は、コアネットワーク130と、また互いに通信することができる。たとえば、
基地局105は、バックホールリンク132(たとえば、S1など)を通じてコアネットワーク130
とインターフェースし得る。基地局105は、バックホールリンク134(たとえば、X2など)を
通じて直接、または間接的に(たとえば、コアネットワーク130を通じて)のいずれかで、
互いに通信することができる。基地局105は、UE115との通信のための無線構成およびスケ
ジューリングを実行することができ、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動
作することができる。いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホ
ットスポットなどであり得る。基地局105は、eNodeB(eNB)105と呼ばれることもある。
【００５６】
　ワイヤレス通信システム100の態様はMulteFireネットワークとして構成されることがあ
り、アクセスポイント(AP)はMulteFire eNBまたは基地局105として構成されることがある
。ワイヤレス通信システム100は、重複するカバレッジエリアとともに動作する、LTE/LTE
-Aネットワーク、Wi-Fiネットワーク、MulteFireネットワーク、ニュートラルホストスモ
ールセルネットワークなどの態様を含み得る。MuLTEFireネットワークは、たとえば免許
無線周波数アンカーキャリアなしで、免許不要無線周波数スペクトル帯域においてUE115
と通信するAPおよび/または基地局105を含み得る。たとえば、MulteFireネットワークは
、免許無線周波数スペクトルにおいてアンカーキャリアなしで動作し得る。
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【００５７】
　いくつかの場合、UE115および基地局105は、免許RFスペクトル、免許不要RFスペクトル
、または免許RFスペクトルと免許不要RFスペクトルの組合せを含み得る、共有無線周波数
スペクトル帯域において動作し得る。たとえば、ワイヤレス通信システム100は、5GHz In
dustrial, Scientific, and Medical (ISM)帯域などの免許不要帯域においてLTE License
 Assisted Access (LTE-LAA)もしくはLTE Unlicensed (LTE U)無線アクセス技術またはNR
技術を利用し得る。共有無線周波数スペクトル帯域の免許不要周波数部分において、UE11
5または基地局105は、従来から、周波数スペクトルへのアクセスをめぐって争うために、
媒体検知手順を実行し得る。たとえば、UE115または基地局105は、共有チャネルが利用可
能であるかどうかを決定するために、通信の前に、クリアチャネルアセスメント(CCA)な
どのLBT手順を実行し得る。いくつかの場合、グラントのないPUSCH送信は、カテゴリ4LBT
規則などの、グラントベースのアップリンク送信に使用される類似のLBT規則に従い得る
。
【００５８】
　CCAは、他のアクティブな送信があるかどうかを決定するためのエネルギー検出手順ま
たはエネルギー検知手順を含み得る。たとえば、各UE115は、バックオフカウンタ(ある時
間長またはある数のシンボルであり得る)をランダムに選び、カウンタが0へとデクリメン
トするまで、UE115が争っているリソースを含むチャネルを聴取し得る。カウンタがあるU
E115について0に達し、他の送信が検出されない場合、そのUE115が送信を開始し得る。別
の信号が検出される前にカウンタが0に達しない場合、そのUE115はリソースに対するコン
テンションを失ったので、送信を控える。
【００５９】
　いくつかの例では、UE115は、チャネルが占有されていることを電力メーターの受信信
号強度インジケータ(RSSI)の変化が示すと推測し得る。具体的には、ある帯域幅に集中し
、所定の雑音フロアを超える信号電力は、別のワイヤレス送信機の存在を示し得る。CCA
はまた、チャネルの使用を示す特定のシーケンスの検出を含み得る。たとえば、別のデバ
イスは、データシーケンスを送信する前に特定のプリアンブルを送信し得る。いくつかの
場合、LBT手順は、ワイヤレスノードが、チャネル上で検出されたエネルギーの量、およ
び/または、コリジョンの代理物としてのワイヤレスノード固有の送信されたパケットに
対する肯定応答/否定応答(ACK/NACK)フィードバックに基づいて、ワイヤレスノード固有
のバックオフウィンドウを調整することを含み得る。
【００６０】
　基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信し得
る。各基地局105は、それぞれの地理的カバレッジエリア110に通信カバレッジを提供する
ことができる。ワイヤレス通信システム100において示される通信リンク125は、UE115か
ら基地局105へのアップリンク送信または基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含
み得る。UE115は、ワイヤレス通信システム100全体にわたって分散していることがあり、
各UE115は固定式または移動式であり得る。基地局105は一般にワイヤレスワイドエリアネ
ットワーク(WWAN)の態様を指すことがあり、APは一般にWLANの態様を指すことがあるが、
基地局とAPは交換可能に使用され得る。下で論じられるように、基地局105はUE115の状態
(たとえば、隠れ端末の数)を特定することができ、コアネットワーク130は、基地局105を
介して、それに従ってUE115を構成することができる。
【００６１】
　UE115および基地局105はHARQフィードバック機構を利用することができ、これは、通信
リンク125上でデータが正しく受信されることを確実にする方法であり得る。HARQは、(た
とえば、巡回冗長検査(CRC)を使用する)誤り検出、前方誤り訂正(FEC)、および再送信(た
とえば、自動再送要求(ARQ))の組合せを含み得る。HARQは、劣悪な無線条件(たとえば、
信号対雑音条件)での媒体アクセス制御(MAC)レイヤにおけるスループットを改善し得る。
Incremental Redundancy HARQでは、不正確に受信されたデータは、データの復号に成功
する全体的な確率を高めるために、バッファに記憶され、後続の送信と組み合わされ得る
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。いくつかの場合、冗長ビットが送信の前に各メッセージに追加される。これは、劣悪な
条件において有用であり得る。他の場合には、冗長ビットは、各送信に追加されず、情報
を復号しようとする試みの失敗を示す否定応答(NACK)を元のメッセージの送信機が受信し
た後に再送信される。送信、応答、および再送信の連鎖は、HARQプロセスと呼ばれ得る。
いくつかの場合、限られた数のHARQプロセスが所与の通信リンク125のために使用され得
る。
【００６２】
　いくつかの例では、スケジューリングされていないPUSCH送信は非同期HARQプロセスを
使用することがあり、いくつかの再送信の選択肢が使用されることがある。たとえば、UE
115はNACKだけを受信すると再送信を送信することができ、この場合、基地局105がNACKフ
ィードバックを送信するための媒体をめぐるコンテンションに勝つ可能性がある。加えて
、または代わりに、再送信は、NACKの受信に基づくことがあり、またはACK/NACKフィード
バックが受信されないときはタイマーに基づくことがある。いくつかの場合、タイマーは
、PUSCHが受信される確率を高め得る。
【００６３】
　双方向通信は、FDD動作(たとえば、対スペクトルリソースを使用する)、またはTDD動作
(たとえば、不対スペクトルリソースを使用する)を使用し得る。FDDのためのフレーム構
造(たとえば、フレーム構造タイプ1)およびTDDのためのフレーム構造(たとえば、フレー
ム構造タイプ2)が定義され得る。TDDフレーム構造では、各サブフレームはアップリンク
トラフィックまたはダウンリンクトラフィックを搬送することができ、ダウンリンク送信
とアップリンク送信を切り替えるために特別なサブフレームが使用され得る。無線フレー
ム内のアップリンクサブフレームおよびダウンリンクサブフレームの割振りは、対称でも
非対称でもよく、かつ静的に決定されてもよく、または半静的に再構成されてもよい。特
別なサブフレームは、ダウンリンクトラフィックまたはアップリンクトラフィックを搬送
することができ、ダウンリンクトラフィックとアップリンクトラフィックの間にガード期
間(GP)を含み得る。アップリンクトラフィックからダウンリンクトラフィックへの切替え
は、特別なサブフレームまたはガード期間を使用せずに、UE115におけるタイミング進み
を設定することによって達成され得る。フレーム周期(たとえば、10ms)またはフレーム周
期の半分(たとえば、5ms)に等しい切替点の周期性を有するアップリンク-ダウンリンク構
成もサポートされ得る。
【００６４】
　たとえば、TDDフレームは、1つまたは複数の特別なフレームを含むことがあり、特別な
フレームと特別なフレームと間の期間は、そのフレームのためのTDDのDLとULとの切替点
の周期性を決定し得る。TDDを使用すると、対UL-DLスペクトルリソースを必要とせずに、
柔軟な展開が可能になる。いくつかのTDDネットワーク展開では、アップリンク通信とダ
ウンリンク通信の間に干渉(たとえば、異なる基地局からのアップリンク通信とダウンリ
ンク通信との間の干渉、基地局およびUEからのアップリンク通信とダウンリンク通信との
間の干渉など)が引き起こされ得る。たとえば、異なる基地局105が異なるTDD UL-DL構成
に従って重複するカバレッジエリア内の異なるUE115にサービスする場合、サービング基
地局105からのダウンリンク送信を受信し、復号しようと試みるUE115は、近接して位置す
る他のUE115からのアップリンク送信による干渉を受けることがある。
【００６５】
　いくつかの場合、UE115は、中央基地局105(またはAP)によって検出されることがあるが
、中央基地局105のカバレッジエリア110の中の他のUE115によっては検出されないことが
ある。たとえば、1つのUE115は中央基地局105のカバレッジエリア110の一方の端にある可
能性があり、一方で、別のUE115は他方の端にある可能性がある(たとえば、隠れ端末)。
したがって、両方のUE115が、基地局105と通信することができるが、他方の送信を受信す
ることはできない。これにより、2つのUE115が重複して送信することを控えることができ
ないので、コンテンションベースの環境(たとえば、carrier sense multiple access wit
h collision avoidance (CSMA/CA))において2つのUE115のための送信が衝突するようにな
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り得る。その送信が特定可能ではないが同じカバレッジエリア110内にあるUE115は、隠れ
端末として知られていることがある。本明細書で説明されるいくつかの例では、対象のUE
115および基地局105は、干渉する可能性がある近隣UE115またはAP(たとえば、隠れ端末)
の存在下で被害者UE115または被害者APと呼ばれることがあり、近隣UE115またはAPはさら
に加害者UE115または加害者APと呼ばれることがある。
【００６６】
　いくつかの場合、セル内のUEの曖昧さおよび送信のコリジョンは、システム性能の低下
(たとえば、タイミング同期の問題による)をもたらし得る。セル内のUEの曖昧さおよび/
または送信のコリジョンは、2つ以上のUE115が互いに検出することが不可能な状況(たと
えば、上で説明された隠れ端末問題)において生じ得る。いくつかの場合、リソースをUE1
15に割り振るために、グラントが基地局105によって使用され得る。自律的なアップリン
ク(たとえば、グラントのないアップリンク)では、基地局105は、PUSCHの存在を検出し、
DMRSまたはスケジューリング要求(SR)を通じてUE115を特定し得る。1つの自律的なアップ
リンクUE115が媒体をめぐる争いに成功した後で、基地局105はそのPUSCHを検出すること
ができる。しかしながら、他のセル内のUE115はこのUE115からのDMRSおよびSRを検出でき
ないので、別のセル内のUE(たとえば、加害者)も媒体をめぐる争いに成功することがある
。結果として、基地局105は、揃っていないTDD構成およびフレーム開始タイミングを有す
ることがあり、これは、2つのUE115からの送信にコリジョンをもたらすことがある。
【００６７】
　時間間隔は、(Ts=1/30,720,000秒のサンプリング周期であり得る)基本時間単位の倍数
で表され得る。時間リソースは、0から1023にわたるシステムフレーム番号(SFN)によって
識別され得る、10ms(Tf=307200Ts)の長さの無線フレームに従って編成され得る。各フレ
ームは、0から9の番号が付けられた10個の1msサブフレームを含み得る。サブフレームは
さらに、2つの0.5msのスロットへと分割されることがあり、これらの各々が、6個または7
個の変調シンボル期間(各シンボルの先頭に追加される巡回プレフィックスの長さに依存
する)を含む。巡回プレフィックスを除いて、各シンボルは2048個のサンプル期間を含み
得る。しかしながら、以下で説明されるようないくつかの場合には、ワイヤレス通信シス
テム100内のシンボルは異なる時間長も有することがある。いくつかの場合、サブフレー
ムは、TTIとしても知られる最小のスケジューリング単位であり得る。他の場合には、TTI
はサブフレームよりも短いことがあり、または(たとえば、短いTTIバーストにおいて、ま
たは短いTTIを使用する選択されたコンポーネントキャリアにおいて)動的に選択されるこ
とがある。
【００６８】
　以下で論じられるように、各フレームは0から9の番号を付けられた10個の1msのサブフ
レームを含むことがあり、他のフレーム構造も利用されることがある。サブフレームはさ
らに、2つの0.5msスロットに分割されることがあり、スロットの各々は、(各シンボルの
先頭に付加された巡回プレフィックスの長さに応じて)6個または7個の変調シンボル期間
を含む。リソース要素は、1つのシンボル期間および1つのサブキャリア(15KHz周波数範囲
)で構成され得る。リソースブロックは、周波数領域の中に12個の連続サブキャリアを含
むことがあり、各直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル中のノーマル巡回プレフィックス
について、時間領域(1スロット)の中に7つの連続OFDMシンボル、または84個のリソース要
素を含むことがある。
【００６９】
　巡回プレフィックスを除いて、各シンボルは2048個のサンプル期間を含み得る。いくつ
かの場合、サブフレームは、送信時間間隔としても知られる、最も小さいスケジューリン
グ単位であり得る。他の場合には、TTIはサブフレームよりも短いことがあり、または(た
とえば、短いTTIバーストにおいて、または短いTTIを使用する選択されたコンポーネント
キャリアにおいて)動的に選択されることがある。サブフレームは、送信されるべき情報
のタイプおよび方向に応じて、異なる構造を有し得る。サブフレームタイプは、アップリ
ンクサブフレーム、ダウンリンクサブフレーム、または特別な(S)サブフレームであり得
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る。特別なサブフレームは、ダウンリンク送信からアップリンク送信への切替えを容易に
し得る。さらに、サブフレームの構造は長さに関して変化し得る。他のフレーム構造もワ
イヤレス通信システム100において利用され得る。いくつかの場合、ワイヤレス通信シス
テム100は送信機会(TxOP)によって編成されることがあり、TxOPは、上で説明されたフレ
ーム構造に従って編成されることがあり、ワイヤレス媒体がワイヤレス通信システム100
内のデバイス(たとえば、UE115または基地局105)に対して利用不可能であり得る期間によ
って分離されることがある。
【００７０】
　いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、拡張コンポーネントキャリア(eCC)を
利用し得る。eCCは、より広い帯域幅、より短いシンボル時間長、より短い送信時間間隔(
TTI)、および修正された制御チャネル構成を含む、1つまたは複数の特徴によって特徴付
けられ得る。いくつかの場合、eCCは、キャリアアグリゲーション構成またはデュアル接
続構成(たとえば、複数のサービングセルが準最適なまたは非理想的なバックホールリン
クを有するとき)と関連付けられ得る。eCCはまた、免許不要スペクトルまたは(2つ以上の
事業者がスペクトルを使用することを許可される)共有スペクトルにおいて使用するため
に構成され得る。広い帯域幅によって特徴付けられるeCCは、全帯域幅を監視することが
可能でないか、または(たとえば、電力を節約するために)限られた帯域幅を使用すること
を選好するUE115によって利用され得る1つまたは複数のセグメントを含み得る。
【００７１】
　いくつかの場合、eCCは、他のCCのシンボル時間長と比較して短縮されたシンボル時間
長の使用を含み得る、他のCCとは異なるシンボル時間長を利用し得る。より短いシンボル
時間長は、拡大されたサブキャリア間隔と関連付けられ得る。eCCにおけるTTIは、1つま
たは複数のシンボルから成り得る。いくつかの場合、TTI時間長(すなわち、TTIの中のシ
ンボルの数)は可変であり得る。いくつかの場合、eCCは、他のCCのシンボル時間長と比較
して短縮されたシンボル時間長の使用を含み得る、他のCCとは異なるシンボル時間長を利
用し得る。より短いシンボル時間長は、拡大されたサブキャリア間隔と関連付けられる。
eCCを利用する、UE115または基地局105などのデバイスが、短縮されたシンボル時間長(た
とえば、16.67マイクロ秒)で、広帯域信号(たとえば、20、40、60、80MHzなど)を送信し
得る。eCC中のTTIは、1つまたは複数のシンボルから成り得る。いくつかの場合、TTI時間
長(すなわち、TTIの中のシンボルの数)は可変であり得る。
【００７２】
　いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、免許無線周波数スペクトル帯域と免
許不要無線周波数スペクトル帯域の両方を利用し得る。たとえば、ワイヤレス通信システ
ム100は、5GHz Industrial, Scientific, and Medical (ISM)帯域などの免許不要帯域に
おいてLTE License Assisted Access (LTE-LAA)もしくはLTE Unlicensed (LTE U)無線ア
クセス技術またはNR技術を利用し得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域において動作
するとき、基地局105およびUE115などのワイヤレスデバイスは、データを送信する前にチ
ャネルがクリアであることを保証するために、LBT手順を利用し得る。いくつかの場合、
免許不要帯域における動作は、免許帯域において動作するコンポーネントキャリア(CC)と
連携したキャリアアグリゲーション(CA)構成に基づき得る。免許不要スペクトルにおける
動作は、ダウンリンク送信、アップリンク送信、または両方を含み得る。免許不要スペク
トルにおける複信は、周波数分割複信(FDD)、時分割複信(TDD)、または両方の組合せに基
づき得る。
【００７３】
　UE115は、自律的な(すなわち、スケジューリングされていない)アップリンクモードに
おいて動作することから利益を得ることがある。自律的なアップリンクモードで動作する
とき、UE115は、本明細書で説明されるような自律的な制御チャネル(たとえば、A-PUCCH)
構成を使用し得る。これらのA-PUCCH構成は、様々な例におけるUE115またはシステムの需
要もしくは制約に従って構成され得る。
【００７４】
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　いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、異なるUE115に対する異なるアップリ
ンク送信構成をサポートし得る(たとえば、混合モードスケジューリング)。すなわち、第
1のUE115はスケジューリングされていないアップリンク送信(これはスケジューリングさ
れたアップリンク送信に加えて使用され得る)を使用して動作することがあり、他のUE115
はスケジューリングされたアップリンク送信だけを使用することがある。そのような混合
モードスケジューリングは、システム内での通信性能の向上と関連付けられ得る。結果と
して、スケジューリングされていないおよび/またはスケジューリングされたアップリン
ク送信を使用して動作し得るUE115の構成は、サービング基地局105によって決定され得る
。
【００７５】
　たとえば、基地局105は、RRCまたはPDCCHを使用して、異なるUE115のためのアップリン
ク送信構成をシグナリングし得る。いくつかの場合、RRCを使用して送信される構成はよ
り複雑ではないことがあり、比較的長い時間軸の(たとえば、遅い)構成または再構成手順
と関連付けられることがある。加えて、PDCCH(またはC-PDCCH)を使用して送信される構成
は、比較的短い時間軸の(たとえば、速い)構成または再構成手順と関連付けられることが
ある。構成がどのように送信されるかの選択(たとえば、RRCを使用するか、またはPDCCH
を使用するか)は、システムのパラメータまたは詳細に基づいて決定され得る。いくつか
の例では、スケジューリングされていないアップリンク送信が発見基準信号(DRS)測定タ
イミング構成(DMTC)動作、RACH動作などと同時に起こらないように、スケジューリングさ
れていないアップリンク送信を制約するために、規則が基地局105によって定義され使用
され得る。
【００７６】
　上で論じられたように、A-PUCCH構成は、たとえば短いPUCCH(sPUCCH)と同様の波形およ
びペイロードを使用し得る。PUCCHがsPUCCHに従って構成されるとき、A-PUCCHは、たとえ
ば、特別なサブフレームにおける送信とともに、4個のシンボルにわたって送信され得る
。sPUCCH構成は、小さいペイロードをサポートし、最大で12人のユーザまで構成可能なユ
ーザ多重化能力を有し得る。基地局は、未処理のACKまたはNACKの存在に基づいて、sPUCC
Hを動的に惹起し得る。基地局は共通PDCCH(C-PDCCH)上でsPUCCHを惹起することがあり、
この場合共通PDCCHはサブフレーム構成を搬送することがある。
【００７７】
　加えて、または代わりに、A-PUCCH構成は、たとえば拡張PUCCH(ePUCCH)の波形およびペ
イロードに従って定義される波形およびペイロードを使用し得る。PUCCHがePUCCHに従っ
て構成されるとき、PUCCHは、14個のシンボルにわたって送信されることがあり、基地局
によってポーリングされることがあり、またはアップリンクグラントによって惹起される
ことがある。sPUCCH構成は、より大きいペイロードをサポートし、インターレースごとに
最大で5人のユーザまで構成可能なユーザ多重化能力を有し得る。基地局は、UE115へのア
ップリンクグラントにおいて、または送信されるアップリンクグラントにおいて、ePUCCH
を惹起し得る。
【００７８】
　PUSCHの存在を検出するために、様々な技法が使用され得る。一技法では、基地局は、
ブラインド検出を通じてUE固有のDMRSを検出し得る。この第1の技法において、基地局は
、UE固有のDMRSシーケンスの識別情報を検出したことに基づいて、PUSCHの存在をブライ
ンド検出し得る。しかしながら、この第1の技法では、UE固有のDMRS検出の実際の実行が
知られないことがあり、それは、DMRSは本来、UE固有のDMRS検出ではなくチャネル推定の
