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(57)【要約】
　本開示の態様は、機械タイプ通信（複数を含む）（Ｍ
ＴＣ）、強化型ＭＴＣ（ｅＭＴＣ）、および／または狭
帯域ＩＯＴ（Internet-of-Things）（ＮＢ－ＩｏＴ）の
ための適応無線リンクモニタリングを提供する。一態様
では、ユーザ機器（ＵＥ）によって実行され得る方法が
提供される。方法は一般に、ダウンリンク制御チャネル
シグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成
を受信することと、該パラメータの第１の構成は、第１
のカバレッジレベルに関連付けられる、チャネルコンデ
ィションに関する少なくとも１つのパラメータを測定す
ることと、パラメータの第１の構成に少なくとも部分的
に基づいて、少なくとも１つのパラメータについての１
つまたは複数の動的無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）
しきい値を決定することと、１つまたは複数の動的ＲＬ
Ｍしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行することと、
を含む。しきい値は、非同期（ＯＯＳ）または同期状態
しきい値の前に生じるアーリーアウトしきい値を備え得
る。しきい値は、ルックアップテーブルを使用して決定
され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成を受
信することと、前記パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けられ
る、
　チャネルコンディションに関する少なくとも１つのパラメータを測定することと、
　前記パラメータの第１の構成に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つのパ
ラメータについての１つまたは複数の動的無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）しきい値を
決定することと、
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行することと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値は、
　チャネルコンディションに関する前記少なくとも１つのパラメータの第１の品質しきい
値と、前記第１の品質しきい値未満で、前記ＵＥは、非同期（ＯＯＳ）状態にあると考え
られる、
　チャネルコンディションに関する前記少なくとも１つのパラメータの第２の品質しきい
値と、前記第２の品質しきい値を上回って、前記ＵＥは、同期状態にあると考えられる、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値は、第３の品質しきい値をさらに備え、
　前記方法は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも１つのパラメ
ータが前記第３の品質しきい値未満に下がる場合であるが、チャネルコンディションに関
する前記測定された少なくとも１つのパラメータが前記第１の品質しきい値未満に下がる
前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送ることをさらに備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第３の品質しきい値を決定することは、前記第３の品質しきい値のインジケーショ
ンを受信することを備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第３の品質しきい値を決定することは、ターゲットブロック誤り率（ＢＬＥＲ）に
基づいて、前記第３の品質しきい値を選択することを備え、
　前記ターゲットＢＬＥＲは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくと
も１つのパラメータに基づく、
　請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送ることは、カバレッジゾーン
の前記変化の明示的なインジケーションを送ること、またはカバレッジゾーンの前記変化
を示す前記少なくとも１つの測定されたパラメータのインジケーションを送ることを備え
る、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリング
を受信するためのパラメータの第２の構成を受信すること、前記パラメータの第２の構成
は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値は、第３の品質しきい値をさらに備え、
　前記方法は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも１つのパラメ
ータが前記第３の品質しきい値を超える場合であるが、チャネルコンディションに関する
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前記測定された少なくとも１つのパラメータが前記第２の品質しきい値を超える前に、カ
バレッジゾーンの変化のインジケーションを送ることをさらに備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記第３の品質しきい値を決定することは、前記第３の品質しきい値のインジケーショ
ンを受信することを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第３の品質しきい値を決定することは、ターゲットブロック誤り率（ＢＬＥＲ）に
基づいて、前記第３の品質しきい値を選択することを備え、
　前記ターゲットＢＬＥＲは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくと
も１つのパラメータに基づく、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送ることは、カバレッジゾーン
の前記変化の明示的なインジケーションを送ること、またはカバレッジゾーンの前記変化
を示す前記少なくとも１つの測定されたパラメータのインジケーションを送ることを備え
る、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリング
を受信するためのパラメータの第２の構成を受信すること、前記パラメータの第２の構成
は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記パラメータの第１の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、
または物理リソースブロック（ＰＲＢ）リソースセット中のＰＲＢの数、のうちの少なく
とも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　チャネルコンディションに関する前記少なくとも１つのパラメータは、チャネルインパ
ルス応答、遅延拡散、ＵＥ速度、ドップラー値、前記ＵＥにおける受信アンテナの数、前
記ＢＳにおける送信アンテナの数、前記ＵＥと前記ＢＳとの間のチャネルのランク、受信
信号受信電力（ＲＳＲＰ）、受信信号受信品質（ＲＳＲＱ）、信号対干渉プラス雑音比（
ＳＩＮＲ）、間欠受信（ＤＲＸ）サイクル長または強化型ＤＲＸサイクル長に起因した測
定正確性、デューティサイクル、セルの展開モード、あるいは通信の半二重周波数分割複
信（ＦＤＤ）モードまたは時分割複信（ＴＤＤ）モードが構成されるか、のうちの少なく
とも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値を決定することは、少なくとも１つのルック
アップテーブル（ＬＵＴ）に基づいて、前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値を決定
することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　ＬＵＴのセットを記憶すること、ここにおいて、ＬＵＴの各セットは、ダウンリンク制
御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの異なる構成に関連付けられる、
　をさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ＬＵＴの各セットは、ＬＵＴの１つまたは複数のサブセットを含み、
　ＬＵＴの各サブセットは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも
１つのパラメータのうちの１つに関連付けられる、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのＬＵＴは、チャネルコンディションに関する測定されたパラメー
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タの対応するペアへのＲＬＭしきい値のマッピングを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　ルックアップテーブル（ＬＵＴ）に基づいて、前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい
値に補正値を適用すること、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記制御チャネルを成功裏に復号するために、前記ＵＥによって使用される前記制御チ
ャネルの反復の数を報告すること、または、
　前記制御チャネルのために構成される反復の数と前記制御チャネルを成功裏に復号する
ために前記ＵＥによって使用される前記制御チャネルの反復の前記数との間の差を報告す
ること、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのパラメータは、信号対雑音比（ＳＮＲ）を備え、
　前記方法は、
　対応するブロック誤り率（ＢＬＥＲ）に前記ＳＮＲをマッピングすることと、
　前記ＲＬＭしきい値と前記ＢＬＥＲを比較することと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記マッピングは、ルックアップテーブル（ＬＵＴ）に基づく、請求項２１に記載の方
法。
【請求項２３】
　前記ＳＮＲは、動的に選択されたフィルタ係数に基づいた平均値を備える、請求項２１
に記載の方法。
【請求項２４】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成をユ
ーザ機器（ＵＥ）に送ることと、前記パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベ
ルに関連付けられる、
　カバレッジゾーンの変化のインジケーションを、前記ＵＥから受信することと、
　前記インジケーションを受信することに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリ
ングを受信するためのパラメータの第２の構成を前記ＵＥに送ることと、前記パラメータ
の第２の構成は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、
　を備える、方法。
【請求項２５】
　前記インジケーションは、前記ＵＥが非同期（ＯＯＳ）状態にあるという、または前記
ＵＥが同期状態にあるという、インジケーションを、前記ＵＥから受信する前に受信され
る、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記パラメータの第１の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、
または物理リソースブロック（ＰＲＢ）リソースセット中のＰＲＢの数、のうちの少なく
とも１つを備える、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを受信することは、カバレッジゾ
ーンの前記変化の明示的なインジケーションを受信すること、またはカバレッジゾーンの
前記変化を示す前記少なくとも１つの測定されたパラメータのインジケーションを受信す
ることを備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成を受



