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(57)【要約】
　1つ以上のロングタームエボリューション(LTE)ネット
ワークパラメータを示す新無線(NR)制御信号は、どのリ
ソースがLTE信号を搬送するかをNR UEが識別することを
可能にするために、NR UEに送信されうる。NR UEは、次
いで、LTE信号を搬送するそれらのリソースを処理する
ことなく、リソースのセット内の残りのリソースを介し
て1つ以上のNRダウンリンク信号を受信しうる。NRダウ
ンリンク信号は、LTE信号を搬送するリソースにわたっ
てゼロ電力レベルを有するか、または他の方法でブラン
キングされうる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器(UE)によって、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークパラメー
タを示す新無線(NR)制御信号を受信するステップと、
　前記LTEネットワークパラメータに基づいて、LTE信号を搬送するリソースのサブセット
を決定するステップと、
　前記UEによって、リソースのセット内の1つ以上の残りのリソースを介してNRダウンリ
ンク信号を受信するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　リソースの前記セットが前記UEに割り当てられたリソースを含む、請求項1に記載の方
法。
【請求項３】
　リソースの前記セットが前記UEに構成された制御リソースセットを含む、請求項1また
は2に記載の方法。
【請求項４】
　前記NRダウンリンク信号が、前記LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットの周囲
でレートマッチングされる、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記NRダウンリンク信号が、前記NRダウンリンク信号がレートマッチングされる周囲の
リソースの前記サブセットが整数個のリソース要素(RE)からなるように、前記リソース要
素(RE)レベルにおいてレートマッチングされる、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記NR制御信号が、LTEアンテナポートを示す、請求項1から5のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項７】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記LTEアンテナポートに関連付けられたLTEセル固有基準信号(CRS)パターンに基づい
て、リソースの前記サブセットがLTE基準信号を搬送するリソースを含むことを決定する
ステップを含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記NR制御信号が周波数オフセットを示す、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項９】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記周波数オフセットに基づいて、リソースの前記サブセットがLTE基準信号を搬送す
るリソースを含むことを決定するステップを含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記NR制御信号が、LTE制御チャネル内の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数を示
す、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　リソースの前記セット内の1つ以上の残りのリソースを介して前記NRダウンリンク信号
を受信するステップが、
　前記LTE制御チャネル内のOFDMシンボルの前記数に対応する時間期間にNRダウンリンク
信号を受信するための開始時間を調整するステップを含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記NR制御信号が、LTEマルチキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)構成を示す、請
求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
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　前記LTE MBSFN構成に基づいて、リソースの前記サブセットがLTE MBSFN基準信号を搬送
するリソースを含むことを決定するステップを含む、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　前記NR制御信号がLTEチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)構成を示す、請求項1から13の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記LTE CSI-RS構成に基づいて、リソースの前記サブセットがLTE CSI-RS信号を搬送す
るリソースを含むことを決定するステップを含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記NRダウンリンク信号を受信するステップが、
　前記1つ以上の残りのリソースを介して1つ以上のNRダウンリンク信号を受信するステッ
プを含み、前記1つ以上のNRダウンリンク信号が、前記LTE信号を搬送するリソースの前記
サブセットにわたってゼロ電力レベルを有する、請求項1から15のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記1つ以上のNRダウンリンク信号が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を介して
送信されるNR信号、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送信されるNR制御信
号、NR一次もしくは二次同期信号、NR物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を介して送信
されるNRブロードキャスト信号、またはそれらの組み合わせを含む、請求項16に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記NR制御信号が、NRダウンリンク物理制御チャネルを介して受信される、請求項1か
ら17のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記NR制御信号が、NR物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を介して受信される、請求
項1から18のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記NR制御信号が、残りの最小システム情報(RMSI)内に含まれる、請求項1から19のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記NR制御信号が、上位層の無線リソース制御(RRC)信号によって伝達される、請求項1
から20のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記NR制御信号が、メディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)によって伝達される、請
求項1から21のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記NR制御信号が、上位層の無線リソース制御(RRC)信号とメディアアクセス制御(MAC)
制御要素(CE)との組み合わせによって伝達される、請求項1から22のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２４】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによる実行のためのプログラミングを記憶する非一時的コンピュータ可
読記憶媒体と
を備えるユーザ機器(UE)であって、前記プログラミングが、
　ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークパラメータを示す新無線(NR)制御信
号を受信し、
　LTE信号を搬送するリソースのサブセットを決定し、
　リソースのセット内の1つ以上の残りのリソースを介してNRダウンリンク信号を受信す
る
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ための命令を含む、UE。
【請求項２５】
