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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
通信システムのためのダウンリンクプロシージャを提供
する。
【解決手段】ＵＥは、ブロック１８０３において、ＵＥ
は、非ＣＣＡサブフレーム中で、基地局によって送信さ
れた信号、たとえば、同期信号またはシステムブロード
キャスト信号のいずれかを受信する。ブロック１８０４
において、ＵＥは、受信した信号に基づいて、それらが
受信同期信号であるか或いはシステムブロードキャスト
信号であるかに基づいて基地局と通信する。ＵＥは、受
信信号を使用して基地局との通信を確立する。
【選択図】図１８Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を送信するように構成される基地局において、送信のために１つまたは複数の同期信号
あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つを生成することと、
　前記基地局が、前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト
信号のうちの前記少なくとも１つの送信のために非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣ
Ａ）サブフレームを決定することと、
　前記基地局が、前記非ＣＣＡサブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは
前記システムブロードキャスト信号のうちの前記少なくとも１つを送信することと
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記非ＣＣＡサブフレーム中での前記送信は、持続時間と周期性とに関連し、前記持続
時間と前記周期性との間の比は、５％にすぎない、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基地局が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出することと、
　前記基地局が、前記クリアＣＣＡを検出することに応答して、前記ＣＣＡサブフレーム
中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロードキャスト信号の
うちの少なくとも１つの他方を送信することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で送信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記システムブロードキャスト信号は、
　前記基地局の少なくとも１つの無認可キャリアのためのフレーム構造のインジケーショ
ン、
　ネットワーク識別子、
　前記基地局に関連する複数の利用可能な帯域幅のうちの１つを識別する帯域幅識別子、
　前記無認可スペクトル中のキャリアの数のインジケーション、
　基準信号ポートの数、
　ランダムアクセスプロシージャに関連する１つまたは複数のパラメータ、
　システムフレーム番号、あるいは、
　制御チャネルに関係する情報
　のうちの少なくとも１つを備え、前記情報は、前記制御チャネルのサイズまたはロケー
ション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６】
　前記フレーム構造は、ダウンリンク専用フレーム構造、混合ダウンリンク／アップリン
クフレーム構造、またはアップリンク専用フレーム構造のうちの少なくとも１つである、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局は、少なくとも１つの認可キャリアを含み、前記無認可スペクトル中のキャ
リアを使用して補助ダウンリンク（ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動
作のうちの１つで構成される少なくとも１つのユーザ機器と通信している、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト信号のうちの前
記少なくとも１つは、１．４ＭＨｚ超に及ぶ広帯域信号である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記非ＣＣＡサブフレームの前記送信は、オフセットに関連付けられ、前記オフセット
がネットワーク識別子の関数である、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記非ＣＣＡサブフレーム中に、
　セル固有基準信号（ＣＲＳ）、
　チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、
　拡張物理ブロードキャストチャネル（ＥＰＢＣＨ）のための基準信号、または
　チャネルユーザパイロット信号（ＣＵＰＳ）／チャネルユーザビーコン信号（ＣＵＢＳ
）
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記無認可帯域サイクリックプリフィックスの持続時間は、認可スペクトルにわたる通
信に関連するノーマルサイクリックプリフィックスよりも小さいかまたはそれに等しい、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を受信するように構成されるユーザ機器において、基地局から非クリアチャネルアセス
メント（非ＣＣＡ）サブフレーム中で１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロー
ドキャスト信号のうちの少なくとも１つを受信することと、
　前記ユーザ機器が、１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャスト信号
のうちの前記受信された少なくとも１つに基づいて前記基地局と通信することと
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項１３】
　前記非ＣＣＡサブフレーム中で前記受信することは、持続時間と周期性とに関連し、前
記持続時間と前記周期性との間の比は、５％にすぎない、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザ機器が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出することと、
　前記ユーザ機器が、前記クリアＣＣＡを検出することに応答して、前記ＣＣＡサブフレ
ーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロードキャスト信
号のうちの少なくとも１つの他方を受信することと
　をさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で受信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、　請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記システムブロードキャスト信号は、
　前記基地局の少なくとも１つの無認可キャリアのためのフレーム構造のインジケーショ
ン、
　ネットワーク識別子、
　前記基地局に関連する複数の利用可能な帯域幅のうちの１つを識別する帯域幅識別子、
　前記無認可スペクトル中のキャリアの数のインジケーション、
　基準信号ポートの数、
　ランダムアクセスプロシージャに関連する１つまたは複数のパラメータ、
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　システムフレーム番号、あるいは、
　制御チャネルに関係する情報
　のうちの少なくとも１つを含み、前記情報は、前記制御チャネルのサイズまたはロケー
ションのうちの少なくとも１つを備える、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記フレーム構造は、ダウンリンク専用フレーム構造、混合ダウンリンク／アップリン
クフレーム構造、またはアップリンク専用フレーム構造のうちの少なくとも１つである、
　請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザ機器は、少なくとも１つの認可キャリアを有する前記基地局と通信しており
、前記ユーザ機器は、前記無認可スペクトル中のキャリアを使用して補助ダウンリンク（
ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動作のうちの１つで構成される、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト信号のうちの前
記少なくとも１つは、１．４ＭＨｚ超に及ぶ広帯域信号である、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記非ＣＣＡサブフレームの前記受信は、サブフレームオフセットに関連付けられ、前
記サブフレームオフセットは、ネットワーク識別子の関数である、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　前記非ＣＣＡサブフレーム中に、
　セル固有基準信号（ＣＲＳ）、
　チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、
　拡張物理ブロードキャストチャネル（ＥＰＢＣＨ）のための基準信号、または
　チャネルユーザパイロット信号（ＣＵＰＳ）／チャネルユーザビーコン信号（ＣＵＢＳ
）
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項２２】
　無認可帯域サイクリックプリフィックスの持続時間は、認可スペクトルにわたる通信に
関連するノーマルサイクリックプリフィックスよりも小さいかまたはそれに等しい、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項２３】
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を送信するように構成される基地局において、送信のために１つまたは複数の同期信号
あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つを生成するための手段と
、
　前記基地局が、前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト
信号のうちの前記少なくとも１つの送信のために非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣ
Ａ）サブフレームを決定するための手段と、
　前記基地局が、前記非ＣＣＡサブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは
前記システムブロードキャスト信号のうちの前記少なくとも１つを送信するための手段と
　を備える、ワイヤレス通信のために構成される装置。
【請求項２４】
　前記基地局が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出するための手段と、
　前記基地局が、前記クリアＣＣＡを検出するための前記手段に応答して、前記ＣＣＡサ
ブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロードキャ
スト信号のうちの少なくとも１つの他方を送信するための手段と
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　をさらに備える、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で送信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記基地局は、少なくとも１つの認可キャリアを含み、前記無認可スペクトル中のキャ
リアを使用して補助ダウンリンク（ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動
作のうちの１つで構成される少なくとも１つのユーザ機器と通信している、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２７】
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を受信するように構成されるユーザ機器において、基地局から非クリアチャネルアセス
メント（非ＣＣＡ）サブフレーム中で１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロー
ドキャスト信号のうちの少なくとも１つを受信するための手段と、
　前記ユーザ機器が、１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャスト信号
のうちの前記受信された少なくとも１つに基づいて前記基地局と通信するための手段と
　を備える、ワイヤレス通信のために構成される装置。
【請求項２８】
　前記ユーザ機器が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出するための手段と、
　前記ユーザ機器が、前記クリアＣＣＡを検出するための前記手段に応答して、前記ＣＣ
Ａサブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロード
キャスト信号のうちの少なくとも１つの他方を受信するための手段と
　をさらに備える、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で受信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、
　請求項２７に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ユーザ機器は、少なくとも１つの認可キャリアを有する前記基地局と通信しており
、前記ユーザ機器は、前記無認可スペクトル中のキャリアを使用して補助ダウンリンク（
ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動作のうちの１つで構成される、
　請求項２７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]本出願は、２０１３年８月１６日に出願された「DOWNLINK PROCEDURES FOR LTE-
U COMMUNICATION SYSTEMS」と題する米国仮特許出願第６１／８６６，９０５号、および
２０１４年８月１４日に出願された「DOWNLINK PROCEDURES FOR LTE/LTE-A COMMUNICATIO
N SYSTEMS WITH UNLICENSED SPECTRUM」と題する米国実用新案出願第１４／４５９，６５
１号の利益を主張し、それらは参照により本明細書に全体が明確に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、無認可
スペクトルを用いたロングタームエボリューション（ＬＴＥ）／ＬＴＥアドバンスト（Ｌ
ＴＥ－Ａ）通信システムのためのダウンリンクプロシージャに関する。
【背景技術】
【０００３】
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　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。通常
、多元接続ネットワークである、そのようなネットワークは、利用可能なネットワークリ
ソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。そのようなネ
ットワークの一例は、ユニバーサルテレストリアルラジオアクセスネットワーク（ＵＴＲ
ＡＮ）である。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録
商標））によってサポートされる第３世代（３Ｇ）モバイルフォン技術である、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）の一部として定義された無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワークフォーマットの例として
は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワ
ーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネッ
トワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートすることができるいくつかの基地局またはノードＢを含み得る。ＵＥは、ダウン
リンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リ
ンク）は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）は
ＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、ならびに
／またはＵＥからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上
では、基地局からの送信は、隣接基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数（
ＲＦ）送信機からの送信による干渉に出くわすことがある。アップリンク上では、ＵＥか
らの送信は、隣接基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの干渉、または他の
ワイヤレスＲＦ送信機からの干渉に出くわすことがある。この干渉は、ダウンリンクとア