(5) JP 2019-504578 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

信するための手段と、前記パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付
けられる、
　チャネルコンディションに関する少なくとも１つのパラメータを測定するための手段と
、
　前記パラメータの第１の構成に少なくとも部分的に基づいて、前記少なくとも１つのパ
ラメータについての１つまたは複数の動的無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）しきい値を
決定するための手段と、
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行するための手
段と、
　を備える、装置。
【請求項２９】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値は、
　チャネルコンディションに関する前記少なくとも１つのパラメータの第１の品質しきい
値と、前記第１の品質しきい値未満で、前記ＵＥは、非同期（ＯＯＳ）状態にあると考え
られる、
　チャネルコンディションに関する前記少なくとも１つのパラメータの第２の品質しきい
値と、前記第２の品質しきい値を上回って、前記ＵＥは、同期状態にあると考えられる、
　を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値は、第３の品質しきい値をさらに備え、
　前記装置は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも１つのパラメ
ータが前記第３の品質しきい値未満に下がる場合であるが、チャネルコンディションに関
する前記測定された少なくとも１つのパラメータが前記第１の品質しきい値未満に下がる
前に、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送るための手段をさらに備える、
　請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記第３の品質しきい値を決定するための手段は、前記第３の品質しきい値のインジケ
ーションを受信するための手段を備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記第３の品質しきい値を決定するための手段は、ターゲットブロック誤り率（ＢＬＥ
Ｒ）に基づいて、前記第３の品質しきい値を選択するための手段を備え、
　前記ターゲットＢＬＥＲは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくと
も１つのパラメータに基づく、
　請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送るための手段は、カバレッジ
ゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを送るための手段、またはカバレッジゾー
ンの前記変化を示す前記少なくとも１つの測定されたパラメータのインジケーションを送
るための手段を備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項３４】
　前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリング
を受信するためのパラメータの第２の構成を受信するための手段、前記パラメータの第２
の構成は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項３０に記載の装置。
【請求項３５】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値は、第３の品質しきい値をさらに備え、
　前記装置は、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも１つのパラメ
ータが前記第３の品質しきい値を超える場合であるが、チャネルコンディションに関する
前記測定された少なくとも１つのパラメータが前記第２の品質しきい値を超える前に、カ
バレッジゾーンの変化のインジケーションを送るための手段をさらに備える、
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　請求項２９に記載の装置。
【請求項３６】
　前記第３の品質しきい値を決定するための手段は、前記第３の品質しきい値のインジケ
ーションを受信するための手段を備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記第３の品質しきい値を決定するための手段は、ターゲットブロック誤り率（ＢＬＥ
Ｒ）に基づいて、前記第３の品質しきい値を選択するための手段を備え、
　前記ターゲットＢＬＥＲは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくと
も１つのパラメータに基づく、
　請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを送るための手段は、カバレッジ
ゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを送るための手段、またはカバレッジゾー
ンの前記変化を示す前記少なくとも１つの測定されたパラメータのインジケーションを送
るための手段を備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項３９】
　前記インジケーションを送ることに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリング
を受信するためのパラメータの第２の構成を受信するための手段、前記パラメータの第２
の構成は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、
　をさらに備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項４０】
　前記パラメータの第１の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、
または物理リソースブロック（ＰＲＢ）リソースセット中のＰＲＢの数、のうちの少なく
とも１つを備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項４１】
　チャネルコンディションに関する前記少なくとも１つのパラメータは、チャネルインパ
ルス応答、遅延拡散、ＵＥ速度、ドップラー値、前記ＵＥにおける受信アンテナの数、前
記ＢＳにおける送信アンテナの数、前記ＵＥと前記ＢＳとの間のチャネルのランク、受信
信号受信電力（ＲＳＲＰ）、受信信号受信品質（ＲＳＲＱ）、信号対干渉プラス雑音比（
ＳＩＮＲ）、間欠受信（ＤＲＸ）サイクル長または強化型ＤＲＸサイクル長に起因した測
定正確性、デューティサイクル、セルの展開モード、あるいは通信の半二重周波数分割複
信（ＦＤＤ）モードまたは時分割複信（ＴＤＤ）モードが構成されるか、のうちの少なく
とも１つを備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項４２】
　前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値を決定するための手段は、少なくとも１つの
ルックアップテーブル（ＬＵＴ）に基づいて、前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値
を決定するための手段を備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項４３】
　ＬＵＴのセットを記憶するための手段、ここにおいて、ＬＵＴの各セットは、ダウンリ
ンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの異なる構成に関連付けられ
る、
　をさらに備える、請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　ＬＵＴの各セットは、ＬＵＴの１つまたは複数のサブセットを含み、
　ＬＵＴの各サブセットは、チャネルコンディションに関する前記測定された少なくとも
１つのパラメータのうちの１つに関連付けられる、
　請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つのＬＵＴは、チャネルコンディションに関する測定されたパラメー
タの対応するペアへのＲＬＭしきい値のマッピングを備える、請求項４２に記載の装置。
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【請求項４６】
　ルックアップテーブル（ＬＵＴ）に基づいて、前記１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい
値に補正値を適用するための手段、
　をさらに備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項４７】
　前記制御チャネルを成功裏に復号するために、前記ＵＥによって使用された前記制御チ
ャネルの反復の数を報告するための手段、または、
　前記制御チャネルのために構成された反復の数と前記制御チャネルを成功裏に復号する
ために前記ＵＥによって使用された前記制御チャネルの反復の前記数との間の差を報告す
るための手段、
　をさらに備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項４８】
　前記少なくとも１つのパラメータは、信号対雑音比（ＳＮＲ）を備え、
　前記装置は、
　対応するブロック誤り率（ＢＬＥＲ）に前記ＳＮＲをマッピングするための手段と、
　前記ＲＬＭしきい値と前記ＢＬＥＲを比較するための手段と、
　をさらに備える、請求項２８に記載の装置。
【請求項４９】
　前記マッピングは、ルックアップテーブル（ＬＵＴ）に基づく、請求項４８に記載の装
置。
【請求項５０】
　前記ＳＮＲは、動的に選択されたフィルタ係数に基づいた平均値を備える、請求項４８
に記載の装置。
【請求項５１】
　基地局（ＢＳ）によるワイヤレス通信のための装置であって、
　ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成をユ
ーザ機器（ＵＥ）に送るための手段と、前記パラメータの第１の構成は、第１のカバレッ
ジレベルに関連付けられる、
　カバレッジゾーンの変化のインジケーションを、前記ＵＥから受信するための手段と、
　前記インジケーションを受信することに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリ
ングを受信するためのパラメータの第２の構成を前記ＵＥに送るための手段と、前記パラ
メータの第２の構成は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、
　を備える、装置。
【請求項５２】
　前記インジケーションは、前記ＵＥが非同期（ＯＯＳ）状態にあるという、または前記
ＵＥが同期状態にあるという、インジケーションを、前記ＵＥから受信する前に受信され
る、請求項５１に記載の装置。
【請求項５３】
　前記パラメータの第１の構成は、アグリゲーションレベル、反復レベル、送信モード、
または物理リソースブロック（ＰＲＢ）リソースセット中のＰＲＢの数、のうちの少なく
とも１つを備える、請求項５１に記載の装置。
【請求項５４】
　カバレッジゾーンの前記変化の前記インジケーションを受信するための手段は、カバレ
ッジゾーンの前記変化の明示的なインジケーションを受信するための手段、またはカバレ
ッジゾーンの前記変化を示す前記少なくとも１つの測定されたパラメータのインジケーシ
ョンを受信するための手段を備える、請求項５１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照および優先権の主張】
【０００１】
　[0001]本出願は、２０１６年２月５日付で出願された米国仮特許出願番号第６２／２９
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２，１４０号の利益および優先権を主張する、２０１７年２月２日付で出願された米国出
願第１５／４２３，５２４号に対して優先権を主張し、これらの両方が、本明細書におい
て、すべての適用可能な目的で全体として参照により組み込まれている。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示のある特定の態様は一般に、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、機
械タイプ通信（複数を含む）（ＭＴＣ）、強化型ＭＴＣ（ｅＭＴＣ）、および／または狭
帯域ＩＯＴ（Internet-of-Things）（ＮＢ－ＩｏＴ）のための適応無線リンクモニタリン
グ（ＲＬＭ）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声（voice）、データ等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（たとえば、帯域幅および送信電力）を共有することによる複数のユー
ザとの通信をサポートする能力を有する多元接続システムであり得る。そのような多元接
続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ
）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、第３世代パートナーシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標）
）／ＬＴＥアドバンスドシステムおよび直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム
を含む。
【０００４】
　[0004]一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通
信を同時にサポートし得る。各端末は、順方向および逆方向リンク上での送信を介して１
つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（即ちダウンリンク）は、基地局から端
末への通信リンクを指し、逆方向リンク（即ちアップリンク）は、端末から基地局への通
信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、多入力単一出力、または多入力
多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立され得る。
【０００５】
　[0005]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかの（a number of）ワイヤレスデバイ
スのための通信をサポートし得るいくつかの基地局を含み得る。ワイヤレスデバイスは、
ユーザ機器（ＵＥ）を含み得る。機械タイプ通信（ＭＴＣ）は、通信の少なくとも一端に
（on at least one end）少なくとも１つの遠隔デバイスを伴う通信を指し得、人間の対
話（human interaction）を必ずしも必要としない１つまたは複数のエンティティを伴う
データ通信の形態を含み得る。ＭＴＣ　ＵＥは、たとえば、公衆移動通信網（ＰＬＭＮ：
Public Land Mobile Networks）を通じたＭＴＣサーバおよび／または他のＭＴＣデバイ
スとのＭＴＣ通信の能力を有するＵＥを含み得る。ワイヤレスデバイスは、狭帯域ＩＯＴ
（Internet-of-Things）（ＮＢ－ＩｏＴ）デバイスを含み得る。ＩｏＴは、物理的なオブ
ジェクト、デバイス、または「モノ」のネットワークを指し得る。ＩｏＴデバイスは、た
とえば、電子機器、ソフトウェア、またはセンサで（with）埋め込まれ得、ネットワーク
接続を有し得、それらは、これらのデバイスがデータを収集および交換することを可能に
する。
【０００６】
　[0006]いくつかの次世代、ＮＲ、または５Ｇのネットワークは、各々がＵＥのような複
数の通信デバイスのために通信を同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。Ｌ
ＴＥまたはＬＴＥ－Ａネットワークでは、１つまたは複数の基地局のセットが、ｅノード
Ｂ（ｅＮＢ）を定義し得る。他の例では（たとえば、次世代または５Ｇのネットワークで
は）、ワイヤレス多元接続通信システムが、いくつかの中央ユニット（たとえば、中央ノ
ード（ＣＮ）、アクセスノードコントローラ（ＡＮＣ）等）と通信状態にあるいくつかの
分散ユニット（たとえば、エッジユニット（ＥＵ）、エッジノード（ＥＮ）、無線ヘッド
（ＲＨ）、スマート無線ヘッド（ＳＲＨ）、送信受信点（ＴＲＰ）等）を含み得、ここで
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、中央ユニットと通信状態にある１つまたは複数の分散ユニットのセットは、アクセスノ
ード（たとえば、ｎｅｗ　ｒａｄｉｏ基地局（ＮＲ　ＢＳ）、ｎｅｗ　ｒａｄｉｏノード
Ｂ（ＮＲ　ＮＢ）、ネットワークノード、ｇＮＢ等）を定義し得る。基地局またはＤＵは
、ダウンリンクチャネル上で（たとえば、基地局からの、またはＵＥへの送信のために）
、およびアップリンク上で（たとえば、ＵＥから基地局または分散ユニットへの送信のた
めに）、ＵＥのセットと通信し得る。
【０００７】
　[0007]いくかの次世代、ＮＲ、または５Ｇのネットワークは、アップリンクベースの媒
体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤをサポートし得る。これらのネットワークでは、ＵＥは
、ネットワークアクセスデバイス（たとえば分散ユニット）が受信および測定すべきパイ
ロット信号（たとえば基準信号）を送信し得る。１つまたは複数のネットワークアクセス
デバイスによるパイロット信号の測定に基づいて、ネットワークは、ＵＥのためのサービ
ングセル（またはサービング分散ユニット）を識別し得る。ＵＥがネットワーク内を移動
すると（as）、ネットワークは、ＵＥのために少なくともいくつかのモビリティ決定（た
とえば、１つのサービングセルから別のサービングセルへのＵＥのハンドオーバを開始す
るための決定）を、ＵＥに気付かれることなく（transparently to the UE）（たとえば
、ＵＥにモビリティ決定を通知することなく、またはモビリティ決定にＵＥを関与させる
ことなく）、行い（make）得る。
【０００８】
　[0008]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが市区町村（municipal）
レベル、国レベル、地域レベル、さらにはグローバルレベルで通信することを可能にする
共通の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。新興
の電気通信規格の例は、ｎｅｗ　ｒａｄｉｏ（ＮＲ）、たとえば５Ｇ無線アクセスである
。ＮＲは、３ＧＰＰによって公表されたＬＴＥモバイル規格の拡張版（enhancements to
）のセットである。それは、ビームフォーミング、ＭＩＭＯアンテナ技術、そしてキャリ
アアグリゲーションをサポートして、ならびにダウンリンク（ＤＬ）上およびアップリン
ク（ＵＬ）上でサイクリックプレフィクス（ＣＰ）を用いるＯＦＤＭＡを使用して、スペ
クトル効率を向上させること、コストを下げること、サービスを向上させること、新たな
スペクトルを利用すること、および他のオープン規格とより良好に統合することによって
、モバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良好にサポートするように設計
されている。
【０００９】
　[0009]しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスを求める（for）需要が増加し
続けるのに伴い（as）、ＬＴＥ、ＭＴＣ、ＩｏＴ、およびＮＲの技術のさらなる改善の必
要がある。好ましくは、これらの改善は、他の多元接続技術、およびこれらの技術を用い
る電気通信規格に適用可能であるべきである。
【発明の概要】
【００１０】
　[0010]本開示のシステム、方法、およびデバイスは各々、いくつかの態様を有し、これ
らのうちのいずれも（no single one）、単独でその望ましい属性を担うものではない。
以下に続く請求項によって表現されるような本開示の範囲を限定することなく、いくつか
の特徴がこれから簡潔に説明される。この説明を考慮した後、および特に「発明を実施す
るための形態（DETAILED DESCRIPTION）」と題するセクションを読んだ後、当業者は、本
開示の特徴が、ワイヤレスネットワークにおけるアクセスポイントと局との間の向上した
通信を含む利点をどのように提供するかを理解するだろう。
【００１１】
　[0011]本開示のある特定の態様は一般に、機械タイプ通信（複数を含む）（ＭＴＣ）、
強化型ＭＴＣ、および／または狭帯域ＩＯＴ（Internet-of-Things）（ＮＢ－ＩｏＴ）の
ための適応無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）に関する。
【００１２】
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　[0012]本開示のある特定の態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によって実行される方法を提供
する。方法は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメー
タの第１の構成を受信することと、該パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベ
ルに関連付けられる、チャネルコンディションに関する少なくとも１つのパラメータを測
定することと、パラメータの第１の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つ
のパラメータについての１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値を決定することと、１つま
たは複数の動的ＲＬＭしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行することと、を含む。
【００１３】
　[0013]本開示のある特定の態様は、基地局（ＢＳ）によって実行される方法を提供する
。方法は一般に、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの
第１の構成をＵＥに送ることと、該パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベル
に関連付けられる、ＵＥから、カバレッジゾーンの（in）変化のインジケーションを受信
することと、インジケーションを受信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシ
グナリングを受信するためのパラメータの第２の構成をＵＥに送ることと、該パラメータ
の第２の構成は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、を含む。
【００１４】
　[0014]本開示のある特定の態様は、装置（たとえばＵＥ）を提供する。装置は一般に、
ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成を受信
するための手段と、該パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けら
れ、チャネルコンディションに関する少なくとも１つのパラメータを測定するための手段
と、パラメータの第１の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つのパラメー
タについての１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値を決定するための手段と、１つまたは
複数の動的ＲＬＭしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行するための手段と、を含む。
【００１５】
　[0015]本開示のある特定の態様は、装置（たとえばＢＳ）を提供する。装置は一般に、
ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成をＵＥ
に送るための手段と、該パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付け
られる、ＵＥから、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを受信するための手段と
、インジケーションを受信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリング
を受信するためのパラメータの第２の構成をＵＥに送るための手段と、該パラメータの第
２の構成は、第２のカバレッジレベルに関連付けられる、を含む。
【００１６】
　[0016]本開示のある特定の態様は、装置を提供する。装置は一般に、ダウンリンク制御
チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成を受信することと、該パ
ラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けられる、チャネルコンディ
ションに関する少なくとも１つのパラメータを測定することと、パラメータの第１の構成
に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つのパラメータについての１つまたは複数
の動的ＲＬＭしきい値を決定することと、１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値に基づい
て、ＲＬＭ機能を実行することと、を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサ
、および該少なくとも１つプロセッサに結合されたメモリ、を含む。
【００１７】
　[0017]本開示のある特定の態様は、装置を提供する。装置は一般に、ダウンリンク制御
チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成をＵＥに送ることと、該
パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けられ、ＵＥから、カバレ
ッジゾーンの変化のインジケーションを受信することと、インジケーションを受信したこ
とに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第
２の構成をＵＥに送ることと、該パラメータの第２の構成は、第２のカバレッジレベルに
関連付けられる、を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサを含む。
【００１８】
　[0018]本開示のある特定の態様は、コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュー
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タ可読媒体を提供する。コンピュータ実行可能コードは一般に、ダウンリンク制御チャネ
ルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成を受信するためのコードと、該
パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けられる、チャネルコンデ
ィションに関する少なくとも１つのパラメータを測定するためのコードと、パラメータの
第１の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つのパラメータについての１つ
または複数の動的ＲＬＭしきい値を決定するためのコードと、１つまたは複数の動的ＲＬ
Ｍしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行するためのコードと、を含む。
【００１９】
　[0019]本開示のある特定の態様は、コンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュー
タ可読媒体を提供する。コンピュータ実行可能コードは一般に、ダウンリンク制御チャネ
ルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成をＵＥに送るためのコードと、
パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けられ、ＵＥから、カバレ
ッジゾーンの変化のインジケーションを受信するためのコードと、インジケーションを受
信したことに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメ
ータの第２の構成をＵＥに送るためのコードと、該パラメータの第２の構成は、第２のカ
バレッジレベルに関連付けられる、を含む。
【００２０】
　[0020]方法、装置、システム、コンピュータプログラム製品、コンピュータ可読媒体、
および処理システムを含む、多数の他の態様が提供される。前述および関連する目的の達
成に向けて、１つまたは複数の態様は、以下で十分に説明され、請求項において具体的に
着目される特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、１つまたは複数の態様のある
特定の例示的な特徴を詳細に述べる。しかしながらこれらの特徴は、様々な態様の原理が
用いられ得る様々な方法のうちのほんのいくつかを示しているに過ぎず、本説明は、その
ような態様およびそれらの均等物すべてを含むように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　[0021]本開示の上で記載された特徴が詳細に理解され得るように（so that the manner
 in which）、より具体的な説明が、上では簡潔に要約されているが、態様への参照によ
ってなされ得、それらの態様のうちのいくつかが添付の図面において例示される。しかし
ながら、添付の図面は、本開示のある特定の典型的な態様のみを例示しており、したがっ
て、該説明が他の同等に効果的な態様に通じ（admit to）得るため、その範囲を限定する
ものとして考えられないものとすることは留意されることとする。
【図１】本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークの例を概念
的に例示するブロック図である。
【図２】本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークにおけるユ
ーザ機器（ＵＥ）と通信状態にある基地局（ＢＳ）の例を概念的に例示するブロック図を
図示する。
【図３】本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信ネットワークにおけるフ
レーム構造の例を概念的に例示するブロック図である。
【図４】本開示のある特定の態様にしたがった、通常のサイクリックプレフィクスをもつ
２つの実例的なサブフレームフォーマットを概念的に例示するブロック図である。
【図５】本開示のある特定の態様にしたがった、強化型機械タイプ通信（ｅＭＴＣ）のた
めの実例的なサブフレーム構成を例示する。
【図６】本開示のある特定の態様にしたがった、狭帯域ＩＯＴ（Internet-of-Things）（
ＮＢ－ＩｏＴ）の例となる展開を例示する。
【図７】本開示のある特定の態様にしたがった、分散型無線アクセスネットワーク（ＲＡ
Ｎ）の例となる論理アーキテクチャを例示する。
【図８】本開示のある特定の態様にしたがった、分散型ＲＡＮの例となる物理アーキテク
チャを例示する。
【図９】本開示のある特定の態様にしたがった、ダウンリンク（ＤＬ）中心サブフレーム
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の例を例示する図である。
【図１０】本開示のある特定の態様にしたがった、アップリンク（ＵＬ）中心サブフレー
ムの例を例示する図である。
【図１１】本開示のある特定の態様にしたがった、動的無線リンクモニタリング（ＲＬＭ
）のためのＵＥによるワイヤレス通信についての例となるオペレーションを例示するフロ
ー図である。
【図１２】本開示のある特定の態様にしたがった、アーリーアウトイベントトリガについ
ての例となるイベントしきい値およびヒステリシスを例示する離散（discrete）グラフで
ある。
【図１３】本開示のある特定の態様にしたがった、動的ＲＬＭについての例となるオペレ
ーションを例示する例となる呼フロー図である。
【図１４】本開示のある特定の態様にしたがった、動的ＲＬＭのための基地局（ＢＳ）に
よるワイヤレス通信についての例となるオペレーションを例示するフロー図である。
【図１５】本開示のある特定の態様にしたがった、フィルタリング係数に変化がない信号
対雑音比（ＳＮＲ）評価期間の例となるタイムラインである。
【図１６】本開示のある特定の態様にしたがった、フィルタリング係数に変化があるＳＮ
Ｒ評価期間の例となるタイムラインである。
【図１７】本開示のある特定の態様にしたがった、ＳＮＲ評価期間内にダウンリンクギャ
ップがあるＳＮＲ評価期間の例となるタイムラインである。
【図１８】本開示のある特定の態様にしたがった、ＳＮＲ評価期間を超えてダウンリンク
ギャップが伸びている状態のＳＮＲ評価期間の例となるタイムラインである。
【００２２】
　[0040]理解を容易にするために、同一の参照番号が、可能な場合、複数の図に共通であ
る同一の要素を指定するように使用されている（have been used）。一態様で開示される
要素が、具体的な記載なく他の態様に対して有益に利用され得ることは企図される。
【詳細な説明】
【００２３】
　[0041]無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）は、ダウンリンク無線品質を検出するために
ユーザ機器（ＵＥ）によって実行され得る。ＵＥは、基準信号（たとえばセル固有ＲＳ）
をモニタリングし、ＵＥが休止中（out-of-service）（ＯＯＳ）にあるか、または同期状
態（in-sync）であるかを決定するために信頼性しきい値と測定値を比較する。強化型機
械タイプ通信（ｅＭＴＣ）、および／または狭帯域ＩＯＴ（Internet-of-Things）（ＮＢ
－ＩｏＴ）システムのようなある特定のシステムは、狭帯域制御チャネル内でダウンリン
ク制御情報（ＤＣＩ）を送信する。これらのシステムは、モビリティをサポートし得る。
ジオメトリが変化すると、制御チャネルの異なる構成が使用され得る。信頼性しきい値が
異なる構成に対して固定されたままである場合、ＵＥは、それがより下位の（lower）カ
バレッジ領域に向かって移動すると、ＯＯＳになり得る、および／またはＵＥがより上位
のカバレッジ領域に戻るように移動すると、同期状態が遅延させられ得る。
【００２４】
　[0042]本開示の態様は、ＭＴＣ、ｅＭＴＣ、および／またはＮＢ－ＩｏＴのための適応
（たとえば動的）無線リンクモニタリングを提供する。ある特定の態様にしたがうと、Ｕ
Ｅは、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成
を受信し、該パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けられる、チ
ャネルコンディションに関する少なくとも１つのパラメータを測定し、該パラメータの第
１の構成に少なくとも部分的に基づいて、１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値を決定し
、１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行し得る。しきい値
は、パラメータの異なる構成に対応する、ＵＥに記憶されたルックアップテーブル（ＬＵ
Ｔ）のセットに基づいて決定され得る。加えて、イベントトリガが、しきい値が満たされ
てしまう前に、ＵＥが新たな構成を早めに（early）リクエストするように定義され得る
。
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【００２５】
　[0043]本明細書で説明される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、および他のネットワークのような様々なワイヤレス通信ネットワークのた
めに使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、度々、交換可能
に使用される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、
ｃｄｍａ２０００等のような無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣ
ＤＭＡ（登録商標））、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）、およびＣＤＭＡの他
の変形を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６
規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、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ネットワークは、発
展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ
８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．
２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ等のような無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴ
ＲＡは、ユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。周波数分割
複信（ＦＤＤ）と時分割複信（ＴＤＤ）との両方において、３ＧＰＰロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－アドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）は、ダウンリンク上で
はＯＦＤＭＡを、およびアップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを用いる、Ｅ－ＵＴＲＡを使
用するＵＭＴＳの新たなリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、
ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）
という名称の団体による文書において説明されている。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）という名称の団体による