　前記NRダウンリンク信号が、前記LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットの周囲
でレートマッチングされる、請求項24に記載のUE。
【請求項２６】
　ユーザ機器(UE)によって、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークパラメー
タを示す新無線(NR)制御信号を受信するステップと、
　前記LTEネットワークパラメータに基づいて、LTE信号を搬送するか、または他の方法で
LTE信号に予約されるリソースのサブセットを決定するステップと、
　前記UEによって、前記LTE信号を搬送するか、または他の方法で前記LTE信号に予約され
るリソースの前記サブセットを介してNRアップリンク信号を送信することなく、リソース
のセット内の1つ以上の残りのリソースを介して前記NRアップリンク信号を送信するステ
ップと
を含む方法。
【請求項２７】
　リソースの前記セットが、前記UEに割り当てられる、請求項26に記載の方法。
【請求項２８】
　リソースの前記セットが、アップリンク制御信号のために構成されたリソースを含む、
請求項26または27に記載の方法。
【請求項２９】
　前記NRアップリンク信号が、前記LTE信号を搬送するか、または他の方法で前記LTE信号
に予約されるリソースの前記サブセットの周囲でレートマッチングされる、請求項26から
28のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記NR制御信号内の前記LTEネットワークパラメータに基づいて、リソースの前記サブ
セット内の少なくともいくつかのリソースがLTEランダムアクセスチャネル(RACH)送信の
ために予約されることを決定するステップを含む、請求項26から29のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項３１】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記NR制御信号内の前記LTEネットワークパラメータに基づいて、リソースの前記サブ
セット内の少なくともいくつかのリソースがLTEサウンディング基準信号(SRS)シンボルを
搬送することを決定するステップを含む、請求項26から30のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３２】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記NR制御信号内の前記LTEネットワークパラメータに基づいて、リソースの前記サブ
セット内の少なくともいくつかのリソースが、NR物理アップリンクチャネル(PUSCH)を介
して送信されるLTEデータ信号、またはNR物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)を介して
送信されるNR制御信号を搬送することを決定するステップを含む、請求項26から31のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項３３】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによる実行のためのプログラミングを記憶する非一時的コンピュータ可
読記憶媒体と
を備えるユーザ機器(UE)であって、前記プログラミングが、
　ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークパラメータを示す新無線(NR)制御信
号を受信し、
　前記LTEネットワークパラメータに基づいて、LTE信号を搬送するか、または他の方法で
LTE信号に予約されるリソースのサブセットを決定し、
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　前記LTE信号を搬送するか、または他の方法で前記LTE信号に予約されるリソースの前記
サブセットを介してNRアップリンク信号を送信することなく、リソースのセット内の1つ
以上の残りのリソースを介して前記NRアップリンク信号を送信する
ための命令を含む、UE。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2017年1月5日に出願した「Signal Indication for Flexible New Radio (NR
) Long Term Evolution (LTE) Coexistence」と題する米国仮特許出願第62/442,852、お
よび2018年1月2日に出願した「Signal Indication for Flexible New Radio (NR) Long T
erm Evolution (LTE) Coexistence」と題する米国特許出願第15/860,334号の優先権を主
張するものであり、それらのすべての内容は、それらの全体が複製されているかのように
、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、概して遠距離通信に関し、具体的な実施形態において、柔軟な新無線(NR)ロ
ングタームエボリューション(LTE)共存のための信号表示のためのシステムおよび方法に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　新無線(NR)は、スマートフォン、自動車、需給計器、ウェアラブルおよび他のワイヤレ
ス対応デバイスのための統合された接続性を提供する、提案されている第5世代(5G)ワイ
ヤレス遠距離通信プロトコルである。5G NRワイヤレスネットワークは、第4世代(4G)ロン
グタームエボリューション(LTE)ワイヤレスネットワークの未使用帯域幅を動的に他の目
的で使用する能力を有してもよい。このようにして、NRおよびLTEエアインターフェース
は、同じスペクトルにわたって共存してもよい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　概して、柔軟な新無線(NR)ロングタームエボリューション(LTE)共存のための信号表示
をサポートするための統一化メッセージのための技法を説明する本開示の実施形態によっ
て技術的利点が達成される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態によれば、信号を受信するための方法が提供される。この実施形態において
、方法は、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークパラメータを示す新無線(NR
)制御信号を受信するステップと、LTEネットワークパラメータに基づいて、LTE信号を搬
送するリソースのサブセットを決定するステップと、リソースのセット内の1つ以上の残
りのリソースを介してNRダウンリンク信号を受信するステップとを含む。一例において、
リソースのセットは、UEに割り当てられたリソースを含む。同じ例において、または別の
例において、リソースのセットは、UEに構成された制御リソースセットを含む。前述の例
のいずれか1つにおいて、または別の例において、NRダウンリンク信号が、LTE信号を搬送
するリソースのサブセットの周囲でレートマッチングされる。前述の例のうちのいずれか
1つにおいて、または別の例において、NRダウンリンク信号が、NRダウンリンク信号が周
囲でレートマッチングされるリソースのサブセットが整数個のリソース要素(RE)からなる
ように、リソース要素(RE)レベルにおいてレートマッチングされる。前述の例のうちのい
ずれか1つにおいて、または別の例において、NR制御信号が、LTEアンテナポートを示す。
そのような例において、LTE信号を搬送するリソースのサブセットを決定するステップが
、LTEアンテナポートに関連付けられたLTEセル固有基準信号(CRS)パターンに基づいて、
リソースのサブセットがLTE基準信号を搬送するリソースを含むことを決定するステップ
を含んでもよい。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、NR制
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御信号は、周波数オフセットを示す。そのような例において、LTE信号を搬送するリソー
スのサブセットを決定するステップが、周波数オフセットに基づいて、リソースのサブセ
ットがLTE基準信号を搬送するリソースを含むことを決定するステップを含んでもよい。
前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、NR制御信号は、LTE制御
チャネル内の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数を示す。そのような例において、リ
ソースのセット内の1つ以上の残りのリソースを介してNRダウンリンク信号を受信するス
テップが、LTE制御チャネル内のOFDMシンボルの数に対応する時間期間にNRダウンリンク
信号を受信するための開始時間を調整するステップを含んでもよい。前述の例のうちのい
