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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための装置による、基地局とユーザ機器（ＵＥ）との間のワイヤレス
通信の方法において、
　複数の異なる送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別することと、
　前記複数の異なるＴＴＩ長からの２つ以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩ長の第１のグルー
プを識別することと、
　前記ＴＴＩ長の識別された第１のグループに少なくとも部分的に基づいて、前記識別さ
れたキャリア構成を使用して通信することとを含み、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通
であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成に関係し、前記少なくとも１
つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちの最短ＴＴＩ長
と最長ＴＴＩ長のうちの１つ以上に少なくとも部分的に基づいており、前記ＴＴＩ長の第
１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの
構成は、前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長の各ＴＴＩ長に共通である
ＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成とは異なり、前記ＴＴＩ長の第２の
グループの１つ以上のＴＴＩ長のそれぞれは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上
のＴＴＩ長のそれぞれとは異なる方法。
【請求項２】
　前記複数の異なるＴＴＩ長は、１シンボルＴＴＩ長、２シンボルＴＴＩ長、スロットＴ
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ＴＩ長、または、サブフレームＴＴＩ長、のうちの少なくとも１つ、あるいは、それらの
任意の組み合わせを備える請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
共通である制御チャネルフォーマットを備え、
　前記識別されたキャリア構成を使用して通信することは、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループのＴＴＩ長を有するＴＴＩに共通である制御チャネルフ
ォーマットを使用して通信することを含む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通である制御チャネルフォーマットは
、前記ＴＴＩ長を示すフィールドを備える請求項３記載の方法。
【請求項５】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループ中の第１のＴＴＩ長に少なくとも部分的に基づいて、第
１のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）送信を使用して、トランスポートブロックの
ために通信することと、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループ中の、前記第１のＴＴＩ長と異なる、第２のＴＴＩ長に
少なくとも部分的に基づいて、第２のＨＡＲＱ送信を使用して、前記トランスポートブロ
ックのために通信することとをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　ＴＴＩグループ能力の表示を通信することをさらに含み、
　前記ＴＴＩグループ能力は、前記ＵＥの低レイテンシ動作に少なくとも部分的に基づい
ており、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループを識別することは、前記ＴＴＩグループ能力の表示に少
なくとも部分的に基づいている請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループを識別することとスケジューリングされた通信のランク
とに少なくとも部分的に基づいて、前記スケジューリングされた通信のためのＴＴＩ長を
識別することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、
　（１）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
ＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度とは異なる、前記ＴＴＩ長の第１のグループの
２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度
、
　または、
　（２）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
ＴＴＩに対する共通ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）往復タイミングとは異なる、
前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
対する共通ＨＡＲＱ往復タイミング、
　または、
　これらの組み合わせを備える請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
対する共通ソフトバッファを備える請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記共通ソフトバッファのサイズは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴ
Ｉ長のうちの最長のＴＴＩ長に少なくとも部分的に基づいている請求項９記載の方法。
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【請求項１１】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
対する共通チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告構成を備える請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記共通ＣＳＩ報告構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のう
ちの最短のＴＴＩ長に少なくとも部分的に基づいている請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちの少なくとも１つのＴＴＩ
長は、限定された数の初期シンボル期間に関係する請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループからのＴＴＩ長に少なくとも部分的に基づいて、トラン
スポートブロック中の各コードブロックを、ＴＴＩの第１のシンボルにマッピングするこ
とをさらに含み、前記ＴＴＩ長は、１シンボル期間よりも長い請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　基地局とユーザ機器（ＵＥ）との間のワイヤレス通信のための装置において、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的に通信するメモリと、
　前記メモリ中に記憶されている命令とを具備し、
　前記命令は、前記装置に、
　複数の異なる送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別させ、
　前記複数の異なるＴＴＩ長からの２つ以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩ長の第１のグルー
プを識別させ、
　前記ＴＴＩ長の識別された第１のグループに少なくとも部分的に基づいて、前記識別さ
れたキャリア構成を使用して通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ＴＴＩ長の第１のグループは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通
であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成に関係し、前記少なくとも１
つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちの最短ＴＴＩ長
と最長ＴＴＩ長のうちの１つ以上に少なくとも部分的に基づいており、前記ＴＴＩ長の第
１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの
構成は、前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長の各ＴＴＩ長に共通である
ＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成とは異なり、前記ＴＴＩ長の第２の
グループの１つ以上のＴＴＩ長のそれぞれは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上
のＴＴＩ長のそれぞれとは異なる装置。
【請求項１６】
　前記複数の異なるＴＴＩ長は、１シンボルＴＴＩ長、２シンボルＴＴＩ長、スロットＴ
ＴＩ長、または、サブフレームＴＴＩ長、のうちの少なくとも１つ、あるいは、それらの
任意の組み合わせを備える請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
共通である制御チャネルフォーマットを備え、
　前記識別されたキャリア構成を使用して通信させるための命令は、前記装置に、前記Ｔ
ＴＩ長の第１のグループのＴＴＩ長を有するＴＴＩに共通である制御チャネルフォーマッ
トを使用して通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１５記載の
装置。
【請求項１８】
　前記命令は、前記装置に、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループ中の第１のＴＴＩ長に少なくとも部分的に基づいて、第
１のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）送信を使用して、トランスポートブロックの
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ために通信させ、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループ中の、前記第１のＴＴＩ長と異なる、第２のＴＴＩ長に
少なくとも部分的に基づいて、第２のＨＡＲＱ送信を使用して、前記トランスポートブロ
ックのために通信させるように前記プロセッサによってさらに実行可能である請求項１５
記載の装置。
【請求項１９】
　前記命令は、前記装置に、ＴＴＩグループ能力の表示を通信させるように前記プロセッ
サによってさらに実行可能であり、
　前記ＴＴＩグループ能力は、前記ＵＥの低レイテンシ動作に少なくとも部分的に基づい
ており、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループを識別させるための命令は、前記ＴＴＩグループ能力の
表示に少なくとも部分的に基づいている請求項１５記載の装置。
【請求項２０】
　前記命令は、前記装置に、前記ＴＴＩ長の第１のグループを識別させることとスケジュ
ーリングされた通信のランクとに少なくとも部分的に基づいて、前記スケジューリングさ
れた通信のためのＴＴＩ長を識別させるように前記プロセッサによってさらに実行可能で
ある請求項１５記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、
　（１）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
ＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度とは異なる、前記ＴＴＩ長の第１のグループの
２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度
、
　または、
　（２）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
ＴＴＩに対する共通ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）往復タイミングとは異なる前
記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに対
する共通ＨＡＲＱ往復タイミング、
　または、
　これらの組み合わせを備える請求項１５記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
対する共通ソフトバッファを備える請求項１５記載の装置。
【請求項２３】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうち
のＴＴＩ長を有するＴＴＩに対する共通チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告構成を備える請
求項１５記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちの少なくとも１つのＴＴＩ
長は、限定された数の初期シンボル期間に関係する請求項１５記載の装置。
【請求項２５】
　前記装置に、前記ＴＴＩ長の第１のグループからのＴＴＩ長に少なくとも部分的に基づ
いて、トランスポートブロック中の各コードブロックを、ＴＴＩの第１のシンボルにマッ
ピングさせる命令をさらに具備し、前記ＴＴＩ長は、１シンボル期間よりも長い請求項１
５記載の装置。
【請求項２６】
　基地局とユーザ機器（ＵＥ）との間のワイヤレス通信のための装置において、
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　複数の異なる送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別する手段と、
　前記複数の異なるＴＴＩ長からの２つ以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩ長の第１のグルー
プを識別する手段と、
　前記ＴＴＩ長の識別された第１のグループに少なくとも部分的に基づいて、前記識別さ
れたキャリア構成を使用して通信する手段とを具備し、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通
であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成に関係し、前記少なくとも１
つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちの最短ＴＴＩ長
と最長ＴＴＩ長のうちの１つ以上に少なくとも部分的に基づいており、前記ＴＴＩ長の第
１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの
構成は、前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長の各ＴＴＩ長に共通である
ＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成とは異なり、前記ＴＴＩ長の第２の
グループの１つ以上のＴＴＩ長のそれぞれは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上
のＴＴＩ長のそれぞれとは異なる装置。
【請求項２７】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、
　（１）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
ＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度とは異なる、前記ＴＴＩ長の第１のグループの
２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度
、
　または、
　（２）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
ＴＴＩに対する共通ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）往復タイミングとは異なる、
前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
対する共通ＨＡＲＱ往復タイミング、
　または、
　これらの組み合わせを備える請求項２６記載の装置。
【請求項２８】
　ワイヤレス通信のための装置による、基地局とユーザ機器（ＵＥ）との間のワイヤレス
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において、
　前記コードは、
　複数の異なる送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別し、
　前記複数の異なるＴＴＩ長からの２つ以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩ長の第１のグルー
プを識別し、
　前記ＴＴＩ長の識別された第１のＴＴＩグループに少なくとも部分的に基づいて、前記
識別されたキャリア構成を使用して通信するように実行可能な命令を含み、
　前記ＴＴＩ長の第１のグループは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通
であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成に関係し、前記少なくとも１
つの構成は、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちの最短ＴＴＩ長
と最長ＴＴＩ長のうちの１つ以上に少なくとも部分的に基づいており、前記ＴＴＩ長の第
１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの
構成は、前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長の各ＴＴＩ長に共通である
ＴＴＩを使用する通信のための少なくとも１つの構成とは異なり、前記ＴＴＩ長の第２の
グループの１つ以上のＴＴＩ長のそれぞれは、前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上
のＴＴＩ長のそれぞれとは異なる非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２９】
　前記ＴＴＩ長の第１のグループの各ＴＴＩ長に共通であるＴＴＩを使用する通信のため