ップリンクの両方で性能を劣化させることがある。
【０００６】
　[0006]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、干渉お
よび輻輳ネットワークの可能性は、より多くのＵＥが長距離ワイヤレス通信ネットワーク
にアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開される
ようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を
満たすためだけでなく、モバイル通信でのユーザエクスペリエンスを進化および向上させ
るためにもＵＭＴＳ技術を進化させる研究および開発が続けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、少なくとも無認可スペクトルに
わたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信号を送信するように構成される基
地局において、送信のために１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャス
ト信号のうちの少なくとも１つを生成することと、基地局によって、１つまたは複数の同
期信号あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つの送信のために非
クリアチャネルアセスメント（非ＣＣＡ：non-clear channel assessment）サブフレーム
を決定することと、基地局によって、非ＣＣＡサブフレーム中で１つまたは複数の同期信
号あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つを送信することとを含
む。
【０００８】
　[0008]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、少なくとも無認可スペクト
ルにわたってＯＦＤＭＡ通信信号を受信するように構成されるユーザ機器において、基地
局から非ＣＣＡサブフレーム中で１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキ
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ャスト信号のうちの少なくとも１つを受信することと、１つまたは複数の同期信号あるい
はシステムブロードキャスト信号のうちの受信された少なくとも１つに基づいて、ユーザ
機器によって基地局と通信することとを含む。
【０００９】
　[0009]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成される装置は、少なくと
も無認可スペクトルにわたってＯＦＤＭＡ通信信号を送信するように構成される基地局に
おいて、送信のために１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャスト信号
のうちの少なくとも１つを生成するための手段を含む。本装置は、基地局によって、１つ
または複数の同期信号あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つの
送信のために非ＣＣＡサブフレームを決定するための手段さらに含む。本装置はまた、基
地局によって、非ＣＣＡサブフレーム中で１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブ
ロードキャスト信号のうちの少なくとも１つを送信するための手段を含む。
【００１０】
　[0010]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成される装置は、少なくと
も無認可スペクトルにわたってＯＦＤＭＡ通信信号を受信するように構成されるユーザ機
器において、基地局から非ＣＣＡサブフレーム中で１つまたは複数の同期信号あるいはシ
ステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つを受信するための手段を含む。本装
置は、１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの受信さ
れた少なくとも１つに基づいて、ユーザ機器によって基地局と通信するための手段をさら
に含む。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２Ａ】様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用するための展
開シナリオの例を示す図。
【図２Ｂ】様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用するための展
開シナリオの別の例を示す図。
【図３】様々な実施形態による、認可スペクトルおよび無認可スペクトル中で同時にＬＴ
Ｅを使用するときのキャリアアグリゲーションの一例を示す図。
【図４】本開示の一態様に従って構成される基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計を概念的に
示すブロック図。
【図５Ａ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図。
【図５Ｂ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図。
【図６Ａ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図。
【図６Ｂ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図。
【図７】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【図８】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【図９】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【図１０Ａ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【図１０Ｂ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【図１１】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
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ック図。
【図１２】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図。
【図１３Ａ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【図１３Ｂ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【図１４】本開示の一態様に従って構成される無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ展開における送信タイムラインを示すブロック図。
【図１５】本開示の一態様に従って構成される無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ展開における送信タイムラインを示すブロック図。
【図１６Ａ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【図１６Ｂ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【図１７】本開示の一態様に従って構成される保証型送信を示すブロック図。
【図１８Ａ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【図１８Ｂ】本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブ
ロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0030]添付の図面に関して以下に記載する詳細な説明は、様々な構成を説明するもので
あり、本開示の範囲を限定するものではない。むしろ、この詳細な説明は、本発明の主題
の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。これらの具体的な詳細は、あらゆる場
合において必要とされるとは限らないこと、および場合によっては、よく知られている構
造および構成要素は、提示を明快にするためにブロック図の形式で示されることが、当業
者には明らかであろう。
【００１３】
　[0031]事業者は、セルラーネットワークにおいて常に増大する混雑のレベルを緩和する
ために無認可スペクトルを使用するための主なメカニズムとして、これまでＷＩＦＩに注
目してきた。しかしながら、無認可スペクトル中のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに基づくニューキ
ャリアタイプ（ＮＣＴ）は、キャリア階層のＷＩＦＩと互換性があり得、それにより、無
認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡはＷＩＦＩの代替になる。無認可スペクトル
を用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＬＴＥの概念を活用し得、無認可スペクトルにおいて効
率的な運用をもたらし規制上の要件を満たすために、ネットワークまたはネットワークデ
バイスの物理レイヤ（ＰＨＹ）およびメディアアクセス制御（ＭＡＣ）の態様にいくつか
の修正を加え得る。無認可スペクトルは、たとえば、６００メガヘルツ（ＭＨｚ）から６
ギガヘルツ（ＧＨｚ）までわたり得る。いくつかのシナリオでは、無認可スペクトルを用
いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＷＩＦＩよりも著しく良好に働き得る。たとえば、すべての
ＷＩＦＩ展開と比較して、（単一または複数の事業者のための）無認可スペクトルを用い
たすべてのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開、または高密度な小さいセルの展開が存在する場合、
無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡはＷＩＦＩよりも著しく良好に働き得る。
無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａが（単一または複数の事業者のために）ＷＩＦＩと混合されるときなど、他のシ
ナリオにおいてＷＩＦＩよりも良好に働き得る。
【００１４】
　[0032]単一のサービスプロバイダ（ＳＰ）にとって、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａネットワークは、認可スペクトル上でＬＴＥネットワークと同期しているよ
うに構成され得る。しかしながら、複数のＳＰによって所与のチャネル上で展開される無
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認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、複数のＳＰにわたって同期
しているように構成され得る。上記の特徴の両方を組み込むための１つの手法は、所与の
ＳＰのために無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと無認可スペクトルを用いな
いＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間で、一定のタイミングオフセットを使用することを伴い得る
。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＳＰの必要性に従って
ユニキャストおよび／またはマルチキャストサービスを提供し得る。その上、無認可スペ
クトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＬＴＥセルがアンカーとして働き、
関連する無認可スペクトルのセル情報（たとえば、無線フレームタイミング、共通チャネ
ルの構成、システムフレーム番号すなわちＳＦＮなど）を提供する、ブートストラップモ
ードで動作し得る。このモードでは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと無
認可スペクトルを用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間に、密接な相互作用が存在し得る。
たとえば、ブートストラップモードは、上記で説明した補助ダウンリンクモードとキャリ
アアグリゲーションモードとをサポートし得る。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－ＡネットワークのＰＨＹ－ＭＡＣレイヤは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－ＡネットワークがＬＴＥネットワークとは独立に動作するスタンドアロンモードで動
作し得る。この場合、たとえば、認可セルと無認可セルとがコロケートされたＲＬＣレベ
ルのアグリゲーション、あるいは複数のセルおよび／または基地局にわたるマルチフロー
に基づいて、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと無認可スペクトルを用いな
いＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間に緩い相互作用が存在し得る。
【００１５】
　[0033]本明細書で説明する技法は、ＬＴＥに限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭ
Ａ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信シス
テムにも使用され得る。「システム」と「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的
に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセ
ス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、Ｉ
Ｓ－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
、通常、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６
）は、通常、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）など
と呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））と、ＣＤＭＡの他
の変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ
（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイル
ブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（
Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥ
Ｅ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなど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。ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用する
ＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ
－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称す
る団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パー
トナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている
。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムお
よび無線技術に使用され得る。ただし、以下の説明では、例としてＬＴＥシステムについ
て説明し、以下の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法は、ＬＴＥ適
用例以外に適用可能である。
【００１６】
　[0034]したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載され
た範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から
逸脱することなく、論じられる要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な
実施形態は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る
。たとえば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実施され得、様々なステッ
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プが追加、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの実施形態に関して説明す