ずれか1つにおいて、または別の例において、NR制御信号は、LTEマルチキャスト単一周波
数ネットワーク(MBSFN)構成を示す。そのような例において、LTE信号を搬送するリソース
のサブセットを決定するステップは、LTE MBSFN構成に基づいて、リソースのサブセット
がLTE MBSFN基準信号を搬送するリソースを含むことを決定するステップを含んでもよい
。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、NR制御信号は、LTEチ
ャネル状態情報基準信号(CSI-RS)構成を示す。そのような例において、LTE信号を搬送す
るリソースのサブセットを決定するステップが、LTE CSI-RS構成に基づいて、リソースの
サブセットがLTE CSI-RS信号を搬送するリソースを含むことを決定するステップを含んで
もよい。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、NRダウンリン
ク信号を受信するステップが、1つ以上の残りのリソースを介して1つ以上のNRダウンリン
ク信号を受信するステップを含み、1つ以上のNRダウンリンク信号は、LTE信号を搬送する
リソースのサブセットにわたってゼロ電力レベルを有する。そのような例において、1つ
以上のNRダウンリンク信号が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を介して送信され
るNR信号、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送信されるNR制御信号、NR一
次もしくは二次同期信号、NR物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を介して送信されるNR
ブロードキャスト信号、またはそれらの組み合わせを含んでもよい。前述の例のうちのい
ずれか1つにおいて、または別の例において、NR制御信号が、NRダウンリンク物理制御チ
ャネルを介して受信される。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例にお
いて、NR制御信号が、NR物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を介して受信される。前述
の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、NR制御信号が、残りの最小
システム情報(RMSI)内に含まれる。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の
例において、NR制御信号が、上位層の無線リソース制御(RRC)信号によって伝達される。
前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、NR制御信号が、メディ
アアクセス制御(MAC)制御要素(CE)によって伝達される。前述の例のうちのいずれか1つに
おいて、または別の例において、NR制御信号が、上位層の無線リソース制御(RRC)信号と
メディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)との組み合わせによって伝達される。この方法
を実行するための装置も提供される。
【０００６】
　別の実施形態によれば、信号を送信する方法が提供される。この実施形態において、方
法は、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークパラメータを示す新無線(NR)制
御信号を受信するステップと、LTEネットワークパラメータに基づいて、LTE信号を搬送す
るか、または他の方法でLTE信号に予約されるリソースのサブセットを決定するステップ
と、LTE信号を搬送するか、または他の方法でLTE信号に予約されるリソースのサブセット
を介してNRアップリンク信号を送信することなく、リソースのセット内の1つ以上の残り
のリソースを介してNRアップリンク信号を送信するステップとを含む。一例において、リ
ソースのセットが、UEに割り当てられる。同じ例において、または別の例において、リソ
ースのセットが、アップリンク制御信号のために構成されたリソースを含む。前述の例の
うちのいずれか1つにおいて、または別の例において、NRアップリンク信号が、LTE信号を
搬送するか、または他の方法でLTE信号に予約されるリソースのサブセットの周囲でレー
トマッチングされる。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、L
TE信号を搬送するリソースのサブセットを決定するステップが、NR制御信号内のLTEネッ
トワークパラメータに基づいて、リソースのサブセット内の少なくともいくつかのリソー
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スがLTEランダムアクセスチャネル(RACH)送信のために予約されることを決定するステッ
プを含んでもよい。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、LTE
信号を搬送するリソースのサブセットを決定するステップが、NR制御信号内のLTEネット
ワークパラメータに基づいて、リソースのサブセット内の少なくともいくつかのリソース
がLTEサウンディング基準信号(SRS)シンボルを搬送することを決定するステップを含んで
もよい。前述の例のうちのいずれか1つにおいて、または別の例において、LTE信号を搬送
するリソースのサブセットを決定するステップが、NR制御信号内のLTEネットワークパラ
メータに基づいて、リソースのサブセット内の少なくともいくつかのリソースが、NR物理
アップリンクチャネル(PUSCH)を介して送信されるLTEデータ信号、またはNR物理アップリ
ンク制御チャネル(PUCCH)を介して送信されるNR制御信号を搬送することを決定するステ
ップを含んでもよい。
【０００７】
　本開示およびその利点のより完全な理解のために、ここで、添付図面と併せて以下の説
明に対して参照がなされる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態のワイヤレス通信ネットワークの図である。
【図２】NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースの共存のために構成さ
れたスペクトルの図である。
【図３Ａ】異なるLTEアンテナポート構成に対するLTE基準信号パターンの図である。
【図３Ｂ】異なるLTEアンテナポート構成に対するLTE基準信号パターンの図である。
【図３Ｃ】異なるLTEアンテナポート構成に対するLTE基準信号パターンの図である。
【図４】2つの異なるネットワークタイプに関連付けられたエアインターフェースの共存
のために構成されたスペクトルの図である。
【図５】LTEリソースを介してNR信号を送信または受信するための一実施形態の方法のフ
ローチャートである。
【図６】NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースの共存のために構成さ
れた別のスペクトルの図である。
【図７】異なる周波数領域リソースがNRエアインターフェースおよびLTEエアインターフ
ェースに割り当てられるスペクトルの図である。
【図８】異なる時間領域リソースがNRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェ
ースに割り当てられるスペクトルの図である。
【図９】異なる時間領域リソースがNRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェ
ースに割り当てられる別のスペクトルの図である。
【図１０】LTE信号および/またはNR信号を送信するために異なる長さのTTIが使用される
スペクトルの図である。
【図１１】NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースの共存のために構成
された別のスペクトルの図である。
【図１２】NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースの共存のために構成
されたさらに別のスペクトルの図である。
【図１３】本明細書に記載の方法を実行するための一実施形態の処理システムのブロック
図である。
【図１４】本明細書に記載の例示的実施形態に係る遠隔通信ネットワークを介して信号を
送信および受信するように適合されたトランシーバのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施形態の構造、製造、および使用は、以下に詳細に論じられる。しかしながら、本開
示は、多種多様な特定の状況において具体化されうる多くの適用可能な特許請求された概
念を提供することが理解されるべきである。論じられる具体的な実施形態は、特許請求さ
れた概念を作成および使用するための具体的な方法の単なる例示であり、特許請求された