の少なくとも１つの構成は、
　（１）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
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ＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度とは異なる、前記ＴＴＩ長の第１のグループの
２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに対する共通リソース割り振り粒度
、
　または、
　（２）前記ＴＴＩ長の第２のグループの１つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有する
ＴＴＩに対する共通ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）往復タイミングとは異なる、
前記ＴＴＩ長の第１のグループの２つ以上のＴＴＩ長のうちのＴＴＩ長を有するＴＴＩに
対する共通ＨＡＲＱ往復タイミング、
　または、
　これらの組み合わせを備える請求項２８記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　[0001]本出願は、２０１５年３月３１日に出願された、Ｃｈｅｎ等による「ＵＬＬのた
めの動的ＴＴＩスケジューリングの管理」と題する米国仮特許出願第６２／１４０，６６
７号および２０１６年３月１１日に出願された、Ｃｈｅｎ等による「低レイテンシ通信の
ための動的送信時間間隔スケジューリングの管理」と題する米国特許出願第１５／０６７
，５５４号の特許優先権を主張し、その各々は、ともに本出願の譲受人に譲渡されている
。
【背景】
【０００２】
　[0002]以下は、一般的に、ワイヤレス通信に関係し、より具体的には、超低レイテンシ
（ＵＬＬ）通信と称され得る通信を含んでいる、低レイテンシ通信のための動的送信時間
間隔（ＴＴＩ）スケジューリングの管理に関係する。
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブ
ロードキャスト、等々のような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（例えば、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（登録商標））システムを含む。ワイヤレ
ス多元接続通信システムは、多数の基地局を含み得、各々が、別名ユーザ機器（ＵＥ）と
して知られ得る複数の通信デバイスのための通信を同時にサポートする。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが、都市、国家、地域、
さらには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な
電気通信規格において採用されてきた。例となる電気通信規格は、ロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、スペクトル効率を改善し、コストを
低減し、サービスを改善し、新規のスペクトルを使用し、他のオープン規格とのより良い
統合をするように設計される。ＬＴＥは、ダウンリンク（ＤＬ）上でＯＦＤＭＡ、アップ
リンク（ＵＬ）上で単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、および多入力
多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用し得る。
【０００５】
　[0005]いくつかのケースにおいて、ワイヤレスネットワークは、基地局およびＵＥ間の
通信のために、長い持続期間のＴＴＩに加えて、比較的短い持続期間のＴＴＩを利用し得
る。これは、デバイス間の低減されたレイテンシ通信を可能にし得る。しかしながら、複
数のＴＴＩを使用することはまた、計算の強度または電力消費の増加を含み得る通信リン
クの複雑さを増加する。
【概要】
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【０００６】
　[0006]基地局およびユーザ機器（ＵＥ）は、複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）長に基づい
て、少なくとも１つのキャリアのためのキャリア構成を確立し得る。ＴＴＩ長のうちの２
以上が、１つのＴＴＩグループに関連付けられ得、そして、該ＴＴＩグループ構成の態様
は、該グループ中のＴＴＩ長を有する全てのＴＴＩについて、同一であり得る。デバイス
は、該ＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して通信し得る。第１のＴＴＩグル
ープと異なるＴＴＩ長を有する第２のＴＴＩグループもまた、識別され得、デバイスは、
第２のＴＴＩグループからのＴＴＩを使用して通信し得る。いくつかのケースにおいて、
２つのＴＴＩグループ、ＴＴＩ、および関連付けられたＴＴＩグループ構成を使用した通
信は、同時に実行され得る。他のケースにおいて、デバイスは、１つのＴＴＩグループ構
成から別の構成に遷移し得る。ＴＴＩグループ構成の態様は、共通制御チャネルフォーマ
ット、リソース割り振り粒度、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセス、ＨＡＲ
Ｑタイミング、ソフトバッファサイズ、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告構成、またはア
ップリンク制御チャネルを含み得る。
【０００７】
　[0007]ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、複数のＴＴＩ長を含むキャリア構
成を識別することと、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグルー
プを識別することと、および識別されたＴＴＩグループに少なくとも一部基づくキャリア
構成を使用して、通信することとを含み得る。
【０００８】
　[0008]ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、複数のＴＴＩ長を含むキャ
リア構成を識別するための手段と、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいる
ＴＴＩグループを識別するための手段と、および識別されたＴＴＩグループに少なくとも
一部基づくキャリア構成を使用して、通信するための手段とを含み得る。
【０００９】
　[0009]ワイヤレス通信のためのさらなる装置が説明される。装置は、プロセッサと、プ
ロセッサと電子的に通信するメモリと、メモリ中に記憶され、プロセッサによって実行さ
れたとき、装置が、複数のＴＴＩ長を含むキャリア構成を識別するようにさせ、複数のＴ
ＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含むＴＴＩグループを識別するようにさせ、識別された
ＴＴＩグループに少なくとも一部基づくキャリア構成を使用して、通信するようにさせる
ように動作可能な命令と、を含み得る。
【００１０】
　[0010]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媒体が説明
される。コードは、複数のＴＴＩ長を含むキャリア構成を識別し、複数のＴＴＩ長からの
２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグループを識別し、識別されたＴＴＩグループに少
なくとも一部基づくキャリア構成を使用して通信することを実行可能な命令を含み得る。
【００１１】
　[0011]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、複数のＴ
ＴＩ長からの１以上のＴＴＩ長を含んでいる第２のＴＴＩグループを識別するためのステ
ップ、特徴、手段、または命令を含み得、ここにおいて、各ＴＴＩグループのＴＴＩ長は
、異なる。いくつかの例は、第２のＴＴＩグループに基づくキャリア構成を使用して通信
するためのステップ、手段、特徴、または命令を、さらに含み得る。
【００１２】
　[0012]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、複
数のＴＴＩ長は、１シンボルＴＴＩ長、２シンボルＴＴＩ長、スロットＴＴＩ長、または
サブフレームＴＴＩ長、のうちの少なくとも１つ、ないしはそれらの任意の組み合わせを
含み得る。
【００１３】
　[0013]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、キ
ャリア構成を使用して通信することは、ＴＴＩグループ中の各ＴＴＩ長に対して、同一の
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制御チャネルフォーマットを使用して通信するためのステップ、特徴、手段、または命令
を含み得る。いくつかの例において、制御チャネルフォーマットは、スケジューリングさ
れた通信のＴＴＩ長を表示するフィールドを含み得、スケジューリングされた通信のＴＴ
Ｉ長は、ＴＴＩグループから選択され得る。
【００１４】
　[0014]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＴＴＩグ
ループ中のＴＴＩ長に基づき、第１のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）送信を使用
してトランスポートブロックのために通信し、ＴＴＩグループ中の第１のＴＴＩ長と異な
る第２のＴＴＩ長に基づき、第２のＨＡＲＱ送信を使用してトランスポートブロックのた
めに通信するためのステップ、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１５】
　[0015]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＴＴＩグ
ループ能力の表示を通信し、ＴＴＩグループ能力の表示に基づいて、ＴＴＩグループを識
別するためのステップ、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１６】
　[0016]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＴＴＩグ
ループおよびスケジューリングされた通信のランクに基づいて、スケジューリングされた
通信のＴＴＩ長を識別するためのステップ、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１７】
　[0017]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、キ
ャリア構成を識別することは、ＴＴＩグループに少なくとも一部基づいて、ＴＴＩグルー
プに対する共有リソース割り振り粒度を識別することと、ＴＴＩグループに対する共有ハ
イブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスを識別すること、または共有ＨＡＲＱタイ
ミングを識別することと、のうちの少なくとも１つのため、ないしはそれらの任意の組み
合わせのためのステップ、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１８】
　[0018]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、キ
ャリア構成は、ＴＴＩグループに対する共有ソフトバッファを含み得る。いくつかの例に
おいて、共有ソフトバッファのサイズは、ＴＴＩグループ中の最長のＴＴＩ長に基づいて
いる。
【００１９】
　[0019]いくつかの例において、キャリア構成は、ＴＴＩグループのための共有チャネル
状態情報（ＣＳＩ）報告構成を含み得る。いくつかの例において、共有ＣＳＩ報告構成は
、ＴＴＩグループ中の最短のＴＴＩ長に基づき得る。
【００２０】
　[0020]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、Ｔ
ＴＩグループ中の少なくとも１つのＴＴＩ長は、限定された数の初期シンボル期間に関連
付けられ得る。
【００２１】
　[0021]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＴＴＩグ
ループからのＴＴＩ長に基づいて、トランスポートブロック中の各コードブロックを、Ｔ
ＴＩの第１のシンボルにマッピングするためのステップ、特徴、手段、または命令を含み
得、ここにおいて、ＴＴＩ長は、１シンボル期間よりも大きい。
【００２２】
　[0022]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例において、Ｔ
ＴＩグループは、ユーザ機器（ＵＥ）能力に基づき、ＵＥ能力は、低レイテンシ動作に基
づき得る。
【００２３】
　[0023]前述は、以下の詳細な説明がより良く理解され得るように、本開示に従う例の特
徴および技術的利点をどちらかといえば広く概説している。追加の特徴および利点が以下
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に説明されるであろう。開示される概念および具体的な例は、本開示と同じ目的を実行す
るための他の構造を修正または設計することの基礎として容易に利用され得る。そのよう
な等価な構造は、添付された特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書に開示される概念
の特徴は、関連する利点とともに、それらの編成および動作の方法の両方が、添付の図に
関連して考慮された場合に、以下の説明からより一層理解されるであろう。これら図面の
各々は、特許請求の範囲の限定の定義としてではなく、例証および説明のみの目的で提供
される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
　[0024]開示の態様は、以下の図に関係して説明され：
【図１】[0025]図１は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的送
信時間間隔（ＴＴＩ）スケジューリングの管理をサポートするワイヤレス通信システムの
例を例証する。
【図２】[0026]図２は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的Ｔ
ＴＩスケジューリングの管理をサポートするワイヤレス通信システムの例を例証する。
【図３】[0027]図３は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的Ｔ
ＴＩスケジューリングの管理をサポートするＴＴＩ長構成の例を例証する。
【図４】[0028]図４は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的Ｔ
ＴＩスケジューリングの管理をサポートするプロセスフローの例を例証する。
【図５】[0029]図５は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的Ｔ
ＴＩスケジューリングの管理をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を指し示す
。
【図６】図６は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートするワイヤレスデバイスのブロック図を指し示す。
【図７】[0030]図７は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的Ｔ
ＴＩスケジューリングの管理をサポートする動的ＴＴＩスケジューリングモジュールのブ
ロック図を指し示す。
【図８】[0031]図８は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的Ｔ
ＴＩスケジューリングの管理をサポートするＵＥを含んでいるシステムのブロック図を例
証する。
【図９】[0032]図９は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的Ｔ
ＴＩスケジューリングの管理をサポートする基地局を含んでいるシステムのブロック図を
例証する。そして、
【図１０】［００３３］図１０は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のた
めの動的ＴＴＩスケジューリングの管理についての方法を例証するフローチャートを指し
示す。
【図１１】図１１は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴ
Ｉスケジューリングの管理についての方法を例証するフローチャートを指し示す。
【図１２】図１２は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴ
Ｉスケジューリングの管理についての方法を例証するフローチャートを指し示す。
【図１３】図１３は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴ
Ｉスケジューリングの管理についての方法を例証するフローチャートを指し示す。
【図１４】図１４は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴ
Ｉスケジューリングの管理についての方法を例証するフローチャートを指し示す。
【図１５】図１５は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴ
Ｉスケジューリングの管理についての方法を例証するフローチャートを指し示す。
【詳細な説明】
【００２５】
　[0034]基地局およびユーザ機器（ＵＥ）は、複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）長に基づい
て、少なくとも１つのキャリアに対する構成を確立し得る。ＴＴＩ長のうちの２以上が、
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ＴＴＩグループにおいて関連付けされ得、構成の態様は、グループにおいて、ＴＴＩ長を
有する全てのＴＴＩについて、同一であり得る。ついで、デバイスは、ＴＴＩグループに
基づき、キャリア構成を使用して通信し得る。
【００２６】
　[0035]本開示の態様は、ワイヤレス通信システムの文脈で最初に説明される。ついで、
特定の例は、グループ化され得るＴＴＩ長の異なる例を例証しながら説明される。本開示
の、これら、および他の態様は、超低レイテンシ（ＵＬＬ）動作のような低レイテンシ動
作のための動的ＴＴＩスケジューリングの管理に関係した装置図、システム図、フローチ
ャートによってさらに例証され、およびを参照して説明される。
【００２７】
　[0036]図１は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートするワイヤレス通信システム１００の例を例証する。ワ
イヤレス通信システム１００は、基地局１０５、ＵＥ１１５、およびコアネットワーク１
