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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　探索信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）を受信するためのユーザ装置（ｕｓｅ
ｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）の動作方法であって、
　探索信号測定タイミング構成（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌｓ　ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｔｉｍｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、ＤＭＴＣ）周期に基づいて発生
するＤＭＴＣ区間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）を識別する過程と、
　無認可帯域の搬送波で基地局から前記ＤＭＴＣ区間以内のサブフレームを介して探索信
号の伝送を受信する過程を含み、
　前記ＤＭＴＣ区間以内で前記サブフレームの時間位置は、前記搬送波と関連付けられた
チャネルが予め決定された時間区間の間アイドル状態と感知された時間位置に基づいて決
定される方法。
【請求項２】
　前記探索信号はセル特定基準信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）、プライマリ同期信号（ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉ
ｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＳＳＳ）、及びチャネル状態情報基準信
号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ、ＣＳＩ-ＲＳ）のうち少なくとも１つを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記ＳＳＳのシーケンスｄ（ｎ）は、
【数１】

のように表現され、ここで、
【数２】

を満足し、
　前記インデックス
【数３】

及び前記

【数４】

は物理層セル識別子グループ
【数５】

から誘導（ｄｅｒｉｖｅ）され、
【数６】

のように表現され、前記シーケンス
【数７】

及び
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【数８】

は前記ｍ－シーケンス
【数９】

の互いに異なる２つの巡回シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）に定義され、
【数１０】

のように表現され、ここで、
【数１１】

は
【数１２】

及び初期条件
【数１３】

によって定義され、
　前記２つのスクランブルリングシーケンス
【数１４】

及び
【数１５】

は前記ＰＳＳに基づき、前記ｍ－シーケンス
【数１６】

の互いに異なる２つの巡回シフトによって定義され、
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【数１７】

のように表現され、前記

【数１８】

は前記物理層セル識別子グループ
【数１９】

以内の物理層識別子で、
【数２０】

は
【数２１】

及び初期条件
【数２２】

によって定義され、
　前記スクランブルリングシーケンス
【数２３】

及び
【数２４】

は前記ｍ－シーケンス
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【数２５】

の巡回シフトによって定義され、
【数２６】

のように表現され、
【数２７】

は
【数２８】

及び初期条件
【数２９】

によって定義される請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＣＲＳのシーケンス
【数３０】

は
【数３１】

のように定義され、ここで、スロットで前記
【数３２】

は直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
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　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記
【数３３】

は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、

【数３４】

で、
【数３５】

はシーケンス
【数３６】

の長さである場合、前記
【数３７】

は
【数３８】

のように定義され、前記
【数３９】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は
【数４０】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
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【数４１】

のように表現され、
　前記
【数４２】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
【数４３】

に初期化され、ここで、
【数４４】

を満足し、
　前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数４５】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２スロットで１で、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数４６】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２スロットで１１
である請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンス

【数４７】

は
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【数４８】

のように定義され、
　前記

【数４９】

はスロットで直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記

【数５０】

は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、
【数５１】

及び前記シーケンス
【数５２】

の長さが
【数５３】

である場合、前記
【数５４】

は
【数５５】

のように定義され、ここで、
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【数５６】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は
【数５７】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
【数５８】

のように表現され、
　前記
【数５９】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
【数６０】

に初期化され、ここで、
【数６１】

で、前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数６２】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２のスロットで１で
、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記
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【数６３】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２のスロットで１
１である請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンスは前記

【数６４】

に基づいて生成される請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　探索信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）を送信するための基地局（ｂａｓｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）の動作方法であって、
　ユーザ装置（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）に、探索信号測定タイミング構成
（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｔｉｍｉｎｇ　ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、ＤＭＴＣ）区間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）及び前記ＤＭＴＣ区間が
発生するＤＭＴＣ周期を含む情報を送信する過程と、
　無認可帯域の搬送波で前記ＵＥに前記ＤＭＴＣ区間以内のサブフレームを介して探索信
号の伝送を送信する過程を含み、
　前記ＤＭＴＣ区間以内で前記サブフレームの時間位置は、前記搬送波と関連付けられた
チャネルが予め決定された時間区間の間アイドル状態と感知された時間位置に基づいて決
定される方法。
【請求項８】
　前記探索信号はセル特定基準信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）、プライマリ同期信号（ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉ
ｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＳＳＳ）、及びチャネル状態情報基準信
号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ、ＣＳＩ-ＲＳ）のうち少なくとも１つを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＳＳＳのシーケンスｄ（ｎ）は
【数６５】

のように表現され、ここで、
【数６６】
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を満足し、
　前記インデックス
【数６７】

及び前記
【数６８】

は物理層セル識別子グループ

【数６９】

から誘導（ｄｅｒｉｖｅ）され、
【数７０】

のように表現され、前記シーケンス
【数７１】

及び
【数７２】

は前記ｍ－シーケンス
【数７３】

の互いに異なる２つの巡回シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）に定義され、
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【数７４】

のように表現され、ここで、
【数７５】

は
【数７６】

及び初期条件
【数７７】

によって定義され、
　前記２つのスクランブルリングシーケンス
【数７８】

及び
【数７９】

は前記ＰＳＳに基づき、前記ｍ－シーケンス
【数８０】

の互いに異なる２つの巡回シフトによって定義され、

【数８１】

のように表現され、前記
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【数８２】

は前記物理層セル識別子グループ
【数８３】

以内の物理層識別子で、
【数８４】

は
【数８５】

及び初期条件
【数８６】

によって定義され、
　前記スクランブルリングシーケンス
【数８７】

及び
【数８８】

は前記ｍ－シーケンス

【数８９】

の巡回シフトによって定義され、
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【数９０】

のように表現され、
【数９１】

は
【数９２】

及び初期条件
【数９３】

によって定義される請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＣＲＳのシーケンス
【数９４】

は
【数９５】

のように定義され、ここで、スロットで前記
【数９６】

は直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記
【数９７】

は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、



(15) JP 6441483 B2 2018.12.19

10

20

30

40

【数９８】

で、
【数９９】

はシーケンス
【数１００】

の長さである場合、前記
【数１０１】

は
【数１０２】

のように定義され、ここで、
【数１０３】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は
【数１０４】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
【数１０５】

のように表現され、
　前記

【数１０６】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
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【数１０７】

に初期化され、ここで、
【数１０８】

を満足し、
　前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数１０９】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２のスロットで１で
、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数１１０】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２のスロットで１
１である請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンス

【数１１１】

は
【数１１２】

のように定義され、
　前記
【数１１３】

はスロットで直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記
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【数１１４】

は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、
【数１１５】

及び前記シーケンス
【数１１６】

の長さが
【数１１７】

である場合、前記
【数１１８】

は
【数１１９】

のように定義され、ここで、
【数１２０】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は

【数１２１】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
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【数１２２】