る特徴は、他の実施形態において組み合わせられ得る。
【００１７】
　[0035]最初に図１を参照すると、図はワイヤレス通信システムまたはネットワーク１０
０の一例を示している。システム１００は、基地局（またはセル）１０５と、通信デバイ
ス１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１０５は、様々な実施形態ではコ
アネットワーク１３０または基地局１０５の一部であり得る、基地局コントローラ（図示
せず）の制御下で通信デバイス１１５と通信し得る。基地局１０５は、バックホールリン
ク１３２を介して制御情報および／またはユーザデータをコアネットワーク１３０と通信
し得る。実施形態では、基地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクであり
得るバックホールリンク１３４を介して、直接的または間接的のいずれかで、互いに通信
し得る。システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上での動作をサ
ポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時に被変調信号を送信す
ることができる。たとえば、各通信リンク１２５は、上記で説明した様々な無線技術に従
って変調されたマルチキャリア信号であり得る。各被変調信号は、異なるキャリア上で送
られ得、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、デ
ータなどを搬送し得る。
【００１８】
　[0036]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してデバイス１１５とワ
イヤレス通信し得る。基地局１０５サイトの各々は、それぞれの地理的エリア１１０に通
信カバレージを与え得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、基地トランシーバ
局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ）
、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ（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好適な用語で呼ばれることがある。基地局のため
のカバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタ（図示せ
ず）に分割され得る。システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マク
ロ基地局、マイクロ基地局、および／またはピコ基地局）を含み得る。異なる技術につい
て重複するカバレージエリアがあり得る。
【００１９】
　[0037]いくつかの実施形態では、システム１００は、無認可スペクトルにわたって１つ
または複数の通信動作モードまたは展開シナリオをサポートするＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネッ
トワークである。他の実施形態では、システム１００は、無認可スペクトルと、無認可ス
ペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なる接続技術とを使用して、または認可スペ
クトルと、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なる接続技術とを使用して、ワイヤレス通信をサポ
ートし得る。それぞれ基地局１０５およびデバイス１１５について説明するために、発展
型ノードＢ（ｅＮＢ）およびユーザ機器（ＵＥ）という用語が概して使用され得る。シス
テム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域にカバレージを与える、認可ス
ペクトルを用いたまたは用いない異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たと
えば、各ｅＮＢ１０５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
イプのセルに通信カバレージを与え得る。ピコセル、フェムトセル、および／または他の
タイプのセルなどのスモールセルは、低電力ノードすなわちＬＰＮを含み得る。マクロセ
ルは、概して、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし
、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能に
し得る。ピコセルは、概して、比較的小さい地理的エリアをカバーすることになり、ネッ
トワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る
。また、フェムトセルは、概して、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバ
ーすることになり、無制限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たと
えば、限定加入者グループ（ＣＳＧ）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）によ
る制限付きアクセスをも可能にし得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ば
れることがある。ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮＢと呼ばれることがある。また、フ
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ェムトセルのためのｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれることがある。
ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポートし得
る。
【００２０】
　[0038]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
てｅＮＢ１０５と通信し得る。ｅＮＢ１０５はまた、たとえば、バックホールリンク１３
４（たとえば、Ｘ２など）を介しておよび／またはバックホールリンク１３２を介して（
たとえば、コアネットワーク１３０を通じて）、直接的または間接的に、互いに通信し得
る。システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、ｅ
ＮＢは同様のフレームタイミングおよび／またはゲーティングタイミングを有し得、異な
るｅＮＢからの送信は時間的にほぼアラインされ得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異な
るフレームタイミングおよび／またはゲーティングタイミングを有し得、異なるｅＮＢか
らの送信は時間的にアラインされない場合がある。本明細書で説明する技法は、同期動作
または非同期動作のいずれにも使用され得る。
【００２１】
　[0039]ＵＥ１１５はシステム１００全体にわたって分散され、各ＵＥは固定またはモバ
イルであり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニ
ット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワ
イヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、ア
クセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエー
ジェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ば
れることがある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス
モデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラ
ップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局な
どであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーなどと通信
することが可能であり得る。
【００２２】
　[0040]システム１００中に示された通信リンク１２５は、モバイルデバイス１１５から
基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からモバイル
デバイス１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リ
ンク送信と呼ばれることもあり、一方、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれる
こともある。ダウンリンク送信は、認可スペクトル、無認可スペクトル、または両方を使
用して行われ得る。同様に、アップリンク送信は、認可スペクトル、無認可スペクトル、
または両方を使用して行われ得る。
【００２３】
　[0041]システム１００のいくつかの実施形態では、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａのための様々な展開シナリオは、認可スペクトル中のＬＴＥダウンリンク容量
が無認可スペクトルにオフロードされ得る補助ダウンリンク（ＳＤＬ）モードと、ＬＴＥ
ダウンリンク容量とＬＴＥアップリンク容量の両方が認可スペクトルから無認可スペクト
ルにオフロードされ得るキャリアアグリゲーションモードと、基地局（たとえば、ｅＮＢ
）とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンク通信およびＬＴＥアップリンク通信が無認可スペク
トル中で行われ得るスタンドアロンモードとを含んでサポートされ得る。基地局１０５な
らびにＵＥ１１５は、これらまたは同様の動作モードのうちの１つまたは複数をサポート
し得る。無認可スペクトル中でのＬＴＥダウンリンク送信のために通信リンク１２５中で
ＯＦＤＭＡ通信信号が使用され得、一方、無認可スペクトル中でのＬＴＥアップリンク送
信のために通信リンク１２５中でＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号が使用され得る。システム１０
０などのシステムにおける、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの展開シナリ
オまたは動作モードの実装形態に関するさらなる詳細、ならびに無認可スペクトルを用い
たＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作に関係する他の特徴および機能を、図２Ａ～図１８Ｂを参照
しながら以下に与える。
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【００２４】
　[0042]次に図２Ａを参照すると、図２００は、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－ＡをサポートするＬＴＥネットワークのための補助ダウンリンクモードとキャリアア
グリゲーションモードとの例を示す。図２００は、図１のシステム１００の部分の一例で
あり得る。その上、基地局１０５－ａは図１の基地局１０５の一例であり得、ＵＥ１１５
－ａは図１のＵＥ１１５の例であり得る。
【００２５】
　[0043]図２００における補助ダウンリンクモードの例では、基地局１０５－ａは、ダウ
ンリンク２０５を使用してＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得る。ダウンリ
ンク２０５は、無認可スペクトル中の周波数Ｆ１に関連付けられる。基地局１０５－ａは
、双方向リンク２１０を使用して同じＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、
双方向リンク２１０を使用してそのＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し
得る。双方向リンク２１０は、認可スペクトル中の周波数Ｆ４に関連付けられる。無認可
スペクトル中のダウンリンク２０５、および認可スペクトル中の双方向リンク２１０は、
同時に動作し得る。ダウンリンク２０５は、基地局１０５－ａにダウンリンク容量オフロ
ードを与え得る。いくつかの実施形態では、ダウンリンク２０５は、（たとえば、１つの
ＵＥに宛てられた）ユニキャストサービスのサービス、サービスのために、または（たと
えば、いくつかのＵＥに宛てられた）マルチキャストサービスのために使用され得る。こ
のシナリオは、認可スペクトルを使用しトラフィックおよび／またはシグナリング輻輳の
一部を緩和する必要があるどんなサービスプロバイダ（たとえば、従来のモバイルネット
ワーク事業者すなわちＭＮＯ）でも起こり得る。
【００２６】
　[0044]図２００におけるキャリアアグリゲーションモードの一例では、基地局１０５－
ａは、双方向リンク２１５を使用してＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、
双方向リンク２１５を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し
得る。双方向リンク２１５は、無認可スペクトル中の周波数Ｆ１に関連付けられる。基地
局１０５－ａはまた、双方向リンク２２０を使用して同じＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通
信信号を送信し得、双方向リンク２２０を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭ
Ａ通信信号を受信し得る。双方向リンク２２０は、認可スペクトル中の周波数Ｆ２に関連
付けられる。双方向リンク２１５は、基地局１０５－ａにダウンリンクおよびアップリン
ク容量オフロードを与え得る。上記で説明した補助ダウンリンクと同様に、このシナリオ
は、認可スペクトルを使用しトラフィックおよび／またはシグナリング輻輳の一部を緩和
する必要があるどんなサービスプロバイダ（たとえば、ＭＮＯ）でも起こり得る。
【００２７】
　[0045]図２００におけるキャリアアグリゲーションモードの別の例では、基地局１０５
－ａは、双方向リンク２２５を使用してＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得
、双方向リンク２２５を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信
し得る。双方向リンク２２５は、無認可スペクトル中の周波数Ｆ３に関連付けられる。基
地局１０５－ａはまた、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ
通信信号を送信し得、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤ
ＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２３０は、認可スペクトル中の周波数Ｆ２に関
連付けられる。双方向リンク２２５は、基地局１０５－ａにダウンリンクおよびアップリ
ンク容量オフロードを与え得る。この例および上記に与えた例は説明の目的で提示された
ものであり、容量オフロードのために無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと無
認可スペクトルを用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとを組み合わせる他の同様の動作モードま
たは展開シナリオがあり得る。
【００２８】
　[0046]上記で説明したように、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用す
ることによって提供される容量オフロードから利益を得ることができる典型的なサービス
プロバイダは、ＬＴＥスペクトルを用いた従来のＭＮＯである。これらのサービスプロバ
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イダでは、動作構成は、認可スペクトル上でＬＴＥプライマリコンポーネントキャリア（
ＰＣＣ）を使用し無認可スペクトル上でセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）を
使用するブートストラップモード（たとえば、補助ダウンリンク、キャリアアグリゲーシ
ョン）を含み得る。
【００２９】
　[0047]補助ダウンリンクモードでは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの
ための制御は、ＬＴＥアップリンク（たとえば、双方向リンク２１０のアップリンク部分
）を介してトランスポートされ得る。ダウンリンク容量オフロードを与える理由の１つは
、データ需要がダウンリンク消費によって大きく動かされるからである。その上、このモ
ードでは、ＵＥは無認可スペクトル中で送信していないので、規制上の影響がないことが
ある。ＵＥ上でリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ：listen-before-talk）またはキャリア
センス多重アクセス（ＣＳＭＡ：carrier sense multiple access）要件を実装する必要
はない。ただし、ＬＢＴは、たとえば、周期的な（たとえば、１０ミリ秒ごとの）クリア
チャネルアセスメント（ＣＣＡ）および／または無線フレーム境界にアラインされたグラ
ブアンドリリンキッシュ（grab-and-relinquish）メカニズムを使用することによって基