３０を含む。いくつかの例において、ワイヤレス通信システム１００は、ロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ）／ＬＴＥ－アドバンスド（ＬＴＥ－ａ）ネットワークであり得
る。
【００２８】
　[0037]基地局１０５は、１以上の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤレスで通
信し得る。基地局１０５の各々は、それぞれの地理的カバレッジエリア１１０に対する通
信カバレッジを提供し得る。ワイヤレス通信システム１００において指し示される通信リ
ンク１２５は、ＵＥ１１５から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、または基地
局１０５からＵＥ１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。
【００２９】
　[0038]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され得、各Ｕ
Ｅ１１５は、固定または移動式であり得る。ＵＥ１１５はまた、移動局、加入者局、遠隔
ユニット、ワイヤレスデバイス、アクセス端末、ハンドセット、ユーザエージェント、ク
ライアント、または何か他の適切な用語で称され得る。ＵＥ１１５はまた、セルラーフォ
ン、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、パーソナルコンピュータ、タブレット、
パーソナル電子デバイス、マシーンタイプ通信（ＭＴＣ）デバイス、またはそのようなも
のであり得る。ＵＥ１１５は、基地局１０５と通信し得、動的カバレッジ拡大（ＣＥ）を
サポートし得る。
【００３０】
　[0039]基地局１０５は、コアネットワーク１３０をサポート、および低コストページン
グをサポートするために、動的ＣＥ情報を提供するようにコアネットワーク１３０と互い
に通信し得る。例えば、基地局１０５は、バックホールリンク１３２（例えば、Ｓ１、等
）を通し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はまた、バ
ックホールリンク１３４（例えば、Ｘ２、等）を通して、直接的にまたは（例えば、コア
ネットワーク１３０を通して）間接的に、互いに通信し得る。基地局１０５は、ＵＥ１１
５との通信のための無線構成およびスケジューリングを実行し得るか、または基地局コン
トローラ（図示せず）の制御下で動作し得る。様々な例において、基地局１０５は、マク
ロセル、スモールセル、ホットスポット、またはそのようなものであり得る。いくつかの
例において、基地局１０５はまた、ｅノードＢ（ｅＮＢ）１０５と称され得る。
【００３１】
　[0040]通信リンク１２５は、キャリアに編成された１以上の周波数範囲を含み得る。キ
ャリアはまた、コンポーネントキャリア（ＣＣ）、レイヤ、チャネル、等とも呼ばれ得る
。用語「コンポーネントキャリア」は、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）動作において
、ＵＥによって利用される複数のキャリアのセットのうちの各キャリアを指し得、システ
ム帯域幅の他の部分と区別され得る。例えば、コンポーネントキャリアは、独立的または
他のコンポーネントキャリアと組み合わせて利用できる比較的狭帯域なキャリアであり得
る。各コンポーネントキャリアは、例えば、ＬＴＥ規格のリリース８またはリリース９に



(11) JP 6728214 B2 2020.7.22

10

20

30

40

50

基づく隔離されたキャリアと、同一の能力を提供し得る。複数のコンポーネントキャリア
は、あるＵＥ１１５に、より大きい帯域幅および例えば、より高いデータレートを、もた
らすために、集約され、あるいは同時に利用され得る。よって、個々のコンポーネントキ
ャリアは、レガシーＵＥ１１５（例えば、ＬＴＥリリース８またはリリース９を実装して
いるＵＥ１１５）と後方互換であり得、一方、他のＵＥ１１５（例えば、ポストリリース
８／９ ＬＴＥ版を実装するＵＥ１１５）が、多キャリアモードで複数のコンポーネント
キャリアを有するように構成され得る。ＤＬに対して使用されるキャリアは、ＤＬ ＣＣ
と称され、アップリンクに対して使用されるキャリアは、ＵＬ ＣＣと称され得る。ＵＥ
１１５は、キャリアアグリゲーションのために複数のＤＬ ＣＣおよび１以上のＵＬ ＣＣ
で構成され得る。各キャリアは、制御情報（例えば、基準信号、制御チャネル、等）、オ
ーバーヘッド情報、データ、等を送信するために使用され得る。いくつかのワイヤレスシ
ステムは、ＵＥ１１５当たり５個のコンポーネントキャリアに制限され得る。しかしなが
ら、エンハンスドＣＡ（ｅＣＡ）動作を利用するシステムのような、いくつかのシステム
において、増加された数のキャリア（例えば、３２個までのＣＣ、３２個より多いＣＣ、
等）が使用され得る。
【００３２】
　[0041]いくつかのケースにおいて、ＣＣは、いくつかの通信プロトコルに従って、２０
ＭＨｚまでの制限を含む、制限された周波数範囲を有し得る。異なるＣＣは、周波数分割
複信（ＦＤＤ）および時分割複信（ＴＤＤ）の異なる組み合わせを利用し得る。いくつか
のケースにおいて、ＵＥ１１５は、デュアル接続動作において、非理想的バックホールリ
ンク１３４によって接続された２以上の基地局１０５からのセルによって担当され得る。
例えば、担当基地局１０５間の接続は、しきい値レベルのタイミング調整をサポートする
ためには不十分であり得る。よって、いくつかのケースにおいて、ＵＥ１１５を担当する
セルは、複数のタイミング調節ループ（ＴＡＧ）に分割され得る。ＴＡＧの各々は、ＵＥ
１１５が、異なるＵＬキャリアに対して、ＵＬ送信を異なって同期し得るように、異なる
タイミングオフセットに関連付けられ得る。
【００３３】
　[0042]ＵＥ１１５は、複数のキャリアを利用して、単一の基地局１０５と通信し得、ま
た異なるキャリア上で同時に複数の基地局と通信し得る。基地局１０５の各セルは、ＵＬ
コンポーネントキャリア（ＣＣ）およびＤＬ ＣＣを含み得る。基地局１０５に対する各
担当セルの地理的カバレッジエリア１１０は、異なり得る（例えば、異なる周波数帯域上
のＣＣは、異なるパス損失を経験し得る）。いくつかの例において、１つのキャリアは、
ＵＥ１１５に対して、プライマリーセル（ＰＣｅｌｌ）によって担当され得るプライマリ
ーキャリア、またはプライマリーコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）として指定される。
プライマリーセルは、より上位のレイヤ（例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ）、等）に
よって、ＵＥ毎のベースで、半静的に構成され得る。物理アップリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）のような、あるアップリンク制御情報（ＵＣＩ）は、プライマリーセルによっ
て搬送され得る。追加キャリアは、セカンダリーセル（ＳＣｅｌｌ）によって担当され得
るセカンダリーキャリア、またはセカンダリーコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）として
指定され得る。セカンダリーセルは、同様に、ＵＥ毎のベースで、半静的に構成され得る
。いくつかのケースにおいて、セカンダリーセルは、プライマリーセルと同一の制御情報
を含んだり、を送信するように構成されたりし得ない。いくつかのケースにおいて、１以
上のＳＣｅｌｌは、ＰＵＣＣＨを搬送するように指定され得、他のＳＣｅｌｌは、関連付
けられたＵＬ制御情報を搬送するために、どのＣＣが使用されるかに基づいて、ＰＵＣＣ
Ｈグループ中に編成され得る。
【００３４】
　[0043]いくつかのケースにおいて、ワイヤレス通信システムは、１以上のエンハンスド
コンポーネントキャリア（ｅＣＣ）を利用し得る。ｅＣＣは、フレキシブルな帯域幅、可
変長ＴＴＩ、および修正された制御チャネル構成を含んでいる、１以上の特徴によって特
徴付けられ得る。いくつかのケースにおいて、ｅＣＣは、（例えば、複数の担当セルが、
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準最適バックホールリンクを有するとき）デュアル接続構成またはキャリアアグリゲーシ
ョン構成に関連付けられ得る。ｅＣＣはまた、無認可スペクトル、および／または共有ス
ペクトル（例えば、１より多いオペレータがスペクトルを使用することを認可されている
場合、等）において使用するように構成され得る。フレキシブルな帯域幅によって特徴付
けられたｅＣＣは、全体の帯域幅を監視することをしない、または、できない、あるいは
、（例えば、電力を節約するために）限定された帯域幅を使用することを好む、ＵＥ１１
５によって利用され得る１以上のセグメントを含み得る。
【００３５】
　[0044]ｅＣＣは、可変ＴＴＩ長を利用し得、これは低減された、または可変シンボル持
続期間の使用を含み得る。いくつかのケースにおいて、シンボル持続期間は、同一のまま
であり得るが、各シンボルは、別々のＴＴＩを表わし得る。いくつかのケースにおいて、
ｅＣＣは、異なるＴＴＩ長に関連付けられた複数の階層的レイヤを含み得る。例えば、１
つの階層的レイヤにおけるＴＴＩは、均一な１ミリ秒サブフレームに対応し得、一方、第
２のレイヤにおいて、可変長ＴＴＩは、短持続期間シンボル期間のバーストに対応し得る
。いくつかのケースにおいて、より短いシンボル持続期間はまた、増加されたサブキャリ
アスペーシングに関連付けされ得る。本開示に従って、複数のＴＴＩ長が使用されるとき
、複数のＴＴＩ長は、異なるＴＴＩを使用して通信することの複雑性を低減するために共
通の構成態様を共有しているＴＴＩグループ中に配置され得る。
【００３６】
　[0045]ＴＴＩは、基礎時間ユニット（例えば、サンプリング期間、Ｔｓ＝１／３０，７
２０，０００秒）に基づいて、定義され得、１０ミリ秒無線フレーム（Ｔｆｆ＝３０７２
００Ｔｓ）に従って編成され得る。各フレームは、０から１０２３の範囲にわたるシステ
ムフレーム番号（ＳＦＮ）によって、識別され得る。各フレームは、０から９に番号付け
された、１０個の１ミリ秒サブフレームを含み得る。しかしながら、サブフレームは、２
個の０．５ミリ秒スロットに、さらに分割され得、その各々は、（例えば、各シンボルの
先頭に追加された巡回プレフィックスの長さに依存して）６または７個の変調シンボル期
間を含む。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。いくつかのケースにおいて、サブフレームは、ＴＴＩと呼ばれ得る最小のスケジ
ューリングユニットであり得る。他のケースにおいて、ＴＴＩは、サブフレームより短く
あり得、または（例えば、短いＴＴＩを使用して、選択されたコンポーネントキャリア中
または短ＴＴＩバースト中で）、動的に選択され得る。例えば、ＴＴＩは、１スロットま
たは１以上のシンボル期間に従って設定され得る。
【００３７】
　[0046]フレキシブルな帯域幅および可変ＴＴＩは、修正された制御チャネル構成に関連
付けられ得る（例えば、ｅＣＣは、ＤＬ制御情報に対する、エンハンスド物理ダウンリン
ク制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）を利用し得る）。例えば、ｅＣＣの１以上の制御チャネ
ルは、フレキシブルな帯域幅使用に順応させるために、周波数分割多重化（ＦＤＭ）スケ
ジューリングを利用し得る。他の制御チャネル修正は、（例えば、進化型マルチメディア
ブロードキャストマルチキャストサービス（ｅＭＢＭＳ）スケジューリングに対して、ま
たは可変長ＵＬおよびＤＬバーストの長さを表示するために）追加の制御チャネル、また
は異なる間隔で送信される制御チャネルの使用を含み得る。ｅＣＣはまた、修正された、
または追加のハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）関係制御情報を含み得る。
【００３８】
　[0047]ＨＡＲＱは、通信リンク１２５を通してデータが正しく受領されたかを決定する
方法であり得、複数のＴＴＩを利用するキャリアのために単純化し得る通信構成の１つの
態様であり得る。ＨＡＲＱは、（例えば、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（例えば、自動再送要求（ＡＲＱ））の組み合
わせを含み得る。ＨＡＲＱは、劣等な無線条件（例えば、信号対雑音条件）におけるメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤで、スループットを改善し得る。インクレメンタル冗
長ＨＡＲＱにおいて、間違って受信されたデータは、ソフトバッファ中に記憶され得、デ
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ータを首尾よく復号する全体的可能性を改善するために、後続の送信と組み合わされ得る
。いくつかのケースにおいて、冗長ビットは、送信前に、各メッセージに加えられ得る。
これは、劣等な信号伝搬条件を有するワイヤレス通信環境において、有益であり得る。他
のケースにおいて、冗長ビットは、各送信に加えられないが、オリジナルメッセージの送
信機が、情報を復号する試みの失敗を表示する否定応答（ＮＡＣＫ）を受信した後には、
再送信される。送信、応答、および再送信のチェーンは、ＨＡＲＱプロセスと呼ばれ得る
。いくつかのケースにおいて、ＨＡＲＱプロセスの数は、（例えば、８に）限定され得る
。グループ化されたＴＴＩを使用するキャリアは、グループと関連付けられたＴＴＩに対
して、同一のＨＡＲＱプロセス、ＨＡＲＱタイミング、またはソフトバッファサイズを利
用し得る。
【００３９】
　[0048]複数のＴＴＩを使用するキャリアのために単純化し得る通信リンクの別の態様は
、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）である。ＰＤＣＣＨは、９つの論理的に
隣接するリソースエレメントグループ（ＲＥＧ）からなり得る制御チャネルエレメント（
ＣＣＥ）においてダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）を搬送し得、ここで、ＲＥＧの各々は
、４個のリソースエレメント（ＲＥ）を含む。ＤＣＩは、ＤＬスケジューリング割り当て
、ＵＬリソース許諾、送信スキーム、ＵＬ電力制御、ＨＡＲＱ情報、変調および符号化ス
キーム（ＭＣＳ）に関する情報、および他の情報を含み得る。ＤＣＩメッセージのサイズ
およびフォーマットは、ＤＣＩによって搬送される情報のタイプと量に依存して異なるこ
とができる。例えば、空間的多重化がサポートされる場合、ＤＣＩメッセージのサイズは
、隣接する周波数割り振りと比べ、大であり得る。同様に、ＭＩＭＯを採用するシステム
について、ＤＣＩは、追加のシグナリング情報を含み得る。ＤＣＩサイズおよびフォーマ
ットは、帯域幅、アンテナポートの数、複信モードのようなファクターとともに、情報の
量に依存し得る。いくつかの例において、ＤＣＩフォーマットは、ＴＴＩグループに関連
付けられた各ＴＴＩについて、同一であり得る。
【００４０】
　[0049]いくつかのケースにおいて、ＰＤＣＣＨは、複数のユーザに関連付けられたＤＣ
Ｉメッセージを搬送でき、各ＵＥ１１５は、ＵＥ１１５に対して意図されたＤＣＩメッセ
ージを復号し得る。例えば、各ＵＥ１１５は、セル無線ネットワーク一時識別（Ｃ－ＲＮ
ＴＩ）が割り当てられ得、各ＤＣＩに付与されたＣＲＣビットは、Ｃ－ＲＮＴＩに基づい
て、スクランブルされ得る。様々なＵＥ１１５における電力消費およびオーバーヘッドを
低減するために、制御チャネルエレメント（ＣＣＥ）位置の限定されたセットが、特有の
ＵＥ１１５に関連付けられたＤＣＩに対して特定できる。ＣＣＥは、（例えば、１個、２
個、４個および８個のＣＣＥのグループに）グループ化され得、ユーザ機器が、関係する
ＤＣＩを見出し得るＣＣＥ位置のセットが、特定され得る。これらのＣＣＥは、サーチ空
間として知られ得る。いくつかの例において、サーチ空間は、２つの領域、共通ＣＣＥ領
域ないしはサーチ空間、および、ＵＥ特有（専用）ＣＣＥ領域ないしはサーチ空間に区分
できる。共通ＣＣＥ領域は、基地局１０５によって担当される全てのＵＥによって監視さ
れ得、ページング情報、システム情報、ランダムアクセスプロシージャ、およびそのよう
なもの、のような情報を含み得る。ＵＥ特有サーチ空間は、ユーザ特有制御情報を含み得
る。ＣＣＥは、インデックス付けされ得、共通サーチ空間は、ＣＣＥ ０から開始し得る
。ＵＥ特有サーチ空間に対する開始するインデックスは、Ｃ－ＲＮＴＩ、サブフレームイ
ンデックス、ＣＣＥアグリゲーションレベルおよびランダムシード（seed）に依存し得る
。ＵＥ１１５は、ブラインド復号として知られるプロセスを実行することによって、ＤＣ
Ｉを復号することを試み得、ブラインド復号の最中にはＤＣＩが検出されるまで、サーチ
空間がランダムに復号される。ブラインド復号の最中には、ＵＥ１１５は、そのＣ－ＲＮ
ＴＩを使用して全ての可能性のあるＤＣＩメッセージのデスクランブルを試み得、試みが
成功したかを決定する為に、ＣＲＣ検査を実行する。
【００４１】
　[0050]ＵＥ１１５に対するＰＤＣＣＨ送信は、リソース割り振り粒度に基づいて、スケ
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ジューリングされたデータ送信のためのリソースを表示し得る。すなわち、物理ダウンリ
ンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）において利用可能なリソースが、あるサイズのユニット
にグループ分けされ、関連付けられたインデックスを使用して、ＰＤＣＣＨが、リソース
のセットをスケジューリングできるように、インデックス付けされ得る。事前構成された
リソース割り振り粒度は、スケジューリング割り当ての解釈の複雑性を低減する、または
、割り当てを搬送するのに使用されるシグナリングの量を低減するために、複数のＴＴＩ
長について構成し得る。
【００４２】
　[0051]アップリンク上で、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）は、ＵＬ肯定
応答（ＡＣＫ）、スケジューリング要求（ＳＲ）、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）
および他のＵＬ制御情報に対して使用され得る。ＰＵＣＣＨ送信は、コードおよび２つの
連続するリソースブロックによって定義された制御チャネルにマッピングされ得る。ＵＬ
制御シグナリングは、セルに対するタイミング同期の存在に依存し得る。ＳＲおよびＣＱ
Ｉ報告に対するＰＵＣＣＨリソースは、ＲＲＣシグナリングを通して、割り当てられ（お
よび、取り消され）得る。いくつかのケースにおいて、ＳＲに対するリソースは、ランダ
ムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プロシージャを通して同期を取得した後、割り当てされ
得る。他のケースにおいて、ＳＲは、ＲＡＣＨを通してＵＥ１１５に割り当てられ得ない
（すなわち、同期されたＵＥは、専用のＳＲチャネルを有し得、または有し得ず）。ＳＲ
およびＣＱＩに対するＰＵＣＣＨリソースは、ＵＥが、もはや同期されないとき、喪失さ
