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(57)【要約】
　送信側ユーザ機器（ＵＥ）装置は、物理チャネル構造
のスケジューリング割り当て領域内で、スケジューリン
グ割り当て情報を送信し、該物理チャネル構造は、ライ
センスド周波数帯内の通信を統制する通信仕様の少なく
とも１回の改訂により規定されている。スケジューリン
グ割り当て情報は、アンライセンスド周波数帯の時間－
周波数通信リソースを特定する。送信側ＵＥ装置は、ア
ンライセンスド周波数帯の時間－周波数通信リソースを
使用して、受信側ＵＥ装置にデータを送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信側ユーザ機器（ＵＥ）装置から、スケジューリング割り当て情報を、物理チャネル
構造のスケジューリング割り当て領域内で送信することであって、前記物理チャネル構造
は、少なくともライセンスド周波数帯内の通信を統制する通信仕様の少なくとも１つの改
訂により規定され、前記スケジューリング割り当て情報は、アンライセンスド周波数帯の
時間－周波数通信リソースを特定する、ことと、
　前記アンライセンスド周波数帯の前記時間－周波数通信リソースを使用して、前記送信
側装置から受信側ＵＥ装置へ、データを送信することと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記スケジューリング割り当て情報を送信することは、前記アンライセンスド周波数帯
内で前記スケジューリング割り当て情報を送信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アンライセンスド周波数帯を監視することと、
　前記監視することに少なくとも部分的に基づいて、前記アンライセンスド周波数帯が使
用中か否かを判定することと、
　前記アンライセンスド周波数帯が使用中ではないと判定された場合のみ、前記アンライ
センスド周波数帯内で前記スケジューリング割り当てを送信することと、を更に含む、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　拡張型ノードＢ（ｅＮＢ）から、前記アンライセンスド周波数帯の前記時間－周波数通
信リソースを特定する通信リソース情報を受信することを更に含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記通信リソース情報は、前記アンライセンスド周波数帯の前記時間－周波数通信リソ
ースを含むリソースのセットを特定し、
　前記時間－周波数通信リソースを選択して、前記スケジューリング割り当て情報を生成
することを更に含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信リソース情報は、前記ライセンスド周波数帯内の専用の制御チャネルによって
受信される、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記通信リソース情報は、前記ライセンスド周波数帯内のブロードキャス制御チャネル
によって受信される、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記通信リソース情報は、前記アンライセンスド周波数帯内のブロードキャス制御チャ
ネルによって受信される、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　前記スケジューリング割り当て情報を送信することは、前記送信側ＵＥ装置及び前記受
信側ＵＥ装置が全てのｅＮＢサービスエリア外である間に、前記スケジューリング割り当
て情報を送信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スケジューリング割り当て情報を送信することは、前記ライセンスド周波数帯の上
りリンクチャネルにおいて前記スケジューリング割り当て情報を送信することを含む、請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スケジューリング割り当て領域は、ｅＮＢスケジューリング割り当てを含む、請求
項２に記載の方法。
【請求項１２】
　前記物理チャネル構造は、第３世代パートナシッププロジェクト・ロング・ターム・エ
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ボリューション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）の通信仕様の改訂に準拠する、請求項１に記載の方
法。
【請求項１３】
　送信側ユーザ機器（ＵＥ）装置であって、
　物理チャネル構造のスケジューリング割り当て領域内でスケジューリング割り当て情報
を送信するように構成された送信部であって、前記物理チャネル構造は、少なくともライ
センスド周波数帯内の通信を統制する通信仕様の少なくとも１つの改訂により規定され、
前記スケジューリング割り当て情報は、アンライセンスド周波数帯の時間－周波数通信リ
ソースを特定する、送信部を備え、
　前記送信部は、前記アンライセンスド周波数帯の前記時間－周波数通信リソースを使用
して、データを受信側ＵＥ装置に送信するように構成されている、ユーザ機器（ＵＥ）装
置。
【請求項１４】
　前記送信部は、前記アンライセンスド周波数帯内で前記スケジューリング割り当て情報
を送信する、請求項１３に記載の送信側ＵＥ装置。
【請求項１５】
　前記アンライセンスド周波数帯を監視するように構成されたアンライセンスド帯受信部
と、
　前記アンライセンスド周波数帯が使用中か否かを、前記受信部による前記監視に少なく
とも部分的に基づいて判定するように構成された制御部と、を更に備え、
　前記送信部は、前記アンライセンスド周波数帯が使用されていないと判定された場合の
み、前記アンライセンスド周波数帯内で前記スケジューリング割り当てを送信する、請求
項１４に記載の送信側ＵＥ装置。
【請求項１６】
　ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）から前記アンライセンスド周波数帯の前記時間－周波数通信リ
ソースを特定する通信リソース情報を受信するように構成されたライセンスド帯受信部を
更に備える、請求項１５に記載の送信側ＵＥ装置。
【請求項１７】
　前記通信リソース情報は、前記アンライセンスド周波数帯の前記時間－周波数通信リソ
ースを含むリソースのセットを特定し、前記制御部は、前記時間－周波数通信リソースを
選択して、前記スケジューリング割り当て情報を生成するように更に構成されている、請
求項１５に記載の送信側ＵＥ装置。
【請求項１８】
　前記通信リソース情報は、前記ライセンスド周波数帯内の専用の制御チャネルによって
受信される、請求項１５に記載の送信側ＵＥ装置。
【請求項１９】
　前記通信リソース情報は、前記ライセンスド周波数帯内のブロードキャスト制御チャネ
ルによって受信される、請求項１５に記載の送信側ＵＥ装置。
【請求項２０】
　前記通信リソース情報は、前記アンライセンスド周波数帯内のブロードキャスト制御チ
ャネルによって受信される、請求項１５に記載の送信側ＵＥ装置。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本願は、本明細書の譲受人に対して付与され、本明細書に参照により明示的に組み込ま
れる、仮出願第６２／００２，０３７号（整理番号：ＴＰＲＯ　００２４３　ＵＳ、発明
の名称「アンライセンスドバンドに対するリソースを予約するための方法（ＭＥＴＨＯＤ
Ｓ　ＯＦ　ＲＥＳＥＲＶＩＮＧ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ　ＯＮ　ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　Ｂ
ＡＮＤＳ）」、出願日：２０１４年５月２２日）と、仮出願第６２／００２，０４１号（
整理番号：ＴＰＲＯ　００２５０　ＵＳ、発明の名称「アンライセンスドバンドに対する
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ＬＴＥ送信をコーディネートする方法（ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ　ＣＯＯＲＤＩＮＡＴＩＮ
Ｇ　ＬＴＥ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮＳ　ＯＮ　ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＢＡＮＤＳ）
」、出願日：２０１４年５月２２日）と、に対する優先権を主張する。
【関連する特許出願】
【０００２】
　本願の請求項は、本願と同時に出願され、本明細書の譲受人に対して付与され、本明細
書に参照により明示的に組み込まれる、ＰＣＴ特許出願（発明の名称「ライセンスド周波
数帯タイミングを用いるアンライセンスド周波数帯（ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＦＲＥＱＵ
ＥＮＣＹ　ＢＡＮＤ　ＷＩＴＨ　ＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＢＡＮＤ　Ｔ
ＩＭＩＮＧ）」、整理番号：ＴＵＴＬ　０００２４３　ＰＣ）と、ＰＣＴ特許出願（発明
の名称「ライセンスド周波数帯において動作する装置に対してアンライセンスド周波数帯
における通信リソースの割当（ＡＳＳＩＧＮＭＥＮＴ　ＯＦ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯ
Ｎ　ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ　ＩＮ　ＡＮ　ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　Ｂ
ＡＮＤ　ＴＯ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ　ＯＰＥＲＡＴＩＮＧ　ＩＮ　Ａ　ＬＩＣＥＮＳＥＤ
　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＢＡＮＤ）」、整理番号：ＴＵＴＬ　０００２５０　ＰＣ）と、
ＰＣＴ特許出願（発明の名称：「アンライセンスド周波数帯における通信のための物理チ
ャネル構造（ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＣＨＡＮＮＥＬ　ＳＴＲＵＣＴＵＲＥ　ＦＯＲ　ＣＯＭ
ＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＩＮ　ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＹ　ＢＡＮＤ）
、整理番号：ＴＵＴＬ　０００２５１　ＰＣ）と、に関する。
【技術分野】
【０００３】
　本発明は、概ね、無線通信に関し、より具体的には、アンライセンスド周波数帯におけ
る端末間（Ｄ２Ｄ）通信のための通信リソースをスケジューリングすることに関する。
【背景技術】
【０００４】
　多くの無線通信システムは、基地局を使用して、地理的サービスエリアを提供し、そこ
では、無線通信ユーザ機器（ＵＥ）装置が、無線通信ＵＥ装置が位置する特定の地理的サ
ービスエリアを提供する基地局と通信する。基地局は、無線通信装置と他の装置との間で
通信リンクを形成することができるネットワークにおいて接続されている。状況によって
は、通信リンクは、互いに近接するＵＥ装置間に形成される。これらの状況では、基地局
を介して通信するよりも、むしろ２つのＵＥ装置間で直接通信リンクを有することが好ま