地局（たとえば、ｅＮＢ）上で実装され得る。
【００３０】
　[0048]キャリアアグリゲーションモードでは、データおよび制御がＬＴＥ（たとえば、
双方向リンク２１０、２２０、および２３０）で通信され得、データが、無認可スペクト
ルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ（たとえば、双方向リンク２１５および２２５）で通信さ
れ得る。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用するときにサポートされる
キャリアアグリゲーションメカニズムは、ハイブリッド周波数分割複信－時分割複信（Ｆ
ＤＤ－ＴＤＤ）キャリアアグリゲーション、またはコンポーネントキャリアにわたって異
なる対称性を伴うＴＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションの下に入り得る。
【００３１】
　[0049]図２Ｂは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのためのスタンドアロ
ンモードの一例を示す図２００－ａを示す。図２００－ａは、図１のシステム１００の部
分の一例であり得る。その上、基地局１０５－ｂは図１の基地局１０５と図２Ａの基地局
１０５－ａとの一例であり得、ＵＥ１１５－ｂは図１のＵＥ１１５と図２ＡのＵＥ１１５
－ａとの一例であり得る。
【００３２】
　[0050]図２００－ａにおけるスタンドアロンモードの例では、基地局１０５－ｂは、双
方向リンク２４０を使用してＵＥ１１５－ｂにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、双方向リ
ンク２４０を使用してＵＥ１１５－ｂからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向
リンク２４０は、図２Ａを参照しながら上記で説明した無認可スペクトル中の周波数Ｆ３
に関連付けられる。スタンドアロンモードは、スタジアム中アクセス（たとえば、ユニキ
ャスト、マルチキャスト）など、非従来型ワイヤレスアクセスシナリオにおいて使用され
得る。この動作モードの典型的なサービスプロバイダは、認可スペクトルを有しないスタ
ジアムオーナー、ケーブル会社、イベントホスト、ホテル、企業、および大会社であり得
る。これらのサービスプロバイダのために、スタンドアロンモードのための動作構成は無
認可スペクトル上でＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＰＣＣを使用し得る。その上、ＬＢＴが基地局
とＵＥの両方の上に実装され得る。
【００３３】
　[0051]次に図３を参照すると、図３００は、様々な実施形態による、認可スペクトルお
よび無認可スペクトル中で同時にＬＴＥを使用するときのキャリアアグリゲーションの一
例を示す。図３００のキャリアアグリゲーション方式は、図２Ａを参照しながら上記で説
明したハイブリッドＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに対応し得る。このタイプ
のキャリアアグリゲーションは、図１のシステム１００の少なくとも部分において使用さ
れ得る。その上、このタイプのキャリアアグリゲーションは、それぞれ図１および図２Ａ
の基地局１０５および１０５－ａにおいて、ならびに／またはそれぞれ図１および図２Ａ
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のＵＥ１１５および１１５－ａにおいて使用され得る。
【００３４】
　[0052]この例では、ダウンリンクにおけるＬＴＥに関してＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）が
実施され得、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに関して第１のＴＤＤ（ＴＤ
Ｄ１）が実施され得、ＬＴＥに関して第２のＴＤＤ（ＴＤＤ２）が実施され得、アップリ
ンクにおけるＬＴＥに関して別のＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）が実施され得る。ＴＤＤ１は
６：４のＤＬ：ＵＬ比を生じるが、ＴＤＤ２の比は７：３である。時間スケール上で、異
なる有効ＤＬ：ＵＬ比は、３：１、１：３、２：２、３：１、２：２、および３：１であ
る。この例は説明の目的で提示されたものであり、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａの動作と無認可スペクトルを用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作とを組み合わせ
る他のキャリアアグリゲーション方式があり得る。
【００３５】
　[0053]図４は、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１０５と
、図１のＵＥのうちの１つであり得るＵＥ１１５との設計のブロック図を示す。ｅＮＢ１
０５はアンテナ４３４ａ～４３４ｔを装備し得、ＵＥ１１５はアンテナ４５２ａ～４５２
ｒを装備し得る。ｅＮＢ１０５において、送信プロセッサ４２０は、データソース４１２
からデータを受信し、コントローラ／プロセッサ４４０から制御情報を受信し得る。制御
情報は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、物理制御フォーマットインジケー
タチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャネル（Ｐ
ＨＩＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）などのためのものであり得る
。データは物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）などのためのものであり得る。
送信プロセッサ４２０は、データと制御情報とを処理（たとえば、符号化およびシンボル
マッピング）して、それぞれデータシンボルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセ
ッサ４２０はまた、たとえば、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（Ｓ
ＳＳ）、およびセル固有基準信号のために、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４３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シ
ンボル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）
を実施し得、出力シンボルストリームを変調器（ＭＯＤ）４３２ａ～４３２ｔに与え得る
。各変調器４３２は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）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４３２は、出力サン
プルストリームをさらに処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、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４３２ａ～４３２ｔ
からのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ４３４ａ～４３４ｔを介して送信され得る
。
【００３６】
　[0054]ＵＥ１１５において、アンテナ４５２ａ～４５２ｒは、ｅＮＢ１０５からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ～４５４ｒに
与え得る。各復調器４５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、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
４５４は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルをさらに処理して、受信シ
ンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器４５６は、すべての復調器４５４ａ～４５４ｒから
受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実施し、
検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ４５８は、検出シンボルを処理（たとえば、復
調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１１５のための復号されたデータをデータ
シンク４６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４８０に与え得る
。
【００３７】
　[0055]アップリンク上では、ＵＥ１１５において、送信プロセッサ４６４は、データソ
ース４６２から（たとえば、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための）デ
ータを受信し、処理し得、コントローラ／プロセッサ４８０から（たとえば、物理アップ
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リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のための）制御情報を受信し、処理し得る。送信プロ
セッサ４６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ４６
４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリコ
ードされ、（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）復調器４５４ａ～４５４ｒによって
さらに処理され、ｅＮＢ１０５に送信され得る。ｅＮＢ１０５において、ＵＥ１１５から
のアップリンク信号は、アンテナ４３４によって受信され、復調器４３２によって処理さ
れ、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器４３６によって検出され、受信プロセッサ４３８に
よってさらに処理されて、ＵＥ１１５によって送られた復号されたデータおよび制御情報
が取得され得る。プロセッサ４３８は、復号されたデータをデータシンク４３９に与え、
復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４４０に与え得る。
【００３８】
　[0056]コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、それぞれｅＮＢ１０５におけ
る動作およびＵＥ１１５における動作を指示し得る。ｅＮＢ１０５におけるコントローラ
／プロセッサ４４０ならびに／または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説
明する技法のための様々なプロセスを実施するか、またはその実行を指示し得る。ＵＥ１
１５におけるコントローラ／プロセッサ４８０ならびに／または他のプロセッサおよびモ
ジュールはまた、図５～図１３および図１６に示された機能ブロック、および／または本
明細書で説明する技法のための他のプロセスを実施するか、またはその実行を指示し得る
。メモリ４４２および４８２は、それぞれｅＮＢ１０５およびＵＥ１１５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４４４は、ダウンリンク上および／
またはアップリンク上でのデータ送信のためにＵＥをスケジュールし得る。
【００３９】
　[0057]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用する通信のためのワイヤレ
ス技術の実装形態と共に、効率的に、および現行のＬＴＥ規格からの変更をできる限り少
なくして無認可帯域にわたるＬＴＥ動作に適応するために、様々な適応が望ましいことが
ある。たとえば、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開において、様々なダ
ウンリンクプロシージャは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ動作のために適応され得る
。
【００４０】
　[0058]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ適用例のための適応において考慮
すべきダウンリンクＬＴＥ動作の一態様は、サイクリックプリフィックス（ＣＰ）動作で
ある。ＬＴＥでは、２つのＣＰ持続時間がサポートされる（ノーマルＣＰ（ＮＣＰ）およ
び拡張ＣＰ（ＥＣＰ））。ＮＣＰの持続時間は約５μｓであるが、ＥＣＰの持続時間は約
１７μｓである。ＮＣＰは、ＥＣＰ構成よりもオーバーヘッドのより効率的な使用を行う
。したがって、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開ではＮＣＰを提供する
ことが望ましいことがある。ＤＬとＵＬとのためのＣＰは別々に構成され得、したがって
、ＮＣＰとＥＣＰとの間でＤＬ　ＣＰ持続時間とＵＬ　ＣＰ持続時間とについて４つの組
合せが生じ得る。
【００４１】
　[0059]図示のように、ＮＣＰは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開の
ために少なくともユニキャスト送信では十分であり得る。送信電力とカバレージレンジと
が限られていることにより、より効率的な動作のためになお一層短いＣＰを考慮すべきモ
チベーションもあり得る。図５Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的
なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック５００において、無認可スペクトルに
わたってＯＦＤＭＡ通信信号を送信するように構成される基地局が、送信のための通信を
生成する。ブロック５０１において、基地局は、通信に無認可帯域サイクリックプリフィ
ックスを追加し、ここにおいて、無認可帯域サイクリックプリフィックスの持続時間は、
認可スペクトルにわたる通信に関連するノーマルサイクリックプリフィックスよりも小さ
いかまたはそれに等しい。ブロック５０２において、基地局は、無認可帯域にわたって１
つまたは複数のＵＥに通信を送信する。通信は、は、１つまたは複数のＵＥの各々に特に
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宛てられたユニキャスト通信であり得るか、あるいは基地局のカバレージエリア内の１つ
または複数のＵＥへのブロードキャスト通信であり得る。
【００４２】
　[0060]図５Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す
機能ブロック図である。ブロック５０３において、認可スペクトルと無認可スペクトルと
にわたって基地局からＯＦＤＭＡ通信信号を受信するように構成されるＵＥが、無認可帯
域にわたってサービング基地局から通信を受信する。無認可帯域にわたって通信を受信し
たことに応答して、ブロック５０４において、ＵＥは、無認可帯域サイクリックプリフィ
ックスを使用して通信を処理し、ここにおいて、無認可帯域サイクリックプリフィックス
の持続時間は、認可帯域にわたる通信に関連するノーマルサイクリックプリフィックスよ
りも小さいかまたはそれに等しい。無認可帯域にわたってＵＥによって受信されるそのよ
うなＯＦＤＭＡ通信において、ＵＥは無認可帯域サイクリックプリフィックスを使用し、
その無認可帯域サイクリックプリフィックスは、選択された態様では、認可帯域通信にお
けるノーマルサイクリックプリフィックスの持続時間よりも小さい持続時間であり得る。
したがって、通信は、より効率的に、および潜在的にはデータスループットの増加ととも
に受信され、処理され得る。
【００４３】
　[0061]ＬＴＥでは、ｅＭＢＭＳ送信はシングルセル送信としてまたはマルチセル送信と
して実施され得る。マルチセル送信の場合、端末が複数の送信からのエネルギーをソフト
合成することを可能にするために、セルとコンテンツは同期される。重畳された信号は、
端末にはマルチパスのように見える。この概念は単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）とし
ても知られている。ＬＴＥネットワークは、どのセルがｅＭＢＭＳサービスの送信のため
のＳＦＮの部分であるかを構成することができる。マルチキャストブロードキャスト単一
周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）では、送信は、同じリソースブロックを使用してｅＮ
Ｂの時間同期されたセットから発生する。ＭＢＳＦＮのために典型的に使用されるＣＰは
ＥＣＰであり、これは、ＵＥが、互いに遠く離れて位置する異なるｅＮＢからの送信を合
成することを可能にし、このようにして、ＳＦＮ動作の利点の一部がいくぶん無効になる
。
【００４４】
　[0062]ｅＭＢＭＳを使用する通信も、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展
開において実装され得る。無認可スペクトルにわたるそのようなｅＭＢＭＳ通信では、無
認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のカバレージレンジが限られているので
、ＮＣＰで十分であり得る。しかしながら、上述したように、現在のＭＢＳＦＮ基準信号