(8) JP 2020-504548 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

概念を限定しない。
【００１０】
　「LTE信号」は、(限定はしないが)LTE物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)またはLTE
物理アップリンク共有チャネル(PU-SCH)を介して送信されるLTEデータ信号、LTE物理ダウ
ンリンク制御チャネル(PDCCH)またはLTE強化PDCCH(ePDCCH)またはLTE物理アップリンク制
御チャネル(PUCCH)を介して送信されるLTE制御信号、および、LTE基準信号(例えば、チャ
ネル状態情報基準信号(CSI-RS)、共通基準信号(CRS)、復調基準シンボル(DMRS)、一次お
よび二次同期信号など)、ならびに、LTE物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、LTE無線
リソース制御(RRC)上位層プロトコル、および/またはLTEメディアアクセス制御(MAC)制御
要素(CE)を介して通信されるLTE信号を含む、LTEファミリの遠距離通信プロトコルに従っ
て送信される任意の信号を指すことが理解されるべきである。同様に、「NR信号」は、(
限定はしないが)NR PDSCHまたはNR PUSCHを介して送信されるNRデータ信号、NR PDCCHま
たはNR PUCCHを介して送信されるNR制御信号、および、NR基準信号、ならびに、NR PBCH
、NR RRC上位層プロトコル、および/またはNR MAC制御要素を介して通信される他のNR信
号を含む、NRファミリの遠距離通信プロトコルに従って送信される任意の信号を指す。本
明細書で使用されるとき、「NR制御信号」という用語は、(限定はしないが)RRC信号、MAC
制御要素(CE)、およびダウンリンク制御情報(DCI)、PBCHを介して通信される制御信号、
残りの最小システム情報(RMSI)、ならびに、任意の他のセル固有、グループ固有、および
/またはUE固有の制御信号を含む、NRファミリの遠距離通信プロトコルに従って送信され
る任意の制御信号を指してもよい。RMSIは、PBCHにおいて送信されない特定の最小システ
ム情報を含んでもよい。RMSIは、PDSCHを介して送信されてもよい。RMSIが送信されるPDS
CHリソースは、PDCCH内の共通探索空間を介して送信されるDCIメッセージによって識別さ
れうる。DCIメッセージは、システム情報RNTI(SI-RNTI)のような共通RNTIによってマスク
されるCRCでありうる。「LTEネットワークパ
ラメータ」という用語は、(限定はしないが)アンテナポート構成、LTE PCFICH内で搬送さ
れる情報のような物理制御チャネルフォーマットインジケータ、周波数シフトまたはオフ
セット、LTEサブフレーム構成、MBSFN構成、CSI RS構成、基準信号リソース要素位置、制
御チャネルリソースなどを含む、どのリソースがLTE信号を搬送するかを識別するために
使用されうる任意の制御または管理情報を指す。「信号(signal)」、「信号(signal(s))
」、および「信号(signals)」という用語は、1つ以上の信号を指すために全体を通して交
換可能に使用され、それらの用語のどれも、特に指定されない限り、複数の信号を除外し
た単一の信号、または単一の信号を除外した複数の信号を指すものとして解釈されるべき
ではないことが理解されるべきである。
【００１１】
　LTEネットワークのピーク使用期間の間に通常起こりうるように、LTEネットワーク容量
がLTEユーザ機器(UE)のスペクトル需要を超えるとき、LTEサブフレームのダウンリンクデ
ータチャネルリソースが使用されなくなってもよい。いくつかの例において、5G NRワイ
ヤレスネットワークは、LTEサブフレームの未使用のデータチャネルリソースを5G NR UE
に動的に割り当ててもよい。しかしながら、LTEサブフレームのデータチャネルリソース
がLTE信号を搬送するために使用されていないときでも、LTEサブフレームは、それにもか
かわらず制御および基準信号をLTE UEに搬送してもよい。LTE制御/基準信号を搬送するリ
ソースがNR UEによって処理される場合、LTE制御および基準信号は、NR UEによるNRダウ
ンリンク送信の受信と干渉する可能性がある。しかしながら、LTEサブフレーム内の物理
ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)内の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数、ならび
に、LTEサブフレーム内の基準信号を搬送するために使用されるリソース要素(RE)位置は
、LTEサブフレーム構成によって異なる。したがって、NRエアインターフェースおよびLTE
エアインターフェースのシームレスな共存を達成するために、どのリソースがLTE信号を
搬送するかについてNR UEに通知するための技法が必要とされる。本開示の実施形態は、
どのリソースがLTE信号を搬送するかをNR UEが識別することを可能にするために、1つ以
上のLTEネットワークパラメータを示すNR制御信号をNR UEに送信する。NR UEは、次いで



(9) JP 2020-504548 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

、リソースのセット内の残りのリソースを介して1つ以上のNRダウンリンク信号またはチ
ャネルを受信してもよい。リソースのセットは、UEに割り当てられるグラントベース(gra
nt-based)リソースおよび/またはUEに対して半静的に構成されうるグラントフリー(grant
-free)リソースを含んでもよい。NRダウンリンク信号またはチャネルは、LTE信号を搬送
するリソースにわたって、ゼロ電力レベルを有してもよく、または、他の方法でブランキ
ングされてもよい。NRダウンリンク信号は、NRデータまたは制御チャネル、例えば、NR物
理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、NR物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、NR一次
もしくは二次同期信号、物理ブロードキャストチャネル(PBCH)、またはそれらの組み合わ
せを含んでもよい。一実施形態において、NR制御信号は、LTEアンテナポートを示し、NR 
UEは、LTEアンテナポートに関連付けられたLTE共通基準信号(CRS)パターンに基づいて、
どのリソースがLTE基準信号を搬送するかを決定する。そのような実施形態において、LTE
 CRSパターンのLTEアンテナポートへのマッピングは、NR UEの先験的情報であってもよい
。別の実施形態において、NR制御信号は、LTE制御チャネル、例えば、PDCCHを搬送するた
めに使用されるLTEサブフレーム内の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数を含む制御
チャネルフォーマットを示す。そのような実施形態において、NR UEは、LTE制御チャネル
内のOFDMシンボルの数に対応する時間期間にNRダウンリンク信号またはチャネルを処理す
るための開始時間を調整してもよい。NRダウンリンク信号の送信時間を調整するための時
間オフセットは、NR PDCCHにおいて示されうる。別の実施形態において、NR制御信号は、
NRおよびLTEにおけるDCサブキャリアの異なる取り扱いによる周波数ずれを調整するため
、または、セル固有の干渉ランダム化の利点を提供するために、周波数オフセットを示し
てもよい。別の実施形態において、LTEおよびNRにおけるDCサブキャリアの異なる取り扱
いによる潜在的な周波数ずれに対処するために、NRにおいてフラクショナルPRBが使用さ
れてもよい。別の実施形態において、NR制御信号は、LTE基準信号によって占有される直
交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数を示す。そのような実施形態において、NR UEは、N
Rダウンリンク信号を処理するとき、またはNRアップリンク信号を送信するとき、NR制御
信号によって示されるLTEシンボル内のOFDMシンボルの数に対応するシンボルをスキップ
してもよい。別の実施形態において、LTE基準信号を回避する時間-周波数リソース要素(R
E)のセットにNR復調基準信号(DM-RS)がマッピングされる。さらに別の実施形態において
、NR制御信号は、基地局の物理セル識別子(ID)を示し、UEは、物理セルIDに関連付けられ
た周波数オフセットに基づいてLTE基準信号を搬送するリソースを識別してもよい。
【００１２】
　さらに別の実施形態において、NR制御信号は、LTEマルチキャスト-ブロードキャスト単
一周波数ネットワーク(MBSFN)構成を示し、NR UEは、LTE MBSFN構成に基づいてどのリソ
ースがLTE MBSFN基準信号を搬送するかを決定する。そのような実施形態において、異な