しい場合がある。装置間のそのような直接的な通信は、端末間（Ｄ２Ｄ）通信又はピアツ
ーピア（Ｐ２Ｐ）通信と称される場合が多い。
【０００５】
　特定の通信により使用される周波数スペクトルは、ライセンスが付与されていても、さ
れていなくてもよい。ライセンスド周波数スペクトル（周波数帯）は、米国連邦通信委員
会（ＦＣＣ）などの政府機関により、システムオペレータに対してライセンスが付与され
ている。こうしたライセンスドスペクトルの一例としては、セルラ通信に使用される周波
数帯が挙げられる。アンライセンスド周波数帯は、アンライセンスド周波数帯により通信
を行うにあたって政府機関からのライセンスを必要としない周波数スペクトルの任意の部
分である。しかしながら、アンライセンスド周波数帯内で動作する機器は、典型的には、
規制及び／又は通信規格を固守する必要がある。アンライセンスド周波数スペクトルの一
例としては、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１通信に使用される周波数帯が挙
げられる。
【０００６】
　ライセンスド周波数帯内で動作する通信システムは、典型的には、装置間の通信を管理
するためのタイミングスキーム又はタイミング構造を利用する。時間は、通信装置が、タ
イミングを送受信に適用する任意の数のユニット又はサブユニット内で規定することがで
きる。例えば、幾つかのシステムでは、時間を、少なくともフレーム、サブフレーム、タ
イムスロット、シンボルタイムに分割する。システムにより使用される物理チャネル構造
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はまた、利用可能な周波数帯域幅を分割し体系化することを伴う。その結果、規定された
物理チャネル構造は、典型的には、周波数リソース及び時間リソースをユニット及びサブ
ユニットに分割して、時間－周波数通信リソースの効率的な管理及び使用を可能にするこ
とを含んでいる。
【発明の概要】
【０００７】
　送信側ユーザ機器（ＵＥ）装置は、物理チャネル構造のスケジューリング割り当て領域
内で、スケジューリング割り当て情報を送信し、該物理チャネル構造は、ライセンスド周
波数帯内の通信を統制する通信仕様の少なくとも１回の改訂により規定されている。スケ
ジューリング割り当て情報は、アンライセンスド周波数帯の時間－周波数通信リソースを
特定する。送信側ＵＥ装置は、アンライセンスド周波数帯の時間－周波数通信リソースを
使用して、受信側ＵＥ装置にデータを送信する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　図１は、通信機器がアンライセンスド周波数帯を用いて通信を行うライセンスドサービ
スエリアを有するライセンスド通信システムのブロック図である。
【０００９】
　図２は、図１のＵＥ装置のうちの１つとして使用するのに好適なＵＥ装置の一例のブロ
ック図である。
【００１０】
　図３は、図１のｅＮＢとして使用するのに好適な拡張型ノードＢ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　
Ｎｏｄｅ　Ｂ：ｅＮＢ）の一例のブロック図である。
【００１１】
　図４Ａは、ライセンスド周波数帯内でライセンスドシステムによって使用されるタイミ
ング及びタイミング構造がアンライセンスド周波数帯内での通信に使用される、アンライ
センスド周波数帯及びライセンスド周波数帯を示す図である。
【００１２】
　図４Ｂは、ライセンスド周波数帯内でライセンスドシステムによって使用されるタイミ
ング及びタイミング構造がアンライセンスド周波数帯内での通信に使用され、アンライセ
ンスド周波数帯内のタイミング構造がライセンスド周波数帯のタイミング構造からずれて
いる、アンライセンスド周波数帯及びライセンスド周波数を示す図である。
【００１３】
　図５は、アンライセンスド周波数帯がアンライセンスド周波数帯内での送信に使用され
るサブフレーム内で監視されている一例に関するアンライセンスド周波数帯を示す図であ
る。
【００１４】
　図６は、アンライセンスド周波数帯がアンライセンスド周波数帯内での送信に使用され
るサブフレームより前のサブフレーム内で監視されている一例に関するアンライセンスド
周波数帯を示す図である。
【００１５】
　図７は、送信側ＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯内のサブフレームのスケジューリ
ング割り当て領域内でスケジューリング割り当てを送信する例をグラフィカルに示す図で
ある。
【００１６】
　図８は、送信側ＵＥ装置がライセンスド周波数帯内のサブフレームのスケジューリング
割り当て領域内でスケジューリング割り当てを送信する例をグラフィカルに示す図である
。
【００１７】
　図９は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置及び受信側Ｄ２ＤＵＥ装置がカバレッジ外である場合の
、アンライセンスド周波数帯によるＤ２Ｄ通信の例のメッセージ図である。
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【００１８】
　図１０は、ｅＮＢがＤ２Ｄ通信リソースを特定するＤ２Ｄ通信リソース情報を送信側Ｄ
２ＤＵＥ装置に対して送信し、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯内のサ
ブフレームのスケジューリング割り当て領域内でスケジューリング割り当てを送信する例
をグラフィカルに示す図である。
【００１９】
　図１１は、アンライセンスド周波数帯において、Ｄ２Ｄ通信リソース情報が送信側Ｄ２
ＤＵＥ装置によりｅＮＢから受信され、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置に伝達される、アンライセ
ンスド周波数帯によるＤ２Ｄ通信の例のメッセージ図である。
【００２０】
　図１２は、ｅＮＢがスケジューリング割り当て領域内でスケジューリング割り当てを送
信し、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯内の同じスケジューリング割り
当て領域内でＤ２Ｄスケジューリング割り当てを送信する例をグラフィカルに示す図であ
る。
【００２１】
　図１３は、アンライセンスド周波数帯内のスケジューリング割り当て領域内で送信され
たスケジューリング割り当てが複数のサブフレーム内で通信リソースを特定する例をグラ
フィカルに示す図である。
【００２２】
　図１４は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置で実行される方法のフローチャートであり、この例で
は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯を監視し、スケジューリング割り
当てを送信し、アンライセンスド周波数帯内でデータを送信する。
【００２３】
　図１５は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置で実行される方法のフローチャートであり、この例で
は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置及び受信側Ｄ２ＤＵＥ装置がカバレッジ外であり、送信側Ｄ２
ＤＵＥ装置がライセンスド周波数帯内でスケジューリング割り当てを送信し、アンライセ
ンスド周波数帯内でＤ２Ｄデータを送信する。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　ライセンスド周波数帯内で動作するライセンスド通信システムは、少なくとも幾つかの
信号を直接互いに送ることができる少なくとも幾つかの端末間（Ｄ２Ｄ）ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）装置を含む。更に、ライセンスド通信システム内の少なくとも幾つかのライセンスド
通信機器は、アンライセンスド周波数帯でも通信する。ライセンスド周波数帯内で使用さ
れるタイミング構造及び周波数構造を含む物理チャネル構造は、アンライセンスド周波数
帯内の通信に適用される。物理チャネル構造は、データに割り当てられる少なくとも幾つ
かの通信リソースエレメント（時間－周波数リソース）と、制御情報に割り当てられる残
りと、を含む。チャネルの制御部分は、スケジューリング割り当ての送信のために割り当
てられたスケジューリング割り当て領域を含み、スケジューリング割り当ては、特定の送
信のために割り当てられた通信リソースを少なくとも特定する通信リソース情報を示す。
本明細書で論考される例のために、スケジューリング割り当ては、スケジューリング割り
当て領域内で送信され、該スケジューリング割り当ては、アンライセンスド周波数帯にお
けるＤ２Ｄ通信のためのアンライセンスド通信リソース情報を提供する。幾つかの例では
、スケジューリング割り当ては、アンライセンスド周波数帯内で、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置
により受信側Ｄ２ＤＵＥ装置に対して送信される。他の例では、スケジューリング割り当
ては、ライセンスド周波数帯で、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置により受信側Ｄ２ＤＵＥ装置に対
して送信される。状況によっては、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置及び受信側Ｄ２ＤＵＥ装置のう
ち少なくとも一方は、装置が任意の拡張型ノードＢ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ：
ｅＮＢ）（基地局）のサービスエリア内にいない状態のカバレッジ外（ｏｕｔ－ｏｆ－ｃ
ｏｖｅｒａｇｅ：ＯｏＣ）である。また、以下で論考する幾つかの例では、ｅＮＢ及び送
信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、スケジューリング割り当てを、同じスケジューリング割り当て領
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域内で送る。なお、両方のスケジューリング割り当てがアンライセンスド周波数帯に関す
る通信リソース情報を含む。
【００２５】
　図１は、通信機器１０４、１０６、１０８、１１０がアンライセンスド周波数帯を用い
て通信を行うライセンスドサービスエリア１０２を有するライセンスド通信システム１０
０のブロック図である。ライセンスド通信システム１００は、米国連邦通信委員会（ＦＣ
Ｃ）などの政府機関により、システムオペレータに対してライセンスドが付与されている
周波数スペクトル（周波数帯）の一部分を使用する任意の通信システムであってもよい。
本明細書で説明される例については、ライセンスド通信システム１００は、第３世代パー
トナシッププロジェクト・ロング・ターム・エボリューション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）通信
仕様改訂版のうち少なくとも１つに従って動作するセルラシステムである。ライセンスド
周波数帯の例としては、１，７１０～１，７５５及び２，１１０～２，１５５ＭＨｚの範
囲にあるＡＷＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）４Ｇ周波数が
挙げられる。アンライセンスド周波数帯は、アンライセンスド周波数帯により通信を行う
にあたって政府機関からのライセンスドを必要としない周波数スペクトルの任意の部分で
ある。しかしながら、アンライセンスド周波数帯内で動作する機器は、典型的には、規制