ために設計され得るからである。さらに、第1の技法では、各UE識別子(ID)のためのUEシ
ーケンスの検出に使用可能な十分に多数のシーケンスがないことがある。またさらに、短
いシーケンスIDが狭い帯域幅送信で送信される場合、短いシーケンスIDを特定することが
難しいことがある。
【００７９】
　第2の技法は、PUSCHのSRベースの検出を使用し得る。第2の技法では、UE固有のリソー
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ス直交SRがPUSCH活性化インジケータとして動作し得るので、基地局はPUSCHの存在をブラ
インド検出しなくてもよいことがある。この第2の技法では、各UE115は直交するSRリソー
スを割り当てられることがあり、基地局がSRリソースを検出するとき、基地局は次いで、
チャネル推定ベースのDMRSおよびデータ復号を開始し得る。しかしながら、この第2の技
法では、SRはもはや、自律的なアップリンク協調に従って動作するUE115に対するスケジ
ューリング要求のために使用されないことがある。UEの特定は、UE IDとUE固有のSRリソ
ースとの間の対応付けに基づき得る。
【００８０】
　いくつかの場合、セル内のUEの曖昧さおよび送信のコリジョンは、たとえばタイミング
同期の問題による、システム性能の低下をもたらし得る。セル内のUEの曖昧さまたは送信
のコリジョンは、2つ以上のUEが互いに検出することが不可能な状況(たとえば、上で説明
されたような隠れ端末)において生じ得る。自律的なアップリンクシステムでは、基地局
は、PUSCHの存在を検出し、DMRSまたはSRを通じてUE115を特定し得る。
【００８１】
　例として、自律的なアップリンクに従って動作する1つのUE115が媒体をめぐる争いに成
功した後で、基地局はそのPUSCHを検出することができる。しかしながら、他のセル内のU
EはUE115からのDMRSおよびSRを検出できないので、別のセル内のUE(たとえば、加害者)も
媒体をめぐる争いに成功することがある。結果として、基地局は、揃っていないTDD構成
およびフレーム開始タイミングを有することがあり、これは2つのUE115からの送信にコリ
ジョンをもたらすことがある。ワイヤレス通信システムは、スケジューリングされていな
いアップリンク送信において使用するために自律的なアップリンク制御チャネル構成をサ
ポートし得る。たとえば、UE115は、基地局105へ送信すべきデータを特定することがあり
、スケジューリングされていないアップリンク送信を(たとえば、基地局105からリソース
のグラントをまず受信することなく)開始することがある。したがって、UE115は、アップ
リンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定し、自律的なアップリ
ンク制御チャネル構成に従って、TxOPの初期TTIの間に制御情報およびデータを送信し得
る。
【００８２】
　上で言及されたように、かつ以下でより詳細に説明されるように、自律的なアップリン
ク制御チャネル構成は、いくつかの異なる波形およびペイロード構成を含み得る。たとえ
ば、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、データと周波数分割多重化され搬送波帯
域幅の周波数インターレースにおいて送信される、制御情報を含み得る。自律的なアップ
リンク制御チャネル構成はまた、データと時分割多重化され初期TTIのシンボル期間のセ
ット上で送信される、制御情報を含むことがあり、制御情報およびデータは、搬送波帯域
幅の周波数インターレースまたは周波数インターレースのセットにおいて送信されること
がある。加えて、または代わりに、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、データの
送信の前のガード期間として使用される1つまたは複数のシンボルが後に続く、基地局か
らのCTS信号の受信のために使用されるシンボル期間を含み得る。
【００８３】
　図2は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートするワイヤ
レス通信システム200の例を示す。ワイヤレス通信システム200は、図1を参照して説明さ
れた対応するデバイスの例であり得る、基地局105-aおよびUE115-aを含み得る。たとえば
、UE115-aは、基地局105-aと時間同期されることがあり、基地局105-aへのスケジューリ
ングされないまたは自律的なアップリンク送信が可能であり得る。したがって、ワイヤレ
ス通信システム200は、制御情報を基地局105-aに送信するために、UE115-aによる異なる
自律的なアップリンク制御チャネル構成の使用を可能にし得る。
【００８４】
　ワイヤレス通信システム200において、自律的なアップリンク協調は、UE115(たとえば
、UE115-aを含む)間の曖昧さを解決し、スケジューリングされていないワイヤレスシステ
ムがスケジューリングされたワイヤレスシステムと共存する状況において生じ得るコリジ
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ョンの可能性を減らすために、LBT手順を使用し得る。LBT手順において、UE115-aは、他
のセル内UE115からの活動を検出するために、ある定められた期間にわたってエネルギー
について媒体を監視または検知し得る。UE115-aがLBT手順の間にどのような他の信号も検
出しないとき、UE115-aはデータを送信するために使用されるリソースのセットをめぐる
コンテンションに勝つことがあり、これは媒体がクリアであることを意味する。いくつか
の場合、UE115-aがコンテンションに勝つと、UE115-aは後続のTTI(たとえば、サブフレー
ム、2シンボル、スロットなど)までビジー信号を送信し得る。
【００８５】
　いくつかの例では、UE115-aは、基地局105-aが送信しているかどうかを決定するために
後続のLBT手順を実行し得る(たとえば、セル内LBT)。たとえば、UE115-aは、ビジー信号
を送信した後で、CRS、PDSCH、またはPDCCHの送信を含み得る、基地局105-aによる活動に
ついて媒体を監視し得る。UE115-aは、たとえば1シンボルまたは2シンボルの時間長を含
む、比較的短いことがある何らかの時間長の間、セル内LBT手順を実行し得る。UE115-aが
セル内LBTの間にCRS(またはPDSCHまたはPDCCH)を検出しない場合、UE115-aはセル内LBT手
順の後のシンボル期間において(たとえば、PUSCHを使用して)アップリンクデータを送信
し始め得る。
【００８６】
　グラントのないアップリンク送信を伴ういくつかの場合、たとえば、アップリンクMCS
の指示と、NDI、HARQ識別子(HARQ ID)、およびRVを含み得るHARQ情報と、任意選択でSRと
を含む、アップリンク制御情報205を搬送するために、自律的なPUCCH(A-PUCCH)が利用さ
れ得る。A-PUCCHのリソース割当てのために、リソース割振りは、基地局105-aから受信さ
れたRRCシグナリングに従って周波数領域(すなわち、各周波数インターレース)上で構成
され得る。リソース割振りは、リソースブロック(RB)レベルの粒度を有することがあるの
で、各RBに対してリソースが独立に割り振られる。リソース割振りはさらに、サブフレー
ム全体に周波数ホッピングをもたらして検出性能を改善する。RRCはさらに、レイヤ間の
追加の直交性をもたらすために、DMRSおよび直交カバーコード(OCC)を構成し得る。
【００８７】
　以下でより詳細に説明されるように、自律的なアップリンク制御チャネルの構成は、異
なる波形およびペイロードを使用し得る。第1の構成では、A-PUCCHは、ePUCCHと同様の波
形およびペイロードを利用し得る。第2の構成では、A-PUCCHは、インターレースごとの割
振りであるsPUCCHと同様の波形およびペイロードを利用し得る。第3の構成では、A-PUCCH
は、帯域幅全体の各インターレースが同じように割り振られ得るフルトーン(full-tone)
割振りを使用して、広帯域sPUCCH割振りを利用し得る。第4の構成では、A-PUCCHは代替の
波形を利用することがあり、この代替の波形はすべてのインターレースの広帯域の割振り
を含む。セル内LBTは、A-PUCCHの上記の構成の各々の前に適用され得る。
【００８８】
　図3は、自律的なアップリンクのための第1の自律的な制御チャネル構成300の例を示す
。第1の自律的な制御チャネル構成300は、アップリンクリソースの事前のグラントを受信
することなく、アップリンク制御およびデータを基地局105へ機会主義的に送信するため
にUE115によって使用される制御チャネルの例であり得る。いくつかの例では、第1の自律
的な制御チャネル構成300は、ePUCCHと同様のペイロードおよび波形の形式を有すること
があり、単一の周波数インターレース上で送信されることがある。
【００８９】
　送信機会のTTI302(たとえば、第1のサブフレーム)では、システム帯域幅は1つまたは複
数の周波数インターレース305を含み得る。TTI302は、たとえば14個のシンボル310(たと
えば、OFDMシンボル)の長さまたは時間長を有することがあり、TTI302はTxOPの初期TTIで
あり得る。いくつかの例では、以下で説明されるように、TTI302の後で、TxOPの各々の後
続のTTI302は、第1の自律的な制御チャネル構成300を含まないことがある。
【００９０】
　第1の自律的な制御チャネル構成300は、基地局105から受信されたRRCシグナリングによ



(33) JP 2020-501442 A 2020.1.16

10

20

30

40

50

って構成されることがあり、第1の自律的な制御チャネル構成300のリソースの割振りは、
各インターレース305のために独立に構成されることがある。したがって、各インターレ
ース305は、1つまたは複数のリソース要素(RE)315を有するリソースブロックを含み得る
。インターレース305のためのリソース割振りは、各リソースブロック(RB)のために独立
にリソースを割り振り得る。
【００９１】
　各RE315は、1つのシンボル310および1つのサブキャリアから成り得る。第1の自律的な
制御チャネル構成300では、各インターレース305は、たとえば14個のシンボル310を含み
得る。14個のシンボル310のうちの4個のシンボルが、基準信号(RS)RE315、たとえばDMRS
として割り振られ得る。残りの10個のシンボル310は、データRE315として割り振られ得る
。
【００９２】
　図4は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートするシステ
ムにおける自律的な制御チャネル送信のタイムライン400の例を示す。タイムライン400は
、図3を参照して説明されたような第1の自律的な制御チャネル構成300の送信の例であり
得る。
【００９３】
　タイムライン400において、UE115は、送信媒体が利用可能であるかどうかを決定するた
めにCCA405を開始し得る。チャネルが利用可能である場合、UE115は、TxOPのためにUE115
によってチャネルが確保されることを示すために、ビジー信号410を送信し得る。CCA405
に基づいて、UE115はアップリンク送信を開始し得る。自律的なアップリンクバーストの
初期TTI415(たとえば、TxOP417の初期アップリンクサブフレーム)は、TxOP全体のための
アップリンク制御情報を搬送することができ、制御情報は、たとえばTxOP417の第2のアッ
プリンクTTI415以降の、後続のTTI415において送信されないことがある。初期TTI415の中
の自律的なアップリンク制御チャネル420は、PUSCH425と周波数分割多重化され得る。い
くつかの場合、自律的な制御チャネル420において送信されるSRは、活性化インジケータ
として動作することがあり、またはUE固有のDMRSと置き換えられることがある。いくつか
の例では、自律的なアップリンク制御チャネル420は、ePUCCHと同様のペイロードおよび
波形を有し得る。
【００９４】
　第1のTTI415の中のアップリンク制御情報内で、複数のTTI415のためのMCSを示すために
、異なる方法が使用され得る。たとえば、送信機会全体のために(たとえば、5ビットを使
用して)、1つのMCSが示されることがあり、このとき同じMCSがすべてのTTI415において使
用される。代わりに、初期TTI415のために初期MCSが示されることがあり、残りのTTI415
のためにさらなるMCSが示されることがある(たとえば、全体で10ビットを使用して)。こ
の代替形態では、初期TTI415のPUSCH425は、自律的なアップリンク制御チャネル420と多
重化され得る。別の代替形態として、各TTI415のためのMCSを示すために(たとえば、5*n
ビットを使用して、ここで送信機会はn個のTTI415を有する)、ビットマップが使用され得
る。
【００９５】
　ePUCCH様の自律的なアップリンク制御チャネルのためのアップリンクHARQ情報を示すた
めに、同様の方法が使用され得る。しかしながら、1つのHARQプロセスは、MCSより多くの
ビット(たとえば、HARQ IDのために4ビット、RVのために2ビット、およびNDIのために1ビ
ットを含む、全体で7ビット)を必要とし得る。ある方法では、各TTI415のためのアップリ
ンクHARQ情報を示すために(たとえば、7*nビットを使用して、ここで送信機会はn個のア
ップリンクTTI415を有する)、ビットマップが使用され得る。代わりに、HARQ IDおよびND
Iを示すために、順番に番号が付けられた識別子が使用され得る。この代替形態では、初
期TTI415のHARQ IDおよびRVだけが使用されることがあり、各々の後続のTTI415に対して
順番に番号が付けられることがある。この代替形態はさらに、各TTI415のためにNDIのビ
ットマップを使用し得る。これは、たとえば、ある数n個のHARQプロセスに対して6+nビッ
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トを使用し得る。
【００９６】
　図5は、自律的なアップリンクをサポートする第2の自律的な制御チャネル構成500の例
を示す。第2の自律的な制御チャネル構成500は、アップリンクリソースの事前のグラント
を受信することなく、アップリンク制御およびデータを基地局105へ機会主義的に送信す
るためにUE115によって使用される制御チャネルの例であり得る。いくつかの例では、第2
の自律的な制御チャネル構成500は、sPUCCHと同様のペイロードおよび波形の形式を有す
ることがあり、単一の周波数インターレース上で送信されることがある。
【００９７】
　TTI502(たとえば、サブフレーム内のシンボルのセット)において、システム帯域幅は1
つまたは複数のインターレース505を含むことがあり、TTI502はTxOPの初期サブフレーム
であることがある。いくつかの例では、第2の自律的な制御チャネル構成500は、たとえば
、4個のシンボル510を含むことがあり、2個のシンボル510がDMRSのために使用され、それ
に続く2個のシンボル510がデータシンボルとして使用される。TTI502の後で、各々の後続
のTTI502は、固有のリソース割振りを有することがあり、第2の自律的な制御チャネル構
成500を含まないことがある。
【００９８】
　基地局105から受信されたRRC構成に従って、第2の自律的な制御チャネル構成500のリソ
ースの割振りは、各インターレース505のために独立に構成されることがある。各インタ
ーレース505は、1つまたは複数のRE515を有するリソースブロックを含み得る。インター
レース505のためのリソース割振りは、各RBのために独立にリソースを割り振り得る。RB
の各シンボル510は、たとえばこの場合sPUCCHと同様に構成され得る。
【００９９】
　各RE515は、1つのシンボル510および1つのサブキャリアから成り得る。第2の自律的な
制御チャネル構成500では、各インターレース505は、たとえば4個のシンボル510を含み得
る。4個のシンボル510のうちで、2個がRS RE515として割り振られることがあり、RS RE51
5はDMRSを含むことがある。残りの2個のシンボル510は、データREとして割り振られ得る
。
【０１００】
　図6は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートするシステ
ムにおける自律的な制御チャネル送信のタイムライン600の例を示す。タイムライン600は
、図5を参照して説明されたような第2の自律的な制御チャネル構成500の送信の例であり
得る。
【０１０１】
　タイムライン600において、UE115は、送信媒体が利用可能であるかどうかを決定するた
めにCCA605を開始し得る。チャネルが利用可能である場合、UE115は、送信機会のために
チャネルが確保されることを示すために、ビジー信号610を送信し得る。CCA605に基づい
て、UE115はアップリンク送信を開始し得る。自律的なアップリンクバーストの初期TTI61
5(たとえば、TxOP617の初期アップリンクサブフレーム)は、送信機会全体のためのアップ
リンク制御情報を搬送することができ、制御情報は、たとえば第2のアップリンクTTI615
以降の、TxOP617の後続のTTI615において送信されないことがある。TxOP617の初期TTI615
の中の自律的なアップリンク制御チャネル620は、PUSCH625と時分割多重化され得る。い
くつかの場合、自律的な制御チャネル620において送信されるSRは、活性化インジケータ
として動作することがあり、またはUE固有のDMRSと置き換えられることがある。いくつか
の例では、自律的なアップリンク制御チャネル620は、sPUCCHと同様のペイロードおよび
波形を有し得る。
【０１０２】
　そのようなsPUCCH様の自律的なアップリンク制御チャネル構成では、自動化されたアッ
プリンクバーストの初期TTI615は、TxOP全体のためのアップリンク制御情報を搬送するこ
とがあり、自律的なアップリンク制御チャネル620は、たとえば第2のTTI615以降の後続の
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TTI615において送信されないことがある。SRは、活性化インジケータとして動作すること
があり、またはUE固有のDMRSと置き換えられることがある。初期TTI615の中のアップリン
ク制御情報内で、複数のTTI615のためのMCSを示すために、異なる方法が使用され得る。
たとえば、送信機会全体のために(たとえば、5ビットを使用して)、1つのMCSが示される
ことがあり、このとき同じMCSがすべてのTTI615において使用される。代わりに、初期TTI
615のために初期MCSが示されることがあり、残りのTTI415のためにさらなるMCSが示され
ることがある(たとえば、全体で10ビットを使用して)。別の代替形態として、各TTI415の
ためのMCSを示すために(たとえば、5*nビットを使用して、ここで送信機会はn個のTTIを
有する)、ビットマップが使用され得る。自律的なアップリンク制御チャネル620では、PU
SCH625の送信は、たとえば、TxOP617の初期TTI615の第5のシンボルから開始し得る。
【０１０３】
　図7は、自律的なアップリンクをサポートする第3の自律的な制御チャネル構成700の例
を示す。第3の自律的な制御チャネル構成700は、アップリンクリソースの事前のグラント
を受信することなく、アップリンク制御およびデータを基地局105へ機会主義的に送信す
るためにUE115によって使用される制御チャネルの例であり得る。いくつかの例では、第3
の自律的な制御チャネル構成700は、sPUCCHと同様のペイロードおよび波形の形式を有す
ることがあり、周波数インターレースのセット上で送信されることがある。
【０１０４】
　TxOPのTTI702では、システム帯域幅は1つまたは複数の周波数インターレース705を含み
得る。いくつかの例では、第3の自律的な制御チャネル構成700は、広帯域リソース割振り
を利用することができ、第3の自律的な制御チャネル構成700は、周波数インターレース70
5のセット上で送信される。そのような場合、周波数インターレース705のセットは、たと
えば、4個のシンボル710を含むことがあり、2個のシンボル710がDMRSのために使用され、
それに続く2個のシンボル710がデータシンボルとして使用される。加えて、または代わり
に、第3の自律的な制御チャネル構成700は、たとえば、2個のシンボル710を含むことがあ
り、1個のシンボル710がDMRSのために使用され、それに続く1個のシンボル710がデータシ
ンボルとして使用される。広帯域割振りでは、周波数インターレース705ごとに割り当て
られるのではなく、帯域幅全体の各インターレース705のRE715が割り振られ得る。各イン
ターレース705は1つまたは複数のRE715を有するリソースブロックを含むことがあり、RE7
15は帯域幅にわたって同様に割り振られる。各RE515は、1つのシンボル510および1つのサ
ブキャリアから成り得る。
【０１０５】
　図8は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートするシステ
ムにおける自律的な制御チャネル送信のタイムライン800の例を示す。タイムライン800は
、図7を参照して説明されたような第3の自律的な制御チャネル構成700の送信の例であり
得る。
【０１０６】
　タイムライン800において、UE115は、送信媒体が利用可能であるかどうかを決定するた
めにCCA手順805を開始し得る。チャネルが利用可能である場合、UE115は、送信機会のた
めにチャネルが確保されることを示すために、ビジー信号810を送信し得る。CCA手順805
に基づいて、UE115はアップリンク送信を開始し得る。自律的なアップリンクバーストの
初期TTI815(たとえば、TxOP817の初期アップリンクサブフレーム)は、送信機会全体のた
めのアップリンク制御情報を搬送することができ、制御情報は、たとえば第2のアップリ
ンクTTI815以降の、TxOP817の後続のTTI815において送信されないことがある。いくつか
の場合、第1のTTI815の中の自律的なアップリンク制御チャネル820は、PUSCH825と時分割
多重化され得る。いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル820において送信
されるSRは、活性化インジケータとして動作することがあり、またはUE固有のDMRSと置き
換えられることがある。いくつかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル820は、s
PUCCHと同様のペイロードおよび波形を有し得る。
【０１０７】
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　そのような広帯域sPUCCH様の自律的なアップリンク制御チャネル構成では、自動化され
たアップリンクバーストの第1のTTI815は、TxOP全体のためのアップリンク制御情報を搬
送することがあり、A-PUCCHは、たとえば第2のTTI815以降の後続のTTI815において送信さ
れないことがある。タイムライン800において示される例では、PUSCH825の送信は、初期T
TI815の第3のシンボルから開始し得る。加えて、または代わりに、PUSCH825の送信は、自
律的なアップリンク制御チャネル820が4個の変調シンボル期間を含む場合などにおいて、
TxOP817の初期TTI815の第5のシンボルから開始し得る。
【０１０８】
　図9は、自律的なアップリンクをサポートする第4の自律的な制御チャネル構成900の例
を示す。第4の自律的な制御チャネル構成900は波形の例であることがあり、この波形は、
基地局によるCTS送信のために使用されるいくつかのシンボル期間と、UE115によるデータ