るLTE MBSFN構成に関するリソース要素のLTE MBSFN基準信号へのマッピングは、NR UEの
先験的情報であってもよい。さらに別の実施形態において、NR制御信号は、LTEチャネル
状態情報基準信号(CSI-RS)構成を示し、NR UEは、LTE CSI-RS構成に基づいてどのリソー
スがLTE CSI-RS信号(例えば、非ゼロ電力(NZP)CSI-RSシンボル)を搬送するかを決定する
。そのような実施形態において、異なるLTE CSI-RS構成に関するリソース要素のLTE CSI-
RS信号へのマッピングは、NR UEの先験的情報であってもよい。NR制御信号は、NRレイヤ1
(L1)信号(例えば、NRダウンリンク物理制御チャネル内の動的ダウンリンク制御情報(DCI)
)であってもよい。代替的には、LTEパラメータを示すNR制御信号は、NRブロードキャスト
チャネルを介して受信されてもよい。さらに別の代替として、LTEパラメータを示すNR制
御信号は、UE固有無線リソース制御(RRC)信号またはメディアアクセス制御(MAC)制御要素
のような上位層制御チャネルを介して受信されてもよい。
【００１３】
　NR制御信号は、LTE信号を搬送するアップリンクリソースのNR UEを通知するために使用
されてもよいことが理解されるべきである。例えば、NR UEは、LTEパラメータを示すNR制
御信号を受信し、LTEパラメータに基づいて、LTEアップリンク信号を搬送するか、または
他の方法でLTEアップリンク信号に予約されるリソースのサブセットを決定し、次いで、
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アップリンクLTE信号を搬送するそれらのリソースを介してNRアップリンク信号を送信す
ることなく、リソースのセット内の1つ以上の残りのリソースを介してNRアップリンク信
号を送信してもよい。NR制御信号は、LTEランダムアクセスチャネル(RACH)アップリンク
送信、LTEサウンディング基準信号(SRS)シンボル、物理アップリンク共有チャネル(PUSCH
)、物理アップリンク制御チャネル(PUCCH)、またはそれらの組み合わせのために予約され
たリソースを識別してもよい。これらおよび他の特徴について、以下でより詳細に説明さ
れる。
【００１４】
　図1は、データを通信するためのネットワーク100である。ネットワーク100は、カバレ
ッジエリア101を有する基地局110と、複数のUE120と、バックホールネットワーク130とを
備える。図示のように、基地局110は、UE120とのアップリンク(破線)接続および/または
ダウンリンク(点線)接続を確立し、それらは、UE120から基地局110への、およびその逆に
データを搬送するように機能する。アップリンク/ダウンリンク接続を介して搬送される
データは、UE120間で通信されるデータ、ならびに、バックホールネットワーク130によっ
てリモート端(図示せず)に/から通信されるデータを含んでもよい。本明細書で使用され
るとき、「基地局」という用語は、基地局(BS)もしくは送信/受信ポイント(TRP)、マクロ
セル、フェムトセル、Wi-Fiアクセスポイント(AP)、または他のワイヤレス対応デバイス
のような、ネットワークへのワイヤレスアクセスを提供するように構成される任意の構成
要素(または構成要素の集合)を指す。基地局は、1つ以上のワイヤレス通信プロトコル、
例えば、第5世代新無線(5G_NR)、ロングタームエボリューション(LTE)、LTEアドバンスト
(LTE-A)、高速パケットアクセス(HSPA)、Wi-Fi802.11a/b/g/n/acなどに従ってワイヤレス
アクセスを提供してもよい。本明細書で使用されるとき、「UE」という用語は、4Gまたは
第5世代(5G)LTE UE、NR UE、移動局(STA)、および他のワイヤレス対応デバイスのような
、基地局とのワイヤレス接続を確立することができる任意の構成要素(または、構成要素
の集合)を指す。いくつかの実施形態において、ネットワーク100は、リレー、低電力ノー
ドなどのような様々な他のワイヤレスデバイスを備えてもよい。
【００１５】
　NRダウンリンク信号/データを1つ以上のNR UEに搬送するために、ダウンリンクLTEサブ
フレームの未使用のリソースが再割り当てされうる。図2は、NRエアインターフェースお
よびLTEエアインターフェースの共存のために構成されたスペクトル200の図である。スペ
クトル200の中央部分210は、LTE信号のためにライセンスされ、スペクトル200の外側部分
220は、NR信号に対して静的に割り当てられる。図示のように、スペクトル200の中央部分
210のいくつかのリソースは、LTE物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)信号およびLTE物
理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)信号のために使用される。この例において、LTE PDC
CHまたはLTE PDSCHのために使用されないスペクトル200の中央部分210のリソースのセッ
ト215は、NR信号に対して動的に割り当てられる。
【００１６】
　LTE基準信号を搬送するリソースのセット215内にリソース要素(RE)があってもよい。リ
ソースのセット215内のRE位置は、LTE基準信号を送信するために使用される1つ以上のア
ンテナポートに関連付けられたLTE共通基準信号(CRS)パターンに基づいて変化してもよい
。図3A～図3Cは、異なるアンテナパターンについてLTE基準信号を搬送するために使用さ
れるRE位置の図である。いくつかの実施形態において、NR同期信号(SS)ブロック225は、
スペクトル200の外側部分220において通信される。具体的には、図3Aは、LTEアンテナポ
ート#1に対するLTE CRSパターン310の図であり、図3Bは、LTEアンテナポート#2に対するL
TE CRSパターン320の図であり、図3Cは、LTEアンテナポート#4に対するLTE CRSパターン3
30の図である。LTE CRSパターン310、320、330は、可能なLTE CRSパターンのいくつかの
例を表し、異なるLTEアンテナポート(例えば、アンテナポート#0、アンテナポート#3、ア
ンテナポート#5、...アンテナポート#22など)が異なるCRSアンテナパターンに関連付けら
れてもよいことが理解されるべきである。
【００１７】
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　いくつかの実施形態において、NR UEおよび/またはNRアクセスポイントは、LTE制御お
よび基準信号を搬送するリソースを補償するためにNR信号に動的に割り当てられるスペク
トル200の中央部分210のリソースのセット215においてレートマッチングを実行してもよ
い。レートマッチングは、LTE信号を搬送するリソースのサブセットにわたってNR信号を
ブランキングすること、または他の方法で送信/受信しないことを補償するために、残り
のリソースにおけるコーディングレートを増加させることによって実行されてもよい。さ
らに、スペクトル200の中央部分210内のリソースがNRデータおよび/または制御チャネル
を搬送するために使用されるという事実は、LTE UEにとって透過的であってもよい。
【００１８】
　本開示の多くは、NR UEがLTEサブフレームの未使用リソースを介してNRダウンリンク信
号またはチャネルを受信することを可能にする実施形態技法を論じているが、それらの実
施形態技法は、他のタイプのネットワークにおける使用に同様に適合されうることが理解
されるべきである。図4は、2つの異なるネットワークタイプに関連付けられたエアインタ
ーフェースの共存のために構成されたスペクトル400の図である。具体的には、スペクト
ル400は、中央部分410と2つの外側部分420とを含む。スペクトル400の外側部分420は、第
1のネットワークタイプに関連付けられたダウンリンク信号に対して静的に割り当てられ
る。スペクトル400の中央部分410は、第1のネットワークタイプとは異なる第2のネットワ
ークタイプのダウンリンク信号に対してライセンスされる。いくつかの実施形態において
、第2のネットワークタイプに関連付けられた帯域幅の中央部分の半静的または動的なサ
イズ変更も可能である。図示のように、スペクトル400の中央部分410のいくつかのリソー
スは、第2のネットワークタイプの制御信号のために使用され、スペクトルの中央部分410
の他のリソースは、第2のネットワークタイプのデータ信号のために使用される。この例
において、第2のネットワークタイプのデータまたは制御信号のために使用されないスペ
クトル400の中央部分410のリソースのセット415は、第1のネットワークタイプのダウンリ
ンク信号に対して動的に割り当てられる。
【００１９】
　上記で論じたNR/LTEの具体的な実施形態と同様に、第2のネットワークタイプに関する
基準信号および/または制御信号を搬送するリソースのセット415内にREがあってもよい。
第2のネットワークタイプの基準信号を搬送するリソースのセット415内のリソースのそれ