文書において説明されている。本明細書で説明される技法は、上で言及されたワイヤレス
ネットワークおよび無線技術、そして他のワイヤレスネットワークおよび無線技術のため
に使用され得る。明確性のために、該技法のある特定の態様は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－アドバ
ンスドについて以下で説明され、ＬＴＥ／ＬＴＥ－アドバンスドの専門用語が、以下の説
明の大部分で使用される。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａは、一般にＬＴＥと称される。明確性
のために、３Ｇおよび／または４Ｇのワイヤレス技術に共通して関連付けられた専門用語
を使用して態様が本明細書で説明され得るけれども、本開示の態様は、ＮＲ技術を含む、
たとえば５Ｇ以降といった、他の世代をベースとした通信システムにおいて適用され得る
。
【００２６】
例となるワイヤレス通信ネットワーク
　[0044]図１は、本開示の態様が実施され得る、例となるワイヤレス通信ネットワーク１
００を例示する。たとえば、本明細書で提示される技法は、機械タイプ通信（複数を含む
）（ＭＴＣ）、強化型ＭＴＣ（ｅＭＴＣ）、および／または狭帯域ＩＯＴ（Internet-of-
Things）（ＮＢ－ＩｏＴ）のための無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）しきい値を動的に
決定するために使用され得る。諸態様では、ユーザ機器（ＵＥ）１２０は、ダウンリンク
制御チャネルシグナリング（たとえばＭＴＣ物理ダウンリンク制御チャネル（ＭＰＤＣＣ
Ｈ））を受信するためのパラメータの第１の構成を（たとえばＢＳ１１０から）受信し得
、該パラメータの第１の構成は、第１のカバレッジレベルに関連付けられる。１２０は、
チャネルコンディションに関する少なくとも１つのパラメータを測定し、パラメータの第
１の構成に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つのパラメータについての１つま
たは複数の動的ＲＬＭしきい値（たとえばＱｉｎ／Ｑｏｕｔしきい値）を決定し、１つま
たは複数の動的ＲＬＭしきい値に基づいて、ＲＬＭ機能を実行し得る。
【００２７】
　[0045]ネットワーク１００は、ＬＴＥネットワークまたは何らかの他のワイヤレスネッ
トワークであり得る。ワイヤレス通信ネットワーク１００は、いくつかのＢＳ１１０およ
び他のネットワークエンティティを含み得る。ＢＳは、ユーザ機器（ＵＥ）と通信するエ
ンティティであり、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ノードＢ、アクセスポイント、５Ｇ　ＮＢ、
ｇＮＢ、送信受信点（ＴＲＰ）、ｎｅｗ　ｒａｄｉｏ（ＮＲ）ＢＳ等とも称され得る。各
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ＢＳは、特定の地理的エリアのための通信カバレッジを提供し得る。３ＧＰＰでは、「セ
ル」という用語は、該用語が使用されるコンテキストに応じて、ＢＳのカバレッジエリア
および／またはこのカバレッジエリアにサービス提供するＢＳサブシステムを指し得る。
【００２８】
　[0046]ＢＳは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプのセ
ルのための通信カバレッジを提供し得る。マクロセルは、比較的広範な地理的エリア（た
とえば半径数キロメートル）をカバーし得、サービスに加入している（with service sub
scription）ＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小規模な地
理的エリアをカバーし得、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。フェムトセルは、比較的小規模な地理的エリア（たとえば自宅）をカバーし得、フ
ェムトセルとのアソシエーションを有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ
）中のＵＥ）による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのＢＳは、マク
ロＢＳと称され得る。ピコセルのためのＢＳは、ピコＢＳと称され得る。フェムトセルの
ためのＢＳは、フェムトＢＳまたはホームＢＳと称され得る。図１で図示されている例で
は、ＢＳ１１０ａは、マクロセル１０２ａのためのマクロＢＳであり得、ＢＳ１１０ｂは
、ピコセル１０２ｂのためのピコＢＳであり得、ＢＳ１１０ｃは、フェムトセル１０２ｃ
のためのフェムトＢＳであり得る。ＢＳは、１つまたは複数の（たとえば、３つの）セル
をサポートし得る。「ｅＮＢ」、「基地局」、および「セル」という用語は、本明細書で
は交換可能に使用され得る。
【００２９】
　[0047]ワイヤレス通信ネットワーク１００は、中継局も含み得る。中継局は、アップス
トリーム局（たとえば、ＢＳまたはＵＥ）からのデータの送信を受信し、該データの送信
をダウンストリーム局（たとえば、ＵＥまたはＢＳ）に送り得るエンティティである。中
継局はまた、他のＵＥのための送信を中継し得るＵＥでもあり得る。図１で図示されてい
る例では、中継局１１０ｄは、ＢＳ１１０ａとＵＥ１２０ｄとの間の通信を容易にするた
めに、マクロＢＳ１１０ａおよびＵＥ１２０ｄと通信し得る。中継局は、中継ＢＳ、中継
基地局、中継器（relay）等とも称され得る。
【００３０】
　[0048]ワイヤレス通信ネットワーク１００は、異なるタイプのＢＳ、たとえば、マクロ
ＢＳ、ピコＢＳ、フェムトＢＳ、中継ＢＳ等を含む異種ネットワークであり得る。これら
の異なるタイプのＢＳは、ワイヤレス通信ネットワーク１００において、異なる送信電力
レベル、異なるカバレッジエリア、および干渉に対する異なる影響を有し得る。たとえば
、マクロＢＳが高い送信電力レベル（たとえば、５～４０ワット）を有し得る一方で、ピ
コＢＳ、フェムトＢＳ、および中継ＢＳは、より低い送信電力レベル（たとえば、０．１
～２ワット）を有し得る。
【００３１】
　[0049]ネットワークコントローラ１３０は、ＢＳのセットに結合し得、これらのＢＳの
ための調整（coordination）および制御を提供し得る。ネットワークコントローラ１３０
は、バックホールを介してＢＳと通信し得る。ＢＳもまた、たとえば、ワイヤレスもしく
は有線バックホールを介して間接的にまたは直接的に、互いに通信し得る。
【００３２】
　[0050]ＵＥ１２０（たとえば、１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ）は、ワイヤレス通信ネ
ットワーク１００全体にわたって散在し（dispersed）得、各ＵＥは、固定式（stationar
y）または移動式（mobile）であり得る。ＵＥは、アクセス端末、端末、モバイル局、加
入者ユニット、局等とも称され得る。ＵＥは、セルラ電話（たとえばスマートフォン）、
携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデ
バイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬ
Ｌ）局、タブレット、カメラ、ゲームデバイス、ネットブック、スマートブック、ウルト
ラブック等であり得る。図１では、両方向に矢印が付いた（with double arrows）実線は
、ＵＥと、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上で該ＵＥにサービス提供するよう
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に指定されたｅＮＢであるサービングＢＳとの間の所望の送信を示す。両方向に矢印が付
いた破線は、ＵＥとＢＳとの間の潜在的に干渉する送信を示す。
【００３３】
　[0051]図２は、図１における複数の基地局／ｅＮＢのうちの１つおよび複数のＵＥのう
ちの１つであり得る、ＢＳ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロック図を図示する。ＢＳ
１１０は、Ｔ個のアンテナ２３４ａ～２３４ｔを装備し得、ＵＥ１２０は、Ｒ個のアンテ
ナ２５２ａ～２５２ｒを装備し得、ここで、一般に、Ｔ≧１およびＲ≧１である。
【００３４】
　[0052]基地局１１０では、送信プロセッサ２２０が、１つまたは複数のＵＥのためにデ
ータソース２１２からデータを受信し、ＵＥから受信されたＣＱＩに基づいて、ＵＥごと
の１つまたは複数の変調およびコーディングスキーム（ＭＣＳ）を選択し、ＵＥごとのデ
ータを、該ＵＥのために選択されたＭＣＳ（複数を含む）に基づいて処理（たとえば、符
号化および変調）し、すべてのＵＥのためのデータシンボルを提供し得る。送信プロセッ
サ２２０はまた、（たとえば、ＳＲＰＩ等についての）システム情報および制御情報（た
とえば、ＣＱＩリクエスト、許可、上位レイヤシグナリング等）を処理し、オーバヘッド
シンボルおよび制御シンボルを提供し得る。プロセッサ２２０はまた、基準信号（たとえ
ばＣＲＳ）および同期信号（たとえば、ＰＳＳおよびＳＳＳ）のための基準シンボルを生
成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ２３０は、適用可能な場合
、データシンボル、制御シンボル、オーバヘッドシンボル、および／または基準シンボル
に対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行し得、Ｔ個の変調器（ＭＯＤ）
２３２ａ～２３２ｔにＴ個の出力シンボルストリームを提供し得る。各変調器２３２は、
（たとえば、ＯＦＤＭ等のために）それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力
サンプルストリームを取得し得る。各変調器２３２は、該出力サンプルストリームをさら
に処理（たとえば、アナログへのコンバート、増幅、フィルタリング、およびアップコン
バート）して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器２３２ａ～２３２ｔからのＴ個の
ダウンリンク信号は、それぞれＴ個のアンテナ２３４ａ～２３４ｔを介して送信され得る
。
【００３５】
　[0053]ＵＥ１２０では、アンテナ２５２ａ～２５２ｒは、基地局１１０および／または
他の基地局からダウンリンク信号を受信し得、受信された信号を、それぞれ復調器（ＤＥ
ＭＯＤ）２５４ａ～２５４ｒに提供し得る。各復調器２５４は、その受信された信号を調
整（たとえば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入
力サンプルを取得し得る。各復調器２５４は、（たとえば、ＯＦＤＭ等のために）該入力
サンプルをさらに処理して、受信されたシンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器２５６は
、Ｒ個の復調器２５４ａ～２５４ｒすべてから受信されたシンボルを取得し、適用可能な
場合、該受信されたシンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを提供
し得る。受信プロセッサ２５８は、該検出されたシンボルを処理（たとえば、復調および
復号）し、ＵＥ１２０のための復号されたデータをデータシンク２６０に提供し、復号さ
れた制御情報およびシステム情報をコントローラ／プロセッサ２８０に提供し得る。チャ
ネルプロセッサは、ＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩ等を決定し得る。
【００３６】
　[0054]アップリンク上では、ＵＥ１２０で、送信プロセッサ２６４は、データソース２
６２からのデータ、およびコントローラ／プロセッサ２８０からの（たとえば、ＲＳＲＰ
、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＣＱＩ等を備える報告のための）制御情報を受信および処理し得
る。プロセッサ２６４はまた、１つまたは複数の基準信号のための基準シンボルを生成し
得る。送信プロセッサ２６４からのシンボルは、適用可能な場合、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセ
ッサ２６６によってプリコーディングされ、（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭ、ＯＦＤＭ等のた
めに）変調器２５４ａ～２５４ｒによってさらに処理され、基地局１１０に送信され得る
。基地局１１０で、ＵＥ１２０および他のＵＥからのアップリンク信号が、アンテナ２３
４によって受信され、復調器２３２によって処理され、適用可能な場合、ＭＩＭＯ検出器
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２３６によって検出され、受信プロセッサ２３８によってさらに処理されて、ＵＥ１２０
によって送られた復号されたデータおよび制御情報を取得し得る。プロセッサ２３８は、
該復号されたデータをデータシンク２３９に、該復号された制御情報をコントローラ／プ
ロセッサ２４０に提供し得る。ＢＳ１１０は、通信ユニット２４４を含み、通信ユニット
２４４を介してネットワークコントローラ１３０に通信し得る。ネットワークコントロー
ラ１３０は、通信ユニット２９４、コントローラ／プロセッサ２９０、およびメモリ２９
２を含み得る。
【００３７】
　[0055]コントローラ／プロセッサ２４０および２８０は、ＵＥ（たとえば、ｅＭＴＣ　
ＵＥ、またはＮＢ－ＩｏＴデバイス）と基地局（たとえば、ｅノードＢ、ＴＲＰ、ＡＰ、
ＮＢ、５Ｇ　ＮＢ、ＮＲ　ＢＳ、ｇＮＢ等）との間の通信に使用すべきｅＭＴＣのための
ＨＡＲＱ　ＩＤ決定についてのＨＡＲＱタイミングに関する本明細書で提示されている技
法を実行するための、基地局１１０およびＵＥ１２０それぞれにおけるオペレーションを
指示し（direct）得る。たとえば、基地局１１０におけるプロセッサ２４０および／また
は他のプロセッサとモジュール、ならびにＵＥ１２０におけるプロセッサ２８０および／
または他のプロセッサとモジュールは、基地局１１０およびＵＥ１２０それぞれのオペレ
ーションを実行または指示し得る。たとえば、ＵＥ１２０におけるコントローラ／プロセ
ッサ２８０および／または他のコントローラ／プロセッサとモジュール、ならびに／ある
いはＢＳ１１０におけるコントローラ／プロセッサ２４０および／または他のコントロー
ラ／プロセッサとモジュールは、図１１および図１４それぞれで図示されるオペレーショ
ン１１００および１４００を実行または指示し得る。メモリ２４２および２８２は、それ
ぞれ基地局１１０およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る
。スケジューラ２４６は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上でのデータ送信の
ためにＵＥをスケジューリングし得る。
【００３８】
　[0056]いくつかの例では、エアインターフェースへのアクセスがスケジューリングされ
得、ここにおいて、スケジューリングエンティティ（たとえば基地局）は、そのサービス
エリアまたはセル内のいくつかの、またはすべてのデバイスおよび機器全体にわたって（
among）通信のためのリソースを割り振る。本開示内では、さらに以下で説明されるよう
に、スケジューリングエンティティは、１つまたは複数の下位（subordinate）エンティ
ティのためにリソースをスケジューリング、割り当て、再構成、および解放することを担
い得る。すなわち、スケジューリングされた通信のために、下位エンティティは、スケジ
ューリングエンティティによって割り振られたリソースを利用する。
【００３９】
　[0057]基地局は、スケジューリングエンティティとして機能し得る唯一のエンティティ
（the only entities）ではない。すなわち、いくつかの例では、ＵＥがスケジューリン
グエンティティとして機能し得、１つまたは複数の下位エンティティ（たとえば、１つま
たは複数の他のＵＥ）のためにリソースをスケジューリングする。この例では、ＵＥは、
スケジューリングエンティティとして機能しており、他のＵＥは、ワイヤレス通信のため
に該ＵＥによってスケジューリングされたリソースを利用する。ＵＥは、ピアツーピア（
Ｐ２Ｐ）ネットワークにおいて、および／またはメッシュネットワークにおいてスケジュ
ーリングエンティティとして機能し得る。メッシュネットワークの例では、ＵＥは、オプ
ションで、スケジューリングエンティティと通信することに加えて、互いに直接通信し得
る。
【００４０】
　[0058]したがって、時間－周波数リソースへのスケジューリングされたアクセスを用い
る、ならびにセルラ構成、Ｐ２Ｐ構成、およびメッシュ構成を有するワイヤレス通信ネッ
トワークでは、スケジューリングエンティティおよび１つまたは複数の下位エンティティ
は、スケジューリングされたリソースを利用して通信し得る。
【００４１】
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　[0059]図３は、ワイヤレス通信システム（たとえばＬＴＥ）におけるＦＤＤのための実
例的なフレーム構造３００を図示する。ダウンリンクおよびアップリンクの各々について
の送信タイムラインは、無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定の
持続時間（たとえば１０ミリ秒（ｍｓ））を有し得、０～９のインデックスをもつ１０個
のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは、２つのスロットを含み得る。したが
って、各無線フレームは、０～１９のインデックスをもつ２０個のスロットを含み得る。
各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、（図３で図示されているような）通常の
サイクリックプレフィクスについて７つのシンボル期間、または拡張されたサイクリック
プレフィクスについて６つのシンボル期間、を含み得る。各サブフレームにおける２Ｌ個
のシンボル期間は、０～２Ｌ－１のインデックスを割り当てられ得る。
【００４２】
　[0060]ある特定のワイヤレス通信システム（たとえばＬＴＥ）では、ＢＳは、ＢＳによ
ってサポートされるセルごとのシステム帯域幅の中心においてダウンリンク上でプライマ
リ同期信号（ＰＳＳ）およびセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を送信しうる。ＰＳＳおよび
ＳＳＳは、図３で図示されているように、通常の（normal）サイクリックプレフィクスを
もつ各無線フレームのサブフレーム０および５におけるシンボル期間６および５において
、それぞれ送信され得る。ＰＳＳおよびＳＳＳは、セル探索および捕捉（acquisition）
のためにＵＥによって使用され得る。ＢＳは、ｅＮＢによってサポートされるセルごとの
システム帯域幅全体にわたってセル固有基準信号（ＣＲＳ）を送信し得る。ＣＲＳは、各
サブフレームのある特定の（certain）シンボル期間において送信され得、チャネル推定
、チャネル品質測定、および／または他の機能を実行するためにＵＥによって使用され得
る。ＢＳはまた、ある特定の無線フレームのスロット１におけるシンボル期間０～３にお
いて物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）を送信し得る。ＰＢＣＨは、いくらかの
システム情報を搬送し得る。ＢＳは、ある特定のサブフレームにおいて物理ダウンリンク