送信の前のガード期間とを含むことがある。加えて、図9に示され第4の自律的な制御チャ
ネル構成900の送信と関連付けられる時間枠は、図4、図6、および図8に関して上で説明さ
れたものと同様であることがあり、簡潔にするためにここでは繰り返されない。
【０１０９】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は代替の波形を利用すること
があり、この代替の波形はシステム帯域幅におけるすべての周波数インターレースの広帯
域割振りを含む。この波形はすべてのインターレースのための基準信号920の送信を含む
ことがあり、基準信号920は、request-to-send (RTS)信号と同様に動作するDMRSを含むこ
とがある。基地局は、DMRSシーケンスの検出を通じてUE IDを特定し得る。基準信号920は
、アップリンク制御情報を搬送し得る、すべてのインターレースのための1シンボルのプ
リアンブル925が後に続くことがあり、ここでプリアンブル925はCTSと同様に動作するこ
とがある。プリアンブル925は、媒体を確保し、または媒体から競合する送信を一掃する
ことができる。
【０１１０】
　プリアンブル925はさらに、UE115が免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを
めぐって争っている隠れ端末からのコンテンションと、セル内のUEのコリジョンとを解決
することができる。MCSおよびアップリンクHARQ情報をシグナリングするための上で説明
された方法は同様に、第4の自律的な制御チャネル構成900を利用する自律的なアップリン
ク制御チャネルのために適用され得る。プリアンブル925は次いで、ダウンリンク送信か
らアップリンク送信への送信のための、1つまたは複数のシンボル期間のガード期間930が
後に続き得る。いくつかの場合、ガード期間930の長さはRRCを通じて構成され得る。PUSC
H935はガード期間930の後で続いて送信されることがあり、TxOP917の後続のTTI915は自律
的なアップリンク制御チャネルを含まないことがある。
【０１１１】
　図10は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートするシステ
ムにおけるセル内LBT手順1000の例を示す。たとえば、基地局105へのスケジューリングさ
れていないアップリンク送信のために、セル内LBT手順がUE115によって使用され得る。ワ
イヤレスシステム内での基地局-UEのコリジョンまたはダウンリンク-アップリンクのコリ
ジョンを軽減するために、セル内LBT手順が使用され得る。
【０１１２】
　セル内LBT手順1000を利用するとき、UE115は、UE115がデータを送信するために使用す
ることを意図するTxOP1007の前に、CCA手順1005を実行し得る。信号がCCA手順1005の間に
送信されなかったとUE115が決定する場合、UE115は、TxOP1007の初期TTIまでビジー信号1
010を送信し得る。ビジー信号1010を送信した後で、UE115はセル内LBT手順1020を実行し
得る。セル内LBT手順1020において、UE115は、検出された活動がたとえばCRS、PDSCH、ま
たはPDCCHを含み得る場合、他のセル内UE115からの活動を検出するために、ある定められ
た期間、媒体を監視し得る。セル内LBT手順1020が活動を検出するための定められた期間
は、たとえば、1変調シンボルまたは2変調シンボル(たとえば、OFDMシンボル)の時間長で
あり得る。
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【０１１３】
　UE115がその定められた時間長の間CRSまたは他の活動を検出しない場合は「勝利」と呼
ばれることがあり、これは、媒体がクリアでありUE115がTxOP1007の間にデータの送信を
始めることができることを意味する。すなわち、UE115がセル内LBT手順に「勝利する」場
合、すなわちセル内LBT手順1020の間にどのような活動も検出しない場合、UE115はアップ
リンクデータを送信し始める(たとえば、PUSCHを使用して)ことができる。したがって、U
E115は、セル内LBT手順1020のための定められた期間の後で、たとえばシンボル2または3
において、アップリンクデータを送信し始めることができる。
【０１１４】
　基地局は、UE115からPUSCHを受信することができ、PUSCHが受信されることに成功した
かどうかを決定することができる。結果として、基地局105は、受信されたPUSCHと関連付
けられるACK/NACKフィードバックを送信することができる。いくつかの場合、基地局105
は、たとえばどのような追加の送信もスケジューリングしないことがあるDCIフォーマッ
ト(たとえば、DCIフォーマット0A、0B、4A、4Bなど)を使用して、アップリンク送信の受
信に肯定応答することができる。たとえば、DCIの中のPUSCHトリガビットは、UE115から
の自律的なアップリンク送信のACK/NACKフィードバックのためにそのビットが使用され、
アップリンク送信がスケジューリングされない可能性があることを示し得る。加えて、ま
たは代わりに、UE115からの自律的なアップリンク送信のACK/NACKフィードバックを示す
ために、ビットのある組合せ(たとえば、MCSおよびいくつかのTTI)が使用され得る。いく
つかの場合、ACK/NACKフィードバックを示すためにNDIビットが使用されることがあり、H
ARQ識別子およびRVと関連付けられる情報はそれぞれ、HARQプロセス番号ビットおよびRV
に対応するビットにおいて示されることがある。
【０１１５】
　図11は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートするシステ
ムにおけるプロセスフロー1100の例を示す。プロセスフロー1100は、図1～図2を参照して
本明細書で説明されたようなUE115および基地局105のそれぞれの例であり得る、UE115-b
および基地局105-bを含み得る。プロセスフロー1100は異なる自律的なアップリンク制御
チャネル構成の使用の例であることがあり、UE115-bはアップリンクリソースの事前のグ
ラントを受信することなく機会主義的にアップリンクデータを送信することがある。
【０１１６】
　1105において、基地局105-bはRRCメッセージをUE115-bに送信することができ、UE115-b
はRRCメッセージを基地局105-bから受信することができる。RRCメッセージ、またはRRCシ
グナリングは、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるアップリンク送信のための、
周波数領域における周期的なリソースの割振りを示し得る。リソース割振りは、リソース
ブロック(RB)レベルの粒度を有することがあるので、各RBに対してリソースが割り振られ
る。リソース割振りはさらに、サブフレーム全体に周波数ホッピングをもたらして検出性
能を改善する。RRCはさらに、DMRS構成およびOCCシーケンスを示し得る。
【０１１７】
　1110において、UE115-bは、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリ
ングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特
定することができる。制御チャネル情報は、SR、MCS、およびHARQ情報を含み得る。HARQ
情報は、送信機会の各TTI(たとえば、各サブフレーム)と関連付けられる、HARQ ID、RV、
およびNDIを含み得る。UE115-bはさらに、制御情報の送信のための免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域の狭い帯域幅部分を特定し得る。周波数スペクトルの狭い帯域幅部分は、搬
送波帯域幅の1つまたは複数の特定の周波数インターレースを含み得る。UE115-bはさらに
、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定し得る。初期変調シンボル期間はDM
RSのために使用され得る。
【０１１８】
　制御チャネル構成は、ePUCCHと同様のペイロードおよび波形を定義し得る。この場合、
制御チャネル構成は、たとえば14個の変調シンボル期間を使用し得る。それらの変調シン
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ボル期間のうちの4つがDMRSのために使用されることがあり、10個の変調シンボル期間が
データ送信のために使用されることがある。
【０１１９】
　代わりに、制御チャネル構成は、sPUCCHと同様のペイロードおよび波形を定義し得る。
この場合、制御チャネル構成は、たとえば4個の変調シンボル期間を使用し得る。2個の変
調シンボル期間がDMRSのために使用されることがあり、2個の変調シンボル期間がデータ
送信のために使用されることがある。代わりに、制御チャネル構成は、たとえば2個の変
調シンボル期間を使用することができ、ここで、第1の変調シンボル期間がDMRSのために
使用されることがあり、第2の変調シンボル期間がデータ送信のために使用されることが
ある。
【０１２０】
　1115において、UE115-bはCCAを実行し得る。UE115-bは、自律的なアップリンクモード
のためのCCAフォーマットを特定し、特定されたCCAフォーマットを使用してアップリンク
メッセージを送信する前に免許不要無線周波数スペクトル帯域においてCCA手順を実行し
得る。CCA手順は、たとえば送信機会に先行するTTIの間に実行され得る。UE115-bはさら
に、CTS信号を含む変調シンボル期間とデータとの間のガード期間を特定し得る。ガード
期間は、制御情報、CTS信号、およびデータのいずれかと時分割多重化され得る。
【０１２１】
　1120において、免許不要無線周波数スペクトル帯域の一部分がアップリンクメッセージ
の送信のために確保されることを示すビジー信号を、UE115-bが基地局105-bに送信するこ
とができ、基地局105-bがUE115-bから受信することができる。ビジー信号を送信すること
は、UE115-bが、CCAに基づいて免許不要無線周波数スペクトル帯域のその部分が利用可能
であることを特定することに少なくとも一部基づき得る。ビジー信号は、CCA手順が完了
すると、先行するTTIの残りの時間長の間、免許不要無線周波数スペクトル帯域において
送信され得る。
【０１２２】
　1125において、免許不要無線周波数スペクトル帯域の中の自律的なアップリンク制御チ
ャネル構成に従って、データと多重化される制御情報を、UE115-bが基地局105-bに送信す
ることができ、基地局105-bがUE115-bから受信することができる。制御情報は、送信機会
の初期TTIの間に送信され得る。加えて、または代わりに、特定された1つまたは複数の変
調シンボル期間の間に、制御情報およびデータが送信されることがあり、制御情報はデー
タと時分割多重化されることがある。送信されたデータは、初期TTIのためのMCSの指示を
含み得る。送信されたデータはさらに、送信機会の各TTIのための識別子HARQ ID、RV、お
よびNDIのためのインジケータを含み得る。制御情報およびデータは、免許不要無線周波
数スペクトル帯域の1つまたは複数の周波数インターレースを含む、特定された狭い帯域
幅部分において送信されることがあり、制御情報は、データと周波数分割多重化されるこ
とがある。
【０１２３】
　加えて、または代わりに、UE115-bはLBT手順を実行することができ、このLBT手順にお
いて、UE115-bは初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域を監視し得る。UE115-bは次いで、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル
期間の間にCRSが基地局105-b(またはサービング基地局)から受信されなかった可能性があ
ると決定したことに少なくとも一部基づいて、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期
間の後で制御情報を送信し得る。
【０１２４】
　1130において、送信機会の初期TTIの変調シンボル期間の間にCTS信号を、基地局105-b
がUE115-bに送信することができ、UE115-bが基地局105-bから受信することができる。CTS
信号は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の1つまたは複数の特定のインターレース上
で送信され得る。CTS信号は、送信された制御情報に応じたものであり得る。
【０１２５】
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　1135において、送信機会の1つまたは複数の後続のTTIの間に免許不要無線周波数スペク
トル帯域において追加のデータを、UE115-bが基地局105-bに送信することができ、基地局
105-bがUE115-bから受信することができる。sPUCCH様の制御チャネル構成の場合、追加の
データは、たとえば、2個または4個の変調シンボル期間に続く後続の変調シンボル期間の
間に、1つまたは複数の周波数インターレース上で送信され得る。代わりに、CCAが実行さ
れたとき、ガード期間に続く後続の変調シンボル期間の間に、追加のデータが送信され得
る。初期TTIの中のデータおよび追加のデータが、同じMCSとともに送信され得る。代わり
に、初期のTTIの中のデータは第1のMCSを用いて送信されることがあり、追加のデータが
第2のMCSを用いて送信されることがあり、ここで第2のMCSは第1のMCSと異なることがある
。追加の送信されたデータは、送信機会の各々のそれぞれのTTIのためのMCSの指示を含み
得る。追加の送信されたデータはさらに、送信機会の各TTIと関連付けられる逐次計算に
少なくとも一部基づいて、追加のHARQ IDおよびRVの追加の指示を含み得る。
【０１２６】
　図12は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートするワイヤレスデバイス1205のブロック図1200を示す。ワイヤレスデバ
イス1205は、図1を参照して説明されたようなUE115の態様の例であり得る。ワイヤレスデ
バイス1205は、受信機1210と、UE制御チャネルマネージャ1215と、送信機1220とを含み得
る。ワイヤレスデバイス1205はプロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(た
とえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信し得る。
【０１２７】
　受信機1210は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられる
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および自律的なアップリンクのた
めの様々な制御チャネル構成に関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバ
イスの他の構成要素に渡され得る。受信機1210は、図15を参照して説明されるトランシー
バ1535の態様の例であり得る。UE制御チャネルマネージャ1215は、図15を参照して説明さ
れるUE制御チャネルマネージャ1515の態様の例であり得る。
【０１２８】
　UE制御チャネルマネージャ1215またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつ
かは、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、UE制御チャネルマネージャ1215および/またはその様々な副構成要素
のうちの少なくともいくつかの機能は、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)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
ェア構成要素、または本開示において説明される機能を実行するように設計されたそれら
の任意の組合せによって実行され得る。
【０１２９】
　UE制御チャネルマネージャ1215またはその様々な副構成要素の少なくともいくつかは、
機能の一部が1つまたは複数の物理デバイスによって異なる物理的位置に実装されるよう
に分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。いくつかの例では、UE
制御チャネルマネージャ1215またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは
、本開示の様々な態様による別個のおよび異なる構成要素であり得る。他の例では、UE制
御チャネルマネージャ1215もしくはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは
、限定はされないが、I/O構成要素、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピュ
ーティングデバイス、本開示で説明された1つまたは複数の他の構成要素、または本開示
の様々な態様によるそれらの組合せを含む、1つまたは複数の他のハードウェア構成要素
と合成され得る。
【０１３０】
　UE制御チャネルマネージャ1215は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジ
ューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構
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成を特定し、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において自律的
なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された制御情報を送信し、Tx
OPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において追加
のデータを送信し得る。
【０１３１】
　送信機1220は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機1220は、トランシーバモジュールの中で受信機1210と一緒に置かれ得
る。たとえば、送信機1220は、図15を参照して説明されるトランシーバ1535の態様の例で
あり得る。送信機1220は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを
含むことがある。
【０１３２】
　図13は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートするワイヤレスデバイス1305のブロック図1300を示す。ワイヤレスデバ
イス1305は、図1および図12を参照して説明されたようなワイヤレスデバイス1205またはU
E115の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス1305は、受信機1310と、UE制御チャネル
マネージャ1315と、送信機1320とを含み得る。ワイヤレスデバイス1305はプロセッサも含
み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに
通信し得る。
【０１３３】
　受信機1310は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルに関連付けられた
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および自律的なアップリンクのた
めの様々な制御チャネル構成に関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバ
イスの他の構成要素に渡され得る。受信機1310は、図15を参照して説明されるトランシー
バ1535の態様の例であり得る。
【０１３４】
　UE制御チャネルマネージャ1315は、図15を参照して説明されるUE制御チャネルマネージ
ャ1515の態様の例であり得る。UE制御チャネルマネージャ1315はまた、制御チャネル構成
マネージャ1325、制御情報構成要素1330、およびデータマネージャ1335を含み得る。
【０１３５】
　制御チャネル構成マネージャ1325は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケ
ジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル
構成を特定することができる。いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成
を特定することは、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定することを含むこ
とがあり、制御情報が1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信され、制御情報がTxO
Pの初期TTIの間にデータと時分割多重化される。自律的なアップリンク制御チャネル構成
を特定することはまた、免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分を特定する
ことを含むことがあり、制御情報が狭い帯域幅部分において送信され、制御情報がTxOPの
初期TTIの間にデータと周波数分割多重化される。
【０１３６】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、DMRSと関連付けられる初
期変調シンボル期間を含む。いくつかの場合、狭い帯域幅部分は搬送波帯域幅の周波数イ
ンターレースを含む。いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は14個の
変調シンボル期間を含み、14個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる4個の変調
シンボル期間と、データ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを含む。加えて
、または代わりに、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、ePUCCHに対応するペイロ
ードおよび波形を含む。いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、sP
UCCHに対応するペイロードおよび波形を含む。
【０１３７】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は4個の変調シンボル期間を
含み、4個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、デー
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タ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを含む。いくつかの例では、自律的な
アップリンク制御チャネル構成は2個の変調シンボル期間を含み、2個の変調シンボル期間
は、DMRSと関連付けられる第1の変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる第2の
変調シンボル期間とを含む。いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は
4個の変調シンボル期間を含み、4個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の