及び／又は通信規格を固守する必要がある。アンライセンスド周波数帯の例としては、Ｆ
ＣＣ規則に準拠するＩＥＥＥ８０２．１１規格（ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、及びＺ
ｉｇｂｅｅなど）に使用される周波数帯が挙げられる。図１の例では、ｅＮＢ１０４は、
地理的サービスエリア（ライセンスドサービスエリア）１０２内のユーザ機器（ＵＥ）装
置１０６、１０８、１１０に対して、１つ又はそれ以上のライセンスド周波数帯を用いて
、無線サービスを提供する。
【００２６】
　セルラ通信システムは、典型的には、通信規格又は仕様を固守する必要がある。通信仕
様では、少なくとも、上りリンク及び下りリンク送信用のデータチャネル及び制御チャネ
ルを定義し、少なくとも、基地局から無線通信装置への物理下りリンク制御チャネル用の
いくつかのタイミングパラメータ及び周波数パラメータを特定している。第３世代パート
ナシッププロジェクト・ロング・ターム・エボリューション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）の通信
仕様は、通信局（ｅＮＢ）が、下りリンクでの直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）及
び上りリンクでのシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用して、
無線通信装置（ＵＥ装置）にサービスを提供するシステムのための仕様である。本明細書
に記載される技術は、他のタイプの通信システムに適用可能ではあるが、本明細書で検討
される例示的なシステムは、ＦＤＤ　３ＧＰＰ　ＬＴＥ通信仕様に従って動作する。
【００２７】
　ｅＮＢ１０４は、任意のタイプの通信局又は送受信局又は無線ヘッドであってもよく、
基地局、ｅＮｏｄｅＢ、固定局、アクセスポイント、及び他の用語と称されることもある
。ｅＮＢ１０４は、典型的には、バックホールを介して、いくつかの他のｅＮＢのネット
ワーク内で接続される。ＵＥ装置１０６、１０８、１０９、１１０、１１１は、任意のタ
イプのユーザ装置であり、例えば、ハンドセット、電話、スマートフォン、モバイル装置
、携帯装置、及びモデムなどの他の用語で称されることもある。ライセンスド周波数帯を
用いる通信としては、ｅＮＢからＵＥ装置への下りリンク送信、ＵＥ装置からｅＮＢへの
上りリンク送信、及び２つ又はそれ以上のＵＥ装置間の装置間（Ｄ２Ｄ）通信を挙げるこ
とができる。図１のＵＥ装置とｅＮＢとの間の双方向矢印は、接続及び／又は対応付けを
示すが、必ずしも進行中の通信セッションを示すものではない。例えば、ＵＥ装置は、ｅ
ＮＢに登録され、制御情報を受信することもできるが、ｅＮＢとデータの交換は行わなく
てもよい。
【００２８】
　ライセンスドサービスエリア１０２内の他のアンライセンスド装置１１２、１１４、１
１６、１１８は、通信を行うためにアンライセンスド周波数帯を使用する。アンライセン
スド装置１１２、１１４、１１６、１１８としては、モバイル装置１１４にサービスを提
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供するアクセスポイント１１２、及び装置間（Ｄ２Ｄ）通信シナリオで動作する装置１１
６、１１８が挙げられる。アンライセンスド通信は、アドホック通信シナリオであっても
よく、双方向又は一方向であってもよい。したがって、アンライセンスド装置１１２、１
１４、１１６、１１８としては、様々なタイプの装置及び機器を挙げることができる。図
１の例では、アクセスポイント１１２は、アンライセンスドサービスエリア１２０内のモ
バイル装置１１４に無線サービスを提供し、２つの他の装置１１６、１１８は、アンライ
センスド周波数帯を用いて互いに直接通信する。
【００２９】
　本明細書の例では、ライセンスド機器１０４、１０６、１０８、１０９、１１０、１１
１は、アンライセンスド装置（場合によっては、アンライセンスド周波数帯を用いる他の
ライセンスド装置）間での通信の干渉を回避する、又はインターフェイスが少なくとも許
容水準となると判断された時間に、アンライセンスド周波数帯を通信のために用いる。送
信前にアンライセンスド周波数帯を監視して、本周波数帯が現在使用中かどうかを判断す
る。本周波数帯が使用中でないと判断された場合、ライセンスド機器は、アンライセンス
ド周波数帯内で信号を送信する。図１の例では、点線の矢印が、ライセンスドシステム機
器によるアンライセンスド周波数帯内の送信を示す。いくつかのシナリオでは、ＵＥ装置
１０８、１１０、１１１は、アンライセンスド周波数帯内で信号１２２、１２３、１２４
、１２５をｅＮＢ１０４に送信する。信号１２２、１２３、１２４、１２５は、信号のパ
ワーレベルに応じて、十分に接近しているアンライセンスド装置に到達する。例えば、１
つのＵＥ装置１２２からの信号１２２は、アクセスポイント１１２及びアンライセンスド
モバイル装置１１４に到達してもよく、第２のＵＥ装置１１０からの信号１２４は、アン
ライセンスドモバイル装置１１６、１１８に到達してもよい。また、信号１２３は、アク
セスポイント１１２及び／又はアンライセンスドモバイル装置１１３に到達してもよい。
別のシナリオでは、ｅＮＢ１０４は、アンライセンスド周波数帯内で信号１２６を１つ又
はそれ以上のＵＥ装置１１０に送信し、信号１２６は、アンライセンスドモバイル装置１
１６、１１８に到達してもよい。アンライセンスドモバイル装置１１８は、場合によって
は、ライセンスドサービスエリア１０２外であってもよい。状況によっては、カバレッジ
外（ｏｕｔ－ｏｆ－ｃｏｖｅｒａｇｅ：ＯｏＣ）である２つ又はそれ以上のＵＥ装置１０
９、１１１は、アンライセンスド周波数を用いてＤ２Ｄ通信に参加してもよい。例えば、
全てのライセンスドサービスエリア１０２の外にある送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１１１は、ア
ンライセンスド周波数帯を用いて、信号を受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０９に送信してもよい
。信号１２５は、アンライセンスドモバイル装置１１８に到達してもよい。ＵＥ装置１０
８、１１１による送信が行われる前に、エネルギに関してアンライセンスド周波数帯を監
視するため、アンライセンスド装置での干渉が減少する。加えて、アンライセンスド装置
による送信が原因であるライセンスド装置での干渉もまた減少する。
【００３０】
　本明細書で論考されるように、「タイミング構造」及び「タイミングスキーム」は、通
信を管理するための時間の分割及びサブ分割を意味する。「周波数構造」は、周波数分割
及びチャネルの配列を意味する。「物理チャネル構造」は、タイミング構造に適用されて
、チャネル構造を規定するような周波数構造を意味する。したがって、物理チャネルの時
間－周波数通信リソースは、物理チャネル構造により分割され体系化される。物理チャネ
ル構造は、周波数リソース及び時間リソースを分割して、通信リソースエレメントと称さ
れる場合がある複数の時間－周波数通信リソースを形成する。時間－周波数通信リソース
（リソースエレメント）は、物理チャネル構造内の異なるタイプの情報に対して割り当て
られる。
【００３１】
　ライセンスド通信システム１００は、物理チャネル構造を使用して、信号を送受信する
が、該物理チャネル構造は、時間及び周波数を、時間のユニット及びサブユニットの配列
と、周波数のサブキャリアに分割及び体系化して、リソースエレメントを形成する。本明
細書における例に対して、物理チャネル構造は、３ＧＰＰＬＴＥ規格の少なくとも１つの
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改訂に準拠し、時間分割のための少なくともフレーム、サブフレーム、タイムスロット、
シンボルタイム、及び周波数分割のためのサブキャリアを含む。また、本明細書における
例に対して、ライセンスド周波数帯における通信機器による通信のために使用されるタイ
ミング及びタイミング構造は、通信機器により使用されて、アンライセンスド周波数スペ
クトルを使って通信が行われる。ライセンスド周波数構造は、周波数は異なるが、周波数
分割の数及びライセンスド周波数構造のサブ分割がアンライセンスド周波数構造内で使用
されるようにアンライセンスド周波数帯に適用される。ライセンスド物理チャネル構造に
おいて割り当てられた時間－周波数リソースのセットの少なくとも一部は、アンライセン
スド物理チャネル構造に使用される。以下の例のタイミング構造は、時間を、少なくとも
フレーム、サブフレーム及びタイムスロット、並びにシンボルタイムに分割することを含
む。本明細書で論考されるように、「タイミング」は、時点及び時間を意味する。より具
体的には、同じタイミングを使うことは、タイミング構造内の最小の時間分割の境界が揃
っている必要がある。したがって、ライセンスドシステムのタイミングをアンライセンス
ド周波数帯に適用することにより、通信イベントは時間において揃えられる。アンライセ
ンスド周波数帯内で使用されるタイミング構造は、ライセンスド周波数内のタイミング構
造と揃うように適用され得るが、ライセンスドシステムのタイミングは、タイミング構造
を揃えることなく、アンライセンスド周波数帯内の通信に適用することができる。例えば
、アンライセンスド周波数帯において使用されるタイミング構造は、複数のシンボルタイ
ムだけ、ライセンスド周波数帯のタイミング構造からずれていてもよい。ライセンスド周
波数帯内で使用されるタイミングは、アンライセンスド周波数帯に適用されるものの、ア
ンライセンスド周波数帯内のシンボルタイムの境界は、ライセンスド周波数帯内のシンボ
ルタイムの境界と揃う。ライセンスド通信及びアンライセンスド通信に関連する物理チャ
ネル構造の例は、本願と同時に出願され、発明の名称「アンライセンスド周波数帯におけ
る通信のための物理チャネル構造（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔｒｕｃｔｕ
ｒｅ　Ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎ　Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｂａｎｄ）」、整理番号：ＴＵＴＬ　００２５１　ＰＣである特許出願におい
て論考されている。以下に論考されるように、ライセンスド及びアンライセンスド周波数
帯において使用される物理チャネル構造は、スケジューリング割り当て領域を含む。
【００３２】
　図２は、図１のＵＥ装置１０６、１０８、１０９、１１０、１１１のうちの１つとして
使用するのに好適なＵＥ装置２００の一例のブロック図である。ＵＥ装置２００は、ライ
センスド周波数帯送受信部２０２と、制御部２０４と、例えばメモリなど他の構成要素及
び回路（図示せず）と、を備える。本明細書の例として、それぞれのＵＥ装置はまた、ア
ンライセンスド周波数帯受信部２０８及びアンライセンスド周波数帯送信部２１０を含む
、アンライセンスド周波数帯送受信部２０６を備える。アンライセンスド周波数帯送信部
２１０は、アンライセンスド周波数帯を介して信号を送信し、状況に応じて、これらの信
号は、ｅＮＢへの上りリンク制御情報、ｅＮＢへの上りリンクデータ情報、別のＵＥへの
Ｄ２Ｄ制御情報、及び／又は別のＵＥ装置Ｄ２Ｄデータ情報を提供し得る。アンライセン
スド周波数帯送信部２１０はまた、場合によっては、更に詳細に後述するように、アンラ
イセンスド周波数帯内で予備信号を送信するために使用されてもよい。アンライセンスド
周波数帯送信部２１０は、ＵＥ装置２００から割愛されてもよい。これは、ＵＥ装置２０
０が、アンライセンスド周波数帯を監視するためにのみ使用される場合、かつ／又はアン