共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上でシステム情報ブロック（ＳＩＢ）のような他のシステム
情報を送信し得る。ＢＳは、サブフレームの最初のＢ個のシンボル期間において物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で制御情報／データを送信し得、ここで、Ｂは、
サブフレームごとに設定可能（configurable）であり得る。ＢＳは、各サブフレームの残
りのシンボル期間においてＰＤＳＣＨ上でトラフィックデータおよび／または他のデータ
を送信し得る。
【００４３】
　[0061]（たとえば、ＮＲまたは５Ｇのシステムのような）ある特定のシステムでは、Ｂ
Ｓは、サブフレームの、これらのロケーションにおいてまたは異なるロケーションにおい
て、これらのまたは他の信号を送信し得る。
【００４４】
　[0062]図４は、通常のサイクリックプレフィクスをもつ２つの例示的なサブフレームフ
ォーマット４１０および４２０を図示する。利用可能な時間周波数リソースが、複数のリ
ソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、１つのスロットにおいて１２個
のサブキャリアをカバーし得、いくつかの（a number of）リソース要素を含み得る。各
リソース要素は、１つのシンボル期間において１つのサブキャリアをカバーし得、１つの
変調シンボルを送るために使用され得、それは、実数値または複素数値であり得る。
【００４５】
　[0063]サブフレームフォーマット４１０は、２つのアンテナのために使用され得る。Ｃ
ＲＳは、シンボル期間０、４、７、および１１においてアンテナ０および１から送信され
得る。基準信号は、送信機および受信機によってアプリオリに知られている（that is kn
own a priori）信号であり、パイロットとも称され得る。ＣＲＳは、たとえば、セルアイ
デンティティ（ＩＤ）に基づいて生成された、セルに固有の（that is specific for a c
ell）基準信号である。図４では、ラベルＲａをもつ所与のリソース要素について、その
リソース要素上でアンテナａから、変調シンボルが送信され得、そのリソース要素上で他
のアンテナからは、どの変調シンボルも送信されないことがある。サブフレームフォーマ
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ット４２０は、４つのアンテナを用いて使用され得る。ＣＲＳは、シンボル期間０、４、
７、および１１においてアンテナ０および１から、ならびにシンボル期間１および８にお
いてアンテナ２および３から送信され得る。サブフレームフォーマット４１０と４２０と
の両方について、ＣＲＳは、均等に間隔が空けられたサブキャリア上で送信され得、それ
は、セルＩＤに基づいて決定され得る。複数のＣＲＳは、それらのセルＩＤに応じて、同
じまたは異なるサブキャリア上で送信され得る。サブフレームフォーマット４１０と４２
０との両方について、ＣＲＳのために使用されないリソース要素は、データ（たとえば、
トラフィックデータ、制御データ、および／または他のデータ）を送信するために使用さ
れ得る。
【００４６】
　[0064]ＬＴＥにおけるＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、およびＰＢＣＨは、「Evolved Univer
sal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical Channels and Modulation」と題する
３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１において説明されており、これは公に利用可能である。
【００４７】
　[0065]インターレース構造が、ＬＴＥにおけるＦＤＤのためのダウンリンクおよびアッ
プリンクの各々について使用され得る。たとえば、０～Ｑ－１のインデックスをもつＱ個
のインターレースが定義され得、ここで、Ｑは、４、６、８、１０、または何らかの他の
値に等しいことがある。各インターレースは、Ｑ個のフレーム分間隔を置かれているサブ
フレームを含み得る。特に、インターレースｑは、サブフレームｑ、ｑ＋Ｑ、ｑ＋２Ｑ等
を含み得、ここで、ｑ∈｛０，．．．，Ｑ－１｝である。
【００４８】
　[0066]ワイヤレスネットワークは、ダウンリンクおよびアップリンク上のデータ送信の
ためにハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）をサポートし得る。ＨＡＲＱでは、送信機
（たとえばｅＮＢ）は、パケットが受信機（たとえばＵＥ）によって正しく復号されるか
、または何らかの他の終了コンディション（some other termination condition）が発生
するまで、該パケットの１つまたは複数の送信を送り得る。同期ＨＡＲＱでは、パケット
のすべての送信が、単一のインターレースのサブフレームにおいて送られ得る。非同期Ｈ
ＡＲＱでは、パケットの各送信は、いずれのサブフレームにおいても送られ得る。
【００４９】
　[0067]ＵＥは、複数のＢＳのカバレッジ内に位置し得る。これらのＢＳのうちの１つが
、該ＵＥにサービス提供するために選択され得る。サービングＢＳは、受信信号強度、受
信信号品質、経路損失等のような様々な基準に基づいて選択され得る。受信信号品質は、
信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）、または基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）、または何
らかの他のメトリックによって数値化され（quantified）得る。ＵＥは、１つまたは複数
の干渉するＢＳからの高い干渉を該ＵＥが観測し得る支配的な干渉シナリオ（dominant i
nterference scenario）でオペレートし得る。
【００５０】
例となるｅＭＴＣ
　[0068]（たとえば、レガシ「非ＭＴＣ」デバイスのための）昔ながらの（traditional
）ＬＴＥ設計の焦点は、スペクトル効率の向上、ユビキタスカバレッジ、および強化され
たサービス品質（ＱｏＳ）サポートにある。現在のＬＴＥシステムダウンリンク（ＤＬ）
およびアップリンク（ＵＬ）リンクバジェットは、比較的大きいＤＬおよびＵＬリンクバ
ジェットをサポートし得る、最先端のスマートフォンおよびタブレットのようなハイエン
ドデバイスのカバレッジのために設計されている。
【００５１】
　[0069]しかしながら、低コスト低レートデバイスも同様にサポートされる必要がある。
たとえば、ある特定の規格（たとえばＬＴＥリリース１２）は、一般に低コスト設計また
は機械タイプ通信を対象とする（targeting）新たなタイプのＵＥ（カテゴリ０ＵＥと称
される）を導入している。機械タイプ通信（ＭＴＣ）では、限られた量の情報のみが交換
される必要があり得るので、様々な要件が緩和され得る。たとえば、最大帯域幅が（レガ
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シＵＥと比べて）低減され得、単一の受信無線周波数（ＲＦ）チェーンが使用され得、ピ
ークレートが低減され得（たとえば、トランスポートブロックサイズについて最大１００
０ビット）、送信電力が低減され得、ランク１送信が使用され得、および半二重オペレー
ションが実行され得る。
【００５２】
　[0070]いくつかのケースでは、半二重オペレーションが実行される場合、ＭＴＣ　ＵＥ
は、送信から受信へ（または受信から送信へ）遷移するために、緩和された切替え時間を
有し得る。たとえば、切替え時間は、通常のＵＥについての２０μｓから、ＭＴＣ　ＵＥ
については１ｍｓに緩和され得る。リリース１２のＭＴＣ　ＵＥは、依然として、通常の
ＵＥと同じ方法で、比較的狭帯域を占有するが、サブフレーム長に広がる（spanning）狭
帯域制御チャネル（たとえば、エンハンスドＰＤＣＣＨまたはｅＰＤＣＣＨ）と同様に、
ダウンリンク（ＤＬ）制御チャネルをモニタリングし得、たとえば、最初の数個のシンボ
ルにおける広帯域制御チャネル（たとえばＰＤＣＣＨ）をモニタリングする。
【００５３】
　[0071]ある特定の規格（たとえばＬＴＥリリース１３）は、本明細書では強化型ＭＴＣ
（即ち、ｅＭＴＣ）と称される、様々な追加のＭＴＣ拡張のためのサポートを導入し得る
。たとえば、ｅＭＴＣは、ＭＴＣ　ＵＥに最大１５ｄＢのカバレッジ拡張を提供し得る。
【００５４】
　[0072]図５のサブフレーム構造５００で例示されているように、ｅＭＴＣ　ＵＥは、よ
り広い（wider）システム帯域幅（たとえば、１．４／３／５／１０／１５／２０ＭＨｚ
）でオペレートしながら、狭帯域オペレーションをサポートすることができる。図５で例
示されている例では、従来のレガシ制御領域５１０が、最初の数個のシンボルのシステム
帯域幅に広がり得る、一方で、（データ領域５２０の幅の狭まった（narrow）部分に広が
る）システム帯域幅の狭帯域領域５３０が、ＭＴＣ物理ダウンリンク制御チャネル（本明
細書ではＭ－ＰＤＣＣＨと称される）のために、およびＭＴＣ物理ダウンリンク共有チャ
ネル（本明細書ではＭ－ＰＤＳＣＨと称される）のためにリザーブされ得る。いくつかの
ケースでは、狭帯域領域をモニタリングするＭＴＣ　ＵＥは、１．４ＭＨｚまたは６個の
リソースブロック（ＲＢ）でオペレートし得る。
【００５５】
　[0073]しかしながら、上述されたように、ｅＭＴＣ　ＵＥは、６個のＲＢよりも大きい
帯域幅を有するセルにおいてオペレートできることがある。このより大きい帯域幅内で、
各ｅＭＴＣ　ＵＥは、依然として、６個の物理リソースブロック（ＰＲＢ）の制約に従い
ながらオペレート（たとえば、モニタリング／受信／送信）し得る。いくつかのケースで
は、異なるｅＭＴＣ　ＵＥは、（たとえば、各々が６個のＰＲＢブロックに及ぶ）異なる
狭帯域領域によってサービス提供され得る。システム帯域幅が１．４ＭＨｚから２０ＭＨ
ｚに、または６個のＲＢから１００個のＲＢに広がり得るので、複数の（multiple）狭帯
域領域が、より大きい帯域幅内に存在し得る。ｅＭＴＣ　ＵＥはまた、干渉を低減するた
めに、複数の狭帯域領域の間で（between multiple narrowband regions）切り替え、ま
たはホッピングし得る。
【００５６】
例となる狭帯域ＩＯＴ（Internet-of-Things）（ＮＢ－ＩｏＴ）
　[0074]ＩｏＴ（Internet-of-Things）は、物理的なオブジェクト、デバイス、または「
モノ」のネットワークを指し得る。ＩｏＴデバイスは、たとえば、電子機器、ソフトウェ
ア、またはセンサで（with）埋め込まれ得、ネットワーク接続（network connectivity）
を有し得、それらは、これらのデバイスがデータを収集および交換することを可能にする
。ＩｏＴデバイスは、既存のネットワークインフラを超えて（across）遠隔から感知およ
び制御され得、物理的な世界とコンピュータベースのシステムとの間のより直接的な統合
の機会を作り出し、結果として、向上した効率、正確性、および経済的な利益をもたらす
。センサおよびアクチュエータで補強されたＩｏＴデバイスを含むシステムは、サイバー
フィジカルシステムと称され得る。サイバーフィジカルシステムは、スマートグリッド、
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スマートホーム、高度道路交通（intelligent transportation）、および／またはスマー
トシティのような技術を含み得る。各「モノ」（たとえばＩｏＴデバイス）は、その埋め
込まれたコンピューティングシステム（its embedded computing system）を通じて一意
に識別可能であり得、インターネットインフラのような既存のインフラ内で相互動作でき
得る。
【００５７】
　[0075]狭帯域ＩｏＴ（ＮＢ－ＩｏＴ）は、ＩｏＴのために特別に設計された狭帯域無線
技術を指し得る。ＮＢ－ＩｏＴは、屋内カバレッジ、低コスト、長いバッテリ寿命、およ
び多数の（large number of）デバイスに焦点を当て得る。ＵＥの複雑性を低減するため
に、ＮＢ－ＩｏＴは、１つの物理リソースブロック（ＰＲＢ）（たとえば、１８０ｋＨｚ
＋２０ｋＨｚガード帯域）を利用する狭帯域展開を可能にし得る。ＮＢ－ＩｏＴ展開は、
低減されたフラグメント化、ならびに、たとえばＮＢ－ＬＴＥおよび／または強化型／発
展型機械タイプ通信（ｅＭＴＣ）との相互互換性（cross compatibility）を可能にする
ために、ある特定のシステム（たとえばＬＴＥ）およびハードウェアのより上位レイヤの
コンポーネントを利用し得る。
【００５８】
　[0076]図６は、本開示のある特定の態様にしたがった、ＮＢ－ＩｏＴの例となる展開６
００を例示する。３つのＮＢ－ＩｏＴ展開構成は、帯域内、ガード帯域、およびスタンド
アローンを含む。帯域内展開構成では、ＮＢ－ＩｏＴは、同じ周波数帯域において展開さ
れたレガシシステム（たとえば、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、および／またはＬＴＥシステム（
複数を含む））と共存し得る。たとえば、広帯域ＬＴＥチャネルは、１．４ＭＨｚと２０
ＭＨｚとの間の様々な帯域幅において展開され得る。図６で図示されているように、その
帯域幅内の専用のリソースブロック（ＲＢ）６０２が、ＮＢ－ＩｏＴによる使用のために
利用可能であり得る、および／またはＲＢ１２０４が、ＮＢ－ＩｏＴのために動的に割り
振られ（allocated）得る。図６で図示されているように、帯域内展開では、広帯域チャ
ネル（たとえばＬＴＥ）の１つのＲＢ、または２００ｋＨｚが、ＮＢ－ＩｏＴに使用され
得る。
【００５９】
　[0077]ある特定のシステム（たとえばＬＴＥ）は、隣接するキャリア間の干渉を防ぐた
めに（guard against）キャリア間の無線スペクトルの使用されない部分を含み得る。い
くつかの展開では、ＮＢ－ＩｏＴは、広帯域チャネルのガード帯域６０６において展開さ
れ得る。
【００６０】
　[0078]他の展開では、ＮＢ－ＩｏＴは、スタンドアローンに（図示せず）展開され得る
。スタンドアローン展開では、１つの２００ＭＨｚキャリアがＮＢ－ＩｏＴトラフィック
を搬送するために利用され得、ＧＳＭスペクトルが再使用され得る。
【００６１】
　[0079]ＮＢ－ＩｏＴの展開は、周波数およびタイミング同期のためのＰＳＳ、およびシ
ステム情報を伝達するためのＳＳＳ、のような同期信号を含み得る。ＮＢ－ＩｏＴオペレ
ーションでは、ＰＳＳ／ＳＳＳタイミング境界は、レガシシステム（たとえばＬＴＥ）に
おける既存のＰＳＳ／ＳＳＳフレーム境界と比較すると、たとえば１０ｍｓから４０ｍｓ
までに、拡張され得る。タイミング境界に基づいて、ＵＥは、無線フレームのサブフレー
ム０において送信され得る、ＰＢＣＨ送信を受信できる。
【００６２】
例となるＮＲ／５Ｇ　ＲＡＮアーキテクチャ
　[0080]ｎｅｗ　ｒａｄｉｏ（ＮＲ）は、新たなエアインターフェース（たとえば、直交
周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）ベースのエアインターフェース以外）、または固定の
トランスポートレイヤ（たとえば、インターネットプロトコル（ＩＰ）以外）にしたがっ
てオペレートするように構成された無線（radios）を指し得る。ＮＲは、アップリンクお
よびダウンリンク上でのＣＰを用いるＯＦＤＭを利用し得、ＴＤＤを使用する半二重オペ
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レーションに対する（for）サポートを含み得る。ＮＲは、広帯域幅（たとえば８０ＭＨ
ｚ超（beyond））を対象とする拡張型モバイルブロードバンド（ｅＭＢＢ）サービス、高
キャリア周波数（たとえば６０ＧＨｚ）を対象とするミリ波（ｍｍＷ）、非後方互換性の
ＭＴＣ技法を対象とするマッシブ（massive）ＭＴＣ（ｍＭＴＣ）、および／または超信
頼低遅延通信（ＵＲＬＬＣ：ultra reliable low latency communication）サービスを対
象とするミッションクリティカルを含み得る。
【００６３】
　[0081]１００ＭＨＺの単一のコンポーネントキャリア帯域幅がサポートされ得る。ＮＲ
リソースブロックは、０．１ｍｓ持続期間にわたって７５ｋＨｚのサブキャリア帯域幅で
１２個のサブキャリアに広がり得る。各無線フレームは、１０ｍｓの長さで５０個のサブ
フレームから成り得る。その結果として、各サブフレームは、０．２ｍｓの長さを有する
。各サブフレームは、データ送信のためのリンク方向（すなわち、ＤＬまたはＵＬ）を示
し得、サブフレームごとの（for each subframe）リンク方向は、動的に切り替えられ得
る。各サブフレームは、ＤＬ／ＵＬデータ、そして（as well as）ＤＬ／ＵＬ制御データ
を含み得る。ＮＲのためのＵＬおよびＤＬサブフレームは、図９および図１０に関して以
下でより詳細に説明され得る。
【００６４】
　[0082]ビームフォーミングがサポートされ得、ビーム方向が動的に構成され得る。プレ
コーディングを用いる（with）ＭＩＭＯ送信もまたサポートされ得る。ＤＬにおけるＭＩ
ＭＯ構成は、最大８つのストリームおよびＵＥごとに最大２つのストリームのマルチレイ
ヤＤＬ送信を用いる最大８つの送信アンテナをサポートし得る。ＵＥごとに（per UE）最
大２つのストリームを用いるマルチレイヤ送信がサポートされ得る。複数のセルのアグリ
ゲーションが、最大８つのサービングセルを用いてサポートされ得る。代わりとして、Ｎ
Ｒは、ＯＦＤＭベースのインターフェース以外の異なるエアインターフェースをサポート
し得る。ＮＲネットワークは、中央ユニットまたは分散ユニットのようなエンティティを
含み得る
　[0083]ＲＡＮは、中央ユニット（ＣＵ）および分散ユニット（ＤＵ）を含み得る。ＮＲ
　ＢＳ（たとえば、ｇＮＢ、５ＧノードＢ、ノードＢ、送信受信点（ＴＲＰ）、アクセス
ポイント（ＡＰ））は、１つまたは複数の（one or multiple）ＢＳに対応し得る。ＮＲ
セルは、アクセスセル（ＡＣｅｌｌ）またはデータオンリセル（ＤＣｅｌｌ）として構成
され得る。たとえば、ＲＡＮ（たとえば、中央ユニットまたは分散ユニット）は、セルを
構成し得る。ＤＣｅｌｌは、キャリアグリゲーションまたは二重接続のために使用される
セルであり得るが、初期アクセス、セル選択／再選択、またはハンドオーバには使用され
ない。いくつかのケースでは、ＤＣｅｌｌは、同期信号を送信しないことがある－いくつ
かのケースではＤＣｅｌｌがＳＳを送信し得る。ＮＲ　ＢＳは、セルタイプを示すダウン
リンク信号をＵＥに送信し得る。セルタイプインジケーションに基づいて、ＵＥは、ＮＲ
　ＢＳと通信し得る。たとえば、ＵＥは、示されたセルタイプに基づいて、セル選択、ア
クセス、ハンドオーバ、および／または測定のために考慮すべきＮＲ　ＢＳを決定し得る
。
【００６５】
　[0084]図７は、本開示の態様したがった、分散ＲＡＮ７００の例となる論理アーキテク
チャを例示する。５Ｇアクセスノード７０６は、アクセスノードコントローラ（ＡＮＣ）
７０２を含み得る。ＡＮＣは、分散ＲＡＮ７００の中央ユニット（ＣＵ）であり得る。次
世代コアネットワーク（ＮＧ－ＣＮ）７０４へのバックホールインターフェースは、ＡＮ
Ｃで終端し得る。近隣の次世代アクセスノード（ＮＧ－ＡＮ）へのバックホールインター
フェースは、ＡＮＣで終端し得る。ＡＮＣは、１つまたは複数のＴＲＰ７０８（ＢＳ、Ｎ
Ｒ　ＢＳ、ノードＢ、５Ｇ　ＮＢ、ＡＰ、または何らかの他の用語でも称され得る）を含
み得る。上で説明されたように、ＴＲＰは、「セル」と交換可能に使用され得る。
【００６６】
　[0085]ＴＲＰ７０８は、分散ユニット（ＤＵ）であり得る。ＴＲＰは、１つのＡＮＣ（