れ得る。いくつかのケースにおいて、組み合わされたＰＵＣＣＨは、ＴＴＩ長のグループ
に関連付けられたＴＴＩのために使用され得る。
【００４３】
　[0052]複数のＴＴＩを使用してキャリアに対して単純化し得る通信リンクの別の態様は
、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告構成である。いくつかの例において、基地局１０５は
、効率的にチャネルをスケジュール構成するために、ＵＥ１１５から、チャネル条件情報
を収集し得る。この情報は、チャネル状態報告の形で、ＵＥ１１５から送られ得る。チャ
ネル状態報告は、（例えば、ＵＥ１１５のアンテナポートに基づいて、）ＤＬ送信に対し
て使用されるレイヤの数を要求するランクインジケータ（ＲＩ）と、（例えば、レイヤの
数に基づいて、）プリコーダマトリックスが使用されるべき選好を表示するプリコーディ
ングマトリックスインジケータ（ＰＭＩ）と、使用され得る最高のＭＣＳを表わすチャネ
ル品質インジケータ（ＣＱＩ）と、を含み得る。ＣＱＩは、セル特有基準信号（ＣＲＳ）
またはチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のような、所定のパイロットシンボル
を受信後、ＵＥ１１５によって計算され得る。ＲＩおよびＰＭＩは、ＵＥ１１５が、空間
多重化をサポートしない（または、空間モードをサポートしない）場合、除外され得る。
報告中に含まれる情報のタイプは、報告されるタイプの態様を決定し得る。チャネル状態
報告は、周期的または非周期的であり得る。すなわち、基地局１０５は、ＵＥ１１５が、
周期的報告を規則的間隔で送るように構成し得、また、必要に応じ、追加の報告を要求し
得る。非周期的報告は、セル帯域幅全体に渡るチャネル品質を表示する広帯域報告、ベス
トサブバンドのサブセットを示すＵＥ選択報告、または、その中において、報告されるサ
ブバンドが、基地局１０５によって選択されている構成報告を含み得る。
【００４４】
　[0053]よって、基地局１０５およびＵＥ１１５は、複数のＴＴＩ長に基づいて、少なく
とも１つのキャリアに対するキャリア構成を確立し得る。ＴＴＩ長のうちの２以上は、Ｔ
ＴＩグループにおいて関連付けされ得、キャリア構成の態様は、グループにおいて、ＴＴ
Ｉ長を有する全てのＴＴＩについて、同一であり得る。ついで、デバイスは、ＴＴＩグル
ープに基くキャリア構成を使用して通信し得る。ＴＴＩグループに基づく構成（例えば、
ＴＴＩグループ構成）の態様は、共通制御チャネルフォーマット、リソース割り振り粒度
、ＨＡＲＱプロセス、ＨＡＲＱタイミング、ソフトバッファサイズ、ＣＳＩ報告構成、ま
たはアップリンク制御チャネルを含み得る。
【００４５】
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　[0054]図２は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートするワイヤレス通信システム２００の例を例証する。ワ
イヤレス通信システム２００は、ＵＥ１１５－ａが、１ＴＴＩ長２０５より多くを有する
、少なくとも１つのキャリアを使用して、基地局１０５－ａと通信する例を表わす。ＴＴ
Ｉ長２０５は、ＴＴＩグループにグループ化され得、キャリア構成の態様は、グループ化
に基づいて、単純化され得る。ＵＥ１１５－ａおよび基地局１０５－ａは、図１を参照し
て説明されるＵＥ１１５および基地局１０５の例であり得る。
【００４６】
　[0055]ＵＥ１１５－ａおよび基地局１０５－ａは、サブフレームより小さい１以上のＴ
ＴＩ長のような、１以上のＴＴＩ長を利用し得る。これは、レイテンシの低減を容易化し
得、様々な例において、ＵＬＬ動作、低レイテンシ動作、または低減されたレイテンシ動
作と呼ばれるプロシージャを含み得る。例えば、いくつかのＬＴＥ通信プロトコルに従っ
て、ＵＬＬ動作は、非ＵＬＬ動作における４ミリ秒と比較して、おおよそ３００μ秒のＨ
ＡＲＱレイテンシとなり得る。いくつかのケースにおいて、ＵＬＬ動作および非ＵＬＬ動
作は、例えば、リソースブロックレベル多重化を介して、同一のキャリア中に共存し得る
。低レイテンシ動作のためのレイテンシ低減は、使用されるＴＴＩの長さに依存し得る。
例えば、標準巡回プレフィックス（ＣＰ）（～７１μ秒）を有する１シンボル期間ＴＴＩ
を使用することは、１４倍のレイテンシ低減の結果となり得、一方、拡張ＣＰ（～８３μ
秒）を有する１シンボル期間ＴＴＩは、１２倍のレイテンシ低減の結果となり得る。
【００４７】
　[0056]１シンボルベースＴＴＩに加えて、他のＴＴＩ長を考えることができる。例えば
、ＴＴＩ長は、１スロット長（０．５ミリ秒）または２シンボル期間を含み得る。ＵＥ１
１５－ａは、異なるＴＴＩ長に基づいて、キャリアを監視するように構成され得る。構成
は、動的（すなわち、通常のシグナリングに基づいて）または半静的であり得る。ＵＥ１
１５－ａが監視するように構成されるＴＴＩ長の数は、動作効率、レイテンシ低減、およ
びカバレッジ範囲の組み合わせに基づき得る。構成は、制御チャネル設計、リソース割り
振り、衝突通信のためのプロシージャ（例えば、送信または受信）、ＨＡＲＱフィードバ
ックおよび管理、多シンボルＴＴＩのための開始するシンボル、およびＣＳＩフィードバ
ックを含み得る。
【００４８】
　[0057]いくつかのケースにおいて、多ＴＴＩ動作は、複雑性とフレキシビリティー間の
所望のトレードオフを実現するために、１グループ当たりのベースで管理され得る。例え
ば、各グループは、１以上のＴＴＩ長を含み得る。いくつかのケースにおいて、ＴＴＩ長
グループは、同様のＴＴＩ長を含み得るが、ＴＴＩ長グループは、チャネルおよびトラフ
ィック条件に基づいて、動的に変化し得る。
【００４９】
　[0058]いくつかのケースにおいて、ＵＥ１１５－ａは、複数のＴＴＩグループからの１
つのＴＴＩグループを持って、半静的に構成され得るが、基地局１０５－ａは、他のＵＥ
１１５によって（または、異なるキャリア上のＵＥ１１５－ａによって）使用される他の
ＴＴＩグループをサポートし得る。ＴＴＩ長グループ化の１例は、１シンボルおよび２シ
ンボルＴＴＩを一緒にグループ化し、および１スロットおよび１サブフレームＴＴＩを一
緒にグループ化し得る。各ＴＴＩグループ内で、関連付けられたＴＴＩは、物理およびメ
ディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ動作のうちの全部ではなくとも、多数を共有し得る
。ＴＴＩグループに渡って、異なる物理およびＭＡＣレイヤ動作が適用され得る。
【００５０】
　[0059]例えば、同一の制御チャネルが、ＴＴＩグループ中のＴＴＩによって使用でき、
そして、制御チャネルメッセージ中のフィールドは、ＴＴＩグループ中のどのＴＴＩがス
ケジューリングされているかを動的に表示するために使用され得る。例えば、１シンボル
ＴＴＩおよび２シンボルＴＴＩを有するＴＴＩグループに対して、１シンボルＴＴＩまた
は２シンボルＴＴＩ送信がスケジューリングされているかを表示するために、ＤＬ許諾ま
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たはＵＬ許諾における１ビットフィールドが使用され得る。他のケースにおいて、暗黙の
表示が使用され得る。例えば、ＴＴＩ長は、ＤＭ－ＲＳベースのＵＬＬ ＰＤＳＣＨ（ｕ
ＰＤＳＣＨ）に対するスケジューリングされたランクに関連付けられ得る。すなわち、ラ
ンク１およびランク２に対して、１シンボルＴＴＩが使用され得、ランク３およびそれよ
り上に対して、２シンボルＴＴＩが使用され得る。
【００５１】
　[0060]同一のリソース割り振り粒度はまた、同一のＴＴＩグループ中の１以上のＴＴＩ
に対して使用され得る。例えば、１シンボルＴＴＩおよび２シンボルＴＴＩを有するＴＴ
Ｉグループに対して、２５個のリソースブロックベースのブロック割り当てが、両方のＴ
ＴＩに対して使用され得る。代替的に、異なるリソース割り振り粒度は、同一のＴＴＩグ
ループの異なるＴＴＩに対して使用され得る。
【００５２】
　[0061]非同期ＨＡＲＱ動作において、同一のＨＡＲＱプロセスは、同一のＴＴＩグルー
プ中の１以上のＴＴＩに対して使用され得る。例えば、（そこにおいて、合計８個のＨＡ
ＲＱプロセスが定義され得る）１シンボルＴＴＩおよび２シンボルＴＴＩを有するＴＴＩ
グループに対して、１シンボルＴＴＩで開始された新たな送信は、２シンボルＴＴＩで再
送信され得る。同様に、２シンボルＴＴＩで開始された新たな送信は、１シンボルＴＴＩ
で再送信され得る。これは、２シンボルＴＴＩが、２個のトランスポートブロックの送信
で開始するとき、有益であり得る。１つのトランスポートブロックは首尾よく送信したが
、他方のトランスポートブロックが失敗した場合、失敗したトランスポートブロックの再
送信は、１シンボルＴＴＩを使用して完遂できる。
【００５３】
　[0062]共通ソフトバッファはまた、ＴＴＩグループの１以上のＴＴＩに対して使用され
得る。いくつかのケースにおいて、ソフトバッファサイズは、ＴＴＩグループ内の最長の
ＴＴＩ長に基づいて決定され得る。共通ＣＳＩ構成はまた、ＴＴＩグループのＴＴＩに対
して使用され得る。例えば、ＣＳＩ測定周期性は、ＴＴＩグループ中の最短のＴＴＩ長に
基づき得る。ＣＳＩ報告は、同一のＴＴＩグループの他のＴＴＩ長のチャネル品質インジ
ケータ（ＣＱＩ）デルタをさらに示し得、ここで、同一のＴＴＩグループ中の全てのＴＴ
ＩのＣＱＩは、同一のランクインジケータ（ＲＩ）、プリコーディングマトリックスイン
ジケータ（ＰＭＩ）、またはプリコーディングタイプインジケータ（ＰＴＩ）に従うこと
ができる。
【００５４】
　[0063]いくつかのケースにおいて、ＴＴＩグループ中の１以上のＴＴＩに対する開始す
るシンボルは、ＴＴＩグループ構成に基づき得る。１シンボルより大きいＴＴＩ長に対し
て、ＴＴＩに関連付けられた可能な開始するシンボルは、限定され得る。例えば、２シン
ボルＴＴＩについて、開始するシンボルは、標準ＣＰ中のスロットにおいて、１／３／５
（すなわち、開始するシンボル０／２／４／６を避けて）に限定され得、または拡張され
たＣＰ中のスロットにおいて、０／２／４（すなわち、開始するシンボル１／３／５を避
けて）に限定され得る。代替的に、いくつかの通信は、標準ＣＰ中の第１のスロットにお
いて、２シンボルＴＴＩを省略し得、一方、サブフレーム中の残りの１２個のシンボルは
、送信機会に基づいて、６個の可能な２シンボルＴＴＩを有するように配置できる。４シ
ンボルＴＴＩについて、開始するシンボルは、標準ＣＰにおいて、第１のスロット中で１
／５に、第２のスロット中でシンボル２に、または、拡張されたＣＰにおいて、第１のス
ロット中で０／４に、第２のスロット中でシンボル２に、限定され得る。
【００５５】
　[0064]いくつかのケースにおいて、先取りプロシージャは、低レイテンシ動作のために
使用される。例えば、１サブフレームＴＴＩに基づく送信は、後続してスケジューリング
された１シンボル期間送信に基づいて中断され得る。いくつかのケースにおいて、先取り
プロシージャは、ＴＴＩグループ内に制限され得る。すなわち、第１のＴＴＩの進行中の
第１の送信があり、基地局１０５－ａが、第２のＴＴＩの第２の送信をスケジューリング
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することを決める場合、スケジューリングされた第２の送信は、第１の送信内の時間とオ
ーバーラップしないように（例えば、第１の送信の直後に）、構成され得る。ＴＴＩグル
ープ内で、ＴＴＩは、同様な期間であり得、第１の送信に対して、第２の送信を優先化す
る利点は、ＴＴＩがより大きな長さの差で使用される状況と比べたレイテンシ低減の点か
ら制限され得る。
【００５６】
　[0065]しかしながら、いくつかのケースにおいて、同一のＴＴＩグループの異なるＴＴ
Ｉの２つの送信は、特に、２つの送信が、オーバーラップされたリソースを有さないとき
、同一のシンボル期間において、依然として生じ得る。よって、データ送信（ＤＬまたは
ＵＬ）のマッピングは、オーバーラップした送信の影響を緩和し得る方法でなされ得る。
いくつかの例において、１シンボルより大きい所与のＴＴＩについて、送信の全てのトラ
ンスポートブロックの、全てのコードブロックは、単一のシンボル期間中にマッピング（
例えば、周波数第１マッピング）され得、追加のシンボルは、送信について、一層の冗長
を提供し得る。
【００５７】
　[0066]結果として、先取りが生じる場合、基地局１０５－ａは、より少ない影響を有す
るであろう別のＴＴＩを採用する別の送信により、１シンボルより大きいＴＴＩを採用す
る送信のシンボルを置き換えることを選択し得る。例えば、基地局１０５－ａは、進行中
の２シンボルＴＴＩ送信の第２のシンボルにおける１シンボルＴＴＩ送信をスケジューリ
ングすることを決定し得る。上記のリソースマッピングで、２シンボルＴＴＩ送信は、先
取りに起因する増加したコーディングレートを有し得、一方、全てのコードブロックおよ
びトランスポートブロックは、依然として、送信される機会を有し得る。
【００５８】
　[0067]ＴＴＩグループ内で、（ＴＴＩグループ中の異なるＴＴＩに対して、別々のＨＡ
ＲＱタイミングおよびチャネルを使用する代わりに）同一のＨＡＲＱタイミングおよびチ
ャネルが使用され得る。いくつかのケースにおいて、タイミングラインは、ＴＴＩグルー
プ中の最長のＴＴＩ長に基づき得る。例えば、１シンボルおよび２シンボルＴＴＩ ＤＬ
送信のＴＴＩグループについて、２シンボルｕＰＵＣＣＨは、ＴＴＩグループにおける１
シンボルまたは２シンボルＴＴＩ送信について、共有し得る。ＨＡＲＱタイミングライン
は、シンボルｎおよびｎ＋１における送信が、（４シンボルギャップを有し、最終シンボ
ルｎ＋１に基づいて、）シンボルｎ＋５およびｎ＋６におけるｕＰＵＣＣＨにマッピング
され得るように、定義できる。そうすると、次の最早送信機会は、シンボルｎ＋１０にお
いてであり得る。これは、１０シンボル往復時間（ＲＴＴ）、すなわち７１０ｕ秒の結果
となり得る。次の最早送信機会に対する３シンボルギャップは、シンボルｎ＋９における
再送信をイネーブルし得る。
【００５９】
　[0068]いくつかのケースにおいて、１シンボル送信は、２シンボルｕＰＵＣＣＨの１つ
のシンボルに、または２シンボルｕＰＵＣＣＨの両方のシンボルにマッピングされ得る。
１つのケースにおいて、シンボルｎにおける１シンボルＴＴＩ送信は、ｕＰＵＣＣＨのシ
ンボルｎ＋５にマッピングされ得、一方、シンボルｎ＋１における１シンボルＴＴＩ送信
は、ｕＰＵＣＣＨのシンボルｎ＋６にマッピングされ得る。別の代替として、シンボルｎ
またはｎ＋１における１シンボルＴＴＩ送信は、シンボルｎ＋５およびｎ＋６の両方のｕ
ＰＵＣＣＨにマッピングされ得る。マッピング代替は、ＵＥ特有（例えば、ＵＥ１１５－
ａは、第１の代替に従い得、一方、隣接するＵＥ１１５は、第２の代替に従い得る。）で
あることができる。他のケースにおいて、（例えば、基地局１０５－ａが、単一の代替を
サポートする場合、）構成は、事前定義され得る。２シンボルＴＴＩベースのｕＰＤＳＣ
Ｈは、常に、２シンボルＰＵＣＣＨにマッピングし得ることに留意されたい。第１の代替
で、基地局１０５－ａは、１シンボルＵＬＬ ＰＤＳＣＨ（ｕＰＤＳＣＨ）または２シン
ボルｕＰＤＳＣＨを選び出し得、これらは、それぞれ、１シンボルｕＰＵＣＣＨまたは２
シンボルｕＰＵＣＣＨにマッピングされ得、それにより、ｕＰＵＣＣＨに対する異なるカ
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バレッジエリアを動的に目指す。
【００６０】
　[0069]送信のためのｕＰＤＣＣＨに対するリソースは、半静的または動的に決定され得
る。これは、異なるＴＴＩ（例えば、１シンボル、対２シンボルＴＴＩ）の送信間、また
は、異なるシンボルにおける同一のＴＴＩ送信（シンボルｎおよびｎ＋１における１シン
ボルＴＴＩ、しかし両方が、２シンボルｕＰＵＣＣＨを必要とする）間でのＰＵＣＣＨ衝
突を避け得る。これは、例えば、各ＴＴＩに対する、または異なるシンボルにおける同一
のＴＴＩに対する異なるリソースオフセットを特定することによって、なされ得る。
【００６１】
　[0070]キャリア構成のこれらおよび他の態様は、ＴＴＩグループに関連付けられた各Ｔ
ＴＩについて同一であり得る一方、ＴＴＩグループに渡って、制御チャネル、リソース割
り振り粒度、ソフトバッファ、ＰＵＣＣＨ、ＣＳＩ報告、等は異なることができる。例え
ば、グループベースのＣＳＩ報告およびソフトバッファ管理が使用され得る。グループに
渡る先取りはまた、利用され得る。例えば、１つのＴＴＩグループにおける１ミリ秒ＴＴ
Ｉ送信は、別のＴＴＩグループにおける１シンボルＴＴＩ送信によってパンクチャされ得
る。
【００６２】
　[0071]いくつかのケースにおいて、ＵＥ１１５は、異なる動作能力を持って構成され得
る。例えば、第１の能力は、低減されたレイテンシに対する１シンボルＴＴＩのために確
保され得る。これは、限定された範囲および非常に低いレイテンシを含んでいる条件に対
して適切であり得る。別の能力は、半静的に構成された、低減されたレイテンシに対する
１シンボルＴＴＩ、または低減されたレイテンシに対する１スロットＴＴＩを含み得る。
別の能力は、１シンボルまたは２シンボルＴＴＩを有する単一のグループを含み得、動的
にスイッチされ得る。別の能力は、１スロットまたは１ミリ秒ＴＴＩを有する単一のグル
ープを含み得、動的にスイッチされ得る。さらに別の能力は、１シンボルおよび２シンボ
ルＴＴＩを有する第１のグループと、１スロットおよび１ミリ秒ＴＴＩを有する第２のグ
ループとの２つのグループを含み得る。いくつかのケースにおいて、ＵＥ１１５－ａは、
少なくともブロードキャストトラフィックに対し、モードに関係なく、１ミリ秒ＴＴＩを
監視し得る。異なる能力は、異なるレイテンシ性能を有し得る。例えば、第１の能力は、
８シンボルＨＡＲＱ ＲＴＴで使用され得、一方、１および２シンボル期間能力は、１０
シンボルＨＡＲＱ ＲＴＴに対して使用され得る。ＵＥ１１５－ａは、単一ＴＴＩ、半静
的構成を有する多ＴＴＩ、または動的ＴＴＩ管理を有する多ＴＴＩをサポートするかに基
づいて、その能力またはカテゴリーを示し得る。ついで、基地局１０５－ａは、ＵＥ能力
を、そのスケジューリング決定に斟酌し得る。
【００６３】
　[0072]図３は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作に対する動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートするＴＴＩ長構成３０１－３０４の例を例証する。ＴＴ
Ｉ長構成３０１－３０４は、図１－２を参照して説明されるように、ＵＥ１１５および基
地局１０５によって使用され得、各々は、様々な通信プロトコルに従って、一連の時間分
割（例えば、多数のシンボル期間、多数のスロット、多数のサブフレーム、等）によって
表示され得る。
【００６４】
　[0073]ＴＴＩ長構成３０１は、１シンボル期間３０５のＴＴＩ長を表示する。いくつか
のケースにおいて、ＴＴＩ長構成３０１は、ワイヤレスネットワークによって使用される
最短のＴＴＩ長を表示し得、低レイテンシ動作に対して使用され得る。しかしながら、い
くつかの例において、効率的範囲は、ＴＴＩ長構成３０１を使用するとき、限定され得る
。例えば、ＴＴＩ長構成３０１の比較的短い持続期間は、より長いＴＴＩ長構成と比べる
とき、カバレッジ拡大能力に関して、限定され得る。