変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを含む。
【０１３８】
　制御情報構成要素1330は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域
において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された制御情
報を送信し得る。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許不要無
線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において送信される。いくつかの場合、狭い帯
域幅部分は搬送波帯域幅の周波数インターレースを含む。いくつかの場合、初期TTIの中
の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の周波数インターレース
のセットにおいて送信される。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情報およびデータが
送信され、CTS信号が免許不要無線周波数スペクトル帯域のインターレースのセットにお
いて受信される。いくつかの場合、制御情報は、SR、MCSの指示、もしくはHARQ情報のう
ちの少なくとも1つ、またはこれらの組合せを含む。
【０１３９】
　データマネージャ1335は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要無線周波
数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。いくつかの場合、追加のデータを
送信することは、4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータ
を送信することを含む。いくつかの場合、追加のデータを送信することは、周波数インタ
ーレースのセット内の4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデ
ータを送信することを含む。いくつかの場合、追加のデータを送信することは、周波数イ
ンターレースのセット内の2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加
のデータを送信することを含む。いくつかの場合、追加のデータを送信することは、ガー
ド期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを送信することを含む。いくつかの
場合、TxOPの初期TTIの中のデータおよびTxOPの1つまたは複数の後続のTTIの中の追加の
データが、同じMCSを用いて送信される。いくつかの場合、TxOPの初期TTIの中のデータが
第1のMCSを用いて送信され、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの中の追加のデータが、第
1のMCSと異なる第2のMCSを用いて送信される。いくつかの場合、TxOPの初期TTIにおいて
送信されるデータが初期TTIに対するMCSの指示を含み、TxOPの1つまたは複数の後続のTTI
において送信される追加のデータがTxOPの各々のそれぞれのTTIに対するMCSの指示を含む
。
【０１４０】
　送信機1320は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機1320は、トランシーバモジュールの中で受信機1310と一緒に置かれ得
る。たとえば、送信機1320は、図15を参照して説明されるトランシーバ1535の態様の例で
あり得る。送信機1320は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを
含むことがある。
【０１４１】
　図14は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートするUE制御チャネルマネージャ1415のブロック図1400を示す。UE制御チ
ャネルマネージャ1415は、図12、図13、および図15を参照して説明されたUE制御チャネル
マネージャ1215、UE制御チャネルマネージャ1315、またはUE制御チャネルマネージャ1515
の態様の例であり得る。UE制御チャネルマネージャ1415は、制御チャネル構成マネージャ
1420、制御情報構成要素1425、データマネージャ1430、CTS構成要素1435、ガード期間構
成要素1440、無線リソース制御(RRC)シグナリング構成要素1445、HARQ情報構成要素1450
、およびlisten-before-talk (LBT)マネージャ1455を含み得る。これらのモジュールの各
々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いと直接または間接的に通信し得る
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。
【０１４２】
　制御チャネル構成マネージャ1420は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケ
ジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル
構成を特定することができる。いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成
を特定することは、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定することを含むこ
とがあり、制御情報が1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信され、制御情報がTxO
Pの初期TTIの間にデータと時分割多重化される。いくつかの場合、自律的なアップリンク
制御チャネル構成を特定することは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部
分を特定することを含み、制御情報が狭い帯域幅部分において送信され、制御情報がTxOP
の初期TTIの間にデータと周波数分割多重化される。いくつかの場合、狭い帯域幅部分が
搬送波帯域幅の周波数インターレースを含む。
【０１４３】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、ePUCCHに対応するペイロ
ードおよび波形を含む。加えて、または代わりに、自律的なアップリンク制御チャネル構
成は、sPUCCHに対応するペイロードおよび波形を含む。いくつかの場合、自律的なアップ
リンク制御チャネル構成が14個の変調シンボル期間を含み、14個の変調シンボル期間が、
DMRSと関連付けられる4個の変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる10個の変
調シンボル期間とを含む。自律的なアップリンク制御チャネル構成は、たとえば、sPUCCH
に対応するペイロードおよび波形を含み得る。いくつかの例では、自律的なアップリンク
制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を含み、4個の変調シンボル期間が、DMRSと関
連付けられる2個の変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル
期間とを含む。
【０１４４】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成が2個の変調シンボル期間を
含み、2個の変調シンボル期間が、DMRSと関連付けられる第1の変調シンボル期間と、デー
タ送信と関連付けられる第2の変調シンボル期間とを含む。いくつかの例では、自律的な
アップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を含み、4個の変調シンボル期間
が、DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる2個の
変調シンボル期間とを含む。加えて、または代わりに、自律的なアップリンク制御チャネ
ル構成は、DMRSと関連付けられる初期変調シンボル期間を含む。
【０１４５】
　制御情報構成要素1425は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域
において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された制御情
報を送信し得る。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許不要無
線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において送信される。いくつかの場合、狭い帯
域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを含む。いくつかの場合、初期TTIの中
の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の周波数インターレース
のセットにおいて送信される。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情報およびデータが
送信され、CTS信号が免許不要無線周波数スペクトル帯域のインターレースのセットにお
いて受信される。いくつかの場合、制御情報は、SR、MCSの指示、もしくはHARQ情報のう
ちの少なくとも1つ、またはこれらの組合せを含む。
【０１４６】
　データマネージャ1430は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要無線周波
数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。いくつかの場合、追加のデータを
送信することは、4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータ
を送信することを含む。いくつかの場合、追加のデータを送信することは、周波数インタ
ーレースのセット内の4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデ
ータを送信することを含む。いくつかの例では、追加のデータを送信することは、周波数
インターレースのセット内の2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追
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加のデータを送信することを含む。加えて、または代わりに、追加のデータを送信するこ
とは、ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを送信することを含む。
【０１４７】
　いくつかの場合、TxOPの初期TTIの中のデータおよびTxOPの1つまたは複数の後続のTTI
の中の追加のデータが、同じMCSを用いて送信される。いくつかの場合、TxOPの初期TTIの
中のデータが第1のMCSを用いて送信され、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの中の追加の
データが、第1のMCSと異なる第2のMCSを用いて送信される。加えて、または代わりに、Tx
OPの初期TTIにおいて送信されるデータが初期TTIに対するMCSの指示を含み、TxOPの1つま
たは複数の後続のTTIにおいて送信される追加のデータがTxOPの各々のそれぞれのTTIに対
するMCSの指示を含む。
【０１４８】
　CTS構成要素1435は、TxOPの初期TTIの変調シンボル期間の間に基地局からCTS信号を受
信することができ、CTS信号は制御情報に応答するものである。ガード期間構成要素1440
は、CTS信号を含む変調シンボル期間とデータとの間のガード期間を特定することができ
、ガード期間は、制御情報、CTS信号、およびデータと時分割多重化される。RRCシグナリ
ング構成要素1445は、自律的なアップリンク制御チャネル構成を示すRRCシグナリングを
受信することができ、自律的なアップリンク制御チャネル構成はRRCシグナリングに基づ
いて特定される。いくつかの場合、RRCシグナリングは、周波数領域割振り、DMRS構成、
またはOCCシーケンス、またはこれらの任意の組合せのうちの少なくとも1つの指示を含む
。
【０１４９】
　HARQ情報構成要素1450は、TxOPの各TTIと関連付けられるHARQ識別子、RVの指示、およ
びNDIを特定することができ、TxOPの初期TTIの間に各TTIに対する、特定されたHARQ識別
子の指示、RVの指示、およびNDIを送信することができる。いくつかの例では、HARQ情報
構成要素1450は、TxOPの各TTIと関連付けられるNDIを特定することができ、TxOPの初期TT
Iの間に各TTIと関連付けられる特定されたNDIの指示を送信することができ、TxOPの初期T
TIの間にHARQ識別子およびRVの指示を送信することができる。
【０１５０】
　LBTマネージャ1455は、TxOPの前の先行するTTIの間に免許不要無線周波数スペクトル帯
域においてCCA手順を実行し、CCA手順を完了すると、先行するTTIの残りの時間長の間、
免許不要無線周波数スペクトル帯域においてビジー信号を送信することができる。いくつ
かの場合、LBTマネージャ1455は、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間、免
許不要無線周波数スペクトル帯域を監視することができ、制御情報は初期TTIの1つまたは
複数の変調シンボル期間の後に送信される。いくつかの例では、LBTマネージャ1455は、
初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間にCRSがサービング基地局から受信され
ないと決定することができ、制御情報は、CRSが受信されないという決定に基づいて送信
される。
【０１５１】
　図15は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートするデバイス1505を含むシステム1500の図を示す。デバイス1505は、た
とえば、図1、図12、および図13を参照して上で説明されたような、ワイヤレスデバイス1
205、ワイヤレスデバイス1305、またはUE115の構成要素の例であり得るか、またはそれら
を含み得る。デバイス1505は、UE制御チャネルマネージャ1515、プロセッサ1520、メモリ
1525、ソフトウェア1530、トランシーバ1535、アンテナ1540、およびI/Oコントローラ154
5を含めて、通信を送信および受信するための構成要素を含む、双方向音声およびデータ
通信のための構成要素を含むことがある。これらの構成要素は、1つまたは複数のバス(た
とえば、バス1510)を介して電子的に通信していることがある。デバイス1505は、1つまた
は複数の基地局105とワイヤレスに通信することができる。
【０１５２】
　プロセッサ1520は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッ
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サ、DSP、中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、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構成要素、個別ハードウェア構成要素、
またはそれらの任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合、プロセッサ1520は、メモリ
コントローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合には、
メモリコントローラはプロセッサ1520の中に統合され得る。プロセッサ1520は、様々な機
能(たとえば、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートする機
能またはタスク)を実行するためにメモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行する
ように構成され得る。
【０１５３】
　メモリ1525は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含み得る。
メモリ1525は、実行されると、プロセッサに、本明細書で説明される様々な機能を実行さ
せる命令を含む、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能ソフトウェア1530を記憶し得
る。いくつかの場合、メモリ1525は、特に、周辺構成要素またはデバイスとの相互作用な
どの、基本的なハードウェアおよび/またはソフトウェア動作を制御し得る基本入出力シ
ステム(BIOS)を含み得る。
【０１５４】
　ソフトウェア1530は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポー
トするためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコードを含み得る。ソフトウ
ェア1530は、システムメモリまたは他のメモリなどの、非一時的コンピュータ可読媒体に
記憶され得る。いくつかの場合、ソフトウェア1530は、プロセッサによって直接実行可能
ではないことがあるが、(たとえば、コンパイルおよび実行されると)本明細書で説明され
る機能をコンピュータに実行させることがある。
【０１５５】
　トランシーバ1535は、上で説明されたように、1つまたは複数のアンテナ、有線リンク
、またはワイヤレスリンクを介して双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ1535は
、ワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に通
信することがある。トランシーバ1535はまた、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に提供し、アンテナから受信されたパケットを復調するためのモデ
ムを含み得る。
【０１５６】
　いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1540を含み得る。しかしながら
、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信すること
が可能であり得る複数のアンテナ1540を有し得る。
【０１５７】
　I/Oコントローラ1545は、デバイス1505のための入力および出力信号を管理し得る。I/O
コントローラ1545はまた、デバイス1505に統合されていない周辺装置を管理し得る。いく
つかの場合、I/Oコントローラ1545は、外部周辺装置への物理接続またはポートを表し得
る。いくつかの場合、I/Oコントローラ1545は、iOS(登録商標)、ANDROID(登録商標)、MS-
DOS(登録商標)、MS-WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UNIX(登録商標)、LINUX(登録
商標)、または別の知られているオペレーティングシステムなどの、オペレーティングシ
ステムを利用し得る。他の場合には、I/Oコントローラ1545は、モデム、キーボード、マ
ウス、タッチスクリーン、または同様のデバイスを表すか、またはそれと対話し得る。場
合によっては、I/Oコントローラ1545は、プロセッサの一部として実装され得る。場合に
よっては、ユーザは、I/Oコントローラ1545を介して、またはI/Oコントローラ1545によっ
て制御されたハードウェア構成要素を介して、デバイス1505と対話し得る。
【０１５８】
　図16は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートするワイヤレスデバイス1605のブロック図1600を示す。ワイヤレスデバ
イス1605は、図1を参照して説明されたような基地局105の態様の例であり得る。ワイヤレ
スデバイス1605は、受信機1610と、基地局制御チャネルマネージャ1615と、送信機1620と
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を含み得る。ワイヤレスデバイス1605はプロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々
は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信し得る。
【０１５９】
　受信機1610は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられた
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および自律的なアップリンクのた
めの様々な制御チャネル構成に関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバ
イスの他の構成要素に渡され得る。受信機1610は、図19を参照して説明されるトランシー
バ1935の態様の例であり得る。
【０１６０】
　基地局制御チャネルマネージャ1615は、図19を参照して説明される基地局制御チャネル
マネージャ1915の態様の例であり得る。基地局制御チャネルマネージャ1615またはその様
々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、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、基地局制御チャネルマネー
ジャ1615またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかの機能は、汎用プロセ
ッサ、DSP、ASIC、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、個別ハードウェア構成要素、または本開示において説明される機能を
実行するように設計されたそれらの任意の組合せによって実行され得る。基地局制御チャ
ネルマネージャ1615またはその様々な副構成要素の少なくともいくつかは、機能の一部が
1つまたは複数の物理デバイスによって異なる物理的位置に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。
【０１６１】
　いくつかの例では、基地局制御チャネルマネージャ1615またはその様々な副構成要素の
うちの少なくともいくつかは、本開示の様々な態様による別個のおよび異なる構成要素で
あり得る。他の例では、基地局制御チャネルマネージャ1615もしくはその様々な副構成要
素のうちの少なくともいくつかは、限定はされないが、I/O構成要素、トランシーバ、ネ
ットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明された1つまたは複
数の他の構成要素、または本開示の様々な態様によるそれらの組合せを含む、1つまたは
複数の他のハードウェア構成要素と合成され得る。
【０１６２】
　基地局制御チャネルマネージャ1615は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるス
ケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネ
ル構成を特定し、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において自