(22) JP 2019-504578 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

ＡＮＣ７０２）または１つよりも多いＡＮＣ（例示せず）に接続され得る。たとえば、Ｒ
ＡＮ共有、ＲａａＳ（radio as a service）、およびサービス固有ＡＮＤ展開（service 
specific AND deployments）のために、ＴＲＰは、１つよりも多いＡＮＣに接続され得る
。ＴＲＰは、１つまたは複数のアンテナポートを含み得る。ＴＲＰは、個別に（たとえば
動的選択）またはジョイントで（たとえばジョイント送信）、ＵＥにトラフィックをサー
ビス提供するように構成され得る。
【００６７】
　[0086]ローカルアーキテクチャ７００は、フロントホール定義（fronthaul definition
）を例示するために使用され得る。異なる展開タイプの全域で（across）フロントホール
ソリューションをサポートするアーキテクチャが定義され得る。たとえば、アーキテクチ
ャは、送信ネットワーク能力（たとえば、帯域幅、レイテンシ、および／またはジッタ）
に基づき得る。
【００６８】
　[0087]アーキテクチャは、ＬＴＥと特徴および／またはコンポーネントを共有し得る。
諸態様にしたがうと、次世代ＡＮ（ＮＧ－ＡＮ）７１０は、ＮＲを用いる二重接続をサポ
ートし得る。ＮＧ－ＡＮは、ＬＴＥおよびＮＲについて共通のフロントホールを共有し得
る。
【００６９】
　[0088]アーキテクチャは、ＴＲＰ７０８の相互間、および複数のＴＲＰ７０８の間中で
（between and among TRPs 708 between and among TRPs 708）の協働を可能にし得る。
たとえば、協働は、ＡＮＣ７０２を介したＴＲＰ全域におよび／または１つのＴＲＰ内に
存在し（preset）得る。諸態様にしたがうと、ＴＲＰ間干渉は、全く必要とされない／存
在しないことがある。
【００７０】
　[0089]諸態様にしたがうと、分けられた論理機能（split logical functions）の動的
構成が、アーキテクチャ７００内に存在し得る。ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣプロトコルが
、ＡＮＣまたはＴＲＰに適応可能に委ねられ（placed）得る。
【００７１】
　[0090]ある特定の態様にしたがうと、ＢＳは、１つの中央ユニット（ＣＵ）（たとえば
ＡＮＣ７０２）、および／または１つまたは複数の分散ユニット（たとえば、１つまたは
複数のＴＲＰ７０８）を含み得る。
【００７２】
　[0091]図８は、本開示の態様したがった、分散型ＲＡＮ８００の例となる物理アーキテ
クチャを例示する。集中型コアネットワークユニット（Ｃ－ＣＵ）８０２は、コアネット
ワーク機能のホストとして働き得る（may host）。Ｃ－ＣＵは、中央に（centrally）展
開され得る。Ｃ－ＣＵの機能性は、ピーク容量をハンドリングするために、（たとえば、
アドバンスドワイヤレスサービス（ＡＷＳ）に）オフロードされ得る。
【００７３】
　[0092]集中型ＲＡＮユニット（Ｃ－ＲＵ）８０４は、１つまたは複数のＡＮＣ機能のホ
ストとして働き得る。オプションで、Ｃ－ＲＵは、ローカルにコアネットワーク機能のホ
ストとして働き得る。Ｃ－ＲＵは、分散型展開を有し得る。Ｃ－ＲＵは、ネットワークエ
ッジにより近くあり得る。
【００７４】
　[0093]分散ユニット（ＤＵ）７０６は、１つまたは複数のＴＲＰのホストとして働き得
る。ＤＵは、無線周波数（ＲＦ）機能性をもつネットワークのエッジに位置し得る。
【００７５】
　[0094]図９は、ＤＬ中心サブフレームの例を図示する図９００である。ＤＬ中心サブフ
レームは、制御部分９０２を含み得る。制御部分９０２は、ＤＬ中心サブフレームの初期
即ち初めの部分に存在し得る。制御部分９０２は、ＤＬ中心サブフレームの様々な部分に
対応する様々なスケジューリング情報および／または制御情報を含み得る。いくつかの構
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成では、制御部分９０２は、図９で示されているように、物理ＤＬ制御チャネル（ＰＤＣ
ＣＨ）であり得る。ＤＬ中心サブフレームはまた、ＤＬデータ部分９０４も含み得る。Ｄ
Ｌデータ部分９０４は時に（sometimes）、ＤＬ中心サブフレームのペイロードと称され
得る。ＤＬデータ部分９０４は、スケジューリングエンティティ（たとえば、ＵＥまたは
ＢＳ）から下位エンティティ（たとえばＵＥ）にＤＬデータを通信するために利用される
通信リソースを含み得る。いくつかの構成では、ＤＬデータ部分９０４は、物理ＤＬ共有
チャネル（ＰＤＳＣＨ）であり得る。
【００７６】
　[0095]ＤＬ中心サブフレームはまた、共通ＵＬ部分９０６も含み得る。共通ＵＬ部分９
０６は時に、ＵＬバースト、共通ＵＬバースト、および／または様々な他の適した用語で
称され得る。共通ＵＬ部分９０６は、ＤＬ中心サブフレームの様々な他の部分に対応する
フィードバック情報を含み得る。たとえば、共通ＵＬ部分９０６は、制御部分９０２に対
応するフィードバック情報を含み得る。フィードバック情報の非限定的な例は、ＡＣＫ信
号、ＮＡＣＫ信号、ＨＡＲＱインジケータ、および／または様々な他の適したタイプの情
報を含み得る。共通ＵＬ部分９０６は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）プロシー
ジャに関する情報、スケジューリングリクエスト（ＳＲ）に関する情報、および様々な他
の適したタイプの情報のような、追加の、または代わりの情報を含み得る。図９で例示さ
れているように、ＤＬデータ部分９０４の終わりは、共通ＵＬ部分９０６の初めから時間
的に（in time）隔てられ得る。この時間の隔たりは時に、ギャップ、ガード期間、ガー
ドインターバル、および／または様々な他の適した用語で称され得る。この隔たりは、Ｄ
Ｌ通信（たとえば、下位エンティティ（たとえばＵＥ）による受信オペレーション）から
ＵＬ通信（たとえば、下位エンティティ（たとえばＵＥ）による送信）へのスイッチオー
バのための時間を提供する。当業者であれば、前述が、単にＤＬ中心サブフレームの一例
に過ぎず、同様の特徴を有する代わりの構造が、必ずしも本明細書で説明されている態様
から逸脱することなく存在し得ることを理解するだろう。
【００７７】
　[0096]図１０は、ＵＬ中心サブフレームの例を図示する図１０００である。ＵＬ中心サ
ブフレームは、制御部分１００２を含み得る。制御部分１００２は、ＵＬ中心サブフレー
ムの初期即ち（or）初めの部分に存在し得る。図１０における制御部分１００２は、図９
を参照して上で説明された制御部分１００２と同様であり得る。ＵＬ中心サブフレームは
また、ＵＬデータ部分１００４も含み得る。ＵＬデータ部分１００４は時に、ＵＬ中心サ
ブフレームのペイロードと称され得る。ＵＬ部分は、下位エンティティ（たとえばＵＥ）
からスケジューリングエンティティ（たとえば、ＵＥまたはＢＳ）にＵＬデータを通信す
るために利用される通信リソースを指し得る。いくつかの構成では、制御部分１００２は
、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）であり得る。いくつかの構成では、デー
タ部分は、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）であり得る。
【００７８】
　[0097]図１０で例示されているように、制御部分１００２の終わりは、ＵＬデータ部分
１００４の初めから時間的に隔てられ得る。この時間の隔たりは時に、ギャップ、ガード
期間、ガードインターバル、および／または様々な他の適した用語で称され得る。この隔
たりは、ＤＬ通信（たとえば、スケジューリングエンティティによる受信オペレーション
）からＵＬ通信（たとえば、スケジューリングエンティティによる送信）へのスイッチオ
ーバのための時間を提供する。ＵＬ中心サブフレームはまた、共通ＵＬ部分１００６も含
み得る。図１０における共通ＵＬ部分１００６は、図１０を参照して上で説明された共通
ＵＬ部分１００６と同様であり得る。共通ＵＬ部分１００６は、チャネル品質インジケー
タ（ＣＱＩ）、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）、および様々な他の適したタイプの情
報、に関する追加の、または代わりの情報を含み得る。当業者であれば、前述が、単にＵ
Ｌ中心サブフレームの一例に過ぎず、同様の特徴を有する代わりの構造が、必ずしも本明
細書で説明されている態様から逸脱することなく存在し得ることを理解するだろう。
【００７９】
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　[0098]いくつかの状況では、２つ以上の下位エンティティ（たとえばＵＥ）が、サイド
リンク信号を使用して互いに通信し得る。そのようなサイドリンク通信の実世界での適用
は、公共の安全性、近接サービス、ＵＥ～ネットワーク中継、ビークルツービークル（Ｖ
２Ｖ）通信、ＩｏＥ（Internet of Everything）通信、ＩｏＴ通信、ミッションクリティ
カルメッシュ、および／または様々な他の適したアプリケーションを含み得る。一般に、
サイドリンク信号は、スケジューリングエンティティ（たとえば、ＵＥまたはＢＳ）がス
ケジューリングおよび／または制御の目的で利用され得るとしても、該スケジューリング
エンティティを通じて該通信を中継することなく、１つの下位エンティティ（たとえばＵ
Ｅ１）から別の下位エンティティ（たとえばＵＥ２）に通信される信号を指し得る。いく
つかの例では、サイドリンク信号は、（通常アンライセンススペクトルを使用するワイヤ
レスローカルエリアネットワークとは違って）ライセンススペクトルを使用して通信され
得る。
【００８０】
　[0099]ＵＥは、専用のリソースのセットを使用してパイロットを送信することに関連付
けられた構成（たとえば、無線リソース制御（ＲＲＣ）専用状態等）、または共通のリソ
ースのセットを使用してパイロットを送信することに関連付けられた構成（たとえば、Ｒ
ＲＣ共通状態等）を含む、様々な無線リソース構成でオペレートし得る。ＲＲＣ専用状態
でオペレートするとき、ＵＥは、ネットワークにパイロット信号を送信するために専用の
リソースのセットを選択し得る。ＲＲＣ共通状態でオペレートするとき、ＵＥは、ネット
ワークにパイロット信号を送信するために共通のリソースのセットを選択し得る。どちら
のケースでも、ＵＥによって送信されたパイロット信号は、アクセスノード（ＡＮ）、ま
たは分散ユニット（ＤＵ）、またはそれの複数の部分のような、１つまたは複数のネット
ワークアクセスデバイスによって受信され得る。各受信するネットワークアクセスデバイ
スは、共通のリソースのセット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するよう
に、ならびに該ネットワークアクセスデバイスが該ＵＥについてモニタリングするネット
ワークアクセスデバイスのセットのメンバである、複数のＵＥに割り振られた専用のリソ
ースのセット上で送信されたパイロット信号を受信および測定するようにも構成され得る
。受信しているネットワークアクセスデバイスのうちの１つまたは複数、または（or）受
信しているネットワークアクセスデバイス（複数を含む）がパイロット信号の測定値を送
信する相手である中央ユニット（ＣＵ）は、ＵＥのためのサービングセルを識別するため
に、またはＵＥのうちの１つまたは複数のためのサービングセルの変更を開始する（init
iate）ために測定値を使用し得る。
【００８１】
例となる適応無線リンクモニタリング
　[0100]本明細書で説明されている技法は、適応無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）およ
びアーリーイベントトリガのための、たとえば、機械タイプ通信（ＭＴＣ）、強化型ＭＴ
Ｃ（ｅＭＴＣ）、および／または狭帯域ＩＯＴ（Internet-of-Things）（ＮＢ－ＩｏＴ）
に、限定されないが、適用され得る。
【００８２】
　[0101]上で説明された通り、ある特定のシステムでは、システム帯域幅は、狭帯域サブ
バンドに分割され得る。各狭帯域サブバンドは、六（６）個のリソースブロック（ＲＢ）
であり得る。（たとえば、ＭＴＣ　ＵＥ、ｅＭＴＣ　ＵＥ、またはＩｏＴデバイスであり
得るＵＥ１２０のような）ユーザ機器（ＵＥ）は、各サブフレームを１つの狭帯域におい
て送信および受信し得る。いくつかのケースでは、バンドリング（たとえば反復）がチャ
ネルに使用され得る。本明細書ではカバレッジ拡張（ＣＥ）モードＡと称される、１つの
オペレーションモードでは、全く反復が使用されないか、または少しの反復しか使用され
ないことがある。別のオペレーションモード、ＣＥモードＢ、では、多数の（a large nu
mber of）反復が使用され得る。
【００８３】
　[0102]ＵＥは、ＲＬＭを実行し得る。ＵＥは、ダウンリンク無線リンク品質を検出する
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ために、セル固有基準信号（ＣＲＳ）に基づいて、ダウンリンク品質をモニタリングする
。ＮＢ－ＩｏＴのような、ある特定のシステムでは、ＵＥは、狭帯域基準信号（ＮＲＳ）
に基づいて、ダウンリンク品質をモニタリングする。ＵＥは、ダウンリンク無線リンク品
質を、ＲＬＭしきい値、ＱｏｕｔおよびＱｉｎ、と比較し得る。Ｑｏｕｔは、ダウンリン
ク無線リンクが信頼可能に解放されることができない（cannot be reliably relieved）
しきい値（たとえば、１０％の物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）ブロック誤
り率（ＢＬＥＲ））に対応する。ダウンリンク無線リンク信号品質がＱｏｕｔしきい値未
満に下がる場合、ＵＥは、非同期（ＯＯＳ：out-of-synchronization）状態にあると考え
られ得る。このケースでは、ＵＥは、セル（たとえばプライマリセル（ＰＣｅｌｌ））に
ついての連続（たとえばＮ４１０）ＯＯＳインジケーションを受信すると、タイマ（たと
えばＴ３１０タイマ）をスタートする。Ｑｉｎは、ダウンリンク無線リンクがＱｏｕｔに
おけるよりも多大に信頼可能に（significantly more reliably）受信され得るしきい値
（たとえば、２％のＰＤＣＣＨ　ＢＬＥＲ）に対応する。ダウンリンク無線リンク信号品
質がＱｉｎしきい値を超える場合、ＵＥは、同期状態にあると考えられ得る。このケース
では、ＵＥは、セル（たとえばＰＣｅｌｌ））についての連続（たとえばＮ３１１）同期
状態インジケーションを受信すると、タイマ（たとえばＴ３１０タイマ）をストップする
。
【００８４】
　[0103]ｅＭＴＣでは、ＭＴＣ物理ダウンリンク制御チャネル（Ｍ－ＰＤＣＣＨ）が、狭
帯域制御チャネル内でＭＴＣ　ＵＥにダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）メッセージを送信
するために使用され得る。（たとえば、ＢＳ１１０のような）ＢＳは、（たとえばＭＰＤ
ＣＣＨ構成である）ＭＰＤＣＣＨを受信するための様々なパラメータで（with）ＭＴＣ　
ＵＥを構成し得る。たとえば、ＢＳは、ＭＰＤＣＣＨのために異なるアグリゲーション／
反復レベル、送信モード、および物理リソースブロック（ＰＲＢ）セットを構成し得る。
構成は、ＵＥごとに異なり得る。異なるＭＰＤＣＣＨ構成は、ジオメトリに応じて異なる
ＢＬＥＲパフォーマンスを提供し得る。また、ＢＳによってＴｘＤモード（たとえば、Ｔ
ｘアンテナの数）もまた、ＢＬＥＲパフォーマンスに影響を及ぼし（impact）得る。
【００８５】
　[0104]ある特定のシステムでは、ＱｏｕｔおよびＱｉｎしきい値は、ＱｏｕｔおよびＱ