のように表現され、
　前記

【数１２３】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
【数１２４】

に初期化され、ここで、
【数１２５】

で、前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数１２６】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２のスロットで１で
、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数１２７】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２のスロットで１
１である請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンスは前記
【数１２８】

に基づいて生成される請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　探索信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）を受信するためのユーザ装置（ｕｓｅ
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ｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）であって、
　探索信号測定タイミング構成（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌｓ　ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｔｉｍｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、ＤＭＴＣ）周期に基づいて発生
するＤＭＴＣ区間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）を識別する少なくとも１つのプロセッサと、
　無認可帯域の搬送波で基地局から前記ＤＭＴＣ区間以内のサブフレームを介して探索信
号の伝送を受信する送受信機を含み、
　前記ＤＭＴＣ区間以内で前記サブフレームの時間位置は、前記搬送波と関連付けられた
チャネルが予め決定された時間区間の間アイドル状態と感知された時間位置に基づいて決
定されるユーザ装置。
【請求項１４】
　前記探索信号はセル特定基準信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）、プライマリ同期信号（ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉ
ｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＳＳＳ）、及びチャネル状態情報基準信
号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ、ＣＳＩ-ＲＳ）のうち少なくとも１つを含む請求項１３に記載のユーザ装置。
【請求項１５】
　前記ＳＳＳのシーケンスｄ（ｎ）は
【数１２９】

のように表現され、ここで、
【数１３０】

を満足し、
　前記インデックス
【数１３１】

及び前記
【数１３２】

は物理層セル識別子グループ
【数１３３】
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から誘導（ｄｅｒｉｖｅ）され、
【数１３４】

のように表現され、前記シーケンス
【数１３５】

及び
【数１３６】

は前記ｍ－シーケンス

【数１３７】

の互いに異なる２つの巡回シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）に定義され、
【数１３８】

のように表現され、ここで、
【数１３９】

は
【数１４０】

及び初期条件
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【数１４１】

によって定義され、
　前記２つのスクランブルリングシーケンス

【数１４２】

及び
【数１４３】

は前記ＰＳＳに基づき、前記ｍ－シーケンス
【数１４４】

の互いに異なる２つの巡回シフトによって定義され、
【数１４５】

のように表現され、前記
【数１４６】

は前記物理層セル識別子グループ
【数１４７】

以内の物理層識別子で、

【数１４８】

は
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【数１４９】

及び初期条件
【数１５０】

によって定義され、
　前記スクランブルリングシーケンス
【数１５１】

及び
【数１５２】

は前記ｍ－シーケンス
【数１５３】

の巡回シフトによって定義され、
【数１５４】

のように表現され、
【数１５５】

は

【数１５６】

及び初期条件
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【数１５７】

によって定義される請求項１４に記載のユーザ装置。
【請求項１６】
　前記ＣＲＳのシーケンス

【数１５８】

は
【数１５９】

のように定義され、ここで、スロットで前記
【数１６０】

は直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記
【数１６１】

は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、

【数１６２】

で、
【数１６３】

はシーケンス
【数１６４】

の長さである場合、前記

【数１６５】

は
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【数１６６】

のように定義され、前記

【数１６７】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は
【数１６８】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
【数１６９】

のように表現され、
　前記
【数１７０】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
【数１７１】

に初期化され、ここで、
【数１７２】

を満足し、
　前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数１７３】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２のスロットで１で
、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記
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【数１７４】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２のスロットで１
１である請求項１５に記載のユーザ装置。
【請求項１７】
　前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンス

【数１７５】

は
【数１７６】

のように定義され、
　前記

【数１７７】

はスロットで直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記

【数１７８】

は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、
【数１７９】

及び前記シーケンス
【数１８０】

の長さが

【数１８１】

である場合、前記
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【数１８２】

は
【数１８３】

のように定義され、ここで、
【数１８４】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は
【数１８５】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
【数１８６】

のように表現され、
　前記
【数１８７】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
【数１８８】

に初期化され、ここで、
【数１８９】

で、前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数１９０】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２のスロットで１で
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、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数１９１】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２のスロットで１
１である請求項１５に記載のユーザ装置。
【請求項１８】
　前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンスは前記

【数１９２】

に基づいて生成される請求項１６に記載のユーザ装置。
【請求項１９】
　探索信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）を送信するための基地局（ｂａｓｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　ユーザ装置（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）に、探索信号測定タイミング構成
（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｔｉｍｉｎｇ　ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、ＤＭＴＣ）区間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）及び前記ＤＭＴＣ区間が
発生するＤＭＴＣ周期を含む情報を送信し、無認可帯域の搬送波で前記ＵＥに前記ＤＭＴ
Ｃ区間以内のサブフレームを介して探索信号の伝送を送信する送受信機を含み、
　前記ＤＭＴＣ区間以内で前記サブフレームの時間位置は、前記搬送波と関連付けられた
チャネルが予め決定された時間区間の間アイドル状態と感知された時間位置に基づいて決
定される基地局。
【請求項２０】
　前記探索信号はセル特定基準信号（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
　ｓｉｇｎａｌ、ＣＲＳ）、プライマリ同期信号（ｐｒｉｍａｒｙ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉ
ｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓ
ｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ、ＳＳＳ）、及びチャネル状態情報基準信
号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｓｔａｔｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉ
ｇｎａｌ、ＣＳＩ-ＲＳ）のうち少なくとも１つを含む請求項１９に記載の基地局。
【請求項２１】
　前記ＳＳＳのシーケンスｄ（ｎ）は
【数１９３】

のように表現され、ここで、
【数１９４】

を満足し、
　前記インデックス
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【数１９５】

及び前記
【数１９６】

は物理層セル識別子グループ
【数１９７】

から誘導（ｄｅｒｉｖｅ）され、
【数１９８】

のように表現され、前記シーケンス
【数１９９】

及び

【数２００】

は前記ｍ－シーケンス
【数２０１】

の互いに異なる２つの巡回シフト（ｃｙｃｌｉｃ　ｓｈｉｆｔ）に定義され、
【数２０２】

のように表現され、ここで、
【数２０３】

は
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【数２０４】

及び初期条件
【数２０５】

によって定義され、
　前記２つのスクランブルリングシーケンス
【数２０６】

及び
【数２０７】

は前記ＰＳＳに基づき、前記ｍ－シーケンス
【数２０８】

の互いに異なる２つの巡回シフトによって定義され、
【数２０９】

のように表現され、前記
【数２１０】

は前記物理層セル識別子グループ
【数２１１】

以内の物理層識別子で、
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【数２１２】

は
【数２１３】

及び初期条件
【数２１４】

によって定義され、
　前記スクランブルリングシーケンス
【数２１５】

及び
【数２１６】

は前記ｍ－シーケンス
【数２１７】

の巡回シフトによって定義され、
【数２１８】

のように表現され、

【数２１９】

は
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【数２２０】

及び初期条件
【数２２１】

によって定義される請求項２０に記載の基地局。
【請求項２２】
　前記ＣＲＳのシーケンス

【数２２２】

は
【数２２３】

のように定義され、ここで、スロットで前記
【数２２４】

は直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記
【数２２５】

は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、

【数２２６】

で、
【数２２７】

はシーケンス
【数２２８】
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【数２２９】

は
【数２３０】

のように定義され、ここで、
【数２３１】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は
【数２３２】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
【数２３３】