ライセンスド周波数帯内で信号を受信するためにのみ使用される場合にあり得る。アンラ
イセンスド周波数帯受信部２０８は、アンライセンスド周波数帯を介して信号を受信し、
状況に応じて、これらの信号は、ｅＮＢからの下りリンク制御情報、ｅＮＢからの下りリ
ンクデータ情報、別のＵＥからのＤ２Ｄ制御情報、及び／又は別のＵＥ装置からのＤ２Ｄ
データ情報を提供し得る。
【００３３】
　ライセンスド周波数帯送受信部２０２は、ライセンスド周波数帯内で上りリンク無線信
号をｅＮＢへ送信する送信部及びｅＮＢから下りリンク無線信号を受信する受信部を備え
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る。送受信部はまた、割り当てられたライセンスド上りリンク通信リソースを使用して、
Ｄ２Ｄ信号を送受信するように構成され得る。制御部２０４は、ＵＥ装置２００の構成要
素を制御して、本明細書に記載される装置２００の機能を管理し、かつ装置２００の全体
的な機能性を簡易化する。制御部２０４は、送受信部２０２、２０８及びメモリなどの他
の構成要素に接続される。
【００３４】
　図３は、図１のｅＮＢ１０４として使用するのに好適なｅＮＢ３００の一例のブロック
図である。ｅＮＢ３００は、ライセンスド周波数帯送受信部３０２と、制御部３０４と、
例えばメモリなど他の構成要素及び回路（図示せず）と、を備える。本明細書の例として
、ｅＮＢはまた、アンライセンスド周波数帯受信部３０８及びアンライセンスド周波数帯
送信部３１０を含むアンライセンスド周波数帯送受信部３０６を備える。アンライセンス
ド周波数帯送信部３１０は、アンライセンスド周波数帯を介して信号を送信し、状況に応
じて、これらの信号は、下りリンク制御情報をＵＥ装置に提供してもよく、また下りリン
クデータ情報をＵＥ装置に提供してもよい。アンライセンスド周波数帯送信部３１０はま
た、場合によっては、更に詳細に後述するように、アンライセンスド周波数帯内で予備信
号を送信するために使用されてもよい。アンライセンスド周波数帯送信部３１０は、ｅＮ
Ｂ３００から割愛されてもよい。これは、ｅＮＢが、アンライセンスド周波数帯を監視す
るためにのみ使用される場合、かつ／又はアンライセンスド周波数帯内で信号を受信する
ためにのみ使用される場合にあり得る。ライセンスド周波数帯送受信部３０２は、サービ
スエリア１０２内でＵＥ装置１０４、１０６、１０８、１１０と無線信号の交換を行う。
ライセンスド周波数帯内でのｅＮＢから及びＵＥ装置からの送信は、ライセンスドシステ
ム１００のオペレータに対してライセンスドが付与されている周波数帯による送信のシグ
ナリング、プロトコール、及びパラメータを定義する通信仕様に準拠する。通信仕様は、
通信用の厳格なルールを提供してもよく、かつ具体的な実施は異なり得るが通信仕様には
従っている一般的な要件を提供してもよい。本明細書における検討は、３ＧＰＰロング・
ターム・エボリューション（ＬＴＥ）通信仕様に関するが、状況によっては、他の通信仕
様を使用してもよい。通信仕様では、少なくとも、上りリンク及び下りリンク送信用のデ
ータチャネル及び制御チャネルが定義され、少なくとも、物理チャネル用のいくつかのタ
イミングパラメータ及び周波数パラメータが特定されている。以下に更に詳細に議論する
ように、タイミングパラメータのうち少なくとも１つは、アンライセンスド周波数帯に適
用される。
【００３５】
　図４Ａは、ライセンスド周波数帯４０４内でライセンスドシステムによって使用される
タイミング及びタイミング構造がアンライセンスド周波数帯４０２内での通信に使用され
る、アンライセンスド周波数帯４０２及びライセンスド周波数帯４０４の図である。図４
Ａ及び図４Ｂの図は、周波数－時間グラフ４００、４３０であり、ライセンスド周波数帯
４０２内の周波数－時間リソースエレメント及びアンライセンスド周波数帯に適用される
タイミングを示す。グラフ４００、４３０は、必ずしも尺度通りに記述されているもので
はなく、例示的な視覚表示を提供するにすぎない。ライセンスド周波数帯内のライセンス
ドシステムによって使用されるタイミングは、システムが動作する通信仕様と、周波数帯
の規則とに、少なくとも部分的に基づいている。システムのタイミング構造（タイミング
スキーム）を構築するために、多数の方法で時間を編成することができる。本明細書の例
としては、時間は、少なくともフレーム４０６、サブフレーム４０８、４０９、４１０、
タイムスロット４１２、４１４、及びシンボル時間４１６に編成される。例としては、ラ
イセンスド周波数帯４０２に使用されるタイミング及びタイミング構造は、１つ又はそれ
以上の３ＧＰＰ　ＬＴＥ通信仕様のリリースに準拠する。
【００３６】
　フレーム４０６は、少なくとも第１のサブフレーム（Ｋ）４０８及び第２のサブフレー
ム（Ｋ＋１）４０９を含む、複数のサブフレームを含む。ＬＴＥについては、各フレーム
は、１０のサブフレームを含み、各サブフレームは、２のタイムスロットを含む。タイム
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スロットは、シンボル時間に更に分割され、ＬＴＥ通信仕様では、各タイムスロットは、
７のシンボル時間４１６を含む。ＬＴＥでは、ライセンスド周波数帯４０４は、サブキャ
リア４１８に分割される。シンボル時間とサブキャリアとを組み合わせにより、リソース
エレメントが定義される。他のタイミングスキーム及び構造を、ライセンスド周波数帯４
０６で使用してもよい。
【００３７】
　上記のように、ライセンスド機器では、ライセンスド周波数帯４０４内で使用されるタ
イミングに従って、ＵＥ装置及び／又はｅＮＢがアンライセンスド周波数帯４０２を介し
て信号を送信する通信に関して、アンライセンスド周波数帯４０２を使用する。ライセン
スドシステム内で使用されるタイミング構造はまた、アンライセンスド周波数帯に適用さ
れる。図４Ａの例では、ライセンスドシステムは、フレーム、サブフレーム、タイムスロ
ット及びシンボル時間構造をアンライセンスド周波数帯４０２に適用する。
【００３８】
　このため、例として、ライセンスド機器は、ライセンスド周波数帯４０４内で使用され
るタイミング及びタイミング構造に従って、アンライセンスド周波数帯４０２内で信号を
送信する。したがって、アンライセンスド周波数帯内に適用されているフレーム４２０は
、ライセンスド周波数帯４０２内におけるフレーム４０６に相当する。アンライセンスド
周波数帯に適用されているサブフレーム４２２、４２３、４２４、タイムスロット４２６
、４２８、及びシンボル時間は、ライセンスド周波数帯内のサブフレーム４０８、４０９
、４１０、タイムスロット４１２、４１４、及びシンボル時間４１６に相当する。図４Ａ
には、２つの周波数帯のタイミング構造が一致しているものとして示されているが、場合
によっては、タイミング構造は、いくつかの複数のシンボル時間、タイムスロット、サブ
フレーム、又は他のタイミング構造ユニット分、ずれていてもよい。
【００３９】
　図４Ｂは、ライセンスド周波数帯４０４内でライセンスドシステムによって使用される
タイミング及びタイミング構造がアンライセンスド周波数帯４０２内での通信に使用され
、アンライセンスド周波数帯内のタイミング構造がライセンスド周波数帯のタイミング構
造からずれている、アンライセンスド周波数帯４０２及びライセンスド周波数帯４０４を
示す図である。アンライセンスド周波数帯内のタイミング構造は、ライセンスド周波数帯
内のタイミング構造からのオフセット４３２を有する。図４Ｂの例では、オフセットは、
１つのシンボル時間（シンボル期間）である。オフセット４３２は、任意の複数のシンボ
ル時間であってもよい。図４Ｂに示すとおり、シンボル時間の縁部が一致しており、アン
ライセンスド周波数帯内でライセンスド周波数帯のタイミングが適用されていることが示
されている。
【００４０】
図５は、アンライセンスド周波数帯がアンライセンスド周波数帯４０２内での送信に使用
されるサブフレーム内で監視されている一例に関するアンライセンスド周波数帯を示す図
である。後述のとおり、監視は、ｅＮＢ又はＵＥ装置によって実施されてもよい。本明細
書の例では、アンライセンスド周波数帯の監視及び検知は、アンライセンスド周波数帯を
用いるアンライセンスド機器によって使用される技術に従って実施される。例えば、アン
ライセンスド周波数帯が、規格８０２．１１に準拠するシステムによって通常使用される
２．４ＧＨｚ帯である場合、８０２．１１装置が使用する技術と類似の技術を用いて、送
信装置によって監視が実施される。しかしながら、任意の様々な技術を、アンライセンス
ド周波数帯の「検知」、「聞き取り」又は他の監視を行うために使用してもよい。送信装
置には、アンライセンスド周波数帯内のエネルギを測定し、測定されたエネルギと閾値と
を比較するための電子装置を含む。測定されたエネルギが閾値を超えている場合、送信装
置は、その周波数帯が使用中であると判断する。場合によっては、アンライセンスド周波
数帯全体のエネルギを測定する。他の状況では、アンライセンスド周波数帯のスペクトル
の一部分のみ測定する。例えば、送信装置が、他のライセンスド装置がアンライセンスド
周波数帯を使用中かどうかを判断している場合、送信装置は、ライセンスド装置がその周
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波数帯を使用していればエネルギが存在するであろう特定のサブキャリアを調べてもよい
。こうしたサブキャリアは、例えば参照信号の送信に使用してもよい。
【００４１】
　このため、監視装置（ｅＮＢ又はＵＥ装置）は、アンライセンスド周波数帯が使用中か
どうかを判断する。例えば、監視装置では、測定されたエネルギレベルと閾値とを比較し
、測定レベルが閾値未満である場合、周波数帯が使用中でないと判断してもよい。周波数
帯内のエネルギレベルの測定又は少なくとも周波数帯内のエネルギの検出に十分な時間を
与えるように、監視時間５０２の持続時間（ζ）を選択する。好適な監視時間の持続時間
の例としては、およそ０．１～０．５ｍｓ又は全データ送信バースト時間の約２～１０％
である。場合によっては、持続時間は、複数のシンボル時間である。例えば、ＬＴＥにお
いて、持続時間ζ＝０．５×シンボル時間（式中、シンボル時間は、約７１．８マイクロ
秒）である。しかしながら、監視時間（ζ）５０２が、通信に使用されるであろうサブフ
レーム内にある場合、通信に利用可能な時間を最大限にするために、監視時間（ζ）を最
小限に抑えるべきである。図５の例では、１つのサブフレームの期間を「Ｔ」で示す。し
たがって、通信に利用可能な時間（送信時間）は、Ｔ－ζである。
【００４２】
　図６は、アンライセンスド周波数帯４０２がアンライセンスド周波数帯４０２内での送
信に使用されるサブフレーム４２３より前のサブフレーム４２２内で監視されている一例
に関するアンライセンスド周波数帯を示図である。図６の例では、サブフレームＫ＋１　
４２３の開始からオフセット（α）６０２したところで、サブフレームＫ４２２内の監視
時間５０２の間に、アンライセンスド周波数帯を監視（検知）する。オフセットは、ゼロ
以上（α≦０、ＫとＫ＋１との間の境界線でα＝０）である。オフセットが０（α＝０）
に等しくなると、サブフレームＫが終了し、サブフレームＫ＋１が開始する。前のサブフ
レームで監視を実施するため、サブフレームＫ＋１　４２３全体を送信に利用することが
できる。このため、場合によっては、送信時間５０６は、サブフレーム期間（Ｔ）５０４
と等しい。
【００４３】
　周波数帯内のエネルギレベルの測定又は少なくとも周波数帯内のエネルギの検出に十分
な時間を与えるように、監視時間（ζ）５０２を選択する。送信サブフレームＫ＋１　４
２３の開始からのオフセット（α）６０２は、干渉の可能性を最小限に抑えるように十分