ｉｎしきい値が、特定の信号信頼性、たとえば２％および１０％のＰＤＣＣＨ　ＢＬＥＲ
、にそれぞれ対応することを確実にするために、いくつかの（certain）アグリゲーショ
ンレベルに対して固定である。ｅＭＴＣでは、（たとえば、ｅＭＴＣカテゴリ１　ＵＥの
ような）いくつかの（certain）ＵＥが、モビリティをサポートし得る。ジオメトリが変
化すると（as）、ＢＳは、ＭＴＣ　ＵＥのためにＭＰＤＣＣＨについて異なるアグリゲー
ション／反復レベルを設定し得る―これは、ＭＰＤＣＣＨ構成のＢＬＥＲパフォーマンス
が、上で説明されたように、ジオメトリに対して変化するためである。
【００８６】
　[0105]ＱｏｕｔおよびＱｉｎしきい値が固定である場合、より下位のカバレッジ領域に
向かって移動するＭＴＣ　ＵＥのためのダウンリンク信号品質は、Ｑｏｕｔ未満に落ち（
drop）得、ＵＥはＯＯＳ状態に入り、このことは、無線リンク障害（ＲＬＦ）に繋がり得
、ＵＥは、システムを再獲得する（reacquire）ためにランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）プロシージャを実行する必要があり得る。このことは、不必要なレイテンシおよび
電力消費に繋がり得るだろう。同様に、ＭＴＣ　ＵＥがより良好なカバレッジ領域に移動
する場合、ＭＴＣ　ＵＥは、たとえば、ＭＰＣＣＨ構成が２％および１０％のＰＤＣＣＨ
　ＢＬＥＲパフォーマンスを提供するカバレッジ領域に該ＵＥが入るまで、入った同期状
態で（in entered a synchronization state）遅延され得るだろう。したがって、各ＭＰ
ＤＣＣＨ構成に関連付けられた異なる対応するＱｏｕｔおよびＱｉｎしきい値が、望まし
いことがある。
【００８７】
　[0106]さらに、ＵＥが、各ＭＰＤＣＣＨ構成について異なるＱｏｕｔおよびＱｉｎしき
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い値を維持する場合でさえ（even if）、しきい値設定を先取り的に（pre-emptively）切
り替えるための基準およびメカニズムが望ましい。たとえば、ＭＴＣ　ＵＥが、たとえば
９％のＭＰＤＣＣＨ　ＢＬＥＲに対応するダウンリンク無線リンク信号品質を測定する場
合、ダウンリンク無線リンク信号品質はすぐに、ＵＥがＭＰＤＣＣＨ構成に何れの変化も
なく、より悪いカバレッジに移動し続けたら、Ｑｏｕｔ（たとえば、１０％のＭＰＤＣＣ
Ｈ　ＢＬＥＲに対応するＱｏｕｔ）未満にすぐに（soon）落ち得る。それが起こる場合、
ＵＥは、ＯＯＳ状態に入り得、ＵＥ送信機は停止し得る（shut down)。また、ＢＳは、Ｍ
ＴＣ　ＵＥの移動／測位の速度／方向に気付かないことがあり得、したがって、カバレッ
ジレベル遷移中、信頼可能なリンク品質をＵＥに提供するためにＭＰＤＣＣＨ構成を自発
的に（autonomously）先取り的に変更できないことがある。
【００８８】
　[0107]諸態様では、これらの考慮事項もまた、ＮＢ－ＩｏＴにおける狭帯域ＰＤＣＣＨ
（たとえばＮＰＤＣＣＨ）に適用され得る。たとえば、狭帯域カテゴリＵＥは、狭帯域基
準信号に基づいて、ダウンリンク品質（たとえば信号対雑音比（ＳＮＲ））をモニタリン
グし、それをしきい値ＱｏｕｔおよびＱｉｎと比較し得る。ＮＢ－ＩｏＴは、接続モード
でモビリティをサポートし、ｅＭＴＣと同様に（as）異なるカバレッジレベルをサポート
し得る。
【００８９】
　[0108]したがって、カバレッジゾーン遷移のために新たな構成／カバレッジレベルを取
得するための適応ＲＬＭしきい値およびアーリーイベントトリガについての技法が望まし
い。これらの技法は、たとえば、適応（たとえば動的）ＲＬＭおよびアーリーイベントト
リガのためのＭＴＣ、ｅＭＴＣ、および／またはＮＢ－ＩｏＴに、限定されないが、適用
され得る。
【００９０】
　[0109]たとえば、態様は、たとえばＵＥ電力消費を増加させることなく、ＵＥモビリテ
ィ中のカバレッジレベル送信中にＵＥに信頼可能な（reliable）リンク品質を提供するた
めに、制御チャネル反復レベル（および対応する制御チャネル構成パラメータ）を先取り
的に変更するように、ＢＳに（たとえば、接続モードで）ＵＥによってシグナリングする
ことを提供する。
【００９１】
　[0110]図１１は、本開示のある特定の態様にしたがった、適応ＲＬＭのための例となる
オペレーション１１００を例示するフロー図である。オペレーション１１００は、たとえ
ば、（ｅ）ＭＴＣ　ＵＥまたはＮＢ－ＩｏＴデバイスのようなＵＥ（たとえばＵＥ１２０
）によって実行され得る。オペレーション１１００は、１１０２で、ダウンリンク制御チ
ャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第１の構成（たとえば、ＭＰＤＣＣＨ
またはＮＰＤＣＣＨ構成）を受信することによって始まり得、該パラメータの第１の構成
（the first configuration of parameters）は、第１のカバレッジレベルに関連付けら
れる。１１０４で、ＵＥは、チャネルコンディションに関する少なくとも１つのパラメー
タを測定する。１１０６で、ＵＥは、パラメータの第１の構成に少なくとも部分的に基づ
いて、少なくとも１つのパラメータについての１つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値（た
とえば、Ｑｉｎ、Ｑｏｕｔ、Ｅａｒｌｙ＿Ｑｉｎ、および／またはＥａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔ

）を（たとえば、ルックアップテーブルに基づいて）決定する。１１０８で、ＵＥは、１
つまたは複数の動的ＲＬＭしきい値に基づいてＲＬＭ機能を実行する。たとえば、第２の
カバレッジレベルに関連付けられた第２の構成を取得するために、しきい値のうちの１つ
が満たされた場合、ＵＥは、カバレッジゾーンの変化のインジケーションを送り得る。
【００９２】
　[0111]ネットワークが制御チャネルについての適切な反復レベルを使用し、信頼可能な
無線リンク品質を確実にし得るように、ＵＥは、測定報告または所定の測定イベントとし
て、ネットワークにカバレッジレベル変化を報告し得る。
【００９３】



(27) JP 2019-504578 A 2019.2.14

10

20

30

40

50

例となる適応ＲＬＭしきい値
　[0112]ある特定の態様にしたがうと、ＵＥ（たとえば、ＭＴＣ　ＵＥおよび／またはＩ
ｏＴデバイス）は、異なる制御チャネル構成（たとえば、ＭＰＤＣＣＨまたはＮＰＤＣＣ
Ｈ）について異なるＲＬＭしきい値を維持し得る。ＵＥが、カバレッジ領域を横断して移
動（たとえば、カバレッジ領域の間（between coverage regions）の遷移）すると、ＵＥ
は、現在の制御チャネル構成のパラメータに基づいてＲＬＭしきい値を調整し（たとえば
、動的に順応させ）、チャネルコンディションおよびジオメトリに関するパラメータを測
定し得る。たとえば、ＢＳによって構成されたパラメータは、アグリゲーションレベル、
反復レベル、送信モード（ＴＭ）、および／または物理リソースブロック（ＰＲＢ）リソ
ースセット中のＰＲＢの数を含み得る。ＵＥによって測定されるパラメータは、チャネル
インパルス応答（ＣＩＲ）、遅延拡散（Extended Vehicular　Ａモデル（ＥＶＡ）、Exte
nded Pedestrian　Ａモデル（ＥＰＡ）、Extended Urbanモデル（ＥＴＵ））、ＵＥ速度
、ドップラー、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）、基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）、信号対
干渉プラス雑音比（ＳＩＮＲ）、ＵＥにおける受信アンテナの数、ＢＳにおける送信アン
テナの数、ＵＥとＢＳとの間のチャネルのランク、測定正確性に対処するために間欠受信
（ＤＲＸ）／ｅＤＲＸサイクル長／デューティサイクルを考慮に入れること、セルの展開
モード（たとえば、帯域内、ガード帯域、もしくはスタンドアローン）、および／または
通信の半二重周波数分割複信（ＦＤＤ）モードまたは時分割複信（ＴＤＤ）モードが構成
されるか（whether half-duplex frequency division duplexing (FDD) or time divisio
n duplexing (TDD) mode of communications is configured）、を含み得る。
【００９４】
　[0113]ある特定の態様にしたがうと、ＵＥは、異なるＢＳ構成パラメータおよびＵＥ測
定パラメータに関連付けられたＲＬＭしきい値を含むルックアップテーブル（ＬＵＴ）を
維持（たとえば記憶）し得る。たとえば、制御チャネル構成ごと（たとえば、アグリゲー
ションレベル、反復レベル、送信モード、およびＰＲＢパラメータの数の組合せごと）に
、ＵＥは、その制御チャネル構成に関連付けられた（たとえばマッピングしている）ＬＵ
Ｔの複数のセットを維持（たとえば記憶）し得る。制御チャネル構成ごとに、ＬＵＴの複
数の記憶されたセットは、たとえば、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＳＩＮＲ測定値が特定の範囲
内に入るかどうかに基づいた、異なるカバレッジゾーンに対応するＬＵＴのセット（たと
えばサブセット）を含み得る。たとえば、範囲Ｌ１≦ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＳＩＮＲ＜範
囲Ｌ２は、第１のカバレッジゾーン（たとえばカバレッジゾーン１）に対応し得、範囲Ｌ
２≦ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＳＩＮＲ＜範囲Ｌ３は、第２のカバレッジゾーン（たとえばカ
バレッジゾーン２）に対応し得る、等である。ＬＵＴは、ＵＥ速度／ドップラーに対して
ｍビン／行を、遅延速度に対してｎビン／列を有するサイズｍ×ｎであり得る。２次元Ｌ
ＵＴにおける各要素は、その要素に関連付けられた該速度および遅延速度のペアについて
のＱｏｕｔおよびＱｉｎしきい値を記憶する。
【００９５】
　[0114]ある特定の態様にしたがうと、エラー／測定バイアス値（たとえば補正値）が、
ＲＬＭしきい値に適用され得る。追加のＬＵＴが、ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＳＩＮＲ測定値
、ＤＲＸサイクル長／デューティサイクル、周波数エラー、およびタイミングエラーに基
づいた、バイアス値を記憶するために使用され得る。
【００９６】
例となる新たなイベントトリガ
　[0115]ある特定の態様にしたがうと、Ｅａｒｌｙ＿ＱｉｎおよびＥａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔ

と称される異なるＲＬＭしきい値（測定イベント）が定義され得る。これらの測定イベン
トは、ＵＥがカバレッジゾーンを横断して移動する前でさえ、およびたとえば、Ｑｏｕｔ

またはＱｉｎしきい値を満たす前に、ＢＳによる制御チャネル構成変化のアーリートリガ
リングを確実にするために、カバレッジゾーン変化についてネットワーク（たとえばＢＳ
）に先取り的に示すために定義され得る。測定イベントはまた、制御チャネル構成間のト
グリングを防ぐためにヒステリシス（たとえばヒステリシスタイマ）にも関連付けられ得
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る。
【００９７】
　[0116]ある特定の態様にしたがうと、測定イベント（たとえば、Ｅａｒｌｙ＿Ｑｉｎお
よびＥａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔしきい値）が、ＵＥにネットワークによって通信され得る。代
わりとして、測定イベントは、たとえば、ターゲットＢＬＥＲ（たとえばターゲット制御
チャネルＢＬＥＲ）に基づいて、ＵＥによって選ばれ得る（たとえば、選択され得る）。
諸態様では、Ｅａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔは、それがｘ％ＢＬＥＲに対応するようにＵＥによっ
て選ばれ得、ここで、ｘは、チャネルインパルス応答、遅延拡散、ＵＥ速度、ドップラー
値、ＵＥにおける受信アンテナの数、ＢＳにおける送信アンテナの数、ＢＳとＵＥとの間
のチャネルのランク、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、ＳＩＮＲ、ＤＲＸ／ｅＤＲＸサイクル長また
はデューティサイクルに起因した測定正確性を考慮に入れること、および通信の半二重（
ＨＤ）ＦＤＤモードまたはＴＤＤモードが構成されるか、の関数として（as a function 
of）選ばれる。
【００９８】
　[0117]ある特定の態様にしたがうと、カバレッジゾーン変化のネットワークへの先取り
的なインジケーションは、カバレッジゾーン変化のネットワークへの明示的なインジケー
ションであり得る。代わりとして、ＵＥは、ＢＳに１つまたは複数の測定値（たとえば－
９０ｄＢｍ）を提供し得、そこからＢＳは潜在的なカバレッジゾーン変化を決定し得る。
【００９９】
　[0118]図１２は、本開示のある特定の態様にしたがった、アーリーアウトイベントトリ
ガについての例となるイベントしきい値およびヒステリシスを例示する離散グラフ１２０
０である。図１２で図示されているように、ＵＥは、異なる制御チャネル構成について異
なるカバレッジレベルに関連付けられた異なるＲＬＭしきい値を維持し得る。たとえば、
図１２で図示されているように、制御チャネル構成レベル２では、ＵＥは、Ｑｏｕｔ＿Ｍ
３しきい値１２１８およびＱｉｎ＿Ｍ３しきい値１２２４を維持し、測定イベントＥａｒ
ｌｙ＿Ｑｉｎ＿Ｍ４　１２２２およびＥａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔ＿Ｍ３　１２１６を有する。
したがって、ＵＥが１２２０でより良好なカバレッジ（たとえば、より良好なＲＳＲＰ／
ＲＳＲＱ／ＳＩＮＲ測定値）に移動するにつれ（as）、一度ＵＥがＥａｒｌｙ＿Ｑｉｎ＿
Ｍ４　１２２２を満たすと、ＵＥは、ＢＳにインジケーションを送り得、制御チャネル構
成レベル３を受信し得る。１２１４で、ＵＥがより悪いカバレッジに移動する場合、一度
ＵＥはＥａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔ＿Ｍ３　１２１６を満たすと、ＵＥは、ＢＳにカバレッジゾ
ーン変化のインジケーションを送り、制御チャネル構成レベル２を受信し得る。同様に、
図１２で図示されているように、ＵＥは、Ｅａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔ＿Ｍ１　１２０４および
Ｅａｒｌｙ＿Ｑｉｎ＿Ｍ２　１２１０に基づいて、制御チャネル構成レベル１と制御チャ
ネル構成レベル２との間で切り替わり得る。
【０１００】
　[0119]図１３は、本開示のある特定の態様にしたがった、ＭＴＣ、ｅＭＴＣ、および／
またはＮＢ－ＩｏＴのための適応ＲＬＭについての例となるオペレーションを例示する例
となる呼フロー１３００の図である。呼フロー１３００は、グラフ１２００におけるイベ
ントに対応する、ＵＥ１３０２とＢＳ１３０４との間のシグナリングを例示し得る。図１
３で図示されているように、１では、ＵＥ１３０２は、ＢＳ１３０４から（たとえば、図
１２で例示された制御チャネルレベル２のような）制御チャネル構成＃１を受信する。２
で、ＵＥは、チャネルコンディションに関するパラメータ（複数を含む）を測定し、３で
、（たとえば、図１２で例示された、Ｑｏｕｔ＿Ｍ３しきい値１３１８、Ｑｉｎ＿Ｍ３し
きい値１３２４、ならびに測定イベントＥａｒｌｙ＿Ｑｉｎ＿Ｍ４　１３２２およびＥａ
ｒｌｙ＿Ｑｏｕｔ＿Ｍ３　１３１６である）、構成に関連付けられたＲＬＭしきい値およ
び測定イベントを決定する。４で、（たとえば、Ｅａｒｌｙ＿Ｑｉｎ＿Ｍ４　１３２２ま
でで良好なカバレッジ領域１３１４中に移動する、またはＥａｒｌｙ＿Ｑｏｕｔ＿Ｍ３　
１３１６まででより悪いカバレッジ領域１３２０中に移動する）、ＵＥ１３０２は、測定
イベントのうちの１つを満たし得る。５で、ＵＥ１３０２は、ＢＳ１３０４にカバレッジ
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ゾーン変化インジケーションを送り、６で、制御チャネル構成＃２（たとえば、制御チャ
ネル構成レベル１またはレベル３）を受信し得る。７で、ＵＥ１３０２は、チャネルコン
ディションに関するパラメータ（複数を含む）を測定し、８で、新たな現在のＭＰＤＣＣ
Ｈ構成＃２に関連付けられたＲＬＭしきい値および測定イベントを決定する。
【０１０１】
　[0120]図１４は、本開示のある特定の態様にしたがった、ワイヤレス通信についての例
となるオペレーション１４００を例示するフロー図である。オペレーション１４００は、
ＵＥによって実行されるオペレーション１４００と相補的な、（たとえば、ＢＳ１１０の
ような）ＢＳによって実行されるオペレーションを備え得る。オペレーション１４００は
、１４０２で、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第
１の構成をＵＥに送ることによって始まり得、該パラメータの第１の構成は、第１のカバ
レッジレベルに関連付けられる。１４０４で、ＢＳは、カバレッジゾーンの変化のインジ
ケーションを、ＵＥから受信する。１４０６で、ＢＳは、インジケーションを受信したこ
とに応答して、ダウンリンク制御チャネルシグナリングを受信するためのパラメータの第
２の構成をＵＥに送り、該パラメータの第２の構成は、第２のカバレッジレベルに関連付
けられる。
【０１０２】
　[0121]ある特定の態様にしたがうと、ＵＥは、該ＵＥが制御チャネルを復号するために
使用した制御チャネルの反復の数を報告し得る。代わりとして、ＵＥは、該ＵＥが制御チ
ャネルを復号するために使用した制御チャネルの反復の数と、（たとえば、カバレッジレ
ベルに関連付けられた構成に基づいた）制御チャネルの構成された反復の数との間の差を
報告し得る。
【０１０３】
例となるＳＮＲ対ＢＬＥＲマッピング
　[0122]ある特定の態様にしたがうと、ＳＮＲ（信号対雑音比）値は、異なる制御チャネ
ル構成に基づいて、ＢＬＥＲ（ブロック誤り率）にマッピングされ得る。たとえば、ＵＥ
は、異なるＮＰＤＣＣＨ（またはＭＰＤＣＣＨ）構成、反復レベル、ＵＥドップラー、送
信モード等について異なるＳＮＲ対ＢＬＥＲルックアップテーブル（ＬＵＴ）を維持する
。ＳＮＲ値に対する対応するＢＬＥＲは、その後、信頼性しきい値と比較され得る、たと
えば、ＢＬＥＲが２％（たとえば、Ｑｉｎ）よりも小さいか、または１０％（たとえば、
Ｑｏｕｔ）よりも大きいか、である。
【０１０４】
　[0123]ＵＥは、ＢＳ構成パラメータおよびＵＥ測定メトリックに基づいて、複数のＬＵ
Ｔを維持する。反復レベル、ＵＥドップラー、および送信モードごとに、ＵＥは、複数の
ルックアップテーブルを維持し得る。各ＬＵＴは、ｍビン／行（たとえば、ＳＮＲのビン
の数）を有し得、各ＬＵＴは、２つの列－１つの列はＳＮＲに関し、もう１つの列はＢＬ
ＥＲに関する―を有し得る。
【０１０５】
　[0124]ある特定の態様にしたがうと、ＲＬＭ　ＳＮＲメトリックとして使用され、ＢＬ
ＥＲにマッピングされたＳＮＲは、復調フロントエンドＳＮＲであり得る。いくつかのシ
ステム（たとえばＬＴＥ）では、ＲＬＭ　ＳＮＲは、サブフレームごとベースで計算され
て、評価期間（Ｔｅｖａｌ）にわたって平均化され、ＳＮＲ対ＢＬＥＲマッピングの記憶
された値に基づいて、仮定のＢＬＥＲにマッピングされる。このケースでは、サブフレー
ムごとのＢＬＥＲが平均化され、２％および１０％のＢＬＥＲしきい値に対して比較され
得る。しかしながらいくつかのケース（たとえばＮＢ１）では、ＳＮＲは、たとえば、基
準信号トーンの低密度に起因して、サブフレームごとに推定されないことがある。したが
って、ＵＥは、動的に選択された無限インパルス応答（ＩＩＲ）フィルタ係数αを使用し
て、長期平均としてＳＮＲを推定し得る。αは、ＳＮＲ推定のために信号電力および雑音
電力をフィルタリングするように使用される非コヒーレンスＩＩＲフィルタ係数であり得
る。フィルタ長Ｎａｖｇは、
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【０１０６】
　Ｎａｖｇ＝２＊（１／α）
で与えられ得る。
【０１０７】
　[0125]ＵＥが接続モードに入るとき、ＳＮＲ推定値は、Ｎａｖｇごとにサンプリングさ
れ、Ｔｅｖａｌにわたって平均化され得る。ウィンドウ長Ｔｅｖａｌは、構成された値に
基づき得る。平均化するために推定されるＢＬＥＲの数（The number of BLER estimated
 to average）は、
【０１０８】
【数１】