はＥＣＰに基づいて設計される。したがって、ＭＢＳＦＮチャネルにわたってｅＭＢＭＳ
通信を実施するとき、新しいＭＢＳＦＮ基準信号パターン（たとえば、再利用ポート５Ｄ
Ｍ－ＲＳパターンなど）に加えてｅＭＢＭＳ通信のためにＮＣＰが使用される。図６Ａは
、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図で
ある。ブロック６００において、無認可スペクトルにわたってＯＦＤＭＡ通信信号を送信
するように構成される基地局が、ｅＭＢＭＳ通信などのブロードキャスト通信を生成する
。ブロック６０１において、基地局は、ブロードキャスト通信に無認可帯域サイクリック
プリフィックスを追加し、ここにおいて、無認可帯域サイクリックプリフィックスの持続
時間は、認可スペクトルにわたる通信に関連するノーマルサイクリックプリフィックスに
等しい。ブロック６０２において、基地局は、無認可帯域サイクリックプリフィックスに
関連するパターンに従って、ＭＢＳＦＮ基準信号などのブロードキャスト基準信号を生成
する。ブロック６０３において、基地局は、無認可帯域にわたってブロードキャスト基準
信号およびブロードキャスト通信をブロードキャストする。
【００４５】
　[0063]図６Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す
機能ブロック図である。ブロック６０４において、認可スペクトルと無認可スペクトルと
にわたって基地局からＯＦＤＭＡ通信信号を受信するように構成されるＵＥが、無認可帯
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域にわたってブロードキャスト信号を受信する。ブロック６０５において、無認可帯域に
わたってブロードキャスト信号を受信したことに応答して、ＵＥは、無認可帯域サイクリ
ックプリフィックスに従って構成されるパターン中に、ＭＢＳＦＮ基準信号などのブロー
ドキャスト基準信号を検出し、ここにおいて、無認可帯域サイクリックプリフィックスの
持続時間は、認可帯域にわたる通信に関連するノーマルサイクリックプリフィックスに等
しい。ブロック６０６において、ＵＥは、無認可帯域サイクリックプリフィックスを使用
してブロードキャスト信号から、ｅＭＢＭＳ送信などのブロードキャスト通信を検出する
。
【００４６】
　[0064]本開示の追加の態様では、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、特
定のサブフレームに基づいてサイクリックプリフィックスタイプを選択することによって
フレーム構造を簡略化し得る。たとえば、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）がその
中で行われるＣＣＡサブフレームまたは修正特殊サブフレーム（Ｓ’）は、ＮＣＰを使用
するが、他のサブフレームは、無認可スペクトルを用いた補助ダウンロード（ＳＤＬ）お
よびキャリアアグリゲーション（ＣＡ）のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開などの展開に応じて、
ＮＣＰまたはＥＣＰのいずれかを使用し得る。図７は、本開示の一態様を実装するために
実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック７００において、無
認可スペクトルにわたってＯＦＤＭＡ通信信号を送信するように構成される基地局が、１
つまたは複数のＵＥへの送信のための通信を生成する。ブロック７０１において、基地局
は、通信がその中で送信されるサブフレームを検出する。ブロック７０２において、基地
局は、検出されたサブフレームに基づいて無認可帯域サイクリックプリフィックスを選択
する。ブロック７０３において、基地局は、選択された無認可帯域サイクリックプリフィ
ックスを通信に追加する。ブロック７０４において、基地局は、無認可帯域にわたって通
信を送信する。
【００４７】
　[0065]無認可帯域展開がセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）である無認可ス
ペクトルを用いたＳＤＵおよびＣＡのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開では、無認可帯域は、アン
カーＣＣと同じまたは異なるサイクリックプリフィックスを有し得る。したがって、同じ
サイクリックプリフィックスを強制することは不要であり得る。無認可帯域ＳＣＣが異な
るサイクリックプリフィックスを使用し得るそのような態様では、無認可帯域基地局は、
直接シグナリングを介してＵＥにサイクリックプリフィックスを搬送し得る。代替的に、
セカンダリ無認可帯域ＣＣのサイクリックプリフィックス情報は、ブラインド検出を使用
してＵＥによって発見され得る。たとえば、ダウンリンクサイクリックプリフィックスは
、ＵＥによって、いくつかの物理信号／チャネル、たとえば、ＰＳＳ／ＳＳＳを介してブ
ラインド検出され得る。
【００４８】
　[0066]本開示のいくつかの態様では、ユニキャスト送信は、単一のタイプのサイクリッ
クプリフィックスで構成され得る。
【００４９】
　[0067]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のために適応され得る追加の
ダウンリンク態様は、フレーム構造を含む。ＬＴＥでは、周波数分割複信（ＦＤＤ）構造
と時分割複信（ＴＤＤ）構造の両方がサポートされる。これらの２つのフレーム構造の早
い区別を可能にするために、ＰＳＳ／ＳＳＳは概して別様に配置される。たとえば、ＦＤ
Ｄ構造は、スロット０の最後の２つのシンボル中のサブフレーム０／５中にＰＳＳ／ＳＳ
Ｓを配置し、ＳＳＳの後にＰＳＳがくる。ＴＤＤ構造は、サブフレーム０／１／５／６中
にＰＳＳ／ＳＳＳを配置し、ＳＳＳはサブフレーム０／５の最後のシンボル中に配置され
、ＰＳＳはサブフレーム１／６の第３のシンボル中に配置される。しかしながら、無認可
スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開では、ペアにされたダウンリンク／アップリ
ンクキャリアはない。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ダウンリンク専
用サブフレーム、およびダウンリンク＋少なくとも１つのアップリンクサブフレームなど
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の混合ダウンリンク／アップリンクサブフレームという、２つのタイプの構造を採用する
。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａにおけるダウンリンク専用サブフレーム
構成は、少なくともＳＤＬおよびＣＡ展開シナリオではＬＴＥダウンリンク専用帯域２９
のサポートと同様であり得る。したがって、たとえば、いくつかのＵＥは、無認可キャリ
ア帯域上で受信および送信するのではなく、無認可キャリア帯域上で受信のみするように
構成され得る。
【００５０】
　[0068]無認可スペクトルを用いたＳＤＬ／ＣＡのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開では、これら
の２つの構造、または実際の構成が、アンカーＣＣを介してＵＥに示され得る。ＵＥは、
アンカーＣＣからのいかなる支援もなしに、それらがサービングセルに追加される前に、
これらのキャリアについて依然として探索し得る。ただし、同じ周波数は、ある領域また
は国では認可帯域に属し、異なる領域または国では無認可帯域に属し得る。ＵＥは、その
ような差異に気づいていないことがあり、透過的にセル探索を実施し得る。したがって、
ダウンリンク専用と混合ダウンリンク／アップリンクのための両方の構造がサポートされ
得る。２つの構造間の相違は、いくつかの態様では、異なるＰＳＳ／ＳＳＳ配置を介して
示され得るか、または、他の態様では、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）またはシステム情
報ブロック（ＳＩＢ）などのシステムメッセージ中で伝達され得る。
【００５１】
　[0069]図８は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図である。ブロック８００において、ＵＥが、サービング基地局との通信のた
めのフレーム構造のインジケーションを取得し、ここにおいて、ＵＥは、認可スペクトル
と無認可スペクトルとにわたってサービング基地局から直交周波数分割多元接続（ＯＦＤ
ＭＡ）通信信号を受信するように構成される。フレーム構造インジケーションを取得する
ために、ＵＥは、アンカーＣＣにアクセスすることを通じて構造のインジケーションを受
信し得る。シグナリングは、ＭＩＢまたはＳＩＢなどの様々なシステムメッセージ中に含
まれ得る。追加の態様は、ＵＥがフレーム構造についてセル探索を実施し得ることを提供
する。そのようなセル探索を透過的に実施することによって、ＵＥは、キャリアの周波数
が認可帯域中に属するか無認可帯域中に属するかにかかわらず、構造を取得し得る。さら
に、ＵＥは、異なるＰＳＳ／ＳＳＳ配置の従来の手段を通じてフレーム構造のインジケー
ションを取得し得る。ブロック８０１において、ＵＥは、示されたフレーム構造に従って
基地局とのそれの通信を構成する。示されたフレーム構造は、少なくともダウンリンク専
用構造および混合ダウンリンク／アップリンク構造をサポートし得る。
【００５２】
　[0070]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの様々な代替展開では、アップリ
ンク専用サブフレーム構成が定義され得ることに留意されたい。そのような態様では、ダ
ウンリンク専用構造、アップリンク専用構造、および混合ダウンリンク／アップリンクフ
レーム構造という、３つの構成が利用可能である。
【００５３】
　[0071]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のために適応され得る追加の
ダウンリンク態様は、同期信号を含む。ＬＴＥでは、ＵＥが時間と周波数の同期を獲得し
、セル探索を可能にするために、ＰＳＳ／ＳＳＳが使用され得る。ＰＳＳ／ＳＳＳは、典
型的には中心の６つのＲＢ中でのみ送信される。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａでは、少なくともスタンドアロン（ＳＡ）展開では、同様の信号が提供されるべき
である。
【００５４】
　[0072]時間領域の考慮において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開は
、ＬＴＥにおいて定義されている５ｍｓ期間よりも頻繁でない同期信号送信を考慮すべき
である。同期信号の低減された頻度は、オーバーヘッドと、捕捉遅延トレードオフと、動
的リソース利用可能性との間の考慮を表す。ＷＩＦＩノードを使用する無認可スペクトル
を用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開は、５％のフレキシブルな送信バジェットの下で動作す
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る。５％のフレキシブルな送信バジェットは、ＷＩＦＩノードがどんな５０ｍｓ期間内で
も５％よりも大きく自律的に送信するのを防止する。それに応じて、本開示の一態様は、
ドーマントセル動作と同様に、保証型様式でのＰＳＳ／ＳＳＳ送信のために８０ｍｓの固
定周期性を提案する。そのような態様では、ＰＳＳ／ＳＳＳサンプルのためのバッファサ
イズは、期間の量、たとえば、８０ｍｓなど、ある量だけ増加され得る。
【００５５】
　[0073]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａノードは、固定期間、たとえば、
８０ｍｓに従って非ＣＣＡサブフレーム中での同期信号の（たとえばＣＣＡを免除された
）保証型送信を提供し、５％のフレキシブルな送信バジェットを依然として満たし得る。
図９は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図である。ブロック９００において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基
地局が、送信のために、ＰＳＳ／ＳＳＳなど、１つまたは複数の同期信号を生成する。ブ
ロック９０１において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、同期信
号の送信のための非ＣＣＡサブフレームを決定する。非ＣＣＡサブフレームを使用して、
無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、同期信号の保証型送信を確立し
得る。ブロック９０２において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は
、固定期間を条件とする非ＣＣＡサブフレーム中で同期信号を送信する。
【００５６】
　[0074]本開示の追加の態様では、保証型送信のための固定期間は、８０ｍｓとは異なる
時間に設定され得ることに留意されたい。たとえば、５％のフレキシブルな送信バジェッ
ト要件は５０ｍｓ期間にわたって測定されるので、保証型送信のための固定期間も５０ｍ
ｓに設定され得る。８０ｍｓは、一様に分割可能であるかまたは多くの異なるシステムパ
ラメータと同等であるという利益を提供するが、５０ｍｓなどのより短い期間は、保証型
動作のためにより多くの機会を提供し得る。６０ｍｓ、７０ｍｓなど、他の時間も考慮さ
れ得る。
【００５７】
　[0075]接続されたＵＥおよび／またはアイドルＵＥが測定ギャップを最小限に抑えるた
めに、ＵＥは、近隣セル／隣接周波数の間の同期を仮定し得るか、あるいは無認可スペク
トルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、保証型ＰＳＳ／ＳＳＳ送信のためにどこを探
すべきかＵＥをシグナリングし得る。接続されたＵＥの場合、時間／周波数トラッキング
の改善（たとえば、より多くのＰＳＳ／ＳＳＳサブフレーム）のために追加の情報が示さ
れ得る。
【００５８】
　[0076]同期信号の保証型送信は、ある周期性を条件とする固定サブフレームインデック
ス（たとえば、サブフレーム９）に配置され得るか、または異なるセル／異なるキャリア
にわたって互い違いに配列され（staggered）得る。互い違いに配列することは、複数の
キャリアが、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開を通じて重複しない同期
信号を送信させることを可能にし得る。
【００５９】
　[0077]ＳＤＬ／ＣＡのためのＰＳＳ／ＳＳＳの保証型送信の固定周期性は、無認可スペ
クトルを用いたＳＡ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のための固定期間とは異なり得る。アンカ
ーＣＣと無認可帯域ＣＣが同期しているか、あるいは（ＵＥによって仮定されるかまたは
ＵＥに示され得る）タイミングオフセットが固定であると仮定すると、ＳＤＬ／ＣＡ展開
のためのアンカーＣＣから粗いタイミングが取得され得るとすれば、この差異はサポート
可能である。たとえば、無認可帯域ＣＣがそれら自体の間で時間アラインされ得、認可帯
域ＣＣもそれら自体の間で時間アラインされ得る。ただし、認可帯域ＣＣと無認可帯域Ｃ
Ｃとの間に何らかの固定タイミングオフセットがあることがある。
【００６０】
　[0078]同期信号の保証型送信に加えて、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
は、同様に同期信号の追加の日和見主義的（opportunistic）送信をも行い得る。ＣＣＡ
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ベースのサブフレーム中で日和見主義的に送信される追加のＰＳＳ／ＳＳＳは、セル探索
および同期への追加の助けを提供し得る。そのようなＣＣＡベースのサブフレーム中で、
基地局がクリアＣＣＡを検出した場合、基地局は、クリア期間の満了前のある時点におい
て同期信号を送信し得る。クリアＣＣＡを検出した後に、送信ストリームは、５～１０ｍ
ｓなどの所定の持続時間の間、利用可能であることが保証される。保証されたロケーショ
ンにおいて同期信号について探索することに加えて、ＵＥはまた、同期信号についてセル
探索をより頻繁に実施し得る。たとえば、アイドルＵＥは、５ｍｓごとにＰＳＳ／ＳＳＳ
について探すことをも試み得る。ただし、頻度間ステータスは保証型送信サブフレームに
基づくべきである。
【００６１】
　[0079]同期シンボルの数も、本開示の様々な態様のための考慮事項であり得る。一態様
では、ＰＳＳおよびＳＳＳは別個のシンボルを有し得る。ＰＳＳ／ＳＳＳシンボルの分離
は、（現在のＦＤＤ配置と同様に）固定であるか、または異なるフレーム構造（たとえば
、ＤＬ専用構造対混合ＤＬ／ＵＬサブフレーム構造）について別様に配置され得る。本開
示の追加の態様では、１シンボル同期信号も送信され得る。たとえば、１シンボル同期信
号は、ＰＳＳ／ＳＳＳの両方の１シンボル合成を含むか、またはＳＳＳのみをもつ１シン
ボル送信を含み得る（ＳＳＳはセルＩＤについてすべての必要な情報を搬送するので、Ｐ
ＳＳ送信なし）。
【００６２】
　[0080]本開示の様々な態様では、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局
は、同じシンボルのリソースブロック中で、同期信号をＣＲＳなどの他の基準信号と多重
化し得る。少なくともＳＳＳについて、ここで、他の基準信号のためのリソース要素はＰ
ＳＳに基づいて導出され得る。たとえば、ＣＲＳと多重化する場合、ＰＳＳは、ＣＲＳに
周波数シフトを与え得る。
【００６３】
　[0081]規制により、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムを介してＷ