に短くなるように選択される。
【００４４】
　本明細書における例に関して、ライセンスド通信機器（ｅＮＢ又はＵＥ装置のいずれか
一方）によるアンライセンスド周波数帯内での送信は、監視期間の前に行われる。したが
って、ｅＮＢは、スケジューリング割り当てをアンライセンスド帯で送信する前に、アン
ライセンスド周波数帯を監視する。装置は、典型的には、サブフレームでデータを送信す
る前に、アンライセンスド周波数帯を監視するが、状況によっては、幾つかのサブフレー
ムに対する監視が省かれる場合がある。例えば、第１のサブフレームに対する監視が行わ
れ、データが一連の連続する近接サブフレームによって送信される次のサブフレームに対
する監視が省かれる場合がある。
【００４５】
　図７Ａは、送信側ＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯４０２内のサブフレームのスケ
ジューリング割り当て領域７０４内でスケジューリング割り当て７０２を送信する例をグ
ラフィカルに示す図である。図７の例は、アンライセンスド帯を使う隣接する装置が他に
ないと判定された状況において実行される。そのような判定を下す技術は、本願と同時に
出願され、発明の名称「ライセンスド周波数帯において動作する装置に対してアンライセ
ンスド周波数帯における通信リソースの割当」、代理人整理番号：ＴＵＴＬ　００２５０
　ＰＣである米国特許出願において論考されている。アンライセンスド周波数帯を使用す
る装置が他にないと立証されていない状況では、ＵＥ装置は、スケジューリング割り当て
領域においてスケジューリング割り当てを送信するべきではない。ＵＥ装置は、スケジュ
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ーリング割り当て領域内の全ての通信リソースで送信することができないため、スケジュ
ーリング割り当て領域内でのスケジューリング割り当て送信は、アンライセンスド周波数
帯においって動作する他の装置によって検出されない場合がある。その結果、装置は、周
波数帯が使用中ではないと誤って判定することがあり、ＵＥ装置の送信に発生する可能性
がある干渉を送信し始めることとなる。他の装置がアンライセンスド周波数帯を使ってい
る場合、Ｄ２Ｄ通信リソース情報を受信側Ｄ２ＤＵＥ装置に提供する技術は、図７Ｂ、図
７Ｃ、及び図１０Ｂを参照して、以下に論考する。
【００４６】
　スケジューリング割り当て７０２は、送信側ＵＥ装置からＤ２Ｄデータ７０８の送信に
対して割り当てられた通信リソース７０６を少なくとも特定する通信リソース情報を提供
する。状況によっては、スケジューリング割り当て７０２は、データ通信リソース７０６
を示すデータを含むことにより、通信リソース情報を明確に特定する。他の状況では、ス
ケジューリング割り当て７０２は、スケジューリング割り当て領域７０４内のスケジュー
リング割り当て７０２の場所により、通信リソースを特定する。例えば、リソースエレメ
ント又はリソースエレメントのグループは、通信リソース７０６のセットにマッピングす
ることができる。更に、スケジューリング割り当て７０２は、単一のサブフレーム内の通
信リソースのセット又は複数のサブフレーム内のリソースの複数のセットを特定すること
ができる。
【００４７】
　典型的には、スケジューリング割り当て領域は、システムにおいて事前に規定されてい
る。例えば、サブフレーム内の最初の３つのシンボルは、スケジューリング割り当て領域
として割り当てられ規定されてもよい。他の例では、全体のサブフレームＫは、スケジュ
ーリング割り当て領域と考えられ、データは、サブフレームＫ＋Ａ（但し、Ａ＞＝１）で
送信される。
【００４８】
　状況によっては、ｅＮＢは、スケジューリング割り当て７０２を送信するためのスケジ
ューリング割り当て領域７０４内で特定のリソースを割り当てる。他の状況では、送信側
ＵＥ装置は、スケジューリング割り当て７０２を送信するためのスケジューリング割り当
て領域７０４内の特定のリソースエレメントを自律的に選択する。
【００４９】
　図７Ａの例の場合、どの他の装置もアンライセンスド周波数帯を使っていないので、送
信の前に、アンライセンスド周波数帯を監視する必要はない。しかしながら、以下に論考
するように、周波数帯の監視は、他の装置がアンライセンスド周波数帯を使っている場合
、行われる。
【００５０】
　図７Ｂは、送信側ＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯４０２においてサブフレームの
データ領域内で通信リソース情報を送信する例をグラフィカルに示す図である。図７Ｂの
例は、他の隣接装置がアンライセンスド帯を使用中であると判定され、かつアンライセン
スド周波数帯が他の装置によって使用されているかどうかが不明の場合、実行される。図
７Ｂの例では、Ｄ２Ｄ通信リソース情報７１０は、アンライセンスド周波数帯のサブフレ
ーム４２２のデータ領域７１２内で受信側ＵＥ装置１０９に対して送信される。通信リソ
ース情報７１０は、送信側ＵＥ装置からＤ２Ｄデータ７０８送信のために割り当てられる
通信リソース７０６を少なくとも特定する。通信リソース情報７１０は、単一のサブフレ
ーム内の通信リソースのセット又は複数のサブフレーム内のリソースの複数のセットを特
定することができる。例として、通信リソース情報７１２は、次のサブフレーム４２３に
おいてＤ２Ｄ通信のためのリソースエレメントを特定する。
【００５１】
　例として、ＵＥ装置１０８は、データ７１２の送信の前の監視時間５０２中、アンライ
センスド周波数帯を監視する。ＵＥ装置１０８は、アンライセンスド周波数帯を観察して
、他の隣接装置がアンライセンスド周波数帯内で信号を現在送信しているかどうかを判定
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する。ＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯４０２が使用中であると判定した場合、ＵＥ
装置は、通信リソース情報７１０及びデータ７１２を送信する。そうでない場合、その時
点では、スケジューリング割り当てを送信せず、アンライセンスド周波数帯の監視を続け
る。
【００５２】
　図７Ｃは、ｅＮＢがアンライセンスド周波数帯４０２内のサブフレームのスケジューリ
ング割り当て領域７０４内でスケジューリング割り当て７０２を送信する例をグラフィカ
ルに示す図である。図７Ｃの例は、他の隣接装置がアンライセンスド帯を使用中であると
判定され、かつアンライセンスド周波数帯が他の装置から使用されているかどうかが不明
の場合、実行される。
【００５３】
　上記のように、スケジューリング割り当て７０２は、送信側ＵＥ装置からＤ２Ｄデータ
７０８の送信に対して割り当てられた通信リソース７０６を少なくとも特定する通信リソ
ース情報を提供する。状況によっては、スケジューリング割り当て７０２は、データ通信
リソース７０６を示すデータを含むことにより、通信リソース情報を明確に特定する。他
の状況では、スケジューリング割り当て７０２は、スケジューリング割り当て領域７０４
内のスケジューリング割り当て７０２の場所により、通信リソースを特定する。例えば、
リソースエレメント又はリソースエレメントのグループは、通信リソース７０６のセット
にマッピングすることができる。更に、スケジューリング割り当て７０２は、単一のサブ
フレーム内の通信リソースのセット又は複数のサブフレーム内のリソースの複数のセット
を特定することができる。
【００５４】
　ｅＮＢは、スケジューリング割り当て領域７０４内の送信側ＵＥ装置１０８に対するス
ケジューリング割り当て７０２に加えて、領域７０４の全てのリソースが使用されるよう
に他の情報を送信する。例として、ｅＮＢは、スケジューリング割り当て領域７０４内の
複数のＵＥ装置に対するスケジューリング割り当てを送信する。フィラデータ（ｆｉｌｌ
ｅｒ　ｄａｔａ）は、スケジューリング割り当てが完全に領域を埋めなかった場合、加え
られる。その結果、スケジューリング割り当て領域中、アンライセンスド帯を検知する任
意の装置は、エネルギを検出し、送信を控えることとなる。
【００５５】
　例として、ｅＮＢは、スケジューリング割り当て７０２の送信前の監視時間５０２中、
アンライセンスド周波数帯を監視する。ｅＮＢは、アンライセンスド周波数帯を観察し、
他の隣接装置がアンライセンスド周波数帯内で信号を現在送信しているかどうかを判定す
る。ｅＮＢがアンライセンスド周波数帯４０２が使用中ではないと判定した場合、ｅＮＢ
は、スケジューリング割り当ての通信リソース情報を送信する。ｅＮＢは、アンライセン
スド周波数帯４０２が使用中であると判定した場合、その時点では、スケジューリング割
り当てを送信せず、次のスケジューリング割り当て領域の前に、アンライセンスド周波数
帯を監視する。図７Ｃの例では、監視時間５０２は、スケジューリング割り当てが送信予
定であるサブフレーム４２３の前のサブフレーム４２２内にある。上記のように、監視時
間５０２は、状況によっては、送信と同じサブフレーム内であってもよい。ｅＮＢは、Ｕ
Ｅ装置１０８によるＤ２Ｄデータ７０８の送信の前に、アンライセンスド周波数帯内で送
信しているので、ＵＥ装置１０８は、送信の前に、アンライセンスド周波数帯を監視する
必要はない。隣接装置は、スケジューリング割り当てのｅＮＢによる送信を検出し、アン
ライセンスド周波数帯内での送信を控える。
【００５６】
　図８は、送信側ＵＥ装置がライセンスド周波数帯４０４内のサブフレームのスケジュー
リング割り当て領域８０４内でスケジューリング割り当て８０２を送信する例をグラフィ
カルに示す図である。スケジューリング割り当て８０２は、状況によっては、フルカバレ
ッジ及びパーシャルカバレッジのシナリオに対して、ライセンスド周波数帯内で送信でき
るが、図８の例は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置及び受信側Ｄ２ＤＵＥ装置の両方が全てのｅＮ
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Ｂのサービスエリア外であるカバレッジ外シナリオを参照して論考される。
【００５７】
　スケジューリング割り当て８０２は、送信側ＵＥ装置からＤ２Ｄデータ７０８の送信に
対して割り当てられる通信リソース７０６を少なくとも特定するスケジューリング割り当
て情報を提供する。状況によっては、スケジューリング割り当て８０２は、データ通信リ
ソース７０６を示すデータを含むことにより、通信リソース情報７０６を明確に特定する
。他の状況では、スケジューリング割り当て８０２は、スケジューリング割り当て領域８
０４内のスケジューリング割り当て８０２の場所により、通信リソースを特定する。例え
ば、リソースエレメント又はリソースエレメントのグループは、通信リソース７０６のセ
ットにマッピングすることができる。更に、スケジューリング割り当て８０２は、単一の
サブフレーム内の通信リソースのセット又は複数のサブフレーム内のリソースの複数のセ
ットを特定することができる。
【００５８】
　スケジューリング割り当て８０２は、図８の例の上りリンクチャネル内で送信される。
そのようなスキームは、３ＧＰＰＬＴＥ通信仕様の少なくとも１つの改訂と一致している
。しかしながら、状況によっては、スケジューリング割り当ては、ライセンスド周波数帯
４０４の下りチャネル内で送信されてもよい。
【００５９】
スケジューリング割り当ては、図８の例では、ライセンスド周波数帯によって送信される
ので、スケジューリング割り当て８０２の送信の前に、アンライセンスド周波数又はライ
センスド周波数帯を監視する必要はない。しかしながら、送信側ＵＥ装置は、Ｄ２Ｄデー
タ７０８の送信の前に、アンライセンスド周波数帯を監視する。監視時間５０２は、デー