【００６５】
　[0074]ＴＴＩ長構成３０２は、２シンボル期間間隔３１０に基づくＴＴＩ長を表示し得
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る。ＴＴＩ長構成３０２はまた、低レイテンシおよび限定された範囲の通信のために使用
され得る。しかしながら、レイテンシ低減は、ＴＴＩ長構成３０１に対するよりも大きく
は無く、範囲は限定されてはいないであろう。いくつかの例において、ＴＴＩ長構成３０
１およびＴＴＩ長構成３０２は、ＴＴＩグループ中にグルーピングされ得、図１および２
を参照して説明されるように、共通構成態様を共有し得る。
【００６６】
　[0075]ＴＴＩ長構成３０３は、１スロット３１５に基づいて、ＴＴＩ長を表示し得る。
ＴＴＩ長構成３０３は、ＴＴＩ長構成３０１およびＴＴＩ長構成３０２よりも大きいレイ
テンシの結果となり得るが、より広い範囲を有し得る。いくつかのケースにおいて、ＴＴ
Ｉ長構成３０２およびＴＴＩ長構成３０３は、他のＴＴＩ長（図示せず）とグルーピング
されたとき、限定された開始するシンボルに関連付けられ得る。
【００６７】
　[0076]ＴＴＩ長構成３０４は、１サブフレーム３２０のＴＴＩ長を表示し得る。いくつ
かのケースにおいて、ＴＴＩ長構成３０４は、デフォルトまたは非ＵＬＬ ＴＴＩ長を表
示し得る。いくつかのケースにおいて、ＴＴＩ長構成３０３およびＴＴＩ長構成３０４は
、ＴＴＩグループ中にグルーピングされ得、図１および２を参照して説明されるように、
物理またはＭＡＣレイヤプロシージャを共有し得る。
【００６８】
　[0077]ＴＴＩ長構成３０１－３０４は、ＴＴＩ長の４つの例を表示するが、３シンボル
期間または４シンボル期間のような、他の長さもまた、使用され得る。いくつかのケース
において、それらの説明された以外のグルーピングもまた使用され得る。例えば、１シン
ボルおよび１スロットＴＴＩ長、１シンボルおよび１サブフレームＴＴＩ長、２シンボル
および１スロットＴＴＩ長、２シンボルおよび１サブフレームＴＴＩ長、または１シンボ
ル、２シンボルおよび１スロットＴＴＩ長、１シンボル、１スロットおよび１サブフレー
ムＴＴＩ長、２シンボル、１スロットおよび１サブフレームＴＴＩ長、または３および４
シンボル期間とのおよび本明細書において明示的に説明されていない他のＴＴＩ長との組
み合わせを含む、任意の他の組み合わせ。
【００６９】
　[0078]図４は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ通信のための動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートするプロセスフロー４００の例を例証する。プロセスフ
ロー４００は、ＵＥ１１５－ｂおよび基地局１０５－ｂによって実行されるステップを含
み得、ＵＥ１１５－ｂおよび基地局１０５－ｂは、図１および２を参照して説明される対
応するデバイスを表示し得る。
【００７０】
　[0079]４０５において、ＵＥ１１５－ｂおよび基地局１０５－ｂは、ＲＲＣ構成を確立
し得る。例えば、ＵＥ１１５－ｂおよび基地局１０５－ｂは、複数のＴＴＩ長を含むキャ
リア構成を識別し、確立し得る。
【００７１】
　[0080]４１０において、基地局１０５－ｂは、ＵＥ１１５－ｂによる使用のために指定
された、少なくとも１つのＴＴＩグループを含んでいるＴＴＩグルーピングを、ＵＥ１１
５－ｂに示し得る。よって、両方のデバイスは、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長
を含み得る、ＴＴＩグループを識別し得る。いくつかのケースにおいて、基地局１０５－
ｂおよびＵＥ１１５－ｂは、複数のＴＴＩ長からの１以上のＴＴＩ長を含み得る、第２の
ＴＴＩグループを識別し得る。いくつかの例において、複数のＴＴＩ長は、１シンボル期
間ＴＴＩ長、２シンボル期間ＴＴＩ長、スロットＴＴＩ長、サブフレームＴＴＩ長、また
はそれらの任意の組み合わせを含み得る。
【００７２】
　[0081]いくつかのケースにおいて、ＴＴＩグループ能力の表示を、ＵＥ１１５－ｂは、
送信し得、基地局１０５－ｂは、受信し得る。基地局１０５－ｂは、ＵＥ能力に基づいて
、ＴＴＩグループを識別し得る。いくつかのケースにおいて、ＵＥ１１５－ｂは、ＴＴＩ
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グループおよびスケジューリングされた送信のランク（すなわち、スケジューリングされ
たＤＭ－ＲＳランク）に基づいて、スケジューリングされた送信のためのＴＴＩ長を識別
し得る。いくつかの例において、ＴＴＩグループは、ＵＥ能力に少なくとも一部基づき得
、能力は、低レイテンシ動作またはモードに基づき得る。
【００７３】
　[0082]４１５において、基地局１０５－ｂは、複数のグルーピングされたＴＴＩ長を利
用する少なくとも１つのキャリアを含んでいる１以上のキャリアを通して、ＵＥ１１５－
ｂに、（例えば、ＰＤＣＣＨ上で）制御メッセージを送信し得る。
【００７４】
　[0083]４２０において、ＵＥ１１５－ｂは、割り当てられたＴＴＩグループに基づいて
、１以上の構成態様を識別し得る。いくつかの例において、キャリア構成を使用して通信
することは、ＴＴＩグループ中の各ＴＴＩ長に対して、同一の制御チャネルフォーマット
を使用して通信することを含む。いくつかの例において、制御チャネルフォーマットは、
ＴＴＩグループからのＴＴＩ長を示しているフィールドを含み、通信は、ＴＴＩ長に基づ
き得る。
【００７５】
　[0084]いくつかのケースにおいて、ＵＥ１１５－ｂは、ＴＴＩグループのための共有リ
ソース割り振り粒度を識別し得、リソース粒度に基づいて、制御メッセージを解釈し得る
。いくつかの例において、キャリア構成は、ＴＴＩグループのための共有ＨＡＲＱプロセ
スを含み得る。いくつかの例において、キャリア構成は、ＴＴＩグループに基づく共有Ｈ
ＡＲＱタイミングを含み得る。追加的に、または代替的に、キャリア構成は、ＴＴＩグル
ープのための共有ソフトバッファを含み得る。共有ソフトバッファは、ＴＴＩグループ中
の最長のＴＴＩ長に基づくサイズを有し得る。いくつかの例において、キャリア構成は、
ＴＴＩグループのための共有ＣＳＩ報告構成を含む。共有ＣＳＩ報告構成は、ＴＴＩグル
ープ中の最短のＴＴＩ長に基づき得る。いくつかの例において、ＴＴＩグループ中の１つ
またはいくつかのＴＴＩ長は、限定された数の開始するシンボル期間に関連付けられ得る
。
【００７６】
　[0085]４２５において、ＵＥ１１５－ｂは、ＴＴＩグループに関連付けられた構成に基
づく１以上のキャリアを通して、基地局１０５－ｂから、（例えば、ＰＤＳＣＨを通した
）データ送信を受領し得る。いくつかのケースにおいて、データ送信は、制御メッセージ
と同時に送られ得、データは、制御情報が復号されるまでバッファされ得る。よって、基
地局１０５－ｂおよびＵＥ１１５－ｂは、識別されたＴＴＩグループに基づき、キャリア
構成を使用して通信し得る。いくつかのケースにおいて、基地局１０５－ｂおよびＵＥ１
１５－ｂはまた、第２のＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して通信し得る。
【００７７】
　[0086]いくつかのケースにおいて、基地局１０５－ｂおよびＵＥ１１５－ｂは、ＴＴＩ
グループ中の第１のＴＴＩ長に基づき、第１のＨＡＲＱ送信を使用して、トランスポート
ブロックについて通信し得る。基地局１０５－ｂおよびＵＥ１１５－ｂは、ついで、ＴＴ
Ｉグループ中の第１のＴＴＩ長と異なる第２のＴＴＩ長に基づき、第２のＨＡＲＱ送信を
使用して、トランスポートブロックについて通信し得る。基地局１０５－ｂは、ＴＴＩグ
ループからのＴＴＩ長に基づいて、トランスポートブロック中の各コードブロックを、Ｔ
ＴＩの第１のシンボルにマッピングし得る。いくつかのケースにおいて、基地局１０５－
ｂは、ＴＴＩグループからのＴＴＩ長に基づいて、トランスポート中の各コードブロック
を、ＴＴＩの第２のシンボルにマッピングし得る。
【００７８】
　[0087]図５は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートするワイヤレスデバイス５００のブロック図を指し示す
。ワイヤレスデバイス５００は、図１－４を参照して説明されるＵＥ１１５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５００は、受信機５０５、動的ＴＴＩ
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スケジューリングモジュール５１０、および送信機５１５を含み得る。ワイヤレスデバイ
ス５００はまた、プロセッサを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信
し得る。
【００７９】
　[0088]受信機５０５は、様々な情報チャネルに関連付けられた、パケット、ユーザデー
タ、または制御情報（例えば、ＵＬＬにおける動的ＴＴＩスケジューリングの管理に関係
する制御チャネル、データチャネル、および情報、等）のような情報を受領し得る。情報
は、動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０、およびワイヤレスデバイス５００の
他のコンポーネントに伝えられ得る。
【００８０】
　[0089]動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０は、複数のＴＴＩ長を含み得るキ
ャリア構成を識別し、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグルー
プを識別し、（例えば、送信機５１５、等と連係して）識別されたＴＴＩグループに基づ
いて、キャリア構成を使用して、通信し得る。
【００８１】
　[0090]送信機５１５は、ワイヤレスデバイス５００の他のコンポーネントから受信され
た信号を送信し得る。いくつかの例において、送信機５１５は、トランシーバモジュール
中で受信機５０５と並置され得る。送信機５１５は、単一のアンテナを含み得るか、また
はそれは、複数のアンテナを含み得る。いくつかの例において、送信機５１５は、トラン
シーバモジュール中で受信機と並置され得る。例えば、送信機５１５は、図８を参照して
説明されるトランシーバ８３５および／またはアンテナ８４０の態様の例であり得るか、
または図９を参照して説明されるトランシーバ９３５および／またはアンテナ９４０の態
様の例であり得る。
【００８２】
　[0091]図６は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作に対する動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートするワイヤレスデバイス６００のブロック図を指し示す
。ワイヤレスデバイス６００は、図１－５を参照して説明されるワイヤレスデバイス５０
０、またはＵＥ１１５、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
６００は、受信機５０５－ａ、動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０－ａ、また
は送信機５１５－ａを含み得る。ワイヤレスデバイス６００はまた、プロセッサを含み得
る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。動的ＴＴＩスケジューリング
モジュール５１０－ａはまた、キャリア構成モジュール６０５、ＴＴＩグループモジュー
ル６１０、およびグループベース通信モジュール６１５を含み得る。
【００８３】
　[0092]受信機５０５－ａは、動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０－ａに、お
よびワイヤレスデバイス６００の他のコンポーネントに伝えられ得る情報を受信し得る。
動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０－ａは、図５を参照して説明される動作を
実行し得る。送信機５１５－ａは、ワイヤレスデバイス６００の他のコンポーネントから
受信された信号を送信し得る。
【００８４】
　[0093]キャリア構成モジュール６０５は、図２－４を参照して説明されるように、複数
のＴＴＩ長を含み得る、キャリア構成を識別し得る。
【００８５】
　[0094]ＴＴＩグループモジュール６１０は、図２－４を参照して説明されるように、複
数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含み得る、ＴＴＩグループを識別し得る。ＴＴＩ
グループモジュール６１０はまた、複数のＴＴＩ長からの１以上のＴＴＩ長を含み得る、
第２のＴＴＩグループを識別し得る。いくつかの例において、複数のＴＴＩ長は、１シン
ボルＴＴＩ長、２シンボルＴＴＩ長、スロットＴＴＩ長、サブフレームＴＴＩ長、または
それらの任意の組み合わせを含む。ＴＴＩグループモジュール６１０はまた、ＴＴＩグル
ープ能力に基づいて、ＴＴＩグループを識別し得る。ＴＴＩグループモジュール６１０は
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また、受信した表示に基づいて、ＴＴＩグループを識別し得る。いくつかの例において、
ＴＴＩグループは、ＵＥ能力に基づき得、能力は、低レイテンシ動作に基づき得る。
【００８６】
　[0095]グループベース通信モジュール６１５は、図２－４を参照して説明されるように
、識別されたＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して、（例えば、送信機５１
５－ａ、等と連係して）通信し得る。グループベース通信モジュール６１５はまた、第２
のＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して、通信し得る。グループベース通信
モジュール６１５はまた、ＴＴＩグループおよびスケジューリングされた送信のランクに
基づいて、スケジューリングされた送信に対するＴＴＩ長を識別し得る。
【００８７】
　[0096]図７は、本開示の様々な態様に従って、低減されたレイテンシ動作のための動的
ＴＴＩスケジューリングの管理をサポートする、動的ＴＴＩスケジューリングモジュール
５１０－ｂのブロック図７００を指し示す。動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１
０－ｂは、ワイヤレスデバイス５００またはワイヤレスデバイス６００のコンポーネント
であり得る。動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０－ｂは、図５－６を参照して
説明された動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０の態様の例であり得る。動的Ｔ
ＴＩスケジューリングモジュール５１０－ｂは、キャリア構成モジュール６０５－ａ、Ｔ
ＴＩグループモジュール６１０－ａ、およびグループベース通信モジュール６１５－ａを
含み得る。これらのモジュールの各々は、図６を参照して説明される機能を実行し得る。
動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０－ｂはまた、制御チャネルフォーマットモ
ジュール７０５、ＨＡＲＱモジュール７１０、ＴＴＩグループ表示モジュール７１５、リ
ソース割り振りモジュール７２０、ソフトバッファモジュール７２５、ＣＳＩモジュール
７３０、開始するシンボルモジュール７３５、およびコードブロックマッピングモジュー
ル７４０を含み得る。
【００８８】
　[0097]制御チャネルフォーマットモジュール７０５は、図２－４を参照して説明される
ように、キャリア構成を使用して通信することが、ＴＴＩグループ中の各ＴＴＩ長に対し
て、同一の制御チャネルフォーマットを使用して通信することを含み得るように構成し得
る。いくつかの例において、制御チャネルフォーマットは、ＴＴＩグループからのＴＴＩ
長を示しているフィールドを含み得、通信は、いくつかのケースにおいて、ＴＴＩ長に基
づき得る。
【００８９】
　[0098]ＨＡＲＱモジュール７１０は、図２－４を参照して説明されるように、ＴＴＩグ
ループ中の第１のＴＴＩ長に基づき、第１のＨＡＲＱ送信を使用して、トランスポートブ
ロックに対して通信し得る。ＨＡＲＱモジュール７１０はまた、ＴＴＩグループ中の、第
１のＴＴＩ長と異なる第２のＴＴＩ長に基づき、第２のＨＡＲＱ送信を使用して、トラン
スポートブロックに対して通信し得る。いくつかの例において、キャリア構成は、ＴＴＩ
グループに対する共有ＨＡＲＱプロセスを含む。キャリア構成はまた、ＴＴＩグループに
基づいて、共有ＨＡＲＱタイミングを有し得る。
【００９０】
　[0099]ＴＴＩグループ表示モジュール７１５は、図２－４を参照して説明されるように
、ＴＴＩグループ能力の表示を送信し得る。ＴＴＩグループ表示モジュール７１５はまた
、ＴＴＩグループ能力の表示を受信し得る。
【００９１】
　[0100]リソース割り振りモジュール７２０は、図２－４を参照して説明されるように、
ＴＴＩグループに対する共有リソース割り振り粒度を識別し得る。
【００９２】
　[0101]ソフトバッファモジュール７２５は、図２－４を参照して説明されるように、キ
ャリア構成が、ＴＴＩグループに対する共有ソフトバッファを含み得るように、構成し得
る。いくつかの例において、ソフトバッファサイズは、ＴＴＩグループ中の最長のＴＴＩ
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長に基づき得る。
【００９３】
　[0102]ＣＳＩモジュール７３０は、図２－４を参照して説明されるように、キャリア構
成が、ＴＴＩグループに対する共有ＣＳＩ報告構成を含み得るように、構成し得る。いく
つかの例において、共有ＣＳＩ報告構成は、ＴＴＩグループ中の最短のＴＴＩ長に基づき
得る。
【００９４】
　[0103]開始するシンボルモジュール７３５は、図２－４を参照して説明されるように、
ＴＴＩグループ中の少なくとも１つのＴＴＩ長が、限定された数の開始するシンボル期間
に関連付けられ得るように、構成され得る。
【００９５】
　[0104]コードブロックマッピングモジュール７４０は、図２－４を参照して説明される
ように、ＴＴＩグループからのＴＴＩ長に基づいて、トランスポートブロック中の各コー
ドブロックを、ＴＴＩの第１のシンボルにマッピングし得、ＴＴＩ長は、１シンボル期間
よりも大であり得る。コードブロックマッピングモジュール７４０はまた、ＴＴＩグルー
プに基づいて、トランスポート中の各コードブロックを、ＴＴＩの第２のシンボルにマッ
ピングし得る。
【００９６】
　[0105]図８は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートする、ＵＥ１１５を含んでいるシステム８００のブロッ
ク図を例証する。システム８００は、ＵＥ１１５－ｄを含み得、それは、図１、２、およ
び５－７を参照して説明されるワイヤレスデバイス５００、ワイヤレスデバイス６００、
またはＵＥ１１５の例であり得る。ＵＥ１１５－ｄは、動的ＴＴＩスケジューリングモジ
ュール８１０を含み得、それは、図５－７を参照して説明される動的ＴＴＩスケジューリ
ングモジュール５１０の例であり得る。ＵＥ１１５－ｄはまた、エンハンスドキャリアア