ＩＦＩを使用して送信されるＰＳＳ／ＳＳＳシンボルは、広帯域シンボルになることが可
能になる。したがって、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのためのシステム
帯域幅のセットは、ＬＴＥとは異なり得る（＞１．４ＭＨｚ）。大きい帯域幅により、ラ
スタサイズも増加され得る。図１０Ａおよび図１０Ｂは、本開示の態様を実装するために
実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック１０００において、
無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局が、送信のための１つまたは複数の
同期信号を生成する。ブロック１００１において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ基地局は、広帯域シンボル中で１つまたは複数の同期信号を送信する。ＵＥは、
ブロック１００２において、無認可帯域にわたって広帯域同期シンボルを受信し、ブロッ
ク１００３において、広帯域同期シンボルに基づいて同期を実施する。図１０Ａおよび図
１０Ｂに示された本開示の様々な態様では、同期信号自体は、広帯域同期信号、たとえば
、広帯域ＰＳＳ／ＳＳＳ信号として生成され得る。そのような態様では、広帯域ＰＳＳ／
ＳＳＳは、より大きい帯域幅への現在の１．０８ＭＨｚのＰＳＳ／ＳＳＳシーケンスの繰
り返しを単に含み得る。代替的に、狭帯域同期信号＋ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳなどの追加情報
を含む、新しい同期シーケンス。この新しいシーケンスは、無認可スペクトルを用いない
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムと無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムと
の早い識別を行うことを助け得る。ＰＳＳ／ＳＳＳ信号の保証型送信はあまり頻繁でない
ので、より良いシーケンス設計は性能を著しく改善し得る。ＵＥの電力消費量とバッファ
サイズとの増加で、ＰＳＳ／ＳＳＳの帯域幅がより大きくなることへの１つのトレードオ
フ（たとえば、８０ｍｓ×２０ＭＨｚ対８０ｍｓ×１．４ＭＨｚ）。
【００６４】
　[0082]本開示の代替態様では、広帯域同期シンボルは、狭帯域ＰＳＳ／ＳＳＳ信号（た
とえば、ＬＴＥの場合のような６つのＲＢ）＋他の信号の合成であり得る。他の信号はＣ
ＵＰＳ／ＣＵＢＳであり得る。たとえば、いくつかの態様では、広帯域同期シンボルは、
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基地局スケジューリングにかかわらず、狭帯域ＰＳＳ／ＳＳＳ＋ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳを含
み得る。本開示の追加の態様はまた、広帯域シンボルを構成するために狭帯域ＰＳＳ／Ｓ
ＳＳに何の追加の情報が追加されるかを決定し得る。たとえば、基地局においてトラフィ
ックがないとき、広帯域同期シンボルは狭帯域ＰＳＳ／ＳＳＳおよびＣＵＢＳを含む。し
かしながら、基地局において送信のためのトラフィックがある場合、広帯域同期シンボル
は狭帯域ＰＳＳ／ＳＳＳ＋データ信号を含む。このようにして、そのような態様ではデー
タスループットが改善され得る。
【００６５】
　[0083]無認可スペクトルを用いたＳＤＬ／ＣＡのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開では、セカン
ダリＣＣ上で同期信号送信を完全に省略することが可能であり得る。図１１は、本開示の
一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロ
ック１１００において、無認可スペクトルを用いたＳＤＬ／ＣＡのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基
地局は、セカンダリＣＣと、そのセカンダリＣＣに関連するプライマリＣＣとの間の同期
を検出する。これは、非コロケートＣＣ（たとえば、マルチフロー）については、または
測定がＰＳＳ／ＳＳＳの知識に依拠する場合は適用不可能であり得る。ブロック１１０１
において、無認可スペクトルを用いたＳＤＬ／ＣＡのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、同期
を検出したことに応答して、セカンダリＣＣ上での同期信号の送信を省略する。
【００６６】
　[0084]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のために適応され得る追加の
ダウンリンク態様は、ＵＥによってセル探索のために使用されるシステム情報を搬送する
ブロードキャストチャネルを含む。ＬＴＥでは、ブロードキャストチャネル、物理ブロー
ドキャストチャネル（ＰＢＣＨ）は、重要なシステム情報を提供し、４０ｍｓの送信時間
間隔（ＴＴＩ）で１０ｍｓごとに送信される。したがって、ＰＢＣＨ内に含まれている情
報は４０ｍｓごとに変化する。典型的に、ＰＢＣＨは、８ビットＳＦＮと、４ビットシス
テム帯域幅情報と、３ビットＰＨＩＣＨ情報とを含む。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａでは、ＥＰＢＣＨまたはＳＩＢライト（ＳＩＢ－０）のいずれかが送信され
ることが企図される。
【００６７】
　[0085]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開におけるＥＰＢＣＨの送信は
、上記で開示したように、同期信号の送信と同様である。時間領域において、ＥＰＢＣＨ
はＰＳＳ／ＳＳＳと同様になり、同じまたは異なる周期性を有し得る。無認可スペクトル
を用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開はより高いシステム帯域幅を利用可能にし得るので、シ
ステム帯域幅が大きい場合（たとえば、２０ＭＨｚ以上）、ＥＰＢＣＨは４つ未満のシン
ボルを占有し得る。２０ＭＨｚでは、無認可スペクトルを用いないＬＴＥにおけるＥＰＢ
ＣＨのための２４０個のトーンに対して、２０ＭＨｚのために約８００個のトーン／シン
ボルがある［１２００－４（ＣＲＳトーン／ＲＢ）×１００（ＲＢ）］。同様に、ＥＰＢ
ＣＨの送信は５％のフレキシブルな送信バジェットにも従わなければならないので、ＥＰ
ＢＣＨのＴＴＩは、既存の４０ｍｓの２倍よりも長い時間であり得る。たとえば、８０ｍ
ｓの固定期間では、ＥＰＢＣＨのＴＴＩは３２０ｍｓであり得、したがって、ＥＰＢＣＨ
のコンテンツは３２０ｍｓの間変化しない。５０ｍｓ間の５％のフレキシブルな送信バジ
ェットまたは５％デューティサイクルは、合成測定値である。したがって、ＰＳＳ／ＳＳ
Ｓ、ＥＰＢＣＨ、および測定ＲＳ送信の合成は５０ｍｓ中の５％のデューティサイクルを
超えるべきでない。
【００６８】
　[0086]図１２は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す
機能ブロック図である。ブロック１２００において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ基地局は、送信のための１つまたは複数のシステムブロードキャスト信号を生
成する。システムブロードキャスト信号は、セル探索、同期などのためにＵＥによって使
用される重要なシステム情報を搬送するＥＰＢＣＨ、ＰＢＣＨなどを含み得る。ブロック
１２０１において、基地局は、システムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つの
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送信のための非ＣＣＡサブフレームを決定する。同期信号の保証型送信と同様に、上記で
開示したように、システムブロードキャスト信号の保証型送信は同様のプロシージャに従
って構成され得る。非ＣＣＡサブフレームは、それらに関連する送信制限を有しない。ブ
ロック１２０２において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、５０
ｍｓ間の５％デューティサイクルの制限が満たされることを可能にする、固定期間におけ
る非ＣＣＡサブフレーム中でシステムブロードキャスト信号を送信する。
【００６９】
　[0087]同期信号の場合と同様に、ＥＰＢＣＨのためのシンボルロケーションおよび／ま
たはサブフレームロケーションは固定であるか、あるいはセルＩＤおよび／またはキャリ
アインデックスの関数であり得る。システムブロードキャスト信号の帯域幅は、同期信号
の帯域幅と同様であることも同様でないこともある。規制により、広帯域ＥＰＢＣＨを使
用してあるいは狭帯域ＥＰＢＣＨとＣＵＰＳ／ＣＵＢＳ、データ送信などの追加のシンボ
ルとの合成を使用して実装され得る広帯域ＥＰＢＣＨシンボルの送信が可能になる。図１
３Ａおよび図１３Ｂは、本開示の様々な態様を実装するために実行される例示的なブロッ
クを示す機能ブロック図である。ブロック１３００において、無認可スペクトル基地局を
用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、送信のために、ＥＰＢＣＨなど、１つまたは複数のシステ
ムブロードキャスト信号を生成する。ブロック１３０１において、無認可スペクトルを用
いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、広帯域シンボル中でシステムブロードキャスト信号を
送信する。ブロック１３０２において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基
地局から通信を受信するように構成されるＵＥは、無認可帯域にわたって広帯域システム
ブロードキャストシンボルを受信し、ブロック１３０３において、広帯域システムブロー
ドキャスト信号から、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局に関するシス
テム情報を取り出すことが可能である。
【００７０】
　[0088]さらに、ＥＰＢＣＨの周波数ロケーション／トーンは、固定ロケーションにある
か、あるいはセルＩＤおよび／またはキャリアインデックスの関数であり得る。たとえば
、２０ＭＨｚ帯域幅内で、各セルが３つのトーンごとに占有する場合、３の再使用係数が
達成され得る。概して、異なるセル／周波数にわたる何らかのＥＰＢＣＨ再利用は、周波
数、時間（サブフレーム内の異なるシンボルおよび／または異なるサブフレーム）、ある
いはそれらの合成を介して実現され得る。図１４は、本開示の一態様に従って構成される
無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開における送信タイムライン１４００を
示すブロック図である。ＬＴＥ無認可スペクトル（ＬＴＥ－ＵＳ：LTE unlicensed spect
rum）からの４つの送信１４０１～１４０４は、固定間隔におけるＥＰＢＣＨの保証型送
信を表す。ＬＴＥ－ＵＳ１　１４０１およびＬＴＥ－ＵＳ２　１４０２は、同じ時間およ
び間隔においてＥＰＢＣＨを送信する。ＥＰＢＣＨ信号の周波数再利用を増加させるため
に、ＬＴＥ－ＵＳ１　１４０１とＬＴＥ－ＵＳ２　１４０２とのＥＰＢＣＨ送信はＦＤＭ
送信１４０５に周波数分割多重化（ＦＤＭ）される。ＬＴＥ－ＵＳ３　１４０３およびＬ
ＴＥ－ＵＳ４　１４０４からのＥＰＢＣＨ送信も、同じ時間および間隔において送信され
、同じく別のＦＤＭ送信にＦＤＭされ得る。ＥＰＢＣＨ送信の再利用をさらに増加させて
、ＦＤＭ送信１４０５と、ＬＴＥ－ＵＳ３　１４０３およびＬＴＥ－ＵＳ４　１４０４の
ＦＤＭ送信とは、次いで１４０６において、それぞれ時分割多重化され得る。
【００７１】
　[0089]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開に適応するように修正され得
るＥＰＢＣＨの追加の態様は、無認可帯域中でＥＰＢＣＨに追加される情報フィールドで
ある。たとえば、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開におけるＥＰＢＣＨ
の情報フィールドは、２４ビットパブリックランドモバイル番号（ＰＬＭＮ）などのネッ
トワーク識別子、２８ビットセルグローバル識別子（ＣＧＩ）などのセル識別子、および
他のそのような情報を含み得る。情報フィールドはまた、無認可スペクトルを用いたＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ基地局での高速ランダムアクセスプロシージャを可能にするために、物理
ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）パラメータのいくつかを含み得る。
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【００７２】
　[0090]さらに、ｅＭＢＭＳサービス、ページングなどのためにＥＰＢＣＨにおいて単一
周波数ネットワーク（ＳＦＮ）ビットが使用され得る。その上、どのようにＰＳＳ／ＳＳ
Ｓ／ＰＢＣＨが送信されるかに応じて、ＥＰＢＣＨ中のＳＦＮビットは、ＬＴＥにおける
同じ８ビットＳＦＮではないことがある。たとえば、３２０ｍｓのＥＰＢＣＨ　ＴＴＩを
もつ無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａでは、わずか５ビットのＳＦＮで十分
であり得る。
【００７３】
　[0091]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のシステム帯域幅はまた、固
定であるか（たとえば、２０ＭＨｚ）、または２つ以上の帯域幅で可変であり得る（たと
えば、２０ＭＨｚ／４０ＭＨｚ／８０ＭＨｚ／１６０ＭＨｚ）。帯域幅が固定であるとき
、ＥＰＢＣＨの情報フィールド中に帯域幅インジケータを含めるべき理由はないであろう
。しかしながら、可変のシステム帯域幅が利用可能であるとき、ＥＰＢＣＨは、基地局用
のシステム帯域幅が何であるかをＵＥにシグナリングするシステム帯域幅識別子をも含み
得る。各コンポーネントキャリアは、同じ帯域幅と、別個の帯域幅インジケータを含むそ
れ自体のＥＰＢＣＨとを有し得る。さらにまたは別々に、第１のコンポーネントキャリア
中のＥＰＢＣＨは、ＵＥにとって利用可能な第１のコンポーネントキャリアの同じ帯域幅
のコンポーネントキャリアのセットを示し得る。これは、ＵＥが、無認可スペクトルを用
いたＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡのｅＮＢに関連するコンポーネントキャリアのセットを検出する
のを助け得る。
【００７４】
　[0092]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡにおけるＥＰＢＣＨ中の情報フィ
ールドは、物理セル識別子（ＰＣＩ）に基づく固定ロケーションの代わりに、制御チャネ
ル（ＥＰＤＣＣＨ）関係の情報、サイズおよびロケーションをも含んでいることがあり、
また、無認可スペクトルを使用するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局の送信に関係するフレーム
構造情報を含んでいることがある。
【００７５】
　[0093]無認可スペクトルＥＰＢＣＨを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、必ずしもＰＨＩＣ
Ｈ関係の情報を含むとは限らないことがある。また、それは、ＥＰＢＣＨを介してＲＳポ
ート（たとえば、ＣＲＳ、ＣＳＩ－ＲＳなど）の数を伝達することが不要であり得る。概
して、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開では、１．４ＭＨｚ、３ＭＨｚ
および１５ＭＨｚなど、特により小さい帯域幅に関して、２０ＭＨｚ未満のシステム帯域
幅をサポートすべき強いモチベーションはないことに留意されたい。さらに、無認可スペ
クトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開において別個のダウンリンク帯域幅およびアップ
リンク帯域幅をサポートすべき強いモチベーションもないままである。
【００７６】
　[0094]無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開のために適応され得る追加の
ダウンリンクプロシージャは、様々な測定基準信号を含む。そのような測定基準信号は、
ＬＴＥにおけるセル固有基準信号（ＣＲＳ）またはチャネル状態フィードバック基準信号
（ＣＳＩ－ＲＳ）と同様であり得る。たとえば、ＥＰＢＣＨ復号のための基準信号が測定
のために使用され得る。チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ：channel usage beacon s
ignal）と呼ばれることもある、チャネル使用パイロット信号（ＣＵＰＳ：channel usage
 pilot signal）も、測定のために使用され得る。サブフレーム９中のＣＵＰＳ／ＣＵＢ
Ｓが測定のためにさらに使用され得る。
【００７７】
　[0095]ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＥＰＢＣＨと同様に、（たとえば、異なる事業者とは）異なる
展開の共存を可能にするために、測定基準信号のために何らかの再利用が行われるべきで
ある。再利用は、サブフレーム内のＴＤＭ（サブフレーム中の異なるシンボル、またはサ
ブフレーム中の異なるスロット）、サブフレームにわたるＴＤＭ（異なる展開では異なる
サブフレーム）、シンボル内のＦＤＭ、またはそれらの合成を介して実現され得る。図１