タ７０６と同じサブフレーム４２３又は前のサブフレーム４２２内であってもよい。
【００６０】
　アンライセンスド周波数帯４０２がビジー状態で、かつＵＥ装置１１１がデータ７０６
を送信しない状況において、ＵＥ装置は、他のスケジューリング割り当て８０２を送信す
る必要があり得る。他の状況では、スケジューリング割り当ては、２つ以上のサブフレー
ムで有効であって、送信は次のサブフレームで試みられてもよい。そのような状況に対し
て、スケジューリング割り当ては、特定の時間、特定数のサブフレーム、又は特定数のス
ケジューリング割り当て送信試行の間、有効であってもよい。
【００６１】
　図９は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１１１及び受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０９がカバレッジ外
である場合の、アンライセンスド周波数帯によるＤ２Ｄ通信の例のメッセージ図である。
【００６２】
　イベント９０２では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１１１は、ライセンスド周波数帯によって
、スケジューリング割り当て８０２を受信側Ｄ２ＤＵＥ装置に送る。スケジューリング割
り当て８０２は、上りリンクチャネルを使用して、スケジューリング割り当て領域８０４
内で送信され、Ｄ２Ｄデータが送信されるアンライセンスド周波数帯でリソースエレメン
トを特定する通信リソース情報を含む。上記のように、スケジューリング割り当て領域８
０４内のスケジューリング割り当て８０２の場所は、状況によっては、Ｄ２Ｄ通信リソー
スを特定することができる。
【００６３】
　イベント９０４では、Ｄ２Ｄデータは、スケジューリング割り当て８０２により特定さ
れるアンライセンスド周波数帯のリソースを使用して、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１１１から
受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０９に対して送信される。例として、通信リソースは、アンライ
センスド周波数帯内の物理チャネル構造のＰＵＳＣＨにおいて送信される。
【００６４】
　イベント９０６では、受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０９は、ライセンスド周波数帯における
ライセンスド上り物理チャネル構造内のＰＵＣＣＨにおける肯定応答で、ＰＵＳＣＨデー
タメッセージに対して応答する。状況によっては、肯定応答は省略される。
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【００６５】
　図１０Ａは、ｅＮＢがＤ２Ｄ通信リソース情報１００２をＤ２Ｄ通信リソースを特定す
る送信側Ｄ２ＤＵＥ装置に対して送信し、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置がアンライセンスド周波
数帯４０２内のサブフレームのスケジューリング割り当て領域内７０４でスケジューリン
グ割り当て７０２を送信する例をグラフィカルに示す図である。したがって、図１０Ａの
シナリオは、どの隣接装置もアンライセンスド周波数帯を使っていないと判定した図７Ａ
を参照して論考された技術の更なる例である。
【００６６】
　例として、ｅＮＢは、拡張型物理下り制御チャネル（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＥＰＤＣＣＨ）１００４に
よって、Ｄ２Ｄ通信リソース情報１００２を送信する。しかしながら、Ｄ２Ｄ通信リソー
ス情報１００２は、他の方法で、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置に対して伝達されてもよい。情報
１００２は、例えば、ＰＤＣＣＨ又はＰＤＳＣＨによって送信されてもよい。専用のシグ
ナリングの使用に加えて、ｅＮＢは、状況によっては、情報１００２をブロードキャスト
してもよい。１つの例では、情報１００２は、ライセンスド周波数帯４０４の下り物理チ
ャネルでブロードキャストされる。そのようなブロードキャストメッセージは、システム
情報ブロック（ＳＩＢ）において送られる。他の例では、情報１００２は、アンライセン
スド周波数帯４０２においてブロードキャストされる。
【００６７】
　送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８は、Ｄ２Ｄ通信リソース情報１００２を受信し、情報１０
０２に基づいて、スケジューリング割り当て７０２を送信して、情報１００２を受信側Ｄ
２ＤＵＥ装置１０６に対して伝達する。スケジューリング割り当て７０２は、送信側ＵＥ
装置からＤ２Ｄデータ７０８の送信に対して割り当てられる通信リソース７０６を少なく
とも特定するスケジューリング割り当て情報を提供する。状況によっては、上記のように
、スケジューリング割り当て７０２は、データ通信リソース７０６を示すデータを含むこ
とにより、通信リソース情報を明確に特定する。他の状況では、スケジューリング割り当
て７０２は、スケジューリング割り当て領域７０４内のスケジューリング割り当て７０２
の場所により、通信リソースを特定する。
【００６８】
　状況によっては、ｅＮＢ１０４により送信されたＤ２Ｄ通信リソース情報１００２は、
ＵＥ装置１０６、１０８により使用される予定の特定のリソースを特定する。これらの状
況では、スケジューリング割り当て７０２は、Ｄ２Ｄ通信リソース情報１００２を直接反
映する。他の状況では、ｅＮＢは、Ｄ２Ｄ通信のために使用できるリソースのプールを特
定してもよく、送信側ＵＥ装置１０８は、これらのリソースのうち、２つのＵＥ装置１０
６、１０８間のＤ２Ｄ通信のために具体的に使用されるべきかリソースを判定する。これ
らの状況では、スケジューリング割り当て７０２により伝達されたスケジューリング割り
当て情報は、ｅＮＢにより提供される情報１００２のサブセットであってもよい。送信側
Ｄ２ＤＵＥ装置１０８は、スケジューリング割り当て領域７０４内でスケジューリング割
り当て７０２を送信する前に、監視時間５０２の間、アンライセンスド周波数帯を監視す
る。
【００６９】
　図１０Ｂは、ｅＮＢがＤ２Ｄ通信リソース情報１００２をＤ２Ｄ通信リソースを特定す
る送信側Ｄ２ＤＵＥ装置に対して送信し、アンライセンスド周波数帯４０２内のサブフレ
ームのスケジューリング割り当て領域７０４内でスケジューリング割り当て７０２を送信
する例をグラフィカルに示す図である。したがって、図１０Ｂのシナリオは、図７Ｃを参
照して論考された技術の更なる例である。
【００７０】
　例として、ｅＮＢは、拡張型物理下り制御チャネル（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＥＰＤＣＣＨ）１００４に
よって、Ｄ２Ｄ通信リソース情報１００２を送信する。しかしながら、Ｄ２Ｄ通信リソー
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ス情報１００２は、他の方法で、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置に対して伝達されてもよい。情報
１００２は、例えば、ＰＤＣＣＨ又はＰＤＳＣＨによって送信されてもよい。専用のシグ
ナリングの使用に加えて、ｅＮＢは、状況によっては、情報１００２をブロードキャスト
してもよい。１つの例では、情報１００２は、ライセンスド周波数帯４０４の下り物理チ
ャネルでブロードキャストされる。そのようなブロードキャストメッセージは、システム
情報ブロック（ＳＩＢ）において送られる。他の例では、情報１００２は、アンライセン
スド周波数帯４０２においてブロードキャストされる。
【００７１】
　ｅＮＢは、また、スケジューリング割り当て７０２を送信して、情報１００２を受信側
Ｄ２ＤＵＥ装置１０６に伝達する。上記のように、スケジューリング割り当て７０２は、
送信側ＵＥ装置からＤ２Ｄデータ７０８の送信に対して割り当てられる通信リソース７０
６を少なくとも特定するスケジューリング割り当て情報を提供する。上記のように、スケ
ジューリング割り当て領域の全ての通信リソースが使われて、エリア内の他の装置が送信
を確実に検出するようにする。送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８は、Ｄ２Ｄ通信リソース情報
１００２を受信し、情報１００２に基づいて、Ｄ２Ｄデータ７０８を受信側Ｄ２ＤＵＥ装
置１０６に送信する。スケジューリング割り当て領域の送信は、データ送信７０８の直前
であるので、送信側ＵＥ装置１０８は、アンライセンスド周波数帯を監視しない。しかし
ながら、ｅＮＢは、スケジューリング割り当て送信の前に、周波数帯を監視する。
【００７２】
　図１１Ａは、Ｄ２Ｄ通信リソース情報１００２が、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置により、ｅＮ
Ｂから受信され、スケジューリング割り当ては、Ｄ２Ｄ通信リソース情報を反映したスケ
ジューリング割り当て情報を受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６に伝達する、アンライセンスド
周波数帯によるＤ２Ｄ通信の例のメッセージ図１１００である。スケジューリング割り当
ては、アンライセンスド周波数帯において、送信側ＵＥ装置１０８により送信される。し
たがって、図１１Ａは、図１０Ａを参照して論考された例のメッセージ例である。
【００７３】
　イベント１１０２では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８は、Ｄ２Ｄ通信リソースのリクエ
ストをｅＮＢに送る。例として、リクエストは、物理上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）内
のライセンスド周波数帯によって送信される。リクエストに応じて、ｅＮＢは、Ｄ２Ｄ通
信リソース情報１００２を含む許可１１０４を送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８に送信する。
例として、許可は、ライセンスド周波数帯４０４におけるＰＤＣＣＨによって送信される
。しかしながら、上記のように、情報１００２は、他の技術を使って提供されてもよい。
【００７４】
　イベント１１０６では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８は、アンライセンスド周波数帯に
よって、スケジューリング割り当て７０２を受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６に送る。スケジ
ューリング割り当て７０２は、スケジューリング割り当て領域７０４内で送信され、Ｄ２
Ｄデータが送信されるアンライセンスド周波数帯においてリソースエレメントを特定する
通信リソース情報を含む。上記のように、スケジューリング割り当て領域７０４内のスケ
ジューリング割り当て７０２の場所は、状況によっては、Ｄ２Ｄ通信リソースを特定する
ことができる。
【００７５】
　イベント１１０８では、Ｄ２Ｄデータは、スケジューリング割り当て７０２により特定
されるアンライセンスド周波数帯内のリソースを使用して、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８
から受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６に対して送信される。例として、通信リソースは、アン