律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された制御情報を受信し
、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要無線周波数スペクトル帯域において
追加のデータを受信し得る。
【０１６３】
　送信機1620は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機1620は、トランシーバモジュールの中で受信機1610と一緒に置かれ得
る。たとえば、送信機1620は、図19を参照して説明されるトランシーバ1935の態様の例で
あり得る。送信機1620は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを
含むことがある。
【０１６４】
　図17は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートするワイヤレスデバイス1705のブロック図1700を示す。ワイヤレスデバ
イス1705は、図1および図16を参照して説明されたようなワイヤレスデバイス1605または
基地局105の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス1705は、受信機1710と、基地局制
御チャネルマネージャ1715と、送信機1720とを含み得る。ワイヤレスデバイス1705はプロ
セッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介し
て)互いに通信し得る。
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【０１６５】
　受信機1710は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネルと関連付けられた
制御情報(たとえば、制御チャネル、データチャネル、および自律的なアップリンクのた
めの様々な制御チャネル構成に関する情報など)などの情報を受信し得る。情報は、デバ
イスの他の構成要素に渡され得る。受信機1710は、図19を参照して説明されるトランシー
バ1935の態様の例であり得る。
【０１６６】
　基地局制御チャネルマネージャ1715は、図19を参照して説明される基地局制御チャネル
マネージャ1915の態様の例であり得る。基地局制御チャネルマネージャ1715はまた、未ス
ケジューリングアップリンク送信マネージャ1725、基地局制御情報構成要素1730、および
基地局データマネージャ1735を含み得る。
【０１６７】
　未スケジューリングアップリンク送信マネージャ1725は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域におけるスケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップ
リンク制御チャネル構成を特定することができる。いくつかの場合、自律的なアップリン
ク制御チャネル構成を特定することは、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特
定することを含み、制御情報が1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信され、制御
情報がTxOPの初期TTIの間にデータと時分割多重化される。
【０１６８】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は14個の変調シンボル期間を
含み、14個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる4個の変調シンボル期間と、デ
ータ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを含む。いくつかの場合、自律的な
アップリンク制御チャネル構成は、ePUCCHに対応するペイロードおよび波形を含む。いく
つかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成は4個の変調シンボル期間を含み
、4個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、データ送
信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを含む。
【０１６９】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、sPUCCHに対応するペイロ
ードおよび波形を含む。いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は4個
の変調シンボル期間を含み、4個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の変調
シンボル期間と、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを含む。いくつ
かの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は2個の変調シンボル期間を含み、2個
の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる第1の変調シンボル期間と、データ送信と
関連付けられる第2の変調シンボル期間とを含む。いくつかの場合、自律的なアップリン
ク制御チャネル構成は、DMRSと関連付けられる初期変調シンボル期間を含む。
【０１７０】
　基地局制御情報構成要素1730は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された
制御情報を受信し得る。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許
不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において受信される。いくつかの場合、
狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを含む。いくつかの場合、初期TT
Iの中の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の周波数インター
レースのセットにおいて受信される。いくつかの場合、制御情報は、SR、MCSの指示、も
しくはHARQ情報のうちの少なくとも1つ、またはこれらの組合せを含む。いくつかの場合
、制御情報は、搬送波帯域幅の周波数インターレースを含む免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の狭い帯域幅部分において受信される。
基地局データマネージャ1735は、受信されたSRに基づいてUE115から追加のデータが送信
されると決定し、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に免許不要無線周波数スペクトル
帯域において追加のデータを受信することができる。いくつかの場合、追加のデータを受
信することは、4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを
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受信することを含む。いくつかの場合、追加のデータを受信することは、周波数インター
レースのセット内の4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデー
タを受信することを含む。いくつかの場合、追加のデータを受信することは、ガード期間
の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを受信することを含む。いくつかの例では
、基地局データマネージャ1735は、追加のデータが受信されることに成功したかどうかを
決定し、この決定に少なくとも一部基づいて肯定応答メッセージまたは否定応答メッセー
ジを備えるフィードバックメッセージを送信することができる。いくつかの場合、フィー
ドバックメッセージは、DCIフォーマット(たとえば、DCIフォーマット0A、0B、4A、4Bな
ど)を使用して送信され得る。
【０１７１】
　送信機1720は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機1720は、トランシーバモジュールの中で受信機1710と一緒に置かれ得
る。たとえば、送信機1720は、図19を参照して説明されるトランシーバ1935の態様の例で
あり得る。送信機1720は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを
含むことがある。
【０１７２】
　図18は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートする基地局制御チャネルマネージャ1815のブロック図1800を示す。基地
局制御チャネルマネージャ1815は、図16、図17、および図19を参照して説明される基地局
制御チャネルマネージャ1915の態様の例であり得る。基地局制御チャネルマネージャ1815
は、未スケジューリングアップリンク送信マネージャ1820、基地局制御情報構成要素1825
、基地局データマネージャ1830、SR構成要素1835、CTSマネージャ1840、RRCマネージャ18
45、および基地局HARQ情報構成要素1850を含み得る。これらのモジュールの各々は、(た
とえば、1つまたは複数のバスを介して)互いと直接または間接的に通信し得る。
【０１７３】
　未スケジューリングアップリンク送信マネージャ1820は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域におけるスケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップ
リンク制御チャネル構成を特定することができる。いくつかの場合、自律的なアップリン
ク制御チャネル構成を特定することは、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特
定することを含むことがあり、制御情報が1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信
され、制御情報がTxOPの初期TTIの間にデータと時分割多重化される。いくつかの場合、
自律的なアップリンク制御チャネル構成は、sPUCCHに対応するペイロードおよび波形を含
む。加えて、または代わりに、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、ePUCCHに対応
するペイロードおよび波形を含み得る。
【０１７４】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成は4個の変調シンボル期間を
含み、4個の変調シンボル期間は、DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、デー
タ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを含む。いくつかの例では、自律的な
アップリンク制御チャネル構成は4個の変調シンボル期間を含むことがあり、4個の変調シ
ンボル期間は、復調基準信号DMRSと関連付けられる2個の変調シンボル期間と、データ送
信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを含む。いくつかの場合、自律的なアップ
リンク制御チャネル構成は2個の変調シンボル期間を含み、2個の変調シンボル期間は、DM
RSと関連付けられる第1の変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる第2の変調シ
ンボル期間とを含む。いくつかの例では、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、DM
RSと関連付けられる初期変調シンボル期間を含む。いくつかの場合、自律的なアップリン
ク制御チャネル構成は14個の変調シンボル期間を含み、14個の変調シンボル期間は、DMRS
と関連付けられる4個の変調シンボル期間と、データ送信と関連付けられる10個の変調シ
ンボル期間とを含む。
【０１７５】
　基地局制御情報構成要素1825は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
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ル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された
制御情報を受信し得る。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許
不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において受信され、狭い帯域幅部分は搬
送波帯域幅の周波数インターレースを含み得る。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情
報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の周波数インターレースのセット
において受信される。いくつかの場合、制御情報は、SR、MCSの指示、もしくはHARQ情報
のうちの少なくとも1つ、またはこれらの組合せを含む。いくつかの場合、制御情報は、
搬送波帯域幅の周波数インターレースを含む免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯
域幅部分において受信される。
【０１７６】
　基地局データマネージャ1830は、受信されたSRに基づいてUEから追加のデータが送信さ
れると決定し、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に免許不要無線周波数スペクトル帯
域において追加のデータを受信することができる。いくつかの場合、追加のデータを受信
することは、4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを受
信することを含む。いくつかの場合、追加のデータを受信することは、周波数インターレ
ースのセット内の4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータ
を受信することを含む。加えて、または代わりに、追加のデータを受信することは、ガー
ド期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを受信することを含む。いくつかの
場合、追加のデータを受信することは、周波数インターレースのセット内の2個の変調シ
ンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に追加のデータを受信することを含む。いくつ
かの例では、基地局データマネージャ1830は、追加のデータが受信されることに成功した
かどうかを決定し、この決定に少なくとも一部基づいて肯定応答メッセージまたは否定応
答メッセージを備えるフィードバックメッセージを送信することができる。いくつかの場
合、フィードバックメッセージは、DCIフォーマット(たとえば、DCIフォーマット0A、0B
、4A、4Bなど)を使用して送信され得る。SR構成要素1835は、制御情報内で、UE115と関連
付けられるSRを受信し得る。
【０１７７】
　CTSマネージャ1840は、TxOPの初期TTIの変調シンボル期間の間に、CTS信号をUE115に送
信し、CTS信号は制御情報に応答するものであり、CTS信号を含む変調シンボル期間とデー
タとの間のガード期間を特定することができ、ガード期間は、制御情報、CTS信号、およ
びデータと時分割多重化される。いくつかの場合、初期TTIの中の制御情報およびデータ
が受信され、CTS信号が免許不要無線周波数スペクトル帯域のインターレースのセットに
おいて送信される。
【０１７８】
　RRCマネージャ1845は、自律的なアップリンク制御チャネル構成を示すRRCシグナリング
を送信することができ、自律的なアップリンク制御チャネル構成はRRCシグナリングに基
づいて特定される。いくつかの場合、RRCシグナリングは、周波数領域割振り、DMRS構成
、もしくはOCCシーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合せを
含む。
【０１７９】
　基地局HARQ情報構成要素1850は、TxOPの初期TTIの間に、TxOPの各TTIと関連付けられる
HARQ識別子の指示、RVの指示、およびNDIを受信し、TxOPの初期TTIの間に、TxOPの各TTI
と関連付けられるNDIの指示を受信し、TxOPの初期TTIの間にHARQ識別子およびRVの指示を
受信し、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの各々と関連付けられるHARQ識別子およびRVの
指示を決定することができ、HARQ識別子およびRVの指示を決定することは、TxOPの初期TT
Iの間に受信されるHARQ識別子およびRVの指示と関連付けられる逐次計算に少なくとも一
部基づく。
【０１８０】
　図19は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成をサポートするデバイス1905を含むシステム1900の図を示す。デバイス1905は、た
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とえば、図1を参照して上で説明されたような、基地局105の構成要素の例であることがあ
り、またはそれを含むことがある。デバイス1905は、通信を送信および受信するための構
成要素を含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含むことがあり、基地局
制御チャネルマネージャ1915、プロセッサ1920、メモリ1925、ソフトウェア1930、トラン
シーバ1935、アンテナ1940、ネットワーク通信マネージャ1945、および基地局通信マネー
ジャ1950を含む。これらの構成要素は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス1910)を介
して電子的に通信していることがある。デバイス1905は、1つまたは複数のUE115とワイヤ
レスに通信し得る。
【０１８１】
　プロセッサ1920は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッ
サ、DSP、CPU、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、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構成要素、個別ハードウェア構成要素、またはそれらの
任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合、プロセッサ1920は、メモリコントローラを
使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合には、メモリコントロ
ーラはプロセッサ1920の中に統合され得る。プロセッサ1920は、様々な機能(たとえば、
自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポートする機能またはタスク
)を実行するためにメモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行するように構成され
得る。
【０１８２】
　メモリ1925は、RAMとROMとを含み得る。メモリ1925は、実行されると、プロセッサに、
本明細書で説明される様々な機能を実行させる命令を含む、コンピュータ可読のコンピュ
ータ実行可能ソフトウェア1930を記憶し得る。いくつかの場合、メモリ1925は、特に、周
辺構成要素またはデバイスとの相互作用などの、基本的ハードウェアおよび/またはソフ
トウェア動作を制御し得るBIOSを含み得る。
【０１８３】
　ソフトウェア1930は、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネル構成をサポー
トするためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコードを含み得る。ソフトウ
ェア1930は、システムメモリまたは他のメモリなどの、非一時的コンピュータ可読媒体に
記憶され得る。いくつかの場合、ソフトウェア1930は、プロセッサによって直接実行可能
ではないことがあるが、(たとえば、コンパイルおよび実行されると)本明細書で説明され
る機能をコンピュータに実行させることがある。
【０１８４】
　トランシーバ1935は、上で説明されたように、1つまたは複数のアンテナ、有線リンク
、またはワイヤレスリンクを介して双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ1935は
、ワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に通
信することがある。トランシーバ1935はまた、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に提供し、アンテナから受信されたパケットを復調するためのモデ
ムを含み得る。
【０１８５】
　いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1940を含み得る。しかしながら
、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信すること
が可能であり得る複数のアンテナ1940を有し得る。ネットワーク通信マネージャ1945は、
(たとえば、1つまたは複数の有線バックホールリンクを介して)コアネットワークとの通
信を管理し得る。たとえば、ネットワーク通信マネージャ1945は、1つまたは複数のUE115
などのクライアントデバイスのためのデータ通信の転送を管理し得る。
【０１８６】
　基地局通信マネージャ1950は、他の基地局105との通信を管理することがあり、他の基
地局105と協調してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含
むことがある。たとえば、基地局通信マネージャ1950は、ビームフォーミングまたはジョ
イント送信などの様々な干渉緩和技法のために、UE115への送信のためのスケジューリン
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グを協調させ得る。いくつかの例では、基地局通信マネージャ1950は、基地局105間で通
信を行うために、Long Term Evolution(LTE)/LTE-Aワイヤレス通信ネットワーク技術内の
X2インターフェースを提供し得る。
【０１８７】
　図20は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2000を示すフローチャートを示す。方法2000の動作は
、本明細書で説明されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえ
ば、方法2000の動作は、図12～図15を参照して説明されたように、UE制御チャネルマネー
ジャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行
するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、