グリゲーション（ｅＣＡ）モジュール８２５を含み得る。ＵＥ１１５－ｄはまた、通信を
送信するためのコンポーネントおよび通信を受信するためのコンポーネントを含んでいる
、双方向音声およびデータ通信のためのコンポーネントを含み得る。例えば、ＵＥ１１５
－ｄは、基地局１０５－ｄまたは基地局１０５－ｅと双方向に通信し得る。
【００９７】
　[0106]ｅＣＡモジュール８２５は、図１を参照して上記で説明されたように、ｅＣＡ動
作を管理し得る。例えば、ｅＣＡ動作は、１以上のｅＣＣ通信を使用して通信すること、
（例えば、５を超える）多数のＣＣを使用する通信、無認可無線周波数スペクトル帯域を
使用する通信、共有無線周波数スペクトル帯域（例えば、複数のユーザがアクセスを競う
無線周波数スペクトル帯域）を使用する通信、またはそれらの任意の組み合わせ、を含み
得る。
【００９８】
　[0107]ＵＥ１１５－ｄはまた、プロセッサ８０５、（ソフトウェア／ファームウェアコ
ード８２０を含んでいる）メモリ８１５、トランシーバ８３５、および１以上のアンテナ
８４０も含み得、これらの各々は、（例えば、バス８４５を介して）互いに直接的または
間接的に通信し得る。上記で説明されたように、トランシーバ８３５は、アンテナ８４０
またはワイヤードあるいはワイヤレスリンクを介して、１つ以上のネットワークと双方向
に通信し得る。例えば、トランシーバ８３５は、基地局１０５または別のＵＥ１１５と双
方向に通信し得る。トランシーバ８３５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送
信のためにアンテナ８４０に提供し、アンテナ８４０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。ＵＥ１１５－ｄが単一のアンテナ８４０を含む一方で、ＵＥ１
１５－ｄはまた、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な複数の
アンテナ８４０を有し得る。いくつかの例において、図５または６を参照して説明される
ように、トランシーバ８３５は、受信機５０５および送信機５１５の組み合わせの例であ
り得る。
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【００９９】
　[0108]メモリ８１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読取専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）を含み得る。メモリ８１５は、実行されると、ＵＥ１１５－ｄに、本明細書におい
て説明される様々な機能（例えば、ＵＬＬにおける動的ＴＴＩスケジューリングの管理、
等）を行わせる命令を含む、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／フ
ァームウェアコード８２０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア／ファームウェアコー
ド８２０は、プロセッサ８０５によって直接実行可能ではないことがあり得るが、（例え
ば、コンパイルされ、実行されると）コンピュータに、本明細書において説明される機能
を実行させ得る。プロセッサ８０５は、インテリジェントハードウェアデバイス（例えば
、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、等）を含み得る。
【０１００】
　[0109]図９は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩス
ケジューリングの管理をサポートする基地局１０５を含んでいる、システム９００のブロ
ック図を例証する。システム９００は、基地局１０５－ｆを含み得、それは、図１、２、
および６－８を参照して説明される、ワイヤレスデバイス５００、ワイヤレスデバイス６
００、または基地局１０５、の例であり得る。基地局１０５－ｆは、基地局動的ＴＴＩス
ケジューリングモジュール９１０を含み得、これは、図５－７を参照して説明される動的
ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０の例であり得る。基地局１０５－ｆはまた、通
信を送信するためのコンポーネントおよび通信を受信するためのコンポーネントを含む、
双方向音声およびデータ通信のためのコンポーネントを含み得る。例えば、基地局１０５
－ｆは、ＵＥ１１５－ｅまたはＵＥ１１５－ｆと双方向に通信し得る。
【０１０１】
　[0110]いくつかのケースにおいて、基地局１０５－ｆは、１以上のワイヤードバックホ
ールリンクを有し得る。基地局１０５－ｆは、コアネットワーク１３０へのワイヤードバ
ックホールリンク（例えば、Ｓ１インターフェース、等）を有し得る。基地局１０５－ｆ
はまた、基地局間バックホールリンク（例えば、Ｘ２インターフェース、等）を介して、
基地局１０５－ｇおよび基地局１０５－ｈのような、他の基地局１０５と通信し得る。基
地局１０５の各々は、同一の、または異なるワイヤレス通信技術を使用してＵＥ１１５と
通信し得る。いくつかのケースにおいて、基地局１０５－ｆは、基地局通信モジュール９
２５を利用して、１０５－ｆまたは１０５－ｆのような他の基地局と通信し得る。いくつ
かの例において、基地局通信モジュール９２５は、いくつかの基地局１０５間の通信を提
供するために、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。いくつかの例において、基地局１０５－ｆは、コアネットワーク１
３０を通して他の基地局と通信し得る。いくつかのケースにおいて、基地局１０５－ｆは
、ネットワーク通信モジュール９３０を通してコアネットワーク１３０と通信し得る。
【０１０２】
　[0111]基地局１０５－ｆは、プロセッサ９０５、（ソフトウェア／ファームウェアコー
ド９２０を含んでいる）メモリ９１５、トランシーバ９３５、およびアンテナ９４０を含
み得、それらは各々、（例えば、バスシステム９４５を通して）互いに、直接的または間
接的に、通信し得る。トランシーバ９３５は、アンテナ９４０を介して、ＵＥ１１５と双
方向で通信するように構成され得、ＵＥ１１５は、マルチモードデバイスであり得る。ト
ランシーバ９３５（または基地局１０５－ｆの他のコンポーネント）はまた、アンテナ９
４０を介して、１以上の他の基地局（図示せず）と双方向で通信するように構成され得る
。トランシーバ９３５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテ
ナ９４０に提供し、アンテナ９４０から受信されたパケットを復調するように構成された
モデムを含み得る。基地局１０５－ｆは、それぞれ１以上の関連したアンテナ９４０を備
えた、複数のトランシーバ９３５を含み得る。トランシーバ９３５は、図５または６を参
照して説明されるように、受信機５０５および送信機５１５の組み合わせの例であり得る
。
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【０１０３】
　[0112]メモリ９１５は、ＲＡＭおよびＲＯＭを含み得る。メモリ９１５はまた、実行さ
れた場合、基地局１０５－ｆに、本明細書において説明される様々な機能（例えば、低減
されたレイテンシ動作における動的ＴＴＩスケジューリングの管理、カバレージ拡大技法
を選択すること、呼処理、データベース管理、メッセージルーティング、等）を実行させ
るように構成された命令を含む、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能なソフトウェ
ア／ファームウェアコード９２０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア／ハードウェア
コード９２０は、プロセッサ９０５によって直接実行可能ではないけれども、（例えば、
コンパイルされ、実行されるとき）、コンピュータに、本明細書で説明されている機能を
実行させるように構成され得る。プロセッサ９０５は、インテリジェントハードウェアデ
バイス（例えば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、等）を含み得る。プロセッ
サ９０５は、エンコーダ、キュー処理モジュール、ベースバンドプロセッサ、無線ヘッド
コントローラ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、およびそのようなもののような
、様々な特別用途のプロセッサを含み得る。
【０１０４】
　[0113]基地局通信モジュール９２５は、他の基地局１０５との通信を管理し得る。いく
つかのケースにおいて、通信管理モジュールは、他の基地局１０５と連係して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み得る。例えば、基地局
通信モジュール９２５は、ビームフォーミングもしくはジョイント送信のような様々な干
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グを調整し得る。
【０１０５】
　[0114]ワイヤレスデバイス５００、ワイヤレスデバイス６００、動的ＴＴＩスケジュー
リングモジュール５１０、システム８００、またはシステム９００、のコンポーネントは
、個々にまたは集合的に、ハードウェア中で適用可能な機能のうちのいくつかまたは全て
を実行するように適合された少なくとも１つのＡＳＩＣを用いて実装され得る。代替的に
、機能は、少なくとも１つの集積回路（ＩＣ）上で、１以上の他の処理ユニット（または
コア）によって実行され得る。他の例において、他のタイプの集積回路（例えば、ストラ
クチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰ
ＧＡ）、または別のセミカスタムＩＣ）が使用され得、それらは、当該技術において知ら
れている任意の方式でプログラムされ得る。各ユニットの機能はまた、１以上の汎用また
は特定用途向けのプロセッサによって実行されるようにフォーマット化された、メモリ中
に具現化される命令で、全体的または部分的に実装され得る。
【０１０６】
　[0115]図１０は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシのための動的ＴＴＩスケ
ジューリングの管理に対する方法１０００を例証するフローチャートを指し示す。方法１
０００の動作は、図１－９を参照して説明される、ＵＥ１１５、基地局１０５、またはそ
れらのコンポーネントのようなデバイスによって実装され得る。例えば、方法１０００の
動作は、図５－９を参照して説明されるように、動的ＴＴＩスケジューリングモジュール
５１０、８１０、または９１０によって実行され得る。いくつかの例において、デバイス
は、以下に説明される機能を実行するように、デバイスの機能的要素を制御するためのコ
ードのセットを実行し得る。追加的または代替的に、デバイスは、専用ハードウェアを使
用して以下に説明される機能の態様を実行し得る。
【０１０７】
　[0116]ブロック１００５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長を含んでいるキャリア構成を識別し得る。ある例において、ブロック１
００５の動作は、図６または７を参照して説明される、キャリア構成モジュール６０５に
よって実行され得る。
【０１０８】
　[0117]ブロック１０１０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグループを識別し得る。あ
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る例において、ブロック１０１０の動作は、図６または７を参照して説明されるように、
ＴＴＩグループモジュール６１０によって実行され得る。
【０１０９】
　[0118]ブロック１０１５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、識別されたＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して、通信し得る。ある例に
おいて、ブロック１０１５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、グルー
プベース通信モジュール６１５によって、および／または、図５または６を参照して説明
されるように、送信機５１５によって、実行され得る。
【０１１０】
　[0119]図１１は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩ
スケジューリングの管理に対する方法１１００を例証するフローチャートを指し示す。方
法１１００の動作は、図１－９を参照して説明されるように、ＵＥ１１５または基地局１
０５、またはそれらのコンポーネントのようなデバイスによって実装され得る。例えば、
方法１１００の動作は、図５－９を参照して説明されるように、動的ＴＴＩスケジューリ
ングモジュール５１０、８１０、または９１０によって実行され得る。いくつかの例にお
いて、デバイスは、以下に説明される機能を実行するためにデバイスの機能的要素を制御
するためのコードのセットを実行し得る。追加的または代替的に、デバイスは、専用ハー
ドウェアを使用して以下に説明される機能の態様を実行し得る。方法１１００はまた、図
１０の方法１０００の態様も組み込み得る。
【０１１１】
　[0120]ブロック１１０５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長を含んでいるキャリア構成を識別し得る。ある例において、ブロック１
１０５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、キャリア構成モジュール６
０５によって実行され得る。
【０１１２】
　[0121]ブロック１１１０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいる第１のＴＴＩグループを識別し得
る。ある例において、ブロック１１１０の動作は、図６または７を参照して説明されるよ
うに、ＴＴＩグループモジュール６１０によって実行され得る。
【０１１３】
　[0122]ブロック１１１５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、第１のＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して通信し得る。ある例において
、ブロック１１１５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、グループベー
ス通信モジュール６１５によって、および／または、図５または６を参照して説明される
ように、送信機５１５によって、実行され得る。
【０１１４】
　[0123]ブロック１１２０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長からの１以上のＴＴＩ長を含んでいる第２のＴＴＩグループを識別し得
る。ある例において、ブロック１１２０の動作は、図６または７を参照して説明されるよ
うに、ＴＴＩグループモジュール６１０によって実行され得る。
【０１１５】
　[0124]ブロック１１２５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、第２のＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して通信し得る。ある例において
、ブロック１１２５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、グループベー
ス通信モジュール６１５によって、および／または、図５または６を参照して説明される
ように、送信機５１５によって、実行され得る。
【０１１６】
　[0125]図１２は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩ
スケジューリングの管理に対する方法１２００を例証するフローチャートを指し示す。方
法１２００の動作は、図１－９を参照して説明される、ＵＥ１１５または基地局１０５、
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またはそれらのコンポーネントのようなデバイスによって実装され得る。例えば、方法１
２００の動作は、図５－９を参照して説明されるように、動的ＴＴＩスケジューリングモ
ジュール５１０、８１０、または９１０によって実行され得る。いくつかの例において、
デバイスは、以下に説明される機能を実行するためにデバイスの機能的要素を制御するた
めのコードのセットを実行し得る。追加的または代替的に、デバイスは、専用ハードウェ
アを使用して以下に説明される機能の態様を実行し得る。方法１２００はまた、図１０－
１１の方法１０００および１１００の態様も組み込み得る。
【０１１７】
　[0126]ブロック１２０５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長を含んでいるキャリア構成を識別し得る。ある例において、ブロック１
２０５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、キャリア構成モジュール６
０５によって実行され得る。
【０１１８】
　[0127]ブロック１２１０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグループを識別し得る。あ
る例において、ブロック１２１０の動作は、図６または７を参照して説明されるように、
ＴＴＩグループモジュール６１０によって実行され得る。
【０１１９】
　[0128]ブロック１２１５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、識別されたＴＴＩグループに基づいて、キャリア構成を使用して、通信し得る。いくつ
かのケースにおいて、キャリア構成を使用して通信することは、ＴＴＩグループ中の各Ｔ
ＴＩ長に対して同一の制御チャネルフォーマットを使用して通信することを含み得る。い
くつかの例においてブロック１２１５の動作は、図６または７を参照して説明されるよう
に、グループベース通信モジュール６１５によって、および／または、図５または６を参
照して説明されるように、送信機５１５によって、実行され得る。
【０１２０】
　[0129]図１３は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩ
スケジューリングの管理に対する方法１３００を例証するフローチャートを指し示す。方
法１３００の動作は、図１－９を参照して説明されるように、ＵＥ１１５または基地局１
０５、またはそれのコンポーネントのようなデバイスによって実装され得る。例えば、方
法１３００の動作は、図５－９を参照して説明されるように、動的ＴＴＩスケジューリン
グモジュール５１０、８１０、または９１０によって実行され得る。いくつかの例におい
て、デバイスは、以下に説明される機能を行うためにデバイスの機能的要素を制御するた
めのコードのセットを実行し得る。追加的または代替的に、デバイスは、専用ハードウェ
アを使用して以下に説明される機能の態様を実行し得る。方法１３００はまた、図１０－