ライセンスド周波数帯内の物理チャネル構造のＰＵＳＣＨにおいて送信される。
【００７６】
　イベント１１１０では、受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６は、ライセンスド周波数帯内のラ
イセンスド上り物理チャネル構造内のＰＵＣＣＨにおける肯定応答で、ＰＵＳＣＨデータ
メッセージに対して応答する。状況によっては、肯定応答は省略される。
【００７７】



(18) JP 2017-522758 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

　図１１Ｂは、Ｄ２Ｄ通信リソース情報１００２が送信側Ｄ２ＤＵＥ装置によりｅＮＢか
ら受信され、かつスケジューリング割り当ては、アンライセンスド周波数帯によってｅＮ
Ｂにより受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６により送信される、アンライセンスド周波数帯によ
るＤ２Ｄ通信の一例のメッセージ図１１１１である。したがって、図１１Ｂは、図１０Ｂ
を参照して論考された例のメッセージ例である。
【００７８】
　イベント１１０２では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８は、Ｄ２Ｄ通信リソースのリクエ
ストをｅＮＢに送る。例として、リクエストは、物理上り制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）内
のライセンスド周波数帯によって送信される。リクエストに応じて、ｅＮＢは、Ｄ２Ｄ通
信リソース情報１００２を含む許可１１０４を送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８に送信する。
例として、許可は、ライセンスド周波数帯４０４におけるＰＤＣＣＨによって送信される
。しかしながら、上記のように、情報１００２は、他の技術を使って提供されてもよい。
【００７９】
　イベント１１１２では、ｅＮＢは、アンライセンスド周波数帯によって、スケジューリ
ング割り当て７０２を受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６に送る。スケジューリング割り当て７
０２は、スケジューリング割り当て領域７０４内で送信され、Ｄ２Ｄデータが送信される
アンライセンスド周波数帯においてリソースエレメントを特定する通信リソース情報を含
む。上記のように、スケジューリング割り当て領域７０４内のスケジューリング割り当て
７０２の場所は、状況によっては、Ｄ２Ｄ通信リソースを特定することができる。
【００８０】
　イベント１１０８では、Ｄ２Ｄデータは、スケジューリング割り当て７０２により特定
されるアンライセンスド周波数帯内のリソースを使用して、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０８
から受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６に対して送信される。例として、通信リソースは、アン
ライセンスド周波数帯内の物理チャネル構造のＰＵＳＣＨにおいて送信される。
【００８１】
　イベント１１１０では、受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０６は、ライセンスド周波数帯内のラ
イセンスド上り物理チャネル構造内のＰＵＣＣＨにおける肯定応答で、ＰＵＳＣＨデータ
メッセージに対して応答する。状況によっては、肯定応答は省略される。
【００８２】
　図１２は、ｅＮＢがスケジューリング割り当て領域１２０４内でスケジューリング割り
当て１２０２を送信し、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯４０２内の同
じスケジューリング割り当て領域１２０４内でＤ２Ｄスケジューリング割り当て１２０６
を送信する例をグラフィカルに示す図である。
【００８３】
　ｅＮＢスケジューリング割り当ては、ｅＮＢからＵＥ装置に対してｅＮＢデータ１２１
０を送信するために使用されることとなるアンライセンスド周波数帯内の通信リソース１
２０８を特定する。ｅＮＢスケジューリング割り当て１２０２は、アンライセンスド周波
数帯４０２内のサブフレームのスケジューリング割り当て領域１２０４内で送信される。
ＵＥスケジューリング割り当て１２０６は、送信側ＵＥ装置から受信側ＵＥ装置へＤ２Ｄ
データ１２１６を送信するために使用されることとなるアンライセンスド周波数帯内の通
信リソース１２１４を特定する。ＵＥスケジューリング割り当て１２０６は、ｅＮＢスケ
ジューリング割り当て１２０２のために使用される周波数帯と同じアンライセンスド周波
数帯４０２におけるスケジューリング割り当て領域１２０４内で送信される。
【００８４】
　ｅＮＢ及びＵＥ装置は、それぞれのスケジューリング割り当てを送信する前に、アンラ
イセンスド周波数帯を監視する。アンライセンスド周波数帯が使用中ではないと判定され
た場合、ｅＮＢ及びＵＥ装置は、スケジューリング割り当て１２０２、１２０６を送信す
る。監視時間５０２は、前のサブフレーム４２２又はスケジューリング割り当て領域と同
じフレーム４２３において実行されてもよい。
【００８５】
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　したがって、スケジューリング割り当て１２０２は、ｅＮＢから送信側ＵＥ装置への下
りリンクデータ１２１０の送信に対して割り当てられた通信リソース１２０８を少なくと
も特定する通信リソース情報を提供する。スケジューリング割り当て１２０６は、送信側
ＵＥ装置からＤ２Ｄデータ１２１６の送信に対して割り当てられた通信リソース１２１４
を少なくとも特定する通信リソース情報を提供する。状況によっては、スケジューリング
割り当て１２０２、１２０６は、データ通信リソース１２０８、１２１４を示すデータを
含むことにより、通信リソース情報を明確に特定する。他の状況では、スケジューリング
割り当て１２０２、１２０６は、スケジューリング割り当て領域１２０４内のスケジュー
リング割り当ての場所により、通信リソースを特定する。更に、各スケジューリング割り
当ては、単一のサブフレーム内の通信リソースのセット又は複数のサブフレーム内のリソ
ースの複数のセットを特定することができる。状況によっては、複数のＵＥ装置のための
スケジューリング割り当ては、同じサブフレーム１２０８の同じスケジューリング割り当
て領域内で送信されてもよい。
【００８６】
　図１３は、アンライセンスド周波数帯４０２におけるスケジューリング割り当て領域７
０４内で送信されたスケジューリング割り当て７０２（１２０２）が複数のサブフレーム
内で通信リソースを特定する例をグラフィカルに示す図である。図１３の例では、スケジ
ューリング割り当ては、サブフレームＫ＋１　４２３、サブフレームＫ＋３　１３０８、
及びサブフレームＫ＋４　１３１０における通信リソース１３０２、１３０４、及び１３
０６を特定する通信リソース情報を伝達する。したがって、スケジューリング割り当て７
０２は、スケジューリング割り当て７０２を送信するために使用される同じサブフレーム
であるサブフレームＫ＋１　４２３における通信リソース（リソースエレメント）１３０
２を特定する。更に、スケジューリング割り当て７０２は、サブフレームＫ＋３　１３０
８における通信リソース（リソースエレメント）１３０４と、サブフレームＫ＋４　１３
１０における通信リソース（リソースエレメント）１３０６と、を特定する。図１３の例
はまた、監視期間５０２が、状況によっては、一部の送信の前に省かれてもよいことが示
されている。アンライセンスド周波数帯は、サブフレームＫ＋３　１３０８の前のサブフ
レームＫ＋１　４２３において、かつサブフレームＫ＋２　１３１２において送信する前
に、サブフレームＫ４２２において事前に監視される。しかしながら、アンライセンスド
周波数帯は、サブフレームＫ＋４　１３１０における送信の直前は監視されない。監視は
、前のサブフレームにおける送信がある場合、必要ではない。アンライセンスド周波数帯
を検知する他の装置は、事前送信（例えば、リソース１３０４内の送信）を検出し、検知
が周波数帯は使用中ではないことを明らかにするまで信号を送信しないこととなる。
【００８７】
　図１４は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置で実行される方法のフローチャートであり、この例で
は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯を監視し、スケジューリング割り
当てを送信し、アンライセンスド周波数帯内でデータを送信する。
【００８８】
　ステップ１４０２では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、通信リソース情報をｅＮＢから受信
する。通信リソース情報は、Ｄ２Ｄ通信に割り当てられた時間－周波数リソースを少なく
とも特定する。状況によっては、通信リソース情報は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置により、通
信のための特定の時間－周波数通信リソースを特定する。他の状況では、通信リソース情
報は、Ｄ２ＤＵＥ装置により使用されてもよいリソースのプール又はセットを特定する。
上記のように、通信リソース情報は、専用の制御シグナリングを介して送られてもよく、
又はブロードキャストされてもよい。また、通信リソース情報は、アンライセンスド周波
数帯又はライセンスド周波数帯によって送信されてもよい。
【００８９】
　ステップ１４０４では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、アンライセンスド周波数帯を監視す
る。上記のように、アンライセンスド機器により使用されたものと同様の技術を使用して
、アンライセンスド周波数帯を監視（検知）することができる。



(20) JP 2017-522758 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

【００９０】
　ステップ１４０６では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、アンライセンスド周波数帯が使用中
かどうかを判定する。監視によって得られた測定値は、例えば、閾値と比較することがで
きる。アンライセンスド周波数帯が使用中の場合、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置方法は、ステッ
プ１４０２に戻って、新しい通信リソース情報を得て、その後、アンライセンスド周波数
帯を監視する。状況によっては、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、ステップ１４０４に戻って、
新しい通信リソース情報を得ることなしに、アンライセンスド周波数帯を監視し続ける。
アンライセンスド周波数帯が使用中ではない場合、手順はステップ１４０８に続く。
【００９１】
　ステップ１４０８では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、スケジューリング割り当てを受信側
Ｄ２ＤＵＥ装置に送信する。例として、スケジューリング割り当ては、ライセンスド周波
数帯でＤ２ＤＵＥ装置により使用される物理チャネル構造と同様の物理チャネル構造のス
ケジューリング割り当て領域内で送信される。スケジューリング割り当ては、Ｄ２Ｄデー
タを送信側Ｄ２ＤＵＥ装置から受信側Ｄ２ＤＵＥ装置へ送信するために使用されることと