または代わりに、UE115は、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用し
て実行し得る。
【０１８８】
　ブロック2005において、UE115は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジ
ューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構
成を特定することができる。ブロック2005の動作は、図1～図11を参照して説明された方
法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2005の動作の態様は、図12～図15
を参照して説明されたように、制御チャネル構成マネージャによって実行され得る。
【０１８９】
　ブロック2010において、UE115は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された
制御情報を送信し得る。ブロック2010の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に
従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2010の動作の態様は、図12～図15を参
照して説明されたような制御情報構成要素によって実行され得る。
【０１９０】
　ブロック2015において、UE115は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要
無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。ブロック2015の動作は、
図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク2015の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、データマネージャによ
って実行され得る。
【０１９１】
　図21は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2100を示すフローチャートを示す。方法2100の動作は
、本明細書で説明されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえ
ば、方法2100の動作は、図12～図15を参照して説明されたように、UE制御チャネルマネー
ジャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行
するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、
または代わりに、UE115は、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用し
て実行し得る。
【０１９２】
　ブロック2105において、UE115は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジ
ューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構
成を特定することができ、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、たとえば、ePUCCH
に対応するペイロードおよび波形を含み得る。ブロック2105の動作は、図1～図11を参照
して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2105の動作の態
様は、図12～図15を参照して説明されたように、制御チャネル構成マネージャによって実
行され得る。
【０１９３】
　ブロック2110において、UE115は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部
分を特定し得る。ブロック2110の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って
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実行され得る。いくつかの例では、ブロック2110の動作の態様は、図12～図15を参照して
説明されたように、制御チャネル構成マネージャによって実行され得る。
【０１９４】
　ブロック2115において、UE115は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において、自律的なアップリンク制御チャネル構成に従ってデータと多重化された
制御情報を送信することができ、制御情報は、狭い帯域幅部分において送信されることが
あり、TxOPの初期TTIの間にデータと周波数分割多重化されることがある。ブロック2115
の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例で
は、ブロック2115の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたような制御情報構成
要素によって実行され得る。
【０１９５】
　ブロック2115において、UE115は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要
無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。ブロック2115の動作は、
図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク2115の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、データマネージャによ
って実行され得る。
【０１９６】
　いくつかの場合、自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定することは、免許不要
無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分を特定することを備え、制御情報が狭い帯域
幅部分において送信され、制御情報がTxOPの初期TTIの間にデータと周波数分割多重化さ
れる。
【０１９７】
　図22は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2200を示すフローチャートを示す。方法2200の動作は
、本明細書で説明されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえ
ば、方法2200の動作は、図12～図15を参照して説明されたように、UE制御チャネルマネー
ジャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行
するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、
または代わりに、UE115は、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用し
て実行し得る。
【０１９８】
　ブロック2205において、UE115は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジ
ューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構
成を特定することができ、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、たとえば、sPUCCH
に対応するペイロードおよび波形を含み得る。ブロック2205の動作は、図1～図11を参照
して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2205の動作の態
様は、図12～図15を参照して説明されたように、制御チャネル構成マネージャによって実
行され得る。
【０１９９】
　ブロック2210において、UE115は、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定
し得る。ブロック2210の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され
得る。いくつかの例では、ブロック2210の動作の態様は、図12～図15を参照して説明され
たように、制御チャネル構成マネージャによって実行され得る。
【０２００】
　ブロック2215において、UE115は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された
制御情報を送信し得る。いくつかの例では、制御情報は、1つまたは複数の変調シンボル
期間の間に送信され、TxOPの初期TTIの間にデータで時分割多重化され得る。いくつかの
場合、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭
い帯域幅部分において送信される。ブロック2215の動作は、図1～図11を参照して説明さ
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れた方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2215の動作の態様は、図12
～図15を参照して説明されたような制御情報構成要素によって実行され得る。
【０２０１】
　ブロック2220において、UE115は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要
無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。ブロック2220の動作は、
図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク2220の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、データマネージャによ
って実行され得る。
【０２０２】
　図23は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2300を示すフローチャートを示す。方法2300の動作は
、本明細書で説明されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえ
ば、方法2300の動作は、図12～図15を参照して説明されたように、UE制御チャネルマネー
ジャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行
するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、
または代わりに、UE115は、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用し
て実行し得る。
【０２０３】
　ブロック2305において、UE115は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジ
ューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構
成を特定することができ、自律的なアップリンク制御チャネル構成は、たとえば、sPUCCH
に対応するペイロードおよび波形を含み得る。ブロック2305の動作は、図1～図11を参照
して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2305の動作の態
様は、図12～図15を参照して説明されたように、制御チャネル構成マネージャによって実
行され得る。
【０２０４】
　ブロック2310において、UE115は、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定
し得る。ブロック2310の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され
得る。いくつかの例では、ブロック2310の動作の態様は、図12～図15を参照して説明され
たように、制御チャネル構成マネージャによって実行され得る。
【０２０５】
　ブロック2315において、UE115は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された
制御情報を送信することができ、制御情報は1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送
信される。いくつかの場合、制御情報は、TxOPの初期TTIの間にデータと時分割多重化さ
れることがあり、初期TTIの中の制御情報およびデータは、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の周波数インターレースのセットにおいて送信されることがある。ブロック2315の
動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では
、ブロック2315の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたような制御情報構成要
素によって実行され得る。
【０２０６】
　ブロック2320において、UE115は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要
無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。ブロック2320の動作は、
図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク2320の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、データマネージャによ
って実行され得る。
【０２０７】
　図24は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2400を示すフローチャートを示す。方法2400の動作は
、本明細書で説明されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえ
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ば、方法2400の動作は、図12～図15を参照して説明されたように、UE制御チャネルマネー
ジャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行
するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、
または代わりに、UE115は、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用し
て実行し得る。
【０２０８】
　ブロック2405において、UE115は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジ
ューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構
成を特定することができる。ブロック2405の動作は、図1～図11を参照して説明された方
法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2405の動作の態様は、図12～図15
を参照して説明されたように、制御チャネル構成マネージャによって実行され得る。
【０２０９】
　ブロック2410において、UE115は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された
制御情報を送信し得る。ブロック2410の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に
従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2410の動作の態様は、図12～図15を参
照して説明されたような制御情報構成要素によって実行され得る。
【０２１０】
　ブロック2415において、UE115は、TxOPの初期TTIの変調シンボル期間の間に基地局から
CTS信号を受信することができ、CTS信号は制御情報に応答するものである。ブロック2415
の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例で
は、ブロック2415の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、CTS構成要
素によって実行され得る。
【０２１１】
　ブロック2420において、UE115は、CTS信号を含む変調シンボル期間とデータとの間のガ
ード期間を特定することができ、ガード期間が、制御情報、CTS信号、およびデータと時
分割多重化される。ブロック2420の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従っ
て実行され得る。いくつかの例では、ブロック2420の動作の態様は、図12～図15を参照し
て説明されたように、ガード期間構成要素によって実行され得る。
【０２１２】
　ブロック2425において、UE115は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要
無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。ブロック2425の動作は、
図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク2425の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、データマネージャによ
って実行され得る。
【０２１３】
　図25は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2500を示すフローチャートを示す。方法2500の動作は
、本明細書で説明されるようなUE115またはその構成要素によって実施され得る。たとえ
ば、方法2500の動作は、図12～図15を参照して説明されたように、UE制御チャネルマネー
ジャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される機能を実行
するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る。加えて、
または代わりに、UE115は、以下で説明される機能の態様を、専用ハードウェアを使用し
て実行し得る。
【０２１４】
　ブロック2505において、UE115は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジ
ューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構
成を特定することができる。ブロック2505の動作は、図1～図11を参照して説明された方
法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2505の動作の態様は、図12～図15
を参照して説明されたように、制御チャネル構成マネージャによって実行され得る。
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【０２１５】
　ブロック2510において、UE115は、TxOPの前の先行するTTIの間に、免許不要無線周波数
スペクトル帯域においてCCA手順を実行することができる。ブロック2510の動作は、図1～
図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2510
の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、LBTマネージャによって実行
され得る。
【０２１６】
　ブロック2515において、UE115は、CCA手順が完了すると、先行するTTIの残りの時間長
の間、免許不要無線周波数スペクトル帯域においてビジー信号を送信することができる。
ブロック2515の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。い
くつかの例では、ブロック2515の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように
、LBTマネージャによって実行され得る。
【０２１７】
　ブロック2520において、UE115は、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間、
免許不要無線周波数スペクトル帯域を監視することができる。ブロック2520の動作は、図
1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2
520の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、LBTマネージャによって実
行され得る。
【０２１８】
　ブロック2525において、UE115は、初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間にC
RSがサービング基地局から受信されないと決定することができる。ブロック2525の動作は
、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロ
ック2525の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、LBTマネージャによ
って実行され得る。
【０２１９】
　ブロック2530において、UE115は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化された
制御情報を送信することができ、制御情報は初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間
の後で送信され、制御情報は、CRSが受信されないという決定に基づいて送信される。ブ
ロック2530の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いく
つかの例では、ブロック2530の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたような制
御情報構成要素によって実行され得る。
【０２２０】
　ブロック2535において、UE115は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許不要
無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを送信し得る。ブロック2535の動作は、
図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク2535の動作の態様は、図12～図15を参照して説明されたように、データマネージャによ
って実行され得る。
【０２２１】
　図26は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2600を示すフローチャートを示す。方法2600の動作は
、本明細書で説明されるような基地局105またはその構成要素によって実施され得る。た
とえば、方法2600の動作は、図16～図19を参照して説明されたように、基地局制御チャネ
ルマネージャによって実行され得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明され
る機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得