１２の方法１０００、１１００、および１２００の態様も組み込み得る。
【０１２１】
　[0130]ブロック１３０５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長を含んでいるキャリア構成を識別し得る。ある例において、ブロック１
３０５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、キャリア構成モジュール６
０５によって実行され得る。
【０１２２】
　[0131]ブロック１３１０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグループを識別し得る。あ
る例において、ブロック１３１０の動作は、図６または７を参照して説明されるように、
ＴＴＩグループモジュール６１０によって実行され得る。
【０１２３】
　[0132]ブロック１３１５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、識別されたＴＴＩグループに基づき、キャリア構成を使用して通信し得る。ある例にお
いて、ブロック１３１５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、グループ
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ベース通信モジュール６１５によって、および／または、図５または６を参照して説明さ
れるように、送信機５１５によって、実行され得る。
【０１２４】
　[0133]ブロック１３２０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、ＴＴＩグループ中の第１のＴＴＩ長に基づき、第１のＨＡＲＱ送信を使用して、トラン
スポートブロックのために通信し得る。ある例において、ブロック１３２０の動作は、図
７を参照して説明されるように、ＨＡＲＱモジュール７１０によって、および／または、
図５または６を参照して説明されるように、送信機５１５によって、実行され得る。
【０１２５】
　[0134]ブロック１３２５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、ＴＴＩグループ中の第１のＴＴＩ長と異なる第２のＴＴＩ長に基づき、第２のＨＡＲＱ
送信を使用して、トランスポートブロックに対して通信し得る。ある例において、ブロッ
ク１３２５の動作は、図７を参照して説明されるように、ＨＡＲＱモジュール７１０によ
って、および／または、図５または６を参照して説明されるように、送信機５１５によっ
て、実行され得る。
【０１２６】
　[0135]図１４は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシのための動的ＴＴＩスケ
ジューリングの管理に対する方法１４００を例証するフローチャートを指し示す。方法１
４００の動作は、図１－９を参照して説明される、ＵＥ１１５またはそれのコンポーネン
トのようなデバイスによって実装され得る。例えば、方法１４００の動作は、図５－９を
参照して説明されるように、動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０、８１０、ま
たは９１０によって実行され得る。いくつかの例において、デバイスは、以下に説明され
る機能を実行するためにデバイスの機能的要素を制御するためのコードのセットを実行し
得る。追加的または代替的に、デバイスは、専用ハードウェアを使用して以下に説明され
る機能の態様を実行し得る。方法１４００はまた、図１０－１３の方法１０００、１１０
０、１２００、および１３００の態様を組み込み得る。
【０１２７】
　[0136]ブロック１４０５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長を含んでいるキャリア構成を識別し得る。ある例において、ブロック１
４０５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、キャリア構成モジュール６
０５によって実行され得る。
【０１２８】
　[0137]ブロック１４１０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、ＴＴＩグループ能力の表示を送信し得る。ある例において、ブロック１４１０の動作は
、図７を参照して説明されるように、ＴＴＩグループ表示モジュール７１５によって、お
よび／または、図５または６を参照して説明されるように、送信機５１５によって、実行
され得る。
【０１２９】
　[0138]ブロック１４１５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグループを識別し得る。あ
る例において、ブロック１４１５の動作は、図６を参照して説明されるように、ＴＴＩグ
ループモジュール６１０によって実行され得る。いくつかのケースにおいて、デバイスは
、図２－４を参照して説明されるように、ＴＴＩグループ能力に基づいて、ＴＴＩグルー
プを識別し得る。
【０１３０】
　[0139]ブロック１４２０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、識別されたＴＴＩグループに基づいて、キャリア構成を使用して通信し得る。ある例に
おいて、ブロック１４２０の動作は、図６または７を参照して説明されるように、グルー
プベース通信モジュール６１５によって、および／または、図５または６を参照して説明
されるように、送信機５１５によって、実行され得る。
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【０１３１】
　[0140]図１５は、本開示の様々な態様に従って、低レイテンシ動作のための動的ＴＴＩ
スケジューリングの管理に対する方法１５００を例証するフローチャートを指し示す。方
法１５００の動作は、図１－９を参照して説明されるように、基地局１０５またはそのコ
ンポーネントのようなデバイスによって実装され得る。例えば、方法１５００の動作は、
図５－９を参照して説明されるように、動的ＴＴＩスケジューリングモジュール５１０、
８１０、または９１０によって実行され得る。いくつかの例において、デバイスは、以下
に説明される機能を行うためにデバイスの機能的要素を制御するためのコードのセットを
実行し得る。追加的または代替的に、デバイスは、専用ハードウェアを使用して以下に説
明される機能の態様を実行し得る。方法１５００はまた、図１０－１４の方法１０００、
１１００、１２００、１３００、および１４００の態様を組み込み得る。
【０１３２】
　[0141]ブロック１５０５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長を含んでいるキャリア構成を識別し得る。ある例において、ブロック１
５０５の動作は、図６または７を参照して説明されるように、キャリア構成モジュール６
０５によって実行され得る。
【０１３３】
　[0142]ブロック１５１０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、ＴＴＩグループ能力の表示を受領し得る。ある例において、ブロック１５１０の動作は
、図７を参照して説明されるように、ＴＴＩグループ表示モジュール７１５によって実行
され得る。
【０１３４】
　[0143]ブロック１５１５において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を含んでいるＴＴＩグループを識別し得る。い
くつかのケースにおいて、デバイスは、受領した表示に基づいて、ＴＴＩグループを識別
し得る。ある例において、ブロック１５１５の動作は、図６または７を参照して説明され
るように、ＴＴＩグループモジュール６１０によって実行され得る。
【０１３５】
　[0144]ブロック１５２０において、デバイスは、図２－４を参照して説明されるように
、識別されたＴＴＩグループに基づいて、キャリア構成を使用して通信し得る。ある例に
おいて、ブロック１５２０の動作は、図６または７を参照して説明されるように、グルー
プベース通信モジュール６１５によって、および／または、図５または６を参照して説明
されるように、送信機５１５によって、実行され得る。
【０１３６】
　[0145]よって、方法１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、および１５
００は、低レイテンシ動作における動的ＴＴＩスケジューリングの管理に対して提供され
得る。方法１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、および１５００は、可
能な実装を説明しており、動作およびステップは、他の実装が可能になるように、再配置
またはそうでない場合は修正され得ることに留意されたい。いくつかの例において、方法
１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、および１５００のうちの２以上か
らの態様が組み合わされ得る。
【０１３７】
　[0146]本明細書中の説明は、例を提供しており、特許請求の範囲に記載されている範囲
、適用可能性、または例を限定してはいない。本開示の範囲から逸脱することなく、論述
された要素の機能および配置中で変更がなされ得る。様々な例は、必要に応じて、様々な
プロシージャまたはコンポーネントを省略、代用、または追加し得る。また、いくつかの
例に関して説明される特徴は、他の例において組み合され得る。
【０１３８】
　[0147]本明細書において使用されるように、フレーズ「に基づいて」は、排他的な条件
のセットに言及するように解釈されるべきではない。例えば、「条件Ａに基づいて」と説
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明されている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および条
件Ｂの両方に基づき得る。言い換えれば、本明細書において使用されるように、フレーズ
「に基づいて」は、フレーズ「に少なくとも一部基づいて」と同様に解釈されるべきであ
る。
【０１３９】
　[0148]本明細書において説明される技法は、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（ＯＦ
ＤＭＡ）、単一キャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、および他のシステムの
ような、様々なワイヤレス通信システムに対して使用され得る。用語「システム」および
「ネットワーク」は、しばしば交換可能に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２
０００、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、等のような無線技術を実装し得る
。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーす
る。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは一般に、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ、１Ｘ、等と
呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般的に、ＣＤＭＡ２０００ １ｘＥＶ
－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）、等と称される。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ
（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形物を含む。ＴＤＭＡシステムは、
モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実
装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、進化型
ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１６（ＷｉＭａｘ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦ
ＤＭ等の無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイル
テレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－アドバンスト（ＬＴＥ－ａ）は、Ｅ
－ＵＴＲＡを使用するユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の新リリース
である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ａ、およびモバイル通信
のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）は、「第３世代パートナーシッププロジェクト」
（３ＧＰＰ）という名称の団体からの文書に説明されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵ
ＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という名称の団体
からの文書内において説明されている。本明細書において説明される技法は、上述された
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対して使用され得る。本
明細書における説明は、しかしながら、例を目的としてＬＴＥシステムを説明しており、
ＬＴＥの専門用語が上記の説明の大部分中で使用されているが、本技法は、ＬＴＥアプリ
ケーションを超えて適用可能である。
【０１４０】
　[0149]本明細書において説明されるネットワークを含むＬＴＥ／ＬＴＥ－ａネットワー
クにおいて、用語、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）は、一般的に、基地局を説明するために使
用され得る。ワイヤレス通信システム、または本明細書において説明されるシステムは、
異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域に対するカバレッジを提供する異種ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－ａネットワークを含み得る。例えば、各ｅＮＢ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対する通信カバレッジを提供し得る。用語「セル」
は、文脈に依存して、基地局、基地局に関連付けられたキャリアまたはコンポーネントキ
ャリア、またはキャリアまたは基地局のカバレッジエリア（例えばセクタ、等）を説明す
るために使用されることができる３ＧＰＰ用語である。
【０１４１】
　[0150]基地局は、ベーストランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トラン
シーバ、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または
何らかの他の適した用語を含み得、または、当業者によって、そのように呼ばれ得る。基
地局についてのカバレッジエリアは、カバレッジエリアの一部のみを構成するセクタに分
割され得る。ワイヤレス通信システムまたは本明細書において説明されるシステムは、異
なるタイプの基地局（例えば、マクロまたはスモールセル基地局）を含み得る。本明細書
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において説明されるＵＥは、マクロｅＮＢ、スモールセルｅＮＢ、リレー基地局、および
そのようなものを含んでいる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
とができ得る。異なる技術に対してオーバーラップしている地理的カバレッジエリアが存
在し得る。
【０１４２】
　[0151]マクロセルは、一般的に、比較的大きい地理的エリア（例えば、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にサービス加入しているＵＥによって無制限
のアクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較すると、より低電力の基
地局であり、マクロセルと同一または異なる（例えば、認可された、認可されていない、
等の）周波数帯域中で動作し得る。スモールセルは、様々な例に従ってピコセル、フェム
トセル、およびマイクロセルを含み得る。例えば、ピコセルは、小さい地理的エリアをカ
バーし、ネットワークプロバイダにサービス加入しているＵＥによって無制限アクセスを
可能にし得る。フェムトセルはまた、小さい地理的エリア（例えば、家）をカバーし、こ
のフェムトセルと関連性のあるＵＥ（例えば、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）内の
ＵＥ、家の中にいるユーザのＵＥ、およびそのようなもの）による制限付きアクセスを提
供し得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれ得る。スモールセルのため
のｅＮＢは、スモールセルｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼
ばれ得る。ｅＮＢは、１つまたは多数（例えば、２つ、３つ、４つ、およびそのようなも
の）のセル（例えば、コンポーネントキャリア）をサポートし得る。ＵＥは、マクロｅＮ
Ｂ、スモールセルｅＮＢ、リレー基地局、およびそのようなものを含んでいる様々なタイ
プの基地局およびネットワーク機器と通信することができ得る。
【０１４３】
　[0152]本明細書において説明される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。同期動作について、基地局は同様のフレームタイミングを有し得
、異なる基地局からの送信は、時間的におおまかに整列され得る。非同期動作について、
基地局は異なるフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は、時間的にアラ
インされないだろう。本明細書において説明される技法は、同期または非同期動作のいず
れかに対して使用され得る。
【０１４４】
　[0153]本明細書において説明されるダウンリンク送信はまた、順方向リンク送信とも呼
ばれ得、一方、アップリンク送信は、逆方向リンク送信とも呼ばれ得る。本明細書におい
て説明される、－例えば、図１および２のワイヤレス通信システム１００および２００を
含む－各通信リンクは、１以上のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、複数のサブ
キャリア（例えば、異なる周波数の波形信号）で作り上げられた信号であり得る。各変調
された信号は、異なるサブキャリア上で送られ得、制御情報（例えば、基準信号、制御チ