らの位置は、第2のネットワークタイプに関連付けられたネットワークパラメータに基づ
いて変化してもよく、第1のネットワークに関連付けられたUEが第1のネットワークタイプ
に関連付けられたダウンリンク信号を受信するときに第2のネットワークタイプに関連付
けられた信号を搬送するREを処理することを回避することができるように、第1のネット
ワークに関連付けられたUEにこのパラメータを通知することが有用でありうる。いくつか
の実施形態において、第2のネットワークタイプに関する同期信号425は、スペクトル400
の外側部分420において通信される。図5は、UEによって実行されうるようにLTEリソース
を介してNR信号を送信または受信するための一実施形態の方法500のフローチャートであ
る。ステップ510において、UEは、LTEネットワークパラメータを示すNR制御信号を受信す
る。ステップ520において、UEは、LTEネットワークパラメータに基づいて、LTE信号を搬
送するか、または他の方法でLTE信号に予約されるリソースのサブセットを決定する。ス
テップ530において、UEは、NR信号を送信することなく、またはLTE信号を搬送するか、ま
たは他の方法でLTE信号に予約されるリソースのサブセットを他の方法で処理することな
く、UEに割り当てられたリソースのセット内の1つ以上の残りのリソースを介してNR信号
を送信または受信する。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、LTEサブフレームは、LTE強化PDCCH(ePDCCH)を含むこと
になる。LTE ePDCCHは、LTE PDCCHがLTE PDSCHと時分割二重化(TDD)されてもよく、LTE e
PDCCHがLTE PDSCHと周波数分割二重化(FDD)されてもよいことを除いて、LTE PDCCHと同様
であってもよい。図6は、NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースの共存
のために構成されたスペクトル600の図である。図2と同様に、スペクトル600の中央部分6
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10は、LTE信号に対してライセンスされ、スペクトル600の外側部分620は、NR信号に対し
て静的に割り当てられる。いくつかの実施形態において、LTEに関連付けられた帯域の中
央部分のサイズは、LTEネットワークの予想される負荷に基づいて、静的、半静的、また
は動的にサイズ変更されてもよい。この例において、スペクトル600の中央部分610のリソ
ースは、LTE PDCCH信号、LTE ePDCCH信号、およびLTE PDSCH信号のために使用される。加
えて、LTE PDCCH、LTE ePDCCH、またはLTE PDSCH信号のために使用されないスペクトル60
0の中央部分610のリソースのセット615は、NR信号に対して動的に割り当てられる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、LTEリソースおよびNRリソースは、周波数領域において
多重化される。そのような実施形態において、LTE/NRリソースに対するスペクトル割り当
ては、動的おいて/または半静的に更新されうる。図7は、異なる周波数領域リソースがNR
エアインターフェースおよびLTEエアインターフェースに割り当てられるスペクトル700の
図である。図示のように、LTEエアインターフェースおよびNRエアインターフェースに対
するスペクトル割り当ては、少なくともいくつかの周波数サブバンドがLTEエアインター
フェースからNRエアインターフェースに再割り当てされるように、第1の時間間隔(t1)に
おいて更新される。第2の時間間隔(t2)において、それらの周波数サブバンドは、LTEエア
インターフェースに戻って割り当てられる。
【００２２】
　他の実施形態において、LTEリソースおよびNRリソースは、時間領域において多重化さ
れる。図8は、異なる時間領域リソースがNRエアインターフェースおよびLTEエアインター
フェースに割り当てられるスペクトル800の図である。この例において、直交周波数分割
多重(OFDM)シンボルがLTEエアインターフェースおよびNRエアインターフェースに半静的
に割り当てられる。他の例において、OFDMシンボルがLTEエアインターフェースおよびNR
エアインターフェースに動的に割り当てられる。図9は、異なる時間領域リソースがNRエ
アインターフェースおよびLTEエアインターフェースに割り当てられるスペクトル900の図
である。この例において、OFDMシンボルは、シンボルごとにLTEエアインターフェースお
よびNRエアインターフェースに動的に割り当てられる。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、LTE信号および/またはNR信号を送信するために、異なる
長さの時間送信間隔(TTI)が使用される。図10は、LTE信号および/またはNR信号を送信す
るために異なる長さのTTIが使用されるスペクトル1000の図である。この例において、ス
ペクトル1000の部分1010を介して信号を送信するために長いTTIが使用され、スペクトル1
000の部分1020を介して信号を送信するために中位のTTIが使用され、スペクトル1000の部
分1030を介して信号を送信するために短いTTIが使用される。中位のTTIは、レガシー4G L
TEネットワークにおいて使用されるTTI長であってもよい。
【００２４】
　図11は、NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースの共存のために構成
されたスペクトル1130の図である。図示のように、スペクトル1130は、LTE信号に対して
ライセンスされる中央周波数1110と、NR信号に対してライセンスされる外側周波数1120と
の合計である。この例において、中央周波数1110および外側周波数1120は、バンドパスフ
ィルタを使用してLTE受信機によって分離される。
【００２５】
　図12は、NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースの共存のために構成
されたスペクトル1230の図である。図示のように、スペクトル1230は、LTE信号に対して
ライセンスされる中央周波数1210と、NR信号に対してライセンスされる外側周波数1220と
の合計である。この例において、ガードバンド1231、1239が、中央周波数1210を外側周波
数1120から分離する。
【００２６】
　LTEとの共存は、LTE領域にスケジュールされていないNR UEに対して透過的でありうる
。CRS信号を回避するために、LTE領域においてスケジュールされたNR UEのみが合図され
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る必要がある。NR UEは、LTEサブフレームのはじめのLTE制御領域を回避するために、NR
サブフレームの柔軟な開始時間を利用することもできる。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、NRネットワークは、レイテンシと動的制御信号オーバヘ
ッドとのバランスをとるために、多様なトラフィックタイプをサポートするように動的に
調整されうるソフトウェア定義エアインターフェースをサポートしてもよい。いくつかの
実施形態において、NRエアインターフェースおよびLTEエアインターフェースは、それぞ
れのエアインターフェースが同じキャリア周波数を介してデータを転送するために使用さ
れるように、キャリア内共存を有してもよい。NRエアインターフェースの存在は、LTE UE
に対して透過的であってもよい。いくつかの実施形態において、NR AP/UEは、LTE基準お
よび制御信号との干渉を回避するためにNR信号に対して動的に割り当てられるLTEサブフ
レーム内のリソースにわたってレートマッチングを実行してもよい。
【００２８】
　FDMベースのLTE/NR共存方式は、いくつかの利点を提供してもよい。例えば、FDMベース
のLTE/NR共存方式は、LTE制御領域を回避するために、NR同期信号(SS)ブロックの柔軟な
周波数領域位置とNRサブフレームの柔軟な時間領域開始点とを許可してもよい。1つ以上
のNR SSブロックは、一次同期信号(PSS)シンボル、二次同期信号(SSS)シンボル、および/
または物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を搬送してもよい。複数のビーム方向が使用
されるとき、SSバーストを含む複数のNR SSブロックがリソースのグループにわたって多
重化されてもよい。また、スペクトルの中央部分に限定されるLTE信号では、LTE基準信号
とNR SSブロックとの間にはほとんどまたはまったく干渉がなくてもよい。追加のFDMベー
スのLTE/NR共存方式は、帯域の各部分がそれ自体のパラメータで柔軟に構成されうる、例
えば、NR信号がLTEなどによって使用されない任意の残りの帯域幅を柔軟に占有すること