のように表現され、
　前記
【数２３４】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
【数２３５】

に初期化され、ここで
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【数２３６】

を満足し、
　前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記

【数２３７】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２のスロットで１で
、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記

【数２３８】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２のスロットで１
１である請求項２１に記載の基地局。
【請求項２３】
　前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンス
【数２３９】

は
【数２４０】

のように定義され、
　前記
【数２４１】

はスロットで直交周波数多重分割（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）シンボル番号で、前記
【数２４２】
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は最大のダウンリンク帯域幅構成（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）で、
【数２４３】

及び前記シーケンス

【数２４４】

の長さが
【数２４５】

である場合、前記
【数２４６】

は
【数２４７】

のように定義され、ここで、
【数２４８】

で前記第１ｍ－シーケンス×１（ｎ）は
【数２４９】

に初期化され、
　前記第２ｍ－シーケンス×２（ｎ）の初期化は
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【数２５０】

のように表現され、
　前記

【数２５１】

は各ＯＦＤＭシンボルの開始部分で
【数２５２】

に初期化され、ここで
【数２５３】

で、前記サブフレームがインデックス０乃至４のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数２５４】

は前記サブフレームの第１のスロットで０で、前記サブフレームの第２のスロットで１で
、
　前記サブフレームがインデックス５乃至９のサブフレームのうちの１つの場合、前記
【数２５５】

は前記サブフレームの第１のスロットで１０で、前記サブフレームの第２のスロットで１
１である請求項２１に記載の基地局。
【請求項２４】
　前記ＣＳＩ-ＲＳのシーケンスは前記
【数２５６】