なるアンライセンスド周波数帯内のＤ２Ｄ通信リソース（時間－周波数リソース）を特定
する。状況によっては、ｅＮＢにより受信される通信リソース情報は、スケジューリング
割り当てで伝達される情報と同じ情報である。他の状況では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、
リソースをｅＮＢにより提供された通信リソース情報から選択し、スケジューリング割り
当てを有する選択リソースを選択する。
【００９２】
　ステップ１４１０では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、Ｄ２Ｄデータをアンライセンスド周
波数帯４０２における受信側Ｄ２ＤＵＥ装置に送信する。図１４の例では、送信側Ｄ２Ｄ
ＵＥ装置は、アンライセンスド周波数帯における同じサブフレームにおいて、スケジュー
リング割り当て及びＤ２Ｄデータを送信する。
【００９３】
　上記のように、状況によっては、ｅＮＢは、同じスケジューリング割り当て領域を使用
して、ｅＮＢスケジューリング割り当てを受信側Ｄ２ＤＵＥ装置へ送信し、かつ／又はｅ
ＮＢスケジューリング割り当てを他のＵＥ装置へ送信してもよい。したがって、状況によ
っては、スケジューリング割り当て領域は、装置間で共有される。
【００９４】
　図１５は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置で実行される方法のフローチャートであり、この例で
は、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置及び受信側Ｄ２ＤＵＥ装置がカバレッジ外であり、送信側Ｄ２
ＤＵＥ装置がライセンスド周波数帯でスケジューリング割り当てを送信し、アンライセン
スド周波数帯内でＤ２Ｄデータを送信する。
【００９５】
　ステップ１５０２では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、アンライセンスド周波数帯を監視す
る。上記のように、アンライセンスド機器により使用されたものと同様の技術を使用して
、アンライセンスド周波数帯を監視（検知）することができる。
【００９６】
　ステップ１５０４では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、アンライセンスド周波数帯が使用中
かどうかを判定する。監視によって得られた測定値は、例えば、閾値と比較することがで
きる。アンライセンスド周波数帯が使用中の場合、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置の方法は、ステ
ップ１５０２に戻って、アンライセンスド周波数帯の監視を継続する。アンライセンスド
周波数帯が使用中ではない場合、手順はステップ１５０６に続く。
【００９７】
　ステップ１５０６では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、スケジューリング割り当てを受信側
Ｄ２ＤＵＥ装置に送信する。例として、スケジューリング割り当ては、ライセンスド周波
数帯内で物理チャネル構造のスケジューリング割り当て領域内で送信される。スケジュー
リング割り当ては、Ｄ２Ｄデータを送信側Ｄ２ＤＵＥ装置から受信側Ｄ２ＤＵＥ装置へ送
信するために使用されることとなるアンライセンスド周波数帯内のＤ２Ｄ通信リソース（
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時間－周波数リソース）を特定する。
【００９８】
　ステップ１５０８では、送信側Ｄ２ＤＵＥ装置は、Ｄ２Ｄデータをアンライセンスド周
波数帯４０２内の受信側Ｄ２ＤＵＥ装置に送信する。図１５の例では、送信側Ｄ２ＤＵＥ
装置は、スケジューリング割り当て及びＤ２Ｄデータを異なるサブフレームで送信する。
しかしながら、状況によっては、スケジューリング割り当て及びデータは、同じサブフレ
ームであるが、異なる周波数帯で送信されてもよい。
【００９９】
　本発明の他の実施形態及び変更例が、これらの教示を参酌して、当業者に容易に創作さ
れることとなるのは明らかである。上述の記載は、例示的であり、非限定的である。本発
明は、上記の明細書及び添付の図面と合わせて検討した場合、かかる全ての実施形態及び
変更例を含む、以下の請求の範囲によってのみ限定されることとなる。したがって、本発
明の範囲は、上記の説明を参照して判定されるのではなく、均等物の全範囲と共に、添付
の請求の範囲を参照して判定されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図７Ｃ】
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【図８】 【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成28年12月28日(2016.12.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　本明細書の例では、ライセンスド機器１０４、１０６、１０８、１０９、１１０、１１
１は、アンライセンスド装置（場合によっては、アンライセンスド周波数帯を用いる他の
ライセンスド装置）間での通信の干渉を回避する、又は干渉が少なくとも許容水準となる
と判断された時間に、アンライセンスド周波数帯を通信のために用いる。送信前にアンラ
イセンスド周波数帯を監視して、本周波数帯が現在使用中かどうかを判断する。本周波数
帯が使用中でないと判断された場合、ライセンスド機器は、アンライセンスド周波数帯内
で信号を送信する。図１の例では、点線の矢印が、ライセンスドシステム機器によるアン
ライセンスド周波数帯内の送信を示す。いくつかのシナリオでは、ＵＥ装置１０８、１１
０、１１１は、アンライセンスド周波数帯内で信号１２２、１２３、１２４、１２５をｅ
ＮＢ１０４に送信する。信号１２２、１２３、１２４、１２５は、信号のパワーレベルに
応じて、十分に接近しているアンライセンスド装置に到達する。例えば、１つのＵＥ装置
１０８からの信号１２２は、アクセスポイント１１２及びアンライセンスドモバイル装置
１１４に到達してもよく、第２のＵＥ装置１１０からの信号１２４は、アンライセンスド
モバイル装置１１６、１１８に到達してもよい。また、信号１２３は、アクセスポイント
１１２及び／又はアンライセンスドモバイル装置１１３に到達してもよい。別のシナリオ
では、ｅＮＢ１０４は、アンライセンスド周波数帯内で信号１２６を１つ又はそれ以上の
ＵＥ装置１１０に送信し、信号１２６は、アンライセンスドモバイル装置１１６、１１８



(27) JP 2017-522758 A 2017.8.10

に到達してもよい。アンライセンスドモバイル装置１１８は、場合によっては、ライセン
スドサービスエリア１０２外であってもよい。状況によっては、カバレッジ外（ｏｕｔ－
ｏｆ－ｃｏｖｅｒａｇｅ：ＯｏＣ）である２つ又はそれ以上のＵＥ装置１０９、１１１は
、アンライセンスド周波数を用いてＤ２Ｄ通信に参加してもよい。例えば、全てのライセ
ンスドサービスエリア１０２の外にある送信側Ｄ２ＤＵＥ装置１１１は、アンライセンス
ド周波数帯を用いて、信号を受信側Ｄ２ＤＵＥ装置１０９に送信してもよい。信号１２５
は、アンライセンスドモバイル装置１１８に到達してもよい。ＵＥ装置１０８、１１１に
よる送信が行われる前に、エネルギに関してアンライセンスド周波数帯を監視するため、
アンライセンスド装置での干渉が減少する。加えて、アンライセンスド装置による送信が
原因であるライセンスド装置での干渉もまた減少する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　ライセンスド周波数帯送受信部２０２は、ライセンスド周波数帯内で上りリンク無線信
号をｅＮＢへ送信する送信部及びｅＮＢから下りリンク無線信号を受信する受信部を備え
る。送受信部はまた、割り当てられたライセンスド上りリンク通信リソースを使用して、
Ｄ２Ｄ信号を送受信するように構成され得る。制御部２０４は、ＵＥ装置２００の構成要
素を制御して、本明細書に記載される装置２００の機能を管理し、かつ装置２００の全体
的な機能性を簡易化する。制御部２０４は、送受信部２０２、２０６及びメモリなどの他
の構成要素に接続される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　図４Ａは、ライセンスド周波数帯４０４内でライセンスドシステムによって使用される
タイミング及びタイミング構造がアンライセンスド周波数帯４０２内での通信に使用され
る、アンライセンスド周波数帯４０２及びライセンスド周波数帯４０４の図である。図４
Ａ及び図４Ｂの図は、周波数－時間グラフ４００、４３０であり、ライセンスド周波数帯
４０４内の周波数－時間リソースエレメント及びアンライセンスド周波数帯に適用される
タイミングを示す。グラフ４００、４３０は、必ずしも尺度通りに記述されているもので
はなく、例示的な視覚表示を提供するにすぎない。ライセンスド周波数帯内のライセンス
ドシステムによって使用されるタイミングは、システムが動作する通信仕様と、周波数帯
の規則とに、少なくとも部分的に基づいている。システムのタイミング構造（タイミング
スキーム）を構築するために、多数の方法で時間を編成することができる。本明細書の例
としては、時間は、少なくともフレーム４０６、サブフレーム４０８、４０９、４１０、
タイムスロット４１２、４１４、及びシンボル時間４１６に編成される。例としては、ラ
イセンスド周波数帯４０４に使用されるタイミング及びタイミング構造は、１つ又はそれ
以上の３ＧＰＰ　ＬＴＥ通信仕様のリリースに準拠する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　フレーム４０６は、少なくとも第１のサブフレーム（Ｋ）４０８及び第２のサブフレー



(28) JP 2017-522758 A 2017.8.10

ム（Ｋ＋１）４０９を含む、複数のサブフレームを含む。ＬＴＥについては、各フレーム
は、１０のサブフレームを含み、各サブフレームは、２のタイムスロットを含む。タイム
スロットは、シンボル時間に更に分割され、ＬＴＥ通信仕様では、各タイムスロットは、
７のシンボル時間４１６を含む。ＬＴＥでは、ライセンスド周波数帯４０４は、サブキャ
リア４１８に分割される。シンボル時間とサブキャリアとを組み合わせにより、リソース
エレメントが定義される。他のタイミングスキーム及び構造を、ライセンスド周波数帯４
０４で使用してもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　図７Ｂは、送信側ＵＥ装置がアンライセンスド周波数帯４０２においてサブフレームの
データ領域内で通信リソース情報を送信する例をグラフィカルに示す図である。図７Ｂの
例は、他の隣接装置がアンライセンスド帯を使用中であると判定され、かつアンライセン
スド周波数帯が他の装置によって使用されているかどうかが不明の場合、実行される。図
７Ｂの例では、Ｄ２Ｄ通信リソース情報７１０は、アンライセンスド周波数帯のサブフレ
ーム４２２のデータ領域７１２内で受信側ＵＥ装置１０９に対して送信される。通信リソ
ース情報７１０は、送信側ＵＥ装置からＤ２Ｄデータ７０８送信のために割り当てられる
通信リソース７０６を少なくとも特定する。通信リソース情報７１０は、単一のサブフレ
ーム内の通信リソースのセット又は複数のサブフレーム内のリソースの複数のセットを特
定することができる。例として、通信リソース情報７１０は、次のサブフレーム４２３に
おいてＤ２Ｄ通信のためのリソースエレメントを特定する。
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