る。加えて、または代わりに、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明
される機能の態様を実行し得る。
【０２２２】
　ブロック2605において、基地局105は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるス
ケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネ
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ル構成を特定することができる。ブロック2605の動作は、図1～図11を参照して説明され
た方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2605の動作の態様は、図16～
図19を参照して説明されたように、未スケジューリングアップリンク送信マネージャによ
って実行され得る。
【０２２３】
　ブロック2610において、基地局105は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化さ
れた制御情報を受信し得る。ブロック2610の動作は、図1～図11を参照して説明された方
法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2610の動作の態様は、図16～図19
を参照して説明されたような基地局制御情報構成要素によって実行され得る。
【０２２４】
　ブロック2615において、基地局105は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許
不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを受信し得る。ブロック2615の動作
は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブ
ロック2615の動作の態様は、図16～図19を参照して説明されたように、基地局データマネ
ージャによって実行され得る。
【０２２５】
　図27は、本開示の様々な態様による、自律的なアップリンクのための様々な制御チャネ
ル構成を使用した通信のための方法2700を示すフローチャートを示す。方法2700の動作は
、本明細書で説明されるような基地局105またはその構成要素によって実施され得る。た
とえば、方法2700の動作は、図16～図19を参照して説明されたように、基地局制御チャネ
ルマネージャによって実行され得る。いくつかの例では、基地局105は、以下で説明され
る機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得
る。加えて、または代わりに、基地局105は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明
される機能の態様を実行し得る。
【０２２６】
　ブロック2705において、基地局105は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるス
ケジューリングされていないアップリンク送信のための自律的なアップリンク制御チャネ
ル構成を特定することができる。ブロック2705の動作は、図1～図11を参照して説明され
た方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2705の動作の態様は、図16～
図19を参照して説明されたように、未スケジューリングアップリンク送信マネージャによ
って実行され得る。
【０２２７】
　ブロック2710において、基地局105は、TxOPの初期TTIの間に、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域において自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化さ
れた制御情報を受信し得る。ブロック2710の動作は、図1～図11を参照して説明された方
法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2710の動作の態様は、図16～図19
を参照して説明されたような基地局制御情報構成要素によって実行され得る。
【０２２８】
　ブロック2715において、基地局105は、制御情報内で、UEと関連付けられるSRを受信し
得る。ブロック2715の動作は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得
る。いくつかの例では、ブロック2715の動作の態様は、図16～図19を参照して説明された
ように、SR構成要素によって実行され得る。
【０２２９】
　ブロック2720において、基地局105は、受信されたSRに少なくとも一部基づいて、追加
のデータがUEから送信されると決定することができる。ブロック2720の動作は、図1～図1
1を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック2720の
動作の態様は、図16～図19を参照して説明されたように、基地局データマネージャによっ
て実行され得る。
【０２３０】
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　ブロック2725において、基地局105は、TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、免許
不要無線周波数スペクトル帯域において追加のデータを受信し得る。ブロック2725の動作
は、図1～図11を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブ
ロック2725の動作の態様は、図16～図19を参照して説明されたように、基地局データマネ
ージャによって実行され得る。
【０２３１】
　上で説明された方法は、可能な実装形態を説明しており、動作およびステップは、並べ
替えられるか、または他の方法で修正されてもよく、他の実装形態が可能であることに留
意されたい。さらに、方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされてもよい。
【０２３２】
　本明細書で説明される技法は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波
数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割
多元接続(SC-FDMA)、および他のシステムなどの、様々なワイヤレス通信システムのため
に使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば、交換可
能に使用される。符号分割多元接続(CDMA)システムは、CDMA2000、Universal Terrestria
l Radio Access(UTRA)などの無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS-2000規格、IS-95規
格、およびIS-856規格を対象とする。IS-2000リリースは、通常、CDMA2000 1X、1Xなどと
呼ばれることがある。IS-856(TIA-856)は、通常、CDMA2000 1xEV-DO、High Rate Packet 
Data(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の
変形を含む。時分割多元接続(TDMA)システムは、Global System for Mobile Communicati
ons(GSM(登録商標))などの無線技術を実装し得る。
【０２３３】
　直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムは、Ultra Mobile Broadband(UMB)、Evolved 
UTRA(E-UTRA)、米国電気電子技術者協会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE
802.20、Flash-OFDMなどの無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、Universal Mobi
le Telecommunications system(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)お
よびLTE-Advanced(LTE-A)は、E-UTRAを使用するUniversal Mobile Telecommunications S
ystem(UMTS)のリリースである。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR、およびGlobal Sy
stem for Mobile communications(GSM(登録商標))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)と称する組織の文書に記載されている。本
明細書で説明される技法は、上で言及されたシステムおよび無線技術ならびに他のシステ
ムおよび無線技術に使用され得る。LTEシステムまたはNRシステムの態様が例として説明
されることがあり、説明の大部分においてLTE用語またはNR用語が使用されることがある
が、本明細書で説明される技法はLTE適用例またはNR適用例以外に適用可能である。
【０２３４】
　本明細書で説明されるそのようなネットワークを含むLTE/LTE-Aネットワークでは、evo
lved node B(eNB)という用語は一般に、基地局を表すために使用され得る。本明細書で説
明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプのevolved node B(eN
B)が様々な地理的領域にカバレッジを与える、異種LTE/LTE-AまたはNRネットワークを含
み得る。たとえば、各eNB、gNB、または基地局は、マクロセル、スモールセル、または他
のタイプのセルに通信カバレッジを提供し得る。「セル」という用語は、文脈に応じて、
基地局、基地局と関連付けられるキャリアもしくはコンポーネントキャリア、またはキャ
リアもしくは基地局のカバレッジエリア(たとえば、セクタなど)を表すために使用され得
る。
【０２３５】
　基地局は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、
NodeB、eNodeB(eNB)、次世代NodeB(gNB)、Home NodeB、Home eNodeB、または何らかの他
の好適な用語を含み得るか、またはそのように当業者によって呼ばれることがある。基地
局のための地理的カバレッジエリアは、カバレッジエリアの一部分のみを構成するセクタ
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に分割され得る。本明細書で説明された1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異
なるタイプの基地局(たとえば、マクロセル基地局またはスモールセル基地局)を含み得る
。本明細書で説明されるUEは、マクロeNB、スモールセルeNB、gNB、中継基地局などを含
む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。異
なる技術のための重複する地理的カバレッジエリアがあり得る。
【０２３６】
　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UEによる無制限アクセスを可
能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、同じまたは異なる(たとえば、免
許、免許不要などの)周波数帯域内でマクロセルとして動作し得る低電力基地局である。
スモールセルは、様々な例によれば、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含
み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーすることができ、ネットワ
ークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェ
ムトセルも、小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることができ、フェムトセ
ルとの関連性を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG)の中のUE、自宅内のユーザ
のためのUE、など)による制限付きアクセスを提供することができる。マクロセルのため
のeNBは、マクロeNBと呼ばれることがある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルe
NB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれ得る。eNBは、1つまたは複数の(た
とえば、2つ、3つ、4つなどの)セル(たとえば、コンポーネントキャリア)をサポートし得
る。
【０２３７】
　本明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、同期動作または非
同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局は、類似のフレームタイミングを有
することがあり、異なる基地局からの送信は、時間的にほぼ整合されることがある。非同
期動作の場合、基地局は、異なるフレームタイミングを有する場合があり、異なる基地局
からの送信は、時間的に整合されないことがある。本明細書で説明された技法は、同期動
作または非同期動作のいずれに使用されてもよい。
【０２３８】
　本明細書で説明されるダウンリンク送信は、順方向リンク送信と呼ばれることもあり、
アップリンク送信は、逆方向リンク送信と呼ばれることもある。たとえば、図1および図2
のワイヤレス通信システム100および200を含む、本明細書で説明される各通信リンクは、
1つまたは複数のキャリアを含むことがあり、ここで、各キャリアは、複数のサブキャリ
ア(たとえば、異なる周波数の波形信号)で構成される信号であり得る。
【０２３９】
　添付の図面に関して本明細書に記載された説明は、例示的な構成を説明しており、実装
され得るかまたは特許請求の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。本明細書で使
用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示として働くこと」を意味し、
「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味するものではない。詳細な説明は、説
明された技法を理解することを目的とした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てよい。いくつかの事例では、説明された
例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバイスが
ブロック図の形態で示される。
【０２４０】
　添付の図では、同様の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有することがある。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
を区別する第2のラベルとを続けることによって区別されることがある。第1の参照ラベル
のみが本明細書で使用される場合、説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参
照ラベルを有する類似の構成要素のうちのいずれか1つに適用可能である。
【０２４１】
　本明細書で説明された情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用
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して表されてよい。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されることがあるデータ、
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
表されてよい。
【０２４２】
　本開示に関して説明される様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッ
サ、DSP、ASIC、FPGA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、個別ハードウェア構成要素、また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ってよいが、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ってよい。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と
の組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した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も実装され得る。
【０２４３】
　本明細書で説明された機能は、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として実装されてよい。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、またはコンピュータ可読媒体を介
して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲
内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上で説明された機能は、プロセッ
サ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれ
かの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実施する特
徴はまた、異なる物理的位置において機能の部分が実装されるように分散されることを含
めて、様々な位置に物理的に配置されてもよい。また、特許請求の範囲内を含めて本明細
書で使用する場合、項目のリスト(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」または「のうち
の1つまたは複数」などの句が後置される項目のリスト)において使用される「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)を意味するような包括的リスト
を示す。また、本明細書で使用する「に基づいて」という句は、条件の閉集合を指すもの
と解釈されるべきではない。たとえば、「条件Aに基づいて」として説明した例示的なス
テップは、本開示の範囲から逸脱することなく、条件Aと条件Bの両方に基づいてもよい。
言い換えれば、本明細書で使用される「に基づいて」という句は、「に少なくとも部分的
に基づいて」という句と同様に解釈されるものとする。
【０２４４】
　コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ記憶媒体と、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の両方を含む。
非一時的記憶媒体は、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ってよい。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可
読媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、コンパ
クトディスク(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、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、汎用もしくは専用コンピュータ
または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の非一時的媒体
を備え得る。また、任意の接続が、適正にコンピュータ可読媒体と呼ばれる。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、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、お
よびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用される
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ディスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光デ
ィスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(di
sk)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
記のものの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０２４５】
　本明細書での説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にするために与
えられる。本開示の様々な修正は、当業者に容易に明らかになり、本明細書で定義される
一般原理は、本開示の範囲を逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって
、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されず、本明細書で開示された原
理および新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【符号の説明】
【０２４６】
　　100　ワイヤレス通信システム
　　105　基地局
　　110　地理的カバレッジエリア
　　115　UE
　　125　通信リンク
　　130　コアネットワーク
　　132　バックホールリンク
　　134　バックホールリンク
　　200　ワイヤレス通信システム
　　205　アップリンク制御情報
　　300　第1の自律的な制御チャネル構成
　　302　TTI
　　305　周波数インターレース
　　310　14個のシンボル
　　315　リソース要素
　　405　CCA
　　410　ビジー信号
　　415　TTI
　　417　TxOP
　　420　自律的なアップリンク制御チャネル
　　425　PUSCH
　　500　第2の自律的な制御チャネル構成
　　502　TTI
　　505　インターレース
　　510　シンボル
　　515　RE
　　605　CCA
　　610　ビジー信号
　　615　TTI
　　617　TxOP
　　620　自律的なアップリンク制御チャネル
　　625　PUSCH
　　700　第3の自律的なアップリンク制御チャネル構成
　　702　TTI
　　705　周波数インターレース
　　710　シンボル
　　715　RE
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　　805　CCA手順
　　810　ビジー信号
　　815　TTI
　　817　TxOP
　　820　自律的なアップリンク制御チャネル
　　825　PUSCH
　　900　第4の自律的なアップリンク制御チャネル構成