に基づいて生成される請求項２２に記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示（ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ）は、一般に無認可スペクトル上における無線通信に関
する。より具体的には、本開示は、無認可スペクトル上におけるセル検出、同期化及び測
定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　４Ｇ(4th generation)通信システムの商用化以降、増加の趨勢にある無線データトラフ
ィック需要を満たすために、改善された５Ｇ(5th generation)通信システム又はプレ（ｐ
ｒｅ）－５Ｇ通信システムを開発するための努力が注がれている。このような理由で、５
Ｇ又はプレ－５Ｇ通信システムは「４Ｇ以降のネットワーク（Ｂｅｙｏｎｄ　４Ｇ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）」又は「ポストＬＴＥ(long term evolution)システム（Ｐｏｓｔ　ＬＴＥ
　Ｓｙｓｔｅｍ）」と呼ばれる。
【０００３】
　より速いデータ速度を達成するために、５Ｇ通信システムは、超高周波（ｍｍＷａｖｅ
）帯域（例えば、６０ＧＨｚ帯域）での具現が考慮されている。このような無線波での伝
搬損失を低減し送信距離を増加させるために、５Ｇ通信システムではビームフォーミング
（ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）、マッシブマイモ（ｍａｓｓｉｖｅ　ｍｕｌｔｉ－ｉｎｐｕ
ｔ　ｍｕｌｔｉ－ｏｕｔｐｕｔ；ｍａｓｓｉｖｅ　ＭＩＭＯ）、ＦＤ－ＭＩＭＯ（Ｆｕｌ
ｌ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ＭＩＭＯ）、アレイアンテナ（ａｒｒａｙ　ａｎｔｅｎｎ
ａ）、アナログビームフォーミング（ａｎａｌｏｇ　ｂｅａｍ－ｆｏｒｍｉｎｇ）及び大
規模アンテナ（ｌａｒｇｅ　ｓｃａｌｅ　ａｎｔｅｎｎａ）技術が論議されている。
【０００４】
　また、システムネットワークの改善のために、５Ｇ通信システムでは進歩した小型セル
（ａｄｖａｎｃｅｄ ｓｍａｌｌ ｃｅｌｌ）、クラウド無線アクセスネットワーク（ｃｌ
ｏｕｄ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ；ｃｌｏｕｄ　ＲＡＮ）、超高密度
ネットワーク（ｕｌｔｒａ－ｄｅｎｓｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、デバイス間（Ｄｅｖｉｃｅ
 ｔｏ Ｄｅｖｉｃｅ；Ｄ２Ｄ）通信、無線バックホール（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｂａｃｋｈ
ａｕｌ）通信、移動ネットワーク（ｍｏｖｉｎｇ　ｎｅｔｗｏｒｋ）、協力通信（ｃｏｏ
ｐｅｒａｔｉｖｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＣｏＭＰ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ
　Ｍｕｌｔｉ－Ｐｏｉｎｔｓ）、受信端干渉除去などに基づく方式による開発が行われて
いる。
【０００５】
　５Ｇシステムでは、適応変調符号化（ａｄａｐｔｉｖｅ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ　ｃｏｄｉｎｇ；ＡＭＣ）技術であるハイブリッドＦＳＫ、ＱＡＭ変調（ＦＱＡＭ）及
びスライディングウィンドウオーバーラッピングコーディング（ＳＷＳＣ）と、進歩した
アクセス技術であるフィルタバンクマルチキャリア（Ｆｉｌｔｅｒ　Ｂａｎｋ　Ｍｕｌｔ
ｉ　Ｃａｒｒｉｅｒ；ＦＢＭＣ）、非直交多元接続（ｎｏｎ　ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ；ＮＯＭＡ）、及びスパースコード多元接続（ｓｐａｒｓ
ｅ　ｃｏｄｅ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ；ＳＣＭＡ）が開発されている。
【０００６】
　ＬＡＡ（Ｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ）は、無認可周波数スペ
クトル（例えば、５ＧＨｚ）上におけるＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ）無線アクセス技術（radio access technology, ＲＡＴ）を指す。ＬＴＥのリリース
（Ｒｅｌ）－１３の場合、ＬＡＡセル／キャリアがキャリアアグリゲーションのためのセ
カンダリセル（ＳＣｅｌｌ）として使用される予定である。５ＧｈｚスペクトルのＷｉ－
Ｆｉ使用と共存するために、ＬＡＡには特定の要求事項が課される場合がある。例えば、
チャネルを使用する前にチャネルがクリアになっているか否かを確認するために（例えば
、ＣＣＡ（ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ））、ＬＢＴ（ｌｉｓｔ
ｅｎ－ｂｅｆｏｒｅ－ｔａｌｋ）プロトコルが求められる場合がある。また、送信が不連
続的かつ制限された最大送信持続期間（例えば、日本では４ｍｓ、ヨーロッパでは１０又
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は１３ｍｓ等）を有することが求められる場合もある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本開示の実施例は、無認可スペクトル上におけるセル検出、同期化及び測定のための方
法及び装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一実施例では、探索信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）を受信するためのユー
ザ装置（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）の動作方法が提供される。上記方法は、
第１探索信号測定タイミング構成（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ　ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ；ＤＭＴＣ）以内の第１サブフレームで発生する
探索信号オケージョン（ｏｃｃａｓｉｏｎ）に基づいて第１探索信号を受信する過程と、
第２ＤＭＴＣ以内の第２サブフレームで発生する探索信号オケージョンに基づいて第２探
索信号を受信する過程と、を含む。前記第１サブフレーム及び前記第２サブフレームのそ
れぞれは、それぞれの前記第１ＤＭＴＣ及び前記第２ＤＭＴＣ以内で互いに異なる時間位
置に対応する。
【０００９】
　他の実施例では、探索信号を受信するためのＵＥが提供される。上記ＵＥは制御機及び
送受信機を含む。前記送受信機は、第１ＤＭＴＣ以内の第１サブフレームで発生する探索
信号オケージョンに基づいて第１探索信号を受信し、第２ＤＭＴＣ以内の第２サブフレー
ムで発生する探索信号オケージョンに基づいて第２探索信号を受信する。前記第１サブフ
レーム及び前記第２サブフレームのそれぞれは、それぞれの前記第１ＤＭＴＣ及び前記第
２ＤＭＴＣ以内で互いに異なる時間位置に対応する。
【００１０】
　さらに他の実施例では、探索信号を受信するためのｅＮＢ（ｅＮｏｄｅＢ）の動作方法
が提供される。上記方法は、第１ＤＭＴＣ以内の第１サブフレームで発生する探索信号オ
ケージョンに基づいて第１探索信号を送信する過程と、第２ＤＭＴＣ以内の第２サブフレ
ームで発生する探索信号オケージョンに基づいて第２探索信号を送信する過程と、を含む
。前記第１サブフレーム及び前記第２サブフレームのそれぞれは、それぞれの前記第１Ｄ
ＭＴＣ及び前記第２ＤＭＴＣ以内で互いに異なる時間位置に対応する。
さらに他の実施例では、探索信号を受信するためのｅＮＢが提供される。前記ｅＮＢは、
第１ＤＭＴＣ以内の第１サブフレームで発生する探索信号オケージョンに基づいて第１探
索信号を送信し、第２ＤＭＴＣ以内の第２サブフレームで発生する探索信号オケージョン
に基づいて第２探索信号を送信する送受信機を含む。前記第１サブフレーム及び前記第２
サブフレームのそれぞれは、それぞれの前記第１ＤＭＴＣ及び前記第２ＤＭＴＣ以内で互
いに異なる時間位置に対応する。
【００１１】
　他の技術的特徴は次の図面、説明及び請求項から当業者に容易に理解されることができ
る。
【００１２】
　以下の詳細な説明に取りかかる前に、本特許文献全般にわたって使用される特定の単語
及び構文の定義を規定することが好ましい。用語「カップル」及びその派生語はそれらの