【０１０９】
で与えられ得る。最大値をとることは、ＮａｖｇがＴｅｖａｌよりも長い場合に、少なく
とも１つのＳＮＲ推定値が評価期間において選択され得ることを確実にし得る。
【０１１０】
　[0126]非ＤＲＸ（間欠受信）では、異なるＴｅｖａｌ持続時間が使用され得る。ＤＲＸ
が構成されるとき、Ｔｅｖａｌは、使用されるべきＤＲＸサイクルの数として指定され得
る。このケースでは、平均化するためのＢＬＥＲ推定値の数は、
【０１１１】
【数２】

【０１１２】
のように計算され（computed）得る。
【０１１３】
　[0127]評価期間中、αに全く変化がない場合、最後の平均ＳＮＲ値が、たとえば、図１
５で図示されているように、Ｔｅｖａｌの終わりに報告され得る。図１６で図示されてい
るように、αが評価期間中に変化し得るので、αは、各Ｎａｖｇの期間のスタート時に検
査され得、ＳＮＲは、先へと延びる（going forward）そのαに対応するＮａｖｇのスタ
ート時にサンプリングされ得る。
【０１１４】
　[0128]Ｔｅｖａｌにわたった平均ＢＬＥＲは、
【０１１５】
【数３】

【０１１６】
で決定され得、ここで、ＢＬＥＲ（ｉ）は、ＬＵＴから取得されるようなｉ番目のＮａｖ

ｇ持続時間Ｎａｖｇ（ｉ）の終わりにおけるＳＮＲ（ｉ）に関連付けられたＢＬＥＲであ
り、Ｋは、蓄積されたＢＬＥＲ推定値の総数である。
【０１１７】
　[0129]評価期間が平均化長よりも短い（Ｔｅｖａｌ＜Ｎａｖｇ）場合、ＳＮＲは、Ｔｅ

ｖａｌ持続時間の終わりに、すなわち評価タイマが満了するとすぐに、報告され得る。（
図１７で図示されているように）ダウンリンクギャップ長が評価期間よりも短い場合、無
効のサブフレームに起因して、ＮＰＤＣＣＨとＮＰＤＳＣＨとの間のギャップに起因して
、ＣＤＲＸ（連続するＤＲＸ）ギャップに起因して、またはアップリンク送信ギャップに
起因して、ダウンリンクギャップがスタートしたらいつでも、最後のＳＮＲが、たとえば
、少なくとも１つのＳＮＲ推定値が評価時間の間に報告されることを確実にするために、
該ギャップがスタートする直前に（just before）報告され得る。平均化カウンタＮａｖ
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ｇは、ギャップの後にリセットされ得、新たなＮａｖｇが、ギャップの初めに報告された
ＳＮＲ推定値に基づいて選択され得る。図１８で図示されているように、ギャップが評価
期間内にスタートするが、評価期間の終わりの後に終了する場合、ギャップと重複するＴ

ｅｖａｌの終わりに、新たなＴｅｖａｌがギャップ後にスタートし得、平均化カウンタＮ

ａｖｇがリセットされ得、ギャップ後の最初のサンプルからのＳＮＲ推定値が報告され得
る。ギャップのスタート時に、ＮＰＤＣＣＨ構成解除（deconfiguration）メッセージお
よび非同期インジケーションが送られ得る。ギャップが終了した後、ＮＰＣＣＨ構成が送
られ得る。
【０１１８】
　[0130]本明細書で使用される場合、項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す表
現は、単一のメンバを含む、それらの項目のいずれの組合せも指す。例として、「ａ、ｂ
、またはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ、および
ａ－ｂ－ｃ、そして複数の同じ要素をもついずれの組合せ（たとえば、ａ－ａ、ａ－ａ－
ａ、ａ－ａ－ｂ、ａ－ａ－ｃ、ａ－ｂ－ｂ、ａ－ｃ－ｃ、ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－
ｃ、ｃ－ｃ、およびｃ－ｃ－ｃ、またはａ、ｂ、およびｃのいずれの他の順序）もカバー
するように意図されている。
【０１１９】
　[0131]本明細書で使用される場合、「識別する」という用語は、幅広い種類のアクショ
ンを含む。たとえば、「識別する」は、計算する、コンピューティングする、処理する、
導出する、調査する、ルックアップする（たとえば、テーブル、データベース、または別
のデータ構造においてルックアップする）、確定する、等を含み得る。また、「識別する
」は、受信する（たとえば、情報を受信する）、アクセスする（たとえば、メモリ中のデ
ータにアクセスする）、等を含み得る。また、「識別する」は、解決する、選択する、選
ぶ、確立する、等を含み得る。
【０１２０】
　[0132]いくつかのケースでは、フレームを実際に通信するのではなく、デバイスは、送
信または受信のためにフレームを通信するためのインターフェースを有し得る。たとえば
、プロセッサは、送信用のＲＦフロントエンドに、バスインターフェースを介して、フレ
ームを出力し得る。同様に、フレームを実際に受信するのではなく、デバイスは、別のデ
バイスから受信されたフレームを取得するためのインターフェースを有し得る。たとえば
、プロセッサは、送信用のＲＦフロントエンドから、バスインターフェースを介して、フ
レームを取得（または受信）し得る。
【０１２１】
　[0133]本明細書で開示されている方法は、説明されている方法を達成するための１つま
たは複数のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび／またはアクショ
ンは、請求項の範囲から逸脱することなく、互いに置き換えられ得る。言い換えると、ス
テップまたは動きの特定の順序が指定されていない限り、特定のステップおよび／または
アクションの順序および／または使用は、請求項の範囲から逸脱することなく修正され得
る。
【０１２２】
　[0134]上で説明された方法の様々なオペレーションは、対応する機能を実行する能力を
有するあらゆる適した手段によって実行され得る。該手段は、回路、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを、これらに限定されないが含む、様々なハードウェ
アおよび／またはソフトウェア／ファームウェアコンポーネント（複数を含む）および／
またはモジュール（複数を含む）を含み得る。一般に、オペレーションが図で例示されて
いる場合、それらのオペレーションは、いずれの適した対応する同等の（counterpart）
ミーンズプラスファンクションコンポーネントによっても実行され得る。
【０１２３】
　[0135]たとえば、決定するための手段、実行するための手段、送信するための手段、受
信するための手段、送るための手段、および／または測定するための手段は、図２で例示
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されたユーザ機器１２０の送信プロセッサ２６４、コントローラ／プロセッサ２８０、受
信プロセッサ２５８、および／またはアンテナ（複数を含む）２５２、ならびに／あるい
は図２で例示された基地局１１０の送信プロセッサ２２０、コントローラ／プロセッサ２
４０、および／またはアンテナ（複数を含む）２３４のような、１つまたは複数のプロセ
ッサまたは他の要素を含み得る。
【０１２４】
　[0136]当業者であれば、情報および信号が、様々な異なる技術および技法のうちのいず
れを使用しても表され得ることを理解するだろう。たとえば、上記説明全体を通して参照
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、磁場または磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはそれらの組合
せによって表され得る。
【０１２５】
　[0137]当業者であればさらに、本明細書の開示と関係して説明されている様々な例示的
な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが電子ハードウェア、
ソフトウェア／ファームウェア、またはそれらの組合せとして実装され得ることを認識す
るだろう。ハードウェアとソフトウェア／ファームウェアのこの互換性を明白に例示する
ために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップ
が、一般にそれらの機能性の観点から上で説明されてきた。このような機能性が、ハード
ウェアとして実装されるか、またはソフトウェア／ファームウェアとして実装されるかは
、特定のアプリケーションおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者
は、特定のアプリケーションごとに様々な方法で説明されている機能性を実装し得るが、
このような実装決定が、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されるべきでない。
【０１２６】
　[0138]本明細書の開示に関係して説明されている様々な例示的な論理ブロック、モジュ
ール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）また
は他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論理回路
、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明されている機能
を実行するように設計されたこれらのいずれの組合せでも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、代わりとして、該プロセッサは、いず
れの従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンで
もあり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳ
Ｐとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携した１
つまたは複数のマイクロプロセッサ、またはいずれの他のこのような構成としても実装さ
れ得る。
【０１２７】
　[0139]本明細書の開示に関係して説明されている方法またはアルゴリズムのステップは
、直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェア／ファームウ
ェアモジュールにおいて、またはそれらの組合せにおいて具現化され得る。ソフトウェア
／ファームウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰ
ＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、相変化メモリ（phase change memory
）、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当該技術
分野において知られているいずれの他の形態の記憶媒体にも存在し得る。実例的な記憶媒
体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込み得るように
、プロセッサに結合されている。代わりとして、記憶媒体はプロセッサに一体化している
（integral）ことがある。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣに存在し得る。ＡＳＩ
Ｃは、ユーザ端末に存在し得る。代わりとして、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端
末にディスクリートコンポーネントとして存在し得る。
【０１２８】
　[0140]１つまたは複数の実例的な設計では、説明されている機能が、ハードウェア、ソ
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ア／ファームウェアにおいて実装される場合、該機能は、コンピュータ可読媒体上で１つ
または複数の命令またはコードとして、記憶または送信され得る。コンピュータ可読媒体
は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの移送を容易にするいずれの媒体
も含む通信媒体とコンピュータ記憶媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コ
ンピュータによってアクセスされ得るいずれの利用可能な媒体でもあり得る。限定ではな
く例として、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ
／ＤＶＤまたは他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気記
憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送
または記憶するために使用され得る、および汎用または専用コンピュータ、あるいは汎用
または専用プロセッサによってアクセスされ得るいずれの他の媒体も備え得る。また、い
ずれの接続手段も、厳密にはコンピュータ可読媒体と称される。たとえば、ソフトウェア
／ファームウェアが、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）、または赤外線
、電波、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、または赤外線、電波、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る。本明細書で使用される場合、
ディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レ
ーザーディスク（登録商標）（disc）、光学ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク
（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）、およびブルーレイディ
スク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は大抵、磁気的にデータを再生するのに
対し、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
もまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１２９】
　[0141]本開示の先の説明は、いずれの当業者も本開示を製造または使用できるようにす
るために提供されている。本開示への様々な修正は、当業者には容易に明らかとなり、本
明細書で定義されている包括的な原理は、本開示の範囲または趣旨から逸脱することなく
、他のバリエーションに適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明されてい
る例および設計に限定されるようには意図されておらず、本明細書で開示されている原理
および新規の特徴と矛盾しない最も広い範囲を与えられることとなる。
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【要約の続き】
【選択図】図１１
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