(24) JP 2019-68449 A 2019.4.25

10

20

30

40

50

５は、本開示の一態様に従って構成される無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
展開における送信タイムライン１５００を示すブロック図である。図１５中のＰＳＳ／Ｓ
ＳＳ／ＥＰＢＣＨの例示的な構成は、８０ｍｓの周期性における、２つのサブフレーム中
で再使用係数１／７をもつ（２８個のシンボル）、ＬＴＥ－ＵＳ１　１５０１～ＬＴＥ－
ＵＳ７　１５０４の保証型信号送信１５０５～１５０８を示し、ここで、各ノードは２８
／７＝４個のシンボルを使用する。すべてのシンボル中に、（ＣＲＳ、ＥＰＢＣＨのため
のＲＳ、ＣＵＰＳ／ＣＵＢＳなどであり得る）２ポート基準信号が存在する。中心の６つ
のＲＢ１５０９中の最初の２つのシンボル中にＰＳＳ／ＳＳＳが存在し、残りの帯域幅中
の最初のシンボル中にＥＰＢＣＨが存在する（２０ＭＨｚを仮定し、その結果、ＥＰＢＣ
Ｈについて９４個のＲＢ×８つのトーン／ＲＢ＝７５２個のトーンになる）。代替的に、
最初の２つのシンボル中でＰＳＳ／ＳＳＳが繰り返され得る。また別の代替形態は、残り
の２つのシンボルのうちの１つ中でＳＳＳのみを繰り返すことである。残りのリソース要
素は他の目的（たとえば、ｅＭＢＭＳ、ページングなど）のためのものであり得る。領域
中でグループ電力制御が搬送され得る（図示せず）。領域中で他のブロードキャスト／グ
ループキャストシグナリングが搬送され得る（たとえば、ページング）。ノード中のＰＳ
Ｓ／ＳＳＳの配置は、最初のいくつかのシンボルが自動利得制御（ＡＧＣ）を安定させる
ためのプリアンブルとして使用され得るように、いくつかの後のシンボル中に与えられ得
る。非保証型ＣＣＡサブフレーム中で他のシステム情報ブロック（ＳＩＢ）が送信され得
る。
【００７８】
　[0096]本開示の様々な態様に関して説明した前の例において、ノードのための自律的送
信持続時間の長さは固定であると、たとえば、８０ｍｓごとに４つのシンボルであると仮
定される。しかしながら、そのような固定長は制限的であり得る。本開示の様々な態様は
、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開における保証型または自律的送信の
ために可変長自律的領域を提供し得る。図１６Ａおよび図１６Ｂは、本開示の一態様を実
装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。ブロック１６０
０において、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局において、非ＣＣＡサ
ブフレーム中での保証型送信の自律的領域のための長さを決定する。無認可スペクトルを
用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局は、所望の送信ペイロードに十分な帯域幅を与える複数
の長さから長さを選択し得る。たとえば、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
基地局は、４つのシンボル、７つのシンボル（１つのスロット）、１４個のシンボル（１
つのサブフレーム）、および２８個のシンボル（２つのサブフレーム）という、４つの可
能な値から選択し得る。ブロック１６０１において、基地局は、長さに従って自律的領域
のための送信信号を生成する。ブロック１６０２において、基地局は、無認可帯域にわた
って１つまたは複数のＵＥに自律的領域とともに保証型送信を送信する。
【００７９】
　[0097]ブロック１６０３において、ＵＥは、無認可帯域にわたる基地局からの保証型送
信の自律的領域のための可変長インジケータを決定する。ＵＥは、領域の長さをブライン
ド検出するか、または領域の長さを示され得る。一例として、領域の長さは、ＥＰＢＣＨ
中の２ビットインジケータを介して示され得る。ブロック１６０４において、ＵＥは、無
認可帯域にわたって基地局から保証型送信を受信する。ブロック１６０５において、ＵＥ
は、可変長インジケータを使用して自律的領域中で送信信号を検出する。
【００８０】
　[0098]本開示の様々な態様に関して説明した前の例において、保証型送信のための自律
的領域はノードに固有である。しかしながら、本開示の様々な態様は２つの下位領域の構
成を提供する。図１７は、本開示の一態様に従って構成される保証型送信１７００を示す
ブロック図である。グループ領域１７０１は、２つ以上のノードのためのＳＦＮ動作を与
える。この領域は、２つ以上のノードについてのグループおよびクラスタ発見信号など、
情報を与え得る。領域の長さは固定であり得るが、本開示の様々な態様では、可変または
選択可能であり得る。個々の領域１７０２はノード固有の動作を与える。個々の領域１７
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０２の長さは固定または可変のいずれかであり得る。可変長の場合、グループ領域１７０
１は、個々の領域１７０２の長さを示す信号を与え得る。
【００８１】
　[0099]図１８Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。図９、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１２などに関して説明した態様
と同様に、ブロック１８００において、基地局は、基地局によってサービスされるカバレ
ージエリア中への送信のために１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャ
スト信号のいずれかを生成する。ブロック１８０１において、基地局は、送信のための非
ＣＣＡサブフレームを決定する。ブロック１８０２において、基地局は、非ＣＣＡサブフ
レーム中で同期信号またはシステムブロードキャスト信号のいずれかを送信する。
【００８２】
　[00100]図１８Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを
示す機能ブロック図である。図１８Ｂに示されているブロックは、図１８Ａに記載された
基地局によってサービスされ得るＵＥを対象とする。図９、図１０Ａ、図１０Ｂ、および
図１２などに関して説明した態様と同様に、ブロック１８０３において、ＵＥは、非ＣＣ
Ａサブフレーム中で、基地局によって送信された信号、たとえば、同期信号またはシステ
ムブロードキャスト信号のいずれかを受信する。ブロック１８０４において、ＵＥは、受
信された信号に基づいて、それらが受信同期信号であるかシステムブロードキャスト信号
であるかに基づいて基地局と通信する。ＵＥは、受信信号を使用して基地局との通信を確
立する。
【００８３】
　[00101]当業者であれば、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれか
を使用して表され得ることを理解されよう。たとえば、上記の説明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、磁場または粒子、光場または光粒子、あるいはそれらの任意の組合せに
よって表現され得る。
【００８４】
　[00102]図５～図１３、図１６、および図１８の機能ブロックおよびモジュールは、プ
ロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソ
フトウェアコード、ファームウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備え得る
。
【００８５】
　[00103]本明細書で本開示に関連して説明した様々な例示的論理ブロック、モジュール
、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者ならさらに諒解されよう。ハー
ドウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブ
ロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関
して説明した。そ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
アとして実装されるかは、システム全体に課される特定のアプリケーションおよび設計制
約に依存する。当業者は、説明した機能性を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得る
が、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではな
い。当業者はまた、本明細書で説明した構成要素、方法、または相互作用の順序あるいは
組合せは例にすぎないこと、および本開示の様々な態様の構成要素、方法、または相互作
用は、本明細書で例示し、説明したもの以外の方法で組み合わせられるかまたは実施され
得ることを容易に認識されよう。
【００８６】
　[00104]本明細書で開示する実施形態に関連して説明した様々な例示的論理ブロック、
モジュール、および回路は、本明細書で説明した機能を実施するように設計された汎用プ
ロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバイ
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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構
成要素、あるいはそれらの任意の組合せを用いて実装または実施され得る。汎用プロセッ
サはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは
また、計算デバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数
のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数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。
【００８７】
　[00105]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接
ハードウェアで具現化されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール
で具現化されるか、またはその２つの組合せで具現化され得る。ソフトウェアモジュール
は、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ
（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に存在し得る。例示的な
記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むこと
ができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体化さ
れ得る。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に存在し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中
に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中の個別構成要素
として存在し得る。
【００８８】
　[00106]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。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転送を容易にするすべ
ての媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。コンピュータ可読記
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、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光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ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望
のプログラムコード手段を搬送または格納するために使用され得、汎用もしくは専用コン
ピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒
体を備え得る。また、接続はコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれ得る。たとえば、ソフ
トウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはデジタル加入
者線（ＤＳＬ）を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他のリモートソースから
送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはＤＳＬは
、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）
は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光
ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標
）ディスク（disk）、およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディ
スク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザ
ーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきで
ある。
【００８９】
　[00107]特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、２つ以上の項目の列挙
中で使用されるとき、「および／または」という語は、列挙された項目のうちのいずれか
１つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの２つ以上の任意の組合せ
が採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣ
を含んでいると記述されている場合、その組成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組
合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ、またはＡとＢとＣの組合せを含んでいることが
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ある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくと
も１つ」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、または
Ｃのうちの少なくとも１つ」の列挙は、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたは
ＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような選言的列挙を示す
。
【００９０】
　[00108]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者でも本開示を作製または使用
することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明
らかになり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱すること
なく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および
設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最
も広い範囲を与えられるべきである。
　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。
　　［Ｃ１］
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を送信するように構成される基地局において、送信のために１つまたは複数の同期信号
あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つを生成することと、
　前記基地局が、前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト
信号のうちの前記少なくとも１つの送信のために非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣ
Ａ）サブフレームを決定することと、
　前記基地局が、前記非ＣＣＡサブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは
前記システムブロードキャスト信号のうちの前記少なくとも１つを送信することと
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
　　［Ｃ２］
　前記非ＣＣＡサブフレーム中での前記送信は、持続時間と周期性とに関連し、前記持続
時間と前記周期性との間の比は、５％にすぎない、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記基地局が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出することと、
　前記基地局が、前記クリアＣＣＡを検出することに応答して、前記ＣＣＡサブフレーム
中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロードキャスト信号の
うちの少なくとも１つの他方を送信することと
　をさらに含む、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で送信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記システムブロードキャスト信号は、
　前記基地局の少なくとも１つの無認可キャリアのためのフレーム構造のインジケーショ
ン、
　ネットワーク識別子、
　前記基地局に関連する複数の利用可能な帯域幅のうちの１つを識別する帯域幅識別子、
　前記無認可スペクトル中のキャリアの数のインジケーション、
　基準信号ポートの数、
　ランダムアクセスプロシージャに関連する１つまたは複数のパラメータ、
　システムフレーム番号、あるいは、
　制御チャネルに関係する情報
　のうちの少なくとも１つを備え、前記情報は、前記制御チャネルのサイズまたはロケー
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ションのうちの少なくとも１つを備える、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記フレーム構造は、ダウンリンク専用フレーム構造、混合ダウンリンク／アップリン
クフレーム構造、またはアップリンク専用フレーム構造のうちの少なくとも１つである、
　［Ｃ５］に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記基地局は、少なくとも１つの認可キャリアを含み、前記無認可スペクトル中のキャ
リアを使用して補助ダウンリンク（ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動
作のうちの１つで構成される少なくとも１つのユーザ機器と通信している、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト信号のうちの前
記少なくとも１つは、１．４ＭＨｚ超に及ぶ広帯域信号である、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記非ＣＣＡサブフレームの前記送信は、オフセットに関連付けられ、前記オフセット
がネットワーク識別子の関数である、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記非ＣＣＡサブフレーム中に、
　セル固有基準信号（ＣＲＳ）、
　チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、
　拡張物理ブロードキャストチャネル（ＥＰＢＣＨ）のための基準信号、または
　チャネルユーザパイロット信号（ＣＵＰＳ）／チャネルユーザビーコン信号（ＣＵＢＳ
）
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　前記無認可帯域サイクリックプリフィックスの持続時間は、認可スペクトルにわたる通
信に関連するノーマルサイクリックプリフィックスよりも小さいかまたはそれに等しい、
　［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を受信するように構成されるユーザ機器において、基地局から非クリアチャネルアセス
メント（非ＣＣＡ）サブフレーム中で１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロー
ドキャスト信号のうちの少なくとも１つを受信することと、
　前記ユーザ機器が、１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャスト信号
のうちの前記受信された少なくとも１つに基づいて前記基地局と通信することと
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記非ＣＣＡサブフレーム中で前記受信することは、持続時間と周期性とに関連し、前
記持続時間と前記周期性との間の比は、５％にすぎない、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記ユーザ機器が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出することと、
　前記ユーザ機器が、前記クリアＣＣＡを検出することに応答して、前記ＣＣＡサブフレ
ーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロードキャスト信
号のうちの少なくとも１つの他方を受信することと
　をさらに含む、［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ１５］