要素が互いに物理的に接触しているか否かに関わらず２つ以上の要素間のある直接又は間
接通信を意味することができる。用語「送信（ｔｒａｎｓｍｉｔ）」、「受信（ｒｅｃｅ
ｉｖｅ）」、「通信（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ）」及びこれらの派生語は直接及び間接通
信のいずれをも含む。用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「構成する（ｃｏｍｐｒｉｓｅ
）」及びこれらの派生語は制限なく含むことを意味する。用語「又は（ｏｒ）」は包括的
な意味であって、「及び／又は」を意味する。構文「～と関連づけられる（ａｓｓｏｃｉ
ｃａｔｅｄ　ｗｉｔｈ）」及びその派生語は含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）、～内に含まれる（
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ｂｅ　ｉｎｃｌｕｄｅｄ　ｗｉｔｈｉｎ）、～と結合される（ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ
　ｗｉｔｈ）、～を含有する（ｃｏｎｔａｉｎ）、～に含有されている（ｂｅ　ｃｏｎｔ
ａｉｎｅｄ　ｗｉｔｈｉｎ）、～に接続する（ｃｏｎｎｅｃｔ　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）
、～と結合する（ｃｏｕｐｌｅ　ｔｏ　ｏｒ　ｗｉｔｈ）、～と通信できる（ｂｅ　ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｂｌｅ　ｗｉｔｈ）、～と協力する（ｃｏｏｐｅｒａｔｅ　ｗｉｔｈ）、
インタリーブする（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ）、～を並べる（ｊｕｘｔａｐｏｓｅ）、～に
隣接する（ｂｅ　ｐｒｏｘｉｍａｔｅ　ｔｏ）、バインドする（ｂｅ　ｂｏｕｎｄ　ｔｏ
　ｏｒ　ｗｉｔｈ）、所有する（ｈａｖｅ）、～の属性を有する（ｈａｖｅ　ａ　ｐｒｏ
ｐｅｒｔｙ　ｏｆ）、～と関係がある（ｈａｖｅ　ａ　ｒｅｌｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｔｏ）
などを意味することができる。用語「制御器（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）」は、少なくとも
１つの動作を制御するある装置、システム又はそれらの一部を意味する。かかる制御器は
、ハードウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組み合わせ及び／又はファームウェ
アで具現され得る。特定の制御器と関連づけられた機能は、ローカル又は遠隔で中央集中
式で（ｃｅｎｔｒａｌｉｚｅｄ）または分散して（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ）処理される
ことができる。「～の少なくとも１つ」という構文が項目のリストと共に使用される場合
、並べられた項目のうち１つ以上の互いに異なる組み合わせが使用される場合もあり、そ
のリストにある１つの項目のみが必要な場合もあることを意味する。例えば、「Ａ、Ｂ及
びＣのうち少なくとも１つ」は次の組み合わせ、すなわち、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＡとＢ、ＡとＣ
、ＢとＣ、及びＡとＢとＣのうちいずれか１つを含む。
【００１３】
　また、後述される多様な機能は、１つ以上のコンピュータプログラムによって具現又は
サポートされることができ、かかるプログラムの各々は、コンピュータ読み取り可能なプ
ログラムコードで形成されてコンピュータ読み取り可能な媒体で実施されることができる
。用語「アプリケーション」及び「プログラム」は、適したコンピュータ読み取り可能な
プログラムコードで具現されるために構成される１つ以上のコンピュータプログラム、ソ
フトウェア構成要素、インストラクションのセット、手順、関数、オブジェクト、クラス
、インスタンス、関連データ、又はそれらの一部を意味する。構文「コンピュータ読み取
り可能なプログラムコード」は、ソースコード、オブジェクトコード及び実行可能なコー
ドを含む任意のタイプのコンピュータコードを含む。構文「コンピュータ読み取り可能な
媒体」は、コンピュータによってアクセスされることができる任意のタイプの媒体、例え
ば、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ハードディス
クドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）、ＤＶＤ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｉｄｅｏ　ｄｉ
ｓｃ）、又は任意の他のタイプのメモリを含む。「非一時的」コンピュータ読み取り可能
な媒体は、一時的な電気信号又は他の信号を伝送する有線、無線、光学、又は他の無線リ
ンクを除く。非一時的コンピュータ読み取り可能な媒体は、データが永続的に格納される
ことができる媒体及びデータが格納された後上書き可能な媒体、例えば、再起録が可能な
光学ディスク又は消去可能なメモリ装置を含む。
【００１４】
　他の特定の単語及び構文に対する定義は、本特許文献全般にわたって提供される。当業
者は大部分ではないが多くの場合にこのような定義がこのような定義された単語及び構文
の以前だけでなく今後の使用にも適用されることを理解するべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　本開示及びその長所に対するより完全な理解のために、添付の図面と共に行われる次の
説明をこれから参照し、ここで、同じ符号は同じ部分を示す。
【図１】本開示の例示的な実施例に係る例示的な無線ネットワークを示す図である。
【図２Ａ】本開示の例示的な実施例に係る直交周波数分割多元接続送信経路のハイ－レベ
ルダイヤグラムを示す図である。
【図２Ｂ】本開示の例示的な実施例に係る直交周波数分割多元接続受信経路のハイ－レベ
ルダイヤグラムを示す図である。
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【図３Ａ】本開示の例示的な実施例に係る例示的なｅＮＢ(eNodeB)を示す図である。
【図３Ｂ】本開示の例示的な実施例に係る例示的なＵＥを示す図である。
【図４】本開示の基準信号が送信及び／又は受信されることができるダウンリンク送信時
間間隔の例示的な構造を示す図である。
【図５】本開示の基準信号が送信及び／受信されることができるサブフレーム内での例示
的な共通基準信号リソース要素マッピングを示す図である。
【図６】本開示の様々な実施例によって利用されることができる周波数分割デュプレキシ
ング又は時間分割デュプレキシングのためのプライマリ同期化信号及びセカンダリ同期化
信号に対する例示的な時間ドメイン位置を示す図である。
【図７】本開示の様々な実施例に係る認可スペクトル上のキャリア及び無認可スペクトル
上のキャリアのキャリアアグリゲーションの一例を示す図である。
【図８】本開示の様々な実施例に係るＬＴＥ－Ｕダウンリンクキャリアの時間－分割マル
チプレキシング送信パターンの一例を示す図である。
【図９Ａ】本開示の様々な実施例に係る、各々の、周波数分割デュプレキシング用１ｍｓ
持続期間の探索基準信号オケージョン（ｏｃｃａｓｉｏｎ）及び時間分割デュプレキシン
グ用２ｍｓ持続期間の探索基準信号オケージョンに対する物理的信号及び対応するＲＥマ
ッピングの例示的な構造を示す図である。
【図９Ｂ】本開示の様々な実施例に係る、各々の、周波数分割デュプレキシング用１ｍｓ
持続期間の探索基準信号オケージョン（ｏｃｃａｓｉｏｎ）及び時間分割デュプレキシン
グ用２ｍｓ持続期間の探索基準信号オケージョンに対する物理的信号及び対応するＲＥマ
ッピングの例示的な構造を示す図である。
【図１０Ａ】本開示の様々な実施例に係る、各々の、周波数分割デュプレキシング用及び
時間分割デュプレキシング用のＫｍｓ持続期間を有する探索基準信号オケージョンを含む
例示的なサブフレーム構造を示す図である。
【図１０Ｂ】本開示の様々な実施例に係る、各々の、周波数分割デュプレキシング用及び
時間分割デュプレキシング用のＫｍｓ持続期間を有する探索基準信号オケージョンを含む
例示的なサブフレーム構造を示す図である。
【図１１Ａ】本開示の様々な実施例に係る他の物理的信号又はチャネルに対するＤＲＳ送
信のための例示的な構成を示す図である。
【図１１Ｂ】本開示の様々な実施例に係る他の物理的信号又はチャネルに対するＤＲＳ送
信のための例示的な構成を示す図である。