　　915　TTI
　　917　TxOP
　　920　基準信号
　　925　プリアンブル
　　930　ガード期間
　　935　PUSCH
　　1000　セル内LBT手順
　　1005　CCA手順
　　1007　TxOP
　　1010　ビジー信号
　　1020　セル内LBT手順
　　1205　ワイヤレスデバイス
　　1210　受信機
　　1215　UE制御チャネルマネージャ
　　1220　送信機
　　1310　受信機
　　1315　UE制御チャネルマネージャ
　　1320　送信機
　　1325　制御チャネル構成マネージャ
　　1330　制御情報構成要素
　　1335　データマネージャ
　　1415　UE制御チャネルマネージャ
　　1420　制御チャネル構成マネージャ
　　1425　制御情報構成要素
　　1430　データマネージャ
　　1435　CTS構成要素
　　1440　ガード期間構成要素
　　1445　RRCシグナリング構成要素
　　1450　HARQ情報構成要素
　　1455　LBTマネージャ
　　1505　デバイス
　　1510　バス
　　1515　UE制御チャネルマネージャ
　　1520　プロセッサ
　　1525　メモリ
　　1530　ソフトウェア
　　1535　トランシーバ
　　1540　アンテナ
　　1545　I/Oコントローラ
　　1605　ワイヤレスデバイス
　　1610　受信機
　　1615　基地局制御チャネルマネージャ
　　1620　送信機
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　　1705　ワイヤレスデバイス
　　1710　受信機
　　1715　基地局制御チャネルマネージャ
　　1720　送信機
　　1725　未スケジューリングアップリンク送信マネージャ
　　1730　基地局制御情報構成要素
　　1735　基地局データマネージャ
　　1815　基地局制御チャネルマネージャ
　　1820　未スケジューリングアップリンク送信マネージャ
　　1825　基地局制御情報構成要素
　　1830　基地局データマネージャ
　　1835　SR構成要素
　　1840　CTSマネージャ
　　1845　RRCマネージャ
　　1850　基地局HARQ情報構成要素
　　1905　デバイス
　　1910　バス
　　1915　基地局制御チャネルマネージャ
　　1920　プロセッサ
　　1930　ソフトウェア
　　1935　トランシーバ
　　1940　アンテナ
　　1945　ネットワーク通信マネージャ
　　1950　基地局通信マネージャ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月22日(2019.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップと、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を送信するステップと、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを送信するステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップが、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分を特定するステップを備え、
前記制御情報が前記狭い帯域幅部分において送信され、前記制御情報が前記TxOPの前記初
期TTIの間に前記データと周波数分割多重化される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項2に記載
の方法。
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【請求項４】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が14個の変調シンボル期間を備え、前記14
個の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる4個の変調シンボル期間
と、データ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを備える、請求項2に記載の
方法。
【請求項５】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、拡張物理アップリンク制御チャネル(e
PUCCH)に対応するペイロードおよび波形を備える、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップが、
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定するステップを備え、前記制御
情報が前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信され、前記制御情報が前記TxOP
の前記初期TTIの間に前記データと時分割多重化される、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の狭い帯域幅部分において送信される、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項7に記載
の方法。
【請求項９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項8に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを送信
するステップを備える、請求項9に記載の方法。
【請求項１２】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが、前記免許不要無線周波数スペク
トル帯域の複数の周波数インターレースにおいて送信される、請求項6に記載の方法。
【請求項１３】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項12に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを送信するステップを備える、請求項13に記載の方法。
【請求項１６】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が2個の変調シンボル期間を備え、前記2個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる第1の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる第2の変調シンボル期間とを備える、請求項12に記載の方
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法。
【請求項１７】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを送信するステップを備える、請求項16に記載の方法。
【請求項１８】
　前記TxOPの前記初期TTIの変調シンボル期間の間に基地局からclear-to-send (CTS)信号
を受信するステップをさらに備え、前記CTS信号が前記制御情報に応答するものである、
請求項6に記載の方法。
【請求項１９】
　前記CTS信号を含む前記変調シンボル期間と前記データとの間のガード期間を特定する
ステップをさらに備え、前記ガード期間が、前記制御情報、前記CTS信号、および前記デ
ータと時分割多重化される、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記追加のデータを送信するステップが、
　前記ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを送信するステップ
を備える、請求項19に記載の方法。
【請求項２１】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが送信され、前記CTS信号が前記免許
不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレースにおいて受信される、請求項18に
記載の方法。
【請求項２２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる
初期変調シンボル期間を備える、請求項18に記載の方法。
【請求項２３】
　前記制御情報が、スケジューリング要求(SR)、変調およびコーディング方式(MCS)の指
示、もしくはハイブリッド自動再送要求(HARQ)情報のうちの少なくとも1つ、またはこれ
らの組合せを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項２４】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を示す無線リソース制御(RRC)シグナリン
グを受信するステップをさらに備え、前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が前記
RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて特定される、請求項1に記載の方法。
【請求項２５】
　前記RRCシグナリングが、周波数領域割振り、復調基準信号(DMRS)構成、もしくは直交
カバーコード(OCC)シーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合
せを備える、請求項24に記載の方法。
【請求項２６】
　前記TxOPの前記初期TTIの中の前記データおよび前記TxOPの前記1つまたは複数の後続の
TTIの中の前記追加のデータが、同じ変調およびコーディング方式(MCS)を用いて送信され
る、請求項1に記載の方法。
【請求項２７】
　前記TxOPの前記初期TTIの中の前記データが第1の変調およびコーディング方式(MCS)を
用いて送信され、前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIの中の前記追加のデータが、
前記第1のMCSと異なる第2のMCSを用いて送信される、請求項1に記載の方法。
【請求項２８】
　前記TxOPの前記初期TTIにおいて送信される前記データが前記初期TTIに対する変調およ
びコーディング方式(MCS)の指示を備え、前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIにお
いて送信される前記追加のデータが前記TxOPの各々のそれぞれのTTIに対するMCSの指示を
備える、請求項1に記載の方法。
【請求項２９】
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　前記TxOPの各TTIと関連付けられるハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子、冗長性バ
ージョン(RV)の指示、および新データインジケータ(NDI)を特定するステップと、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に各TTIのための前記特定されたHARQ識別子の指示、前記RV
の指示、およびNDIを送信するステップとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３０】
　前記TxOPの各TTIと関連付けられる新データインジケータ(NDI)を特定するステップと、
　前記TxOPの前記初期TTIの間に各TTIと関連付けられる前記特定されたNDIの指示を送信
するステップとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３１】
　前記TxOPの前記初期TTIの間にハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子および冗長性バ
ージョン(RV)の指示を送信するステップをさらに備える、請求項30に記載の方法。
【請求項３２】
　前記TxOPの前の先行するTTIの間に前記免許不要無線周波数スペクトル帯域においてク
リアチャネルアセスメント(CCA)手順を実行するステップと、
　前記CCA手順が完了すると、前記先行するTTIの残りの時間長の間、前記免許不要無線周
波数スペクトル帯域においてビジー信号を送信するステップとをさらに備える、請求項1
に記載の方法。
【請求項３３】
　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間の間、前記免許不要無線周波数スペク
トル帯域を監視するステップをさらに備え、前記制御情報が前記初期TTIの前記1つまたは
複数の変調シンボル期間の後に送信される、請求項32に記載の方法。
【請求項３４】
　前記初期TTIの前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間にセル固有基準信号(CRS)が
サービング基地局から受信されないと決定するステップをさらに備え、前記制御情報が、
CRSが受信されないという前記決定に少なくとも一部基づいて送信される、請求項33に記
載の方法。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるスケジューリングされていないアップリン
ク送信のための自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップと、
　送信機会(TxOP)の初期送信時間間隔(TTI)の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域において前記自律的なアップリンク制御チャネル構成に従って、データと多重化され
た制御情報を受信するステップと、
　前記TxOPの1つまたは複数の後続のTTIの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
において追加のデータを受信するステップとを備える、方法。
【請求項３６】
　前記追加のデータが受信されることに成功したかどうかを決定するステップと、
　前記決定に少なくとも一部基づいて、肯定応答メッセージまたは否定応答メッセージを
備えるフィードバックメッセージを送信するステップとをさらに備える、請求項35に記載
の方法。
【請求項３７】
　前記フィードバックメッセージが、DCIフォーマット0A、0B、4A、または4Bを使用して
送信される、請求項36に記載の方法。
【請求項３８】
　前記制御情報内で、ユーザ機器(UE)と関連付けられるスケジューリング要求(SR)を受信
するステップと、
　前記受信されたSRに少なくとも一部基づいて、前記追加のデータが前記UEから送信され
ると決定するステップとをさらに備える、請求項35に記載の方法。
【請求項３９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を特定するステップが、
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　前記初期TTIの1つまたは複数の変調シンボル期間を特定するステップを備え、前記制御
情報が前記1つまたは複数の変調シンボル期間の間に送信され、前記制御情報が前記TxOP
の前記初期TTIの間に前記データと時分割多重化される、請求項35に記載の方法。
【請求項４０】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の狭い帯域幅部分において受信される、請求項39に記載の方法。
【請求項４１】
　前記狭い帯域幅部分が搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える、請求項40に記載
の方法。
【請求項４２】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項41に記載の方
法。
【請求項４３】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項42に記載の方法。
【請求項４４】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを受信
するステップを備える、請求項42に記載の方法。
【請求項４５】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが、前記免許不要無線周波数スペク
トル帯域の複数の周波数インターレースにおいて受信される、請求項39に記載の方法。
【請求項４６】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が4個の変調シンボル期間を備え、前記4個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる2個の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる2個の変調シンボル期間とを備える、請求項45に記載の方
法。
【請求項４７】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、短いPUCCH(sPUCCH)に対応するペイロ
ードおよび波形を備える、請求項46に記載の方法。
【請求項４８】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記4個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを受信するステップを備える、請求項46に記載の方法。
【請求項４９】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が2個の変調シンボル期間を備え、前記2個
の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる第1の変調シンボル期間と
、データ送信と関連付けられる第2の変調シンボル期間とを備える、請求項45に記載の方
法。
【請求項５０】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記複数の周波数インターレース内の前記2個の変調シンボル期間の後続の変調シンボ
ル期間の間に前記追加のデータを受信するステップを備える、請求項49に記載の方法。
【請求項５１】
　前記TxOPの前記初期TTIの変調シンボル期間の間にユーザ機器(UE)へclear-to-send (CT
S)信号を送信するステップをさらに備え、前記CTS信号が前記制御情報に応答するもので
ある、請求項39に記載の方法。
【請求項５２】
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　前記CTS信号を含む前記変調シンボル期間と前記データとの間のガード期間を特定する
ステップをさらに備え、前記ガード期間が、前記制御情報、前記CTS信号、および前記デ
ータと時分割多重化される、請求項51に記載の方法。
【請求項５３】
　前記追加のデータを受信するステップが、
　前記ガード期間の後続の変調シンボル期間の間に前記追加のデータを受信するステップ
を備える、請求項52に記載の方法。
【請求項５４】
　前記初期TTIの中の前記制御情報および前記データが受信され、前記CTS信号が前記免許
不要無線周波数スペクトル帯域の複数のインターレースにおいて送信される、請求項51に
記載の方法。
【請求項５５】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる
初期変調シンボル期間を備える、請求項51に記載の方法。
【請求項５６】
　前記制御情報が、SR、変調およびコーディング方式(MCS)の指示、もしくはハイブリッ
ド自動再送要求(HARQ)情報のうちの少なくとも1つ、またはこれらの組合せを備える、請
求項35に記載の方法。
【請求項５７】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成を示す無線リソース制御(RRC)シグナリン
グを送信するステップをさらに備え、前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が前記
RRCシグナリングに少なくとも一部基づいて特定される、請求項35に記載の方法。
【請求項５８】
　前記RRCシグナリングが、周波数領域割振り、復調基準信号(DMRS)構成、もしくは直交
カバーコード(OCC)シーケンスのうちの少なくとも1つの指示、またはこれらの任意の組合
せを備える、請求項57に記載の方法。
【請求項５９】
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、前記TxOPの各TTIと関連付けられるハイブリッド自動再
送要求(HARQ)識別子の指示、冗長性バージョン(RV)の指示、および新データインジケータ
(NDI)を受信するステップをさらに備える、請求項35に記載の方法。
【請求項６０】
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、前記TxOPの各TTIと関連付けられる新データインジケー
タ(NDI)の指示を受信するステップをさらに備える、請求項35に記載の方法。
【請求項６１】
　前記TxOPの前記初期TTIの間に、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)識別子および冗長性
バージョン(RV)の指示を受信するステップと、
　前記TxOPの前記1つまたは複数の後続のTTIの各々と関連付けられるHARQ識別子およびRV
の指示を決定するステップとをさらに備え、前記HARQ識別子および前記RVの前記指示を決
定するステップが、前記TxOPの前記初期TTIの間に受信される前記HARQ識別子および前記R
Vの前記指示と関連付けられる逐次計算に少なくとも一部基づく、請求項60に記載の方法
。
【請求項６２】
　前記制御情報が、搬送波帯域幅の周波数インターレースを備える前記免許不要無線周波
数スペクトル帯域の狭い帯域幅部分において受信される、請求項35に記載の方法。
【請求項６３】
　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が14個の変調シンボル期間を備え、前記14
個の変調シンボル期間が、復調基準信号(DMRS)と関連付けられる4個の変調シンボル期間
と、データ送信と関連付けられる10個の変調シンボル期間とを備える、請求項62に記載の
方法。
【請求項６４】
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　前記自律的なアップリンク制御チャネル構成が、拡張物理アップリンク制御チャネル(e
PUCCH)に対応するペイロードおよび波形を備える、請求項63に記載の方法。
【請求項６５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的に通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行され
ると、前記装置に、請求項1から34のいずれか一項に記載の方法を実行させるように動作
可能である、装置。
【請求項６６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的に通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令とを備え、前記命令が、前記プロセッサによって実行され
ると、前記装置に、請求項35から64のいずれか一項に記載の方法を実行させるように動作
可能である、装置。
【請求項６７】
　請求項1から34のいずれか一項に記載の方法を実行するための命令を含むコンピュータ
プログラム。
【請求項６８】
　請求項35から64のいずれか一項に記載の方法を実行するための命令を含むコンピュータ
プログラム。
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