ができる、NR統合ソフトAI設計の自己充足的特性を利用してもよい。さらに、FDMベース
のLTE/NR共存方式は、ガードインターバルおよび/またはLTE信号のブランキングではなく
、F-OFDM波形に依存してもよい。加えて、FDMベースのLTE/NR共存方式は、スペクトルの
中央部分、例えば、LTE信号に対してライセンスされていないスペクトルの部分において
スケジュールされていないNR UEに対して透過的であってもよい。
【００２９】
　図13は、ホストデバイス内にインストールされうる、本明細書で説明する方法を実行す
るための一実施形態の処理システム1300のブロック図を示す。図示のように、処理システ
ム1300は、図33に示すように配置されてもよい(されなくてもよい)、プロセッサ1304と、
メモリ1306と、インターフェース1310～1314を含む。プロセッサ1304は、計算および/ま
たは他の処理関連タスクを実行するように適合される任意の構成要素または構成要素の集
合であってもよく、メモリ1306は、プロセッサ1304による実行のためのプログラミングお
よび/または命令を記憶するように適合される任意の構成要素または構成要素の集合であ
ってもよい。UEのためのコンテキストを構成するための手段がプロセッサ1304を含んでも
よい。一実施形態において、メモリ1306は、非一時的コンピュータ可読媒体を含む。イン
ターフェース1310、1312、1314は、処理システム1300が他のデバイス/構成要素および/ま
たはユーザと通信することを可能にする任意の構成要素または構成要素の集合であっても
よい。例えば、インターフェース1310、1312、1314のうちの1つ以上は、プロセッサ1304
からのデータメッセージ、制御メッセージ、または管理メッセージを、ホストデバイスお
よび/またはリモートデバイス上にインストールされたアプリケーションに通信するよう
に適合されてもよい。別の例として、インターフェース1310、1312、1314のうちの1つ以
上は、ユーザまたはユーザデバイス(例えば、パーソナルコンピュータ(PC)など)が処理シ
ステム1300と対話/通信することを可能にするように適合されてもよい。処理システム130
0は、長期記憶装置(例えば、不揮発性メモリなど)のような、図13に示されていない追加
の構成要素を含んでもよい。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、処理システム1300は、遠隔通信ネットワークにアクセス
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するか、またはさもなければその一部であるネットワークデバイス内に含まれる。一例に
おいて、処理システム1300は、基地局、中継局、スケジューラ、コントローラ、ゲートウ
ェイ、ルータ、アプリケーションサーバ、または、遠隔通信ネットワーク内の任意の他の
デバイスのような、ワイヤレスまたは有線の遠隔通信ネットワーク内のネットワーク側デ
バイス内にある。他の実施形態において、処理システム1300は、移動局、ユーザ機器(UE)
、パーソナルコンピュータ(PC)、タブレット、ウェアラブル通信デバイス(例えば、スマ
ートウォッチなど)、または、遠隔通信ネットワークにアクセスするように適合された任
意の他のデバイスのような、ワイヤレスまたは有線の遠隔通信ネットワークにアクセスす
るユーザ側デバイス内にある。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、インターフェース1310、1312、1314のうちの1つ以上は
、処理システム1300を、遠隔通信ネットワークを介して信号を送信および受信するように
適合されたトランシーバに接続する。図14は、遠隔通信ネットワークを介して信号を送信
および受信するように適合されたトランシーバ1400のブロック図を示す。トランシーバ14
00は、ホストデバイス内に設置されてもよい。図示のように、トランシーバ1400は、ネッ
トワーク側インターフェース1402と、カプラ1404と、送信機1406と、受信機1408と、信号
プロセッサ1410と、デバイス側インターフェース1412とを備える。ネットワーク側インタ
ーフェース1402は、ワイヤレスまたは有線の遠隔通信ネットワークを介して信号を送信ま
たは受信するように適合された任意の構成要素または構成要素の集合を含んでもよい。ネ
ットワーク側インターフェース1402は、短距離インターフェースを介して信号を送信また
は受信するように適合された任意の構成要素または構成要素の集合も含んでもよい。ネッ
トワーク側インターフェース1402は、Uuインターフェースを介して信号を送信または受信
するように適合された任意の構成要素または構成要素の集合も含んでもよい。カプラ1404
は、ネットワーク側インターフェース1402を介する双方向通信に適した任意の構成要素ま
たは構成要素の集合を含んでもよい。送信機1406は、ベースバンド信号を、ネットワーク
側インターフェース1402を介する送信に適した変調キャリア信号に変換するように適合さ
れた任意の構成要素または構成要素の集合(例えば、アップコンバータ、電力増幅器など)
を含んでもよい。アクセス手順の初期メッセージを送信するための手段が送信機1406を含
んでもよい。受信機1408は、ネットワーク側インターフェース1402を介して受信されるキ
ャリア信号をベースバンド信号に変換するように適合された任意の構成要素または構成要
素の集合(例えば、ダウンコンバータ、低雑音増幅器など)を含んでもよい。モバイル加入
者識別子と、アクセス手順の初期ダウンリンクメッセージと、ネットワークに接続するた
めの転送要求とを受信するための手段が受信機1408を含んでもよい。
【００３２】
　信号プロセッサ1410は、ベースバンド信号を、デバイス側インターフェース1412を介す
る通信に適したデータ信号に変換する、またはその逆に変換するように適合された任意の
構成要素または構成要素の集合を含んでもよい。デバイス側インターフェース1412は、信
号プロセッサ1410とホストデバイス内の構成要素(例えば、処理システム1300、ローカル
エリアネットワーク(LAN)ポートなど)との間でデータ信号を通信するように適合された任
意の構成要素または構成要素の集合を含んでもよい。
【００３３】
　トランシーバ1400は、任意のタイプの通信媒体を介して信号を送信または受信してもよ
い。いくつかの実施形態において、トランシーバ1400は、ワイヤレス媒体を介して信号を
送信および受信する。例えば、トランシーバ1400は、セルラープロトコル(例えば、ロン
グタームエボリューション(LTE)など)、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)プ
ロトコル(例えば、Wi-Fiなど)、または任意の他のタイプのワイヤレスプロトコル(例えば
、Bluetooth(登録商標)、近距離無線通信(NFC)など)のような、ワイヤレス遠隔通信プロ
トコルに従って通信するように適合されたワイヤレストランシーバであってもよい。その
ような実施形態において、ネットワーク側インターフェース1402は、1つ以上のアンテナ/
放射要素を備える。例えば、ネットワーク側インターフェース1402は、単一のアンテナ、
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複数の別個のアンテナ、または、多層通信用に構成されたマルチアンテナアレイ、例えば
、単一入力多出力(SIMO)、多入力単一出力(MISO)、多入力多出力(MIMO)などを含んでもよ
い。他の実施形態において、トランシーバ1400は、有線媒体、例えば、より対線、同軸ケ
ーブル、光ファイバなどを介して信号を送信および受信する。具体的な処理システムおよ
び/またはトランシーバは、図示の構成要素のすべて、または構成要素のサブセットのみ
を利用してもよく、統合のレベルは、デバイスごとに異なってもよい。
【００３４】
　特許請求された概念について例示的な実施形態を参照して説明してきたが、この説明は
、限定的な意味で解釈されることを意図していない。説明を参照すると、例示的な実施形
態の様々な修正および組み合わせ、ならびに他の実施形態が当業者には明らかであろう。
したがって、添付の特許請求の範囲は、いかなるそのような修正形態または実施形態も包
含することが意図される。
【符号の説明】
【００３５】
　　100　ネットワーク
　　101　カバレッジエリア
　　110　基地局
　　120　UE
　　130　バックホールネットワーク
　　200　スペクトル
　　210　中央部分
　　215　リソースのセット
　　220　外側部分
　　225　NR同期信号(SS)ブロック
　　310　LTE CRSパターン
　　320　LTE CRSパターン
　　330　LTE CRSパターン
　　400　スペクトル
　　410　中央部分
　　415　リソースのセット
　　420　外側部分
　　425　同期信号
　　500　方法
　　600　スペクトル
　　610　中央部分
　　615　リソースのセット
　　620　外側部分