【図１１Ｃ】本開示の様々な実施例に係る他の物理的信号又はチャネルに対するＤＲＳ送
信のための例示的な構成を示す図である。
【図１２】本開示の様々な実施例に係る、Ｐ－ＯＮインスタンスに対する物理チャネルの
受信を開始する時点を決定するための例示的なプロセスに対するフローチャートを示す図
である。
【図１３Ａ】本開示の様々な実施例に係る、以前のＰ－ＯＮインスタンスの終了と現在の
Ｐ－ＯＮインスタンスの開始の間の時間差に依存するＤＲＳオケージョン送信を有する例
示的なＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアを示す図である。
【図１３Ｂ】本開示の様々な実施例に係る、以前のＰ－ＯＮインスタンスの終了と現在の
Ｐ－ＯＮインスタンスの開始の間の時間差に依存するＤＲＳオケージョン送信を有する例
示的なＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアを示す図である。
【図１４】本開示の様々な実施例に係る無認可スペクトル上のＬＴＥセルでのＤＬ受信の
ための例示的なプロセスに対するフローチャートを示す図である。
【図１５】本開示の様々な実施例に係るＤＲＳ検出をトリガするためのシグナリングのタ
イミングの一例を示す図である。
【図１６】本開示の様々な実施例に係る送信周期決定のための例示的なプロセスに対する
フローチャートを示す図である。
【図１７Ａ】本開示の様々な実施例に係る探索基準信号測定タイミング構成及び探索基準
信号オケージョンの例を示す図である。
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【図１７Ｂ】本開示の様々な実施例に係る探索基準信号測定タイミング構成及び探索基準
信号オケージョンの例を示す図である。
【図１８】本開示の様々な実施例に係るダウンリンク送信に先行する ＣＲＳ送信を有す
る例示的なＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアを示す図である。
【図１９】本開示の様々な実施例に係るＤＭＴＣ及びダウンリンク送信のオーバーラッピ
ングの一例を示す図である。
【図２０】本開示の様々な実施例に係るＳＳＳシーケンスを決定するための例示的なプロ
セスに対するフローチャートを示す図である。
【図２１】本開示の様々な実施例に係る検出されたＳＳＳシーケンスから可能なサブフレ
ームインデックスを決定するための例示的なプロセスに対するフローチャートを示す図で
ある。
【図２２】本開示の様々な実施例に係るＣＲＳ検出のためのＣＲＳシーケンス生成用可能
値を決定するための例示的なプロセスに対するフローチャートを示す図である。
【図２３】本開示の様々な実施例に係るＣＳＩ－ＲＳ検出のためのＣＳＩ－ＲＳシーケン
ス生成用値を決定するための例示的なプロセスに対するフローチャートを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本特許文献で本開示の原理を説明するために用いられる、後述の図１乃至２３、及び各
実施例は単なる例示の方法によるものであって、いかなる方式でも本開示の範囲を制限す
るものとして解釈するべきではない。当業者は本開示の原理が任意の適切に配列されたセ
ルラーシステム又はデバイスで具現されることができることを理解するであろう。
【００１７】
　次の文献は、本明細書で完全に説明されたように本開示の内容に参照として含まれる：
●３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２．２．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ；”
●３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２　ｖ１２．２．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏｄｉｎｇ；”
●３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　ｖ１２．２．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　Ｌａｙｅｒ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ；”
●３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８７２　Ｖ１２．０．０、“Ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ　ｅｎｈａ
ｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ－ＵＴＲＡ　ａｎｄ　Ｅ－ＵＴＲＡＮ－Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｌａｙｅｒ　ａｓｐｅｃｔｓ；”
●３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１３３　ｖ１２．７．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ　Ｒｅｑｕｉｒｅｍ
ｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｏｆ　ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ；”
●３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　ｖ１２．２．０、“Ｅ－ＵＴＲＡ、ＲａｄｉｏＲｅｓ
ｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＲＣ）　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ；”
●ＥＴＳＩ　ＥＮ　３０１　８９３　Ｖ１．７．１（２０１２－０６）、Ｈａｒｍｏｎｉ
ｚｅｄ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ、“Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（ＢＲＡＮ）；５ＧＨｚ　ｈｉｇｈ　ｐｅｒｆｏｒｍａｎ
ｃｅ　ＲＬＡＮ；”及び
●１１／０３／１４、１２／０１／１４、１２／１５／１４、０３／１１／１５、及び０
３／１７／１５にそれぞれ出願された各発明の名称が“Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　ａｐｐ
ａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｃｃｅｓｓ　ｆｏｒ　ＬＴＥ　ｏｎ　ｕｎｌ
ｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ”である米国仮出願６２／０７４，５４；６２／０８
６，０１８；６２／０９２，１２０；６２／１３１，６８７；及び６２／１３４，３８６
。
【００１８】
　以下の図１乃至図３Ｂは、無線通信システムにおいて、さらには、ＯＦＤＭ又はＯＦＤ
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ＭＡ通信技術の使用で具現される様々な実施例を記述する。図１乃至図３Ｂの説明は互い
に異なる実施例が具現されることができる方式に対する物理的又は構造的制限を示すこと
を意図しない。本開示の互いに異なる実施例は任意の適切に配列された通信システムで具
現され得る。
【００１９】
　図１は、本開示による例示的無線ネットワーク１００を示す図である。図１に示す無線
ネットワーク１００の実施例は単なる説明のためのものである。無線ネットワーク１００
に対する他の実施例が本開示の範囲から逸脱することなく用いられることができる。
【００２０】
　図１に示すように、無線ネットワーク１００は、ｅＮＢ１０１、ｅＮＢ１０２、及びｅ
ＮＢ１０３を含む。ｅＮＢ１０１は、ｅＮＢ１０２及びｅＮＢ１０３と通信する。また、
ｅＮＢ１０１は、少なくとも１つのネットワーク１３０、例えば、インターネット、専用
インターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワーク、又は他のデータネットワークとも通信
する。
【００２１】
　ｅＮＢ１０２は、ｅＮＢ１０２のカバレッジ領域１２０内にある第１の複数のユーザ装
置（ＵＥ）にネットワーク１３０への無線広帯域アクセスを提供する。第１の複数のＵＥ
は、小企業（ＳＢ）に位置し得るＵＥ１１１、大企業（Ｅ）に位置し得るＵＥ１１２、Ｗ
ｉＦｉホットスポット（ＨＳ）に位置し得るＵＥ１１３、第１居住地（Ｒ）に位置し得る
ＵＥ１１４、第２居住地（Ｒ）に位置し得るＵＥ１１５、及び携帯電話、無線ラップトッ
プ、無線ＰＤＡなどのようなモバイル装置（Ｍ）であり得るＵＥ１１６を含む。ｅＮＢ１
０３は、ｅＮＢ１０３のカバレッジ領域１２５内にある第２の複数のＵＥにネットワーク
１３０に対する無線広帯域アクセスを提供する。第２の複数のＵＥは、ＵＥ１１５及びＵ
Ｅ１１６を含む。いくつかの実施例において、ｅＮＢ１０１―１０３のうち１つ以上のｅ
ＮＢは、５Ｇ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、ＷｉＭＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉ又は他の無線通信技術を使
用して互いに通信及びＵＥ１１１―１１６と通信する。
【００２２】
　ネットワーク類型によっては、「ｅＮｏｄｅＢ」又は「ｅＮＢ」の代わりに「基地局」
又は「アクセスポイント」のような、他の周知の用語が用いられることもできる。便宜の
ために、本特許明細書において、用語「ｅＮｏｄｅＢ」及び「ｅＮＢ」は、遠隔端末に無
線アクセスを提供するネットワークインフラ構造の構成要素を指すために用いられる。ま
た、ネットワーク類型によっては、他の周知の用語が「移動局」、「加入者局」、「遠隔
端末」、「無線端末」又は「ユーザデバイス」のような「ユーザ装置」又は「ＵＥ」の代
わりに用いられることもできる。便宜のために、本特許明細書において、用語「ユーザ装
置」及び「ＵＥ」は、ＵＥがモバイル装置（例えば、携帯電話又はスマートフォン）であ
ろうと一般に考慮される固定式装置（例えば、デスクトップコンピュータ又は自動販売機
）であろうとｅＮＢに無線でアクセスする遠隔無線端末を指すために用いられる。
【００２３】
　点線は、単なる例示及び説明の目的で略円形で示すカバレッジ領域１２０及び１２５の
概略的な範囲を示す。ｅＮＢと関連づけられたカバレッジ領域、例えば、カバレッジ領域
１２０及び１２５は、ｅＮＢの構成、及び自然及び人工障害物と関連する無線環境の変化
に応じて、不規則な形態を含む他の形態を有することができることを明確に理解するべき
である。
【００２４】
　以下、詳細に説明されるように、ＵＥのうち１つ以上は無認可スペクトル上におけるセ
ル検出、同期化及び測定のための回路及び／又はプログラミングを含むことができ、ｅＮ
Ｂのうち１つ以上は無認可スペクトル上における送信を設定するための回路及び／又はプ
ログラミングを含むことができる。図１は、無線ネットワーク１００の一例を示す図であ
るが、様々な変化が図１に対して行われることができる。例えば、無線ネットワーク１０
０は、任意の適切な配列で任意の個数のｅＮＢ及び任意の個数のＵＥを含むことができる
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。また、ｅＮＢ１０１は、任意の個数のＵＥと直接通信して、このＵＥにネットワーク１
３０への無線広帯域アクセスを提供できる。同様に、各ｅＮＢ１０２－１０３は、ネット
ワーク１３０と直接通信して、ＵＥにネットワーク１３０への直接無線広帯域アクセスを
提供できる。また、ｅＮＢ１０１，１０２，及び／又は１０３は、外部電話ネットワーク
又は他のタイプのデータネットワークのような他の又は追加の外部ネットワークへのアク
セスを提供できる。
【００２５】
　図２Ａは、送信経路回路２００に対するハイ－レベルダイヤグラムである。例えば、こ
の送信経路回路は直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信のために用いられることが
できる。図２Ｂは、受信経路回路２５０のハイ－レベルダイヤグラムである。例えば、こ
の受信経路回路は直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）通信のために用いられることが
できる。図２Ａ及び図２Ｂで、ダウンリンク（ＤＬ）通信のために、送信経路回路２００
は基地局（ｅＮＢ）１０２又は中継局に具現されることができ、受信経路回路２５０はユ
ーザ装置（例えば、図１のユーザ装置１１６）に具現されることができる。他の例では、
アップリンク（ＵＬ）通信のために、受信経路回路２５０が基地局（例えば、図１のｅＮ
Ｂ１０２）又は中継局に具現されることができ、送信経路回路２００がユーザ装置（例え
ば、図１のユーザ装置１１６）に具現されることができる。
【００２６】
　送信経路回路２００は、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５、直列－並列（
Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２１０、サイズＮ逆高速フーリエ変換（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓ
ｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ；ＩＦＦＴ）ブロック２１５、並列－直列（Ｐ
－ｔｏ－Ｓ）ブロック２２０、サイクリックプレフィックス挿入ブロック２２５、及びア
ップ－コンバータ（ｕｐ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ；ＵＣ）２３０を含む。受信経路回路２５
０は、ダウン－コンバータ（ｄｏｗｎ－ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ；ＤＣ）２５５、サイクリッ
クプレフィックス除去ブロック２６０、直列－並列（Ｓ－ｔｏ－Ｐ）ブロック２６５、サ
イズＮ高速フーリエ変換（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ；ＦＦＴ）ブ
ロック２７０、並列－直列（Ｐ－ｔｏ－Ｓ）ブロック２７５、及びチャネルデコーディン
グ及び復調ブロック２８０を含む。
【００２７】
　図２Ａ及び図２Ｂのコンポーネントのう少なくともいくつかはソフトウェアに具現され
ることができ、他のコンポーネントは設定可能なハードウェア又はソフトウェアと設定可
能なハードウェアの混合によって具現されることもできる。特に、本特許文献で説明され
たＦＦＴブロック及びＩＦＦＴブロックは設定可能なソフトウェアアルゴリズムとして具
現されることができ、ここで、サイズＮの値はその具現によって修正されることができる
。
【００２８】
　また、本開示がＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）及びＩＦＦ
Ｔ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を具現する実施
例について説明されたが、これは単なる例示によるものであって、本開示の範囲を限定す
るものとして解釈するべきではない。本開示の代案的な実施例において、ＦＦＴ（Ｆａｓ
ｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）関数及びＩＦＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｆａｓ
ｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）関数はそれぞれ、ＤＦＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ
　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）関数及びＩＤＦＴ（Ｉｎｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｃ
ｒｅｔｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）関数に容易に代替されることができる
ことが理解できるはずである。ＤＦＴ及びＩＤＦＴ関数の場合、Ｎ変数の値は任意の整数
（すなわち、１，２，３，４等）の場合があり、ＦＦＴ及びＩＦＦＴ関数の場合、Ｎ変数
の値は２の自乗（すなわち、１，２，４，８，１６等）である任意の整数の場合があるこ
とが理解できるはずである。
【００２９】
　送信経路回路２００で、チャネルコーディング及び変調ブロック２０５は、一連の情報
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ビットを受信し、コーディング（例えば、ＬＤＰＣコーディング）を適用し、その入力ビ
ットを変調（例えば、ＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ）又はＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉ
ｏｎ））することで、周波数－領域変調シンボルのシーケンスを生成する。直列－並列ブ
ロック２１０は、直列変調されたシンボルを並列データに変換（すなわち、逆多重化）し