(29) JP 2019-68449 A 2019.4.25

10

20

30

40

50

　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で受信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、　［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ１６］
　前記システムブロードキャスト信号は、
　前記基地局の少なくとも１つの無認可キャリアのためのフレーム構造のインジケーショ
ン、
　ネットワーク識別子、
　前記基地局に関連する複数の利用可能な帯域幅のうちの１つを識別する帯域幅識別子、
　前記無認可スペクトル中のキャリアの数のインジケーション、
　基準信号ポートの数、
　ランダムアクセスプロシージャに関連する１つまたは複数のパラメータ、
　システムフレーム番号、あるいは、
　制御チャネルに関係する情報
　のうちの少なくとも１つを含み、前記情報は、前記制御チャネルのサイズまたはロケー
ションのうちの少なくとも１つを備える、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ１７］
　前記フレーム構造は、ダウンリンク専用フレーム構造、混合ダウンリンク／アップリン
クフレーム構造、またはアップリンク専用フレーム構造のうちの少なくとも１つである、
　［Ｃ１６］に記載の方法。
　　［Ｃ１８］
　前記ユーザ機器は、少なくとも１つの認可キャリアを有する前記基地局と通信しており
、前記ユーザ機器は、前記無認可スペクトル中のキャリアを使用して補助ダウンリンク（
ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動作のうちの１つで構成される、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ１９］
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト信号のうちの前
記少なくとも１つは、１．４ＭＨｚ超に及ぶ広帯域信号である、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ２０］
　前記非ＣＣＡサブフレームの前記受信は、サブフレームオフセットに関連付けられ、前
記サブフレームオフセットは、ネットワーク識別子の関数である、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ２１］
　前記非ＣＣＡサブフレーム中に、
　セル固有基準信号（ＣＲＳ）、
　チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）、
　拡張物理ブロードキャストチャネル（ＥＰＢＣＨ）のための基準信号、または
　チャネルユーザパイロット信号（ＣＵＰＳ）／チャネルユーザビーコン信号（ＣＵＢＳ
）
　のうちの少なくとも１つをさらに含む、［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ２２］
　無認可帯域サイクリックプリフィックスの持続時間は、認可スペクトルにわたる通信に
関連するノーマルサイクリックプリフィックスよりも小さいかまたはそれに等しい、
　［Ｃ１２］に記載の方法。
　　［Ｃ２３］
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を送信するように構成される基地局において、送信のために１つまたは複数の同期信号
あるいはシステムブロードキャスト信号のうちの少なくとも１つを生成するための手段と
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　前記基地局が、前記１つまたは複数の同期信号あるいは前記システムブロードキャスト
信号のうちの前記少なくとも１つの送信のために非クリアチャネルアセスメント（非ＣＣ
Ａ）サブフレームを決定するための手段と、
　前記基地局が、前記非ＣＣＡサブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは
前記システムブロードキャスト信号のうちの前記少なくとも１つを送信するための手段と
　を備える、ワイヤレス通信のために構成される装置。
　　［Ｃ２４］
　前記基地局が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出するための手段と、
　前記基地局が、前記クリアＣＣＡを検出するための前記手段に応答して、前記ＣＣＡサ
ブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロードキャ
スト信号のうちの少なくとも１つの他方を送信するための手段と
　をさらに備える、［Ｃ２３］に記載の装置。
　　［Ｃ２５］
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で送信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、
　［Ｃ２３］に記載の装置。
　　［Ｃ２６］
　前記基地局は、少なくとも１つの認可キャリアを含み、前記無認可スペクトル中のキャ
リアを使用して補助ダウンリンク（ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動
作のうちの１つで構成される少なくとも１つのユーザ機器と通信している、
　［Ｃ２３］に記載の装置。
　　［Ｃ２７］
　少なくとも無認可スペクトルにわたって直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信
号を受信するように構成されるユーザ機器において、基地局から非クリアチャネルアセス
メント（非ＣＣＡ）サブフレーム中で１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロー
ドキャスト信号のうちの少なくとも１つを受信するための手段と、
　前記ユーザ機器が、１つまたは複数の同期信号あるいはシステムブロードキャスト信号
のうちの前記受信された少なくとも１つに基づいて前記基地局と通信するための手段と
　を備える、ワイヤレス通信のために構成される装置。
　　［Ｃ２８］
　前記ユーザ機器が、ＣＣＡサブフレーム中でクリアＣＣＡを検出するための手段と、
　前記ユーザ機器が、前記クリアＣＣＡを検出するための前記手段に応答して、前記ＣＣ
Ａサブフレーム中で前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つの他のシステムブロード
キャスト信号のうちの少なくとも１つの他方を受信するための手段と
　をさらに備える、［Ｃ２７］に記載の装置。
　　［Ｃ２９］
　前記１つまたは複数の同期信号あるいは１つまたは複数のシステムブロードキャスト信
号のうちの前記少なくとも１つがその中で受信される前記非ＣＣＡサブフレームは、異な
るキャリアにわたって互い違いに配列される、
　［Ｃ２７］に記載の装置。
　　［Ｃ３０］
　前記ユーザ機器は、少なくとも１つの認可キャリアを有する前記基地局と通信しており
、前記ユーザ機器は、前記無認可スペクトル中のキャリアを使用して補助ダウンリンク（
ＳＤＬ）またはキャリアアグリゲーション（ＣＡ）動作のうちの１つで構成される、
　［Ｃ２７］に記載の装置。
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【図１１】 【図１２】
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【図１４】 【図１５】
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【図１７】 【図１８Ａ】

【図１８Ｂ】

【手続補正書】
【提出日】平成31年1月4日(2019.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）が、サービング基地局との通信のためのフレーム構造のインジケー
ションを取得すること、ここにおいて、前記ＵＥは、認可スペクトルと無認可スペクトル
とにわたって前記サービング基地局から直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信信号
を受信する、と、
　前記ＵＥが、前記フレーム構造に従って前記サービング基地局との通信を構成すること
と
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記フレーム構造は、ダウンリンク専用フレーム構造および混合ダウンリンク／アップ
リンクフレーム構造のうちの１つである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記取得することは、アンカーコンポーネントキャリア上で送信された前記インジケー
ションを受信することを含む、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記取得することは、
　前記ＵＥが、利用可能なキャリアのセル探索を実施するとと、
　前記セル探索に基づいて前記フレーム構造を検出することと
　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記取得することは、
　前記サービング基地局によってブロードキャストされたシステム情報を受信することと
、
　前記システム情報から前記インジケーションを読み取ることと
　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記取得することは、
　前記サービング基地局から受信した送信中の１つまたは複数の同期シンボルの位置を検
出することと、
　前記位置に基づいて前記インジケーションを決定することと
　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記フレーム構造は、アップリンク専用構造をさらに含む、
　請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　ユーザ機器（ＵＥ）が、サービング基地局との通信のためのフレーム構造のインジケー
ションを取得するための手段、ここにおいて、前記ＵＥは、認可スペクトルと無認可スペ
クトルとにわたって前記サービング基地局から直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通
信信号を受信する、と、
　前記ＵＥが、前記フレーム構造に従って前記サービング基地局との通信を構成するため
の手段と
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項９】
　前記フレーム構造は、ダウンリンク専用フレーム構造および混合ダウンリンク／アップ
リンクフレーム構造のうちの１つである、
　請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記取得するための手段は、アンカーコンポーネントキャリア上で送信された前記イン
ジケーションを受信するための手段を含む、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記取得するための手段は、
　前記ＵＥが、利用可能なキャリアのセル探索を実施するための手段と、
　前記セル探索に基づいて前記フレーム構造を検出するための手段と
　を含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記取得するための手段は、
　前記サービング基地局によってブロードキャストされたシステム情報を受信するための
手段と、
　前記システム情報から前記インジケーションを読み取るための手段と
　を含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記取得するための手段は、
　前記サービング基地局から受信した送信中の１つまたは複数の同期シンボルの位置を検
出するための手段と、
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　前記位置に基づいて前記インジケーションを決定するこための手段
　を含む、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記フレーム構造は、アップリンク専用構造をさらに含む、
　請求項９に記載の装置。
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