　　700　スペクトル
　　800　スペクトル
　　900　スペクトル
　　1000　スペクトル
　　1010　部分
　　1020　部分
　　1030　部分
　　1110　中央周波数
　　1120　外側周波数
　　1130　スペクトル
　　1210　中央周波数
　　1220　外側周波数
　　1230　スペクトル
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　　1231　ガードバンド
　　1239　ガードバンド
　　1300　処理システム
　　1304　プロセッサ
　　1306　メモリ
　　1310　インターフェース
　　1312　インターフェース
　　1314　インターフェース
　　1400　トランシーバ
　　1402　ネットワーク側インターフェース
　　1404　カプラ
　　1406　送信機
　　1408　受信機
　　1410　信号プロセッサ
　　1412　デバイス側インターフェース
　　t1　第1の時間間隔
　　t2　第2の時間間隔
　　#0　アンテナポート
　　#1　LTEアンテナポート
　　#2　LTEアンテナポート
　　#3　アンテナポート
　　#4　LTEアンテナポート
　　#5　アンテナポート
　　#22　アンテナポート

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年9月4日(2019.9.4)
【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】
　ユーザ機器(UE)によって、ロングタームエボリューション(LTE)ネットワークパラメー
タを示す新無線(NR)制御信号を受信するステップと、
　前記LTEネットワークパラメータに基づいて、LTE信号を搬送するリソースのサブセット
を決定するステップと、
　前記UEによって、リソースのセット内の1つ以上の残りのリソースを介してNRダウンリ
ンク信号を受信するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　リソースの前記セットが前記UEに割り当てられたリソースを含む、請求項1に記載の方
法。
【請求項３】
　リソースの前記セットが前記UEに構成された制御リソースセットを含む、請求項1また
は2に記載の方法。
【請求項４】
　前記NRダウンリンク信号が、前記LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットの周囲
でレートマッチングされる、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記NRダウンリンク信号が、前記NRダウンリンク信号がレートマッチングされる周囲の
リソースの前記サブセットが整数個のリソース要素(RE)からなるように、前記リソース要
素(RE)レベルにおいてレートマッチングされる、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記NR制御信号が、LTEアンテナポートを示す、請求項1から5のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項７】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記LTEアンテナポートに関連付けられたLTEセル固有基準信号(CRS)パターンに基づい
て、リソースの前記サブセットがLTE基準信号を搬送するリソースを含むことを決定する
ステップを含む、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記NR制御信号が周波数オフセットを示す、請求項1から7のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項９】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記周波数オフセットに基づいて、リソースの前記サブセットがLTE基準信号を搬送す
るリソースを含むことを決定するステップを含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記NR制御信号が、LTE制御チャネル内の直交周波数分割多重(OFDM)シンボルの数を示
す、請求項1から9のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　リソースの前記セット内の1つ以上の残りのリソースを介して前記NRダウンリンク信号
を受信するステップが、
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　前記LTE制御チャネル内のOFDMシンボルの前記数に対応する時間期間にNRダウンリンク
信号を受信するための開始時間を調整するステップを含む、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記NR制御信号が、LTEマルチキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)構成を示す、請
求項1から11のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記LTE MBSFN構成に基づいて、リソースの前記サブセットがLTE MBSFN基準信号を搬送
するリソースを含むことを決定するステップを含む、請求項12に記載の方法。
【請求項１４】
　前記NR制御信号がLTEチャネル状態情報基準信号(CSI-RS)構成を示す、請求項1から13の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　LTE信号を搬送するリソースの前記サブセットを決定するステップが、
　前記LTE CSI-RS構成に基づいて、リソースの前記サブセットがLTE CSI-RS信号を搬送す
るリソースを含むことを決定するステップを含む、請求項14に記載の方法。
【請求項１６】
　前記NRダウンリンク信号を受信するステップが、
　前記1つ以上の残りのリソースを介して1つ以上のNRダウンリンク信号を受信するステッ
プを含み、前記1つ以上のNRダウンリンク信号が、前記LTE信号を搬送するリソースの前記
サブセットにわたってゼロ電力レベルを有する、請求項1から15のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１７】
　前記1つ以上のNRダウンリンク信号が、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)を介して
送信されるNR信号、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を介して送信されるNR制御信
号、NR一次もしくは二次同期信号、NR物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を介して送信
されるNRブロードキャスト信号、またはそれらの組み合わせを含む、請求項16に記載の方
法。
【請求項１８】
　前記NR制御信号が、NRダウンリンク物理制御チャネルを介して受信される、請求項1か
ら17のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記NR制御信号が、NR物理ブロードキャストチャネル(PBCH)を介して受信される、請求
項1から18のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記NR制御信号が、残りの最小システム情報(RMSI)内に含まれる、請求項1から19のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記NR制御信号が、上位層の無線リソース制御(RRC)信号によって伝達される、請求項1
から20のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記NR制御信号が、メディアアクセス制御(MAC)制御要素(CE)によって伝達される、請
求項1から21のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記NR制御信号が、上位層の無線リソース制御(RRC)信号とメディアアクセス制御(MAC)
制御要素(CE)との組み合わせによって伝達される、請求項1から22のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項２４】
　プロセッサと、
　前記プロセッサによる実行のためのプログラミングを記憶する非一時的コンピュータ可
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読記憶媒体と
によって特徴付けられたユーザ機器(UE)であって、前記プログラミングが、請求項1から2
3のいずれか一項に記載の方法を実施するための命令を含む、UE。
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