てＮ並列シンボルストリームを生成し、ここで、ＮはＢＳ１０２及びＵＥ１１６で使用さ
れるＩＦＦＴ／ＦＦＴサイズである。サイズＮ　ＩＦＦＴブロック２１５は、Ｎ並列シン
ボルストリーム上でＩＦＦＴ動作を行い、時間－領域出力信号を生成する。並列－直列ブ
ロック２２０は、サイズＮ　ＩＦＦＴブロック２１５からの並列時間－領域出力シンボル
を変換（すなわち、多重化）し、直列時間－領域信号を生成する。サイクリックプレフィ
ックス挿入ブロック２２５は、時間－領域信号にサイクリックプレフィックスを挿入する
。最後に、アップ－コンバータ２３０は、無線チャネルを介した送信のためにサイクリッ
クプレフィックス挿入ブロック２２５の出力をＲＦ周波数に変調（すなわち、アップコン
バート）する。また、この信号はＲＦ周波数に変換する前に、基底帯域でフィルタリング
されることもできる。
【００３０】
　送信されたＲＦ信号は無線チャネルを通過した後、ＵＥ１１６に到達し、ｅＮＢ１０２
での動作に対する逆動作が行われる。ダウン－コンバータ２５５は、受信された信号を基
底帯域周波数にダウンコンバートして、サイクリックプレフィックス除去ブロック２６０
は、そのサイクリックプレフィックスを除去し、直列時間－領域基底帯域信号を生成する
。直列－並列ブロック２６５は、時間－領域基底帯域信号を並列時間－領域信号に変換す
る。その後、サイズＮ　ＦＦＴブロック２７０は、ＦＦＴアルゴリズムを行ってＮ並列周
波数－領域信号を生成する。並列－直列ブロック２７５は、並列周波数－領域信号を変調
されたデータシンボルのシーケンスに変換する。チャネルデコーディング及び復調ブロッ
ク２８０は、その変調されたシンボルに対する復調を行った後、デコーディングすること
によって、元の入力データストリームを復元する。
【００３１】
　各々のｅＮＢ１０１－１０３は、ユーザ装置１１１－１１６へのダウンリンク送信と類
似した送信経路を具現することができ、ユーザ装置１１１－１１６からのアップリンク受
信と類似した受信経路を具現することもできる。同様に、各々のユーザ装置１１１－１１
６は、ｅＮＢ１０１－１０３へのアップリンク送信のためのアーキテクチャに対応する送
信経路を具現することができ、ｅＮＢ１０１－１０３からのダウンリンク受信のためのア
ーキテクチャに対応する受信経路を具現することもできる。
【００３２】
　図３Ａは、本開示による例示的ｅＮＢ１０２を示す図である。図３Ａに示すｅＮＢ１０
２の実施例は単なる説明のためのものであって、図１のｅＮＢ１０１及び１０３は同じ又
は類似の構成を有し得る。しかし、ｅＮＢは多様な構成からなり、図３Ａは、ｅＮＢに対
する任意の特定の具現で本開示の範囲を制限するものではない。
【００３３】
　図３Ａに示すように、ｅＮＢ１０２は、複数のアンテナ３０４ａ－３０４ｎ、複数のＲ
Ｆ送受信機３０９ａ－３０９ｎ、送信（ＴＸ）プロセッシング回路３１４、及び受信（Ｒ
Ｘ）プロセッシング回路３１９を含む。また、ｅＮＢ１０２は、制御機／プロセッサ３２
４、メモリ３２９、及びバックホール又はネットワークインタフェース３３４を含む。
【００３４】
　ＲＦ送受信機３０９ａ－３０９ｎは、アンテナ３０４ａ－３０４ｎから、ネットワーク
１００内でＵＥによって送信される信号のような入力（ｉｎｃｏｍｉｎｇ）ＲＦ信号を受
信する。ＲＦ送受信機３０９ａ－３０９ｎは、入力ＲＦ信号をダウンコンバート（ｄｏｗ
ｎ－ｃｏｎｖｅｒｔ）して、ＩＦ又は基底帯域信号を生成する。ＩＦ又は基底帯域信号は
、基底帯域又はＩＦ信号をフィルタリング、デコーディング、及び／又はデジタル化する
ことによって処理された基底帯域信号を生成するＲＸプロセッシング回路３１９に伝送さ
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れる。ＲＸプロセッシング回路３１９は、この処理された基底帯域信号を、追加のプロセ
スのために制御機／プロセッサ３２４に送信する。
【００３５】
　ＴＸプロセッシング回路３１４は、制御機／プロセッサ３２４からアナログ又はデジタ
ルデータ（例えば、音声データ、ウェブデータ、電子メール、又は双方向ビデオゲームデ
ータ）を受信する。ＴＸプロセッシング回路３１４は、出力（ｏｕｔｇｏｉｎｇ）基底帯
域データをエンコーディング、マルチプレキシング、及び／又はデジタル化して、処理さ
れた基底帯域又はＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信機３０９ａ－３０９ｎは、ＴＸプロセ
ッシング回路３１４から、出力処理された基底帯域又はＩＦ信号を受信し、その基底帯域
又はＩＦ信号を、アンテナ３０４ａ－３０４ｎを介して送信されるＲＦ信号にアップコン
バートする。
【００３６】
　制御機／プロセッサ３２４は、ｅＮＢ１０２の全般的な動作を制御する１つ以上のプロ
セッサ又は他のプロセスデバイスを含むことができる。例えば、制御機／プロセッサ３２
４は、周知の原理に従ってＲＦ送受信機３０９ａ－３０９、ＲＸプロセッシング回路３１
９、及びＴＸプロセッシング回路３１４によって順方向チャネル信号の受信及び逆方向チ
ャネル信号の送信を制御できる。制御機／プロセッサ３２４は、より進歩した無線通信機
能のような追加機能もサポートできる。例えば、制御機／プロセッサ３２４は、ビームフ
ォーミング（ｂｅａｍｆｏｒｍｉｎｇ）又は方向ルーティング（ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ
　ｒｏｕｔｉｎｇ）動作をサポートでき、ここでは、複数のアンテナ３０４ａ－３０４ｎ
からの出力信号が互いに異なるように加重処理されることによって、出力信号を所望の方
向に效果的に制御することができる。任意の多様な他の機能が制御機／プロセッサ３２４
によってｅＮＢ１０２にサポートされることができる。いくつかの実施例において、制御
機／プロセッサ３２４は、少なくとも１つのマイクロプロセッサ又はマイクロ制御機を含
む。
【００３７】
　また、制御機／プロセッサ３２４は、メモリ３２９に常駐するプログラム及び他のプロ
セス、例えばＯＳを実行できる。制御機／プロセッサ３２４は、実行プロセスによる要求
に応じてデータをメモリ３２９内部又は外部に移動させることができる。
【００３８】
　また、制御機／プロセッサ３２４は、バックホール又はネットワークインタフェース３
３４にカップリングされる。バックホール又はネットワークインタフェース３３４は、ｅ
ＮＢ１０２がバックホール接続を介して又はネットワークを介して他のデバイス又はシス
テムと通信することを可能にする。バックホール又はネットワークインタフェース３３４
は、任意の適切な有線又は無線接続による通信をサポートできる。例えば、ｅＮＢ１０２
がセルラー通信システム（例えば、５Ｇ、ＬＴＥ、又はＬＴＥ－Ａをサポートするもの）
の一部として具現される場合、バックホール又はネットワークインタフェース３３４は、
ｅＮＢ１０２が有線又は無線バックホール接続を介して他のｅＮＢと通信することを可能
にすることができる。ｅＮＢ１０２がアクセスポイントとして具現される場合、バックホ
ール又はネットワークインタフェース３３４は、ｅＮＢ１０２が有線又は無線ローカル領
域ネットワークを介して又は有線又は無線接続を介してより大きなネットワーク（例えば
、インターネット）に伝送することを可能にする。バックホール又はネットワークインタ
フェース３３４は、有線又は無線接続、例えばイーサネット（登録商標）又はＲＦ送受信
機を介した通信をサポートする任意の適切な構造を含む。
【００３９】
　メモリ３２９は、制御機／プロセッサ３２４にカップリングされる。メモリ３２９の一
部はＲＡＭを含むことができ、メモリ３２９他の一部はフラッシュメモリ又は他のＲＯＭ
を含むことができる。
【００４０】
　以下、より詳細に説明するように、ｅＮＢ１０２は、無認可スペクトル上における送信
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を設定するための回路及び／又はプログラミングを含むことができる。図３ＡがｅＮＢ１
０２の一例を示しているが、多様な変化が図３Ａに対して行われることができる。例えば
、ｅＮＢ１０２は、図３Ａに示す各コンポーネントに対する任意の個数を含むことができ
る。一特定例として、アクセスポイントは複数のインタフェース３３４を含むことができ
、制御機／プロセッサ３２４は、互いに異なるネットワークアドレスの間でデータをルー
ティングするルーティング機能をサポートできる。他の特定例として、単一インスタンス
のＴＸプロセッシング回路３１４及び単一インスタンスのＲＸプロセッシング回路３１９
を含むと示しているが、ｅＮＢ１０２は、それぞれに対する複数のインスタンスを含むこ
とができる（例えば、ＲＦ送受信機あたり１つ）。また、図３Ａの各種コンポーネントを
組み合わせたり、より細分化したり、省略することができ、特定の必要によって追加のコ
ンポーネントが付加されることもできる。
【００４１】
　図３Ｂは、本開示