ャネル、等）、オーバーヘッド情報、ユーザデータ、等を搬送し得る。本明細書において
説明される通信リンク（例えば、図１の通信リンク１２５）は、周波数分割多重化（ＦＤ
Ｄ）を使用して（例えば対のスペクトルリソースを使用して）またはＴＤＤ動作を使用し
て（例えば不対スペクトルリソースを使用して）双方向通信を送信し得る。ＦＤＤに対す
るフレーム構造（例えば、フレーム構造タイプ１）およびＴＤＤに関するフレーム構造（
例えば、フレーム構造タイプ２）が定義され得る。
【０１４５】
　[0154]添付された図面に関連して、本明細書において説明される説明は、例となる構成
を説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内にある全ての例を表してはいない
。本明細書において使用されている用語「例示的」は、「好ましい」または「他の例に対
して有利である」ということではなく、「例、事例、例証としての役目をする」を意味す
る。詳細な説明は、説明される技法の理解を提供する目的で、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現され得る。いくつかの事例
において、周知の構造およびデバイスは、説明されている例のコンセプトを暖味にするこ
とを回避するためにブロック図の形で指し示されている。
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【０１４６】
　[0155]添付された図面では、同様のコンポーネントまたは特徴は、同一の参照ラベルを
有し得る。さらに、同一のタイプの様々なコンポーネントは、参照ラベルの後に続く、ダ
ッシュと、同様のコンポーネントを区別する第２のラベルとによって区別され得る。本明
細書中で第１の参照ラベルだけが使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルに関係
なく同一の第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのうちのどの１つにも適用可
能である。
【０１４７】
　[0156]本明細書において説明される情報および信号は、多様な異なる技術および技法の
うちの任意のものを使用して表わされ得る。例えば、上記の説明の全体にわたって参照さ
れ得る、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電
圧、電流、電磁波、磁場または磁粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組
み合わせによって表わされ得る。
【０１４８】
　[0157]本明細書における開示に関連して説明される様々な例証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または他のプログラマブルロジ
ックデバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハー
ドウェアコンポーネント、あるいは本明細書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み合わせを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサは
、マイクロプロセッサであり得るが、代替では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ
、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた
、コンピューティングデバイスの組み合わせ（例えば、デジタルシグナルプロセッサ（Ｄ
ＳＰ）およびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコア
と連係した１以上のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成）として実
装され得る。
【０１４９】
　[0158]本明細書で説明される機能は、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み合わせで実装され得る。プロセ
ッサによって実行されるソフトウェアに実装される場合、機能は、コンピュータ可読媒体
上で、１以上の命令またはコードとして記憶または送信され得る。他の例および実装は、
本開示および添付されている特許請求の範囲内にある。例えば、ソフトウェアの本質によ
り、上記で説明される機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェ
ア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらの任意の組み合わせを使用して
実装されることができる。機能を実装する特徴はまた、機能の一部分が異なる物理的ロケ
ーションにおいて実装されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置
され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書において使用される場合、項目のリ
スト（例えば、「のうちの少なくとも１つ」または「のうちの１つ以上」のようなフレー
ズで始まる項目のリスト）中で使用される「または」は、例えば、Ａ、Ｂ、またはＣのう
ちの少なくとも１つのリストが、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣ、ＡとＢとＣ（す
なわち、Ａ、Ｂ、およびＣ）を意味するような、包含的なリストを示す。
【０１５０】
　[0159]当業者に知られているか、または後に知られることとなる、本開示全体を通じて
説明される様々な態様の要素に対する全ての構造的および機能的な同等物は、参照によっ
て本明細書中に明確に組み込まれ、特許請求の範囲によって包含されるように意図される
。さらに、ここで開示されたものはいずれも、このような開示が特許請求の範囲において
明記されているかどうかにかかわらず、公衆に捧げられるようには意図されていない。用
語「モジュール」、「メカニズム」、「エレメント」、「デバイス」、およびそのような
ものは、用語「手段」の代用では無いであろう。そのように、エレメントが「～のための
手段」というフレーズを使用して明確に記載されていない限り、どの請求項のエレメント
も、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
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【０１５１】
　[0160]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体と非一時的コンピュータ記憶媒体との両方を
含む。非一時的記憶媒体は、汎用または特殊用途コンピュータによってアクセスされるこ
とができる任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、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専用メモリ（ＥＥ
ＰＲＯＭ（登録商標））、コンパクトディスク（ＣＤ）ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶
装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいはデータ構造または命
令の形態で所望のプログラムコード手段を記憶または搬送するために使用されることがで
き、汎用または特殊用途コンピュータ、もしくは汎用または特殊用途プロセッサによって
アクセスされることができる任意の他の非一時的媒体を備えることができる。また、任意
の接続は、厳密にはコンピュータ可読媒体と称される。例えば、ソフトウェアがウェブサ
イト、サーバ、または他の遠隔ソースから、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイ
ストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波の
ようなワイヤレス技術を使用して送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル
、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス
技術は媒体の定義に含まれている。ディスク（ｄｉｓｋ）およびディスク（ｄｉｓｃ）は
、本明細書において使用される場合、ＣＤ（ｄｉｓｃ）、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（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ
）、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）デ
ィスク（ｄｉｓｃ）を含み、ここで、ディスク（ｄｉｓｋ）は通常、磁気的にデータを再
生し、その一方でディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生する
。上記の組合せはまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１５２】
　[0161]本明細書における説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にす
るために提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明らかとなり
、本明細書において定義された包括的な原理は、本開示の範囲から逸脱することなしに他
の変形に適用され得る。よって、本開示は、本明細書において説明される例および設計に
制限されず、本明細書において開示された原理および新規な特徴に合致する最も広い範囲
が与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別することと、
　前記複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩグループを識別することと
、
　前記識別されたＴＴＩグループに少なくとも一部基づき、前記キャリア構成を使用して
通信することとを備える、ワイヤレス通信の方法。
　［２］　前記複数のＴＴＩ長からの１以上のＴＴＩ長を備える第２のＴＴＩグループを
識別することと、ここにおいて、各ＴＴＩグループのＴＴＩ長は異なり、
　前記キャリア構成を使用し、および前記第２のＴＴＩグループに少なくとも一部基づき
、通信することと、をさらに備える、［１］に記載の方法。
　［３］　前記複数のＴＴＩ長は、１シンボルＴＴＩ長、２シンボルＴＴＩ長、スロット
ＴＴＩ長、またはサブフレームＴＴＩ長、のうちの少なくとも１つ、ないしはそれらの任
意の組み合わせを備える、［１］に記載の方法。
　［４］　前記キャリア構成を使用して通信することは、
　前記ＴＴＩグループ中の各ＴＴＩ長に対して、同一の制御チャネルフォーマットを使用
して、通信することを備える、［１］に記載の方法。
　［５］　前記制御チャネルフォーマットは、スケジューリングされた通信のＴＴＩ長を
示すフィールドを備え、ここにおいて、前記スケジューリングされた通信の前記ＴＴＩ長
は、前記ＴＴＩグループから選択される、［４］に記載の方法。
　［６］　前記ＴＴＩグループ中の第１のＴＴＩ長に少なくとも一部基づき、第１のハイ
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ブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）送信を使用して、トランスポートブロックのために通
信することと、
　前記ＴＴＩグループ中の前記第１のＴＴＩ長と異なる、第２のＴＴＩ長に少なくとも一
部基づき、第２のＨＡＲＱ送信を使用して、前記トランスポートブロックのために通信す
ることと、をさらに備える、［１］に記載の方法。
　［７］　ＴＴＩグループ能力の表示を通信することと、
　前記ＴＴＩグループ能力の前記表示に少なくとも一部基づいて、前記ＴＴＩグループを
識別することと、をさらに備える、［１］に記載の方法。
　［８］　前記ＴＴＩグループおよびスケジューリングされた通信のランクに少なくとも
一部基づいて、前記スケジューリングされた通信のためのＴＴＩ長を識別することと、を
さらに備える、［１］に記載の方法。
　［９］　前記キャリア構成を識別することは、前記ＴＴＩグループに少なくとも一部基
づいて、前記ＴＴＩグループに対する共有リソース割り振り粒度を識別することと、前記
ＴＴＩグループに対する共有ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスを識別する
ことと、または共有ＨＡＲＱタイミングを識別することと、のうちの少なくとも１つ、な
いしはそれらの任意の組み合わせ、を備える、［１］に記載の方法。
　［１０］　前記キャリア構成は、前記ＴＴＩグループに対する共有ソフトバッファを備
える、［１］に記載の方法。
　［１１］　前記共有ソフトバッファのサイズは、前記ＴＴＩグループ中の最長のＴＴＩ
長に少なくとも一部基づく、［１０］に記載の方法。
　［１２］　前記キャリア構成は、前記ＴＴＩグループに対する共有チャネル状態情報（
ＣＳＩ）報告構成を備える、［１］に記載の方法。
　［１３］　前記共有ＣＳＩ報告構成は、前記ＴＴＩグループ中の最短のＴＴＩ長に少な
くとも一部基づく、［１２］に記載の方法。
　［１４］　前記ＴＴＩグループ中の少なくとも１つのＴＴＩ長は、限定された数の初期
シンボル期間に関連付けられている、［１］に記載の方法。
　［１５］　前記ＴＴＩグループからのＴＴＩ長に少なくとも一部基づいて、トランスポ
ートブロック中の各コードブロックを、ＴＴＩの第１のシンボルにマッピングすることを
さらに備え、ここにおいて、前記ＴＴＩ長は、１シンボル期間よりも大きい、［１］に記
載の方法。
　［１６］　前記ＴＴＩグループは、ユーザ機器（ＵＥ）能力に少なくとも一部基づき、
ここにおいて、前記ＵＥ能力は、低レイテンシ動作に少なくとも一部基づく、［１］に記
載の方法。
　［１７］　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別するための手段と、
　前記複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩグループを識別するための
手段と、
　前記識別されたＴＴＩグループに少なくとも一部基づき、前記キャリア構成を使用して
通信するための手段とを備える、ワイヤレス通信のための装置。
　［１８］　前記複数のＴＴＩ長からの１以上のＴＴＩ長を備える第２のＴＴＩグループ
を識別するための手段と、ここにおいて、各ＴＴＩグループのＴＴＩ長は異なり、
　前記キャリア構成を使用し、および前記第２のＴＴＩグループに少なくとも一部基づい
て、通信するための手段と、をさらに備える、［１７］に記載の装置。
　［１９］　前記複数のＴＴＩ長は、１シンボルＴＴＩ長、２シンボルＴＴＩ長、スロッ
トＴＴＩ長、またはサブフレームＴＴＩ長、のうちの少なくとも１つ、ないしはそれらの
任意の組み合わせを備える、［１７］に記載の装置。
　［２０］　前記キャリア構成を使用して通信するための手段は、
　前記ＴＴＩグループ中の各ＴＴＩ長に対して、同一の制御チャネルフォーマットを使用
して、通信するための手段を備える、［１７］に記載の装置。
　［２１］　前記ＴＴＩグループ中の第１のＴＴＩ長に少なくとも一部基づき、第１のハ
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イブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）送信を使用して、トランスポートブロックのために
通信するための手段と、
　前記ＴＴＩグループ中の前記第１のＴＴＩ長と異なる、第２のＴＴＩ長に少なくとも一
部基づき、第２のＨＡＲＱ送信を使用して、前記トランスポートブロックのために通信す
るための手段と、をさらに備える、［１７］に記載の装置。
　［２２］　ＴＴＩグループ能力の表示を通信するための手段と、
　前記ＴＴＩグループ能力の前記表示に少なくとも一部基づいて、前記ＴＴＩグループを
識別するための手段と、をさらに備える、［１７］に記載の装置。
　［２３］　前記ＴＴＩグループおよびスケジューリングされた通信のランクに少なくと
も一部基づいて、前記スケジューリングされた通信のためのＴＴＩ長を識別するための手
段と、をさらに備える、［１７］に記載の装置。
　［２４］　前記キャリア構成を識別するための手段は、前記ＴＴＩグループに少なくと
も一部基づいて、ＴＴＩグループに対する共有リソース割り振り粒度を識別するための手
段と、前記ＴＴＩグループに対する共有ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセス
を識別するための手段と、または共有ＨＡＲＱタイミングを識別するための手段と、のう
ちの少なくとも１つ、ないしはそれらの任意の組み合わせ、を備える、［１７］に記載の
装置。
　［２５］　前記キャリア構成は、前記ＴＴＩグループに対する共有ソフトバッファを備
える、［１７］に記載の装置。
　［２６］　前記キャリア構成は、前記ＴＴＩグループに対する共有チャネル状態情報（
ＣＳＩ）報告構成を備える、［１７］に記載の装置。
　［２７］　前記ＴＴＩグループ中の少なくとも１つのＴＴＩ長は、限定された数の初期
シンボル期間に関連付けられている、［１７］に記載の装置。
　［２８］　前記ＴＴＩグループからのＴＴＩ長に少なくとも一部基づいて、トランスポ
ートブロック中の各コードブロックを、ＴＴＩの第１のシンボルにマッピングするための
手段をさらに備え、ここにおいて、前記ＴＴＩ長は、１シンボル期間よりも大きい、［１
７］に記載の装置。
　［２９］　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するメモリと、
　前記メモリ中に記憶され、前記プロセッサによって実行されるとき、前記装置が、
　複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別するようにさせ、
　前記複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩグループを識別するように
させ、
　前記識別されたＴＴＩグループに少なくとも一部基づき、前記キャリア構成を使用して
通信するようにさせるように動作可能な命令とを備える、ワイヤレス通信のための装置。
　［３０］　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媒体で
あって、前記コードは、
　複数の送信時間間隔（ＴＴＩ）長を備えるキャリア構成を識別し、
　前記複数のＴＴＩ長からの２以上のＴＴＩ長を備えるＴＴＩグループを識別し、
　前記識別されたＴＴＩグループに少なくとも一部基づき、前記キャリア構成を使用して
通信するように実行可能な命令を備える、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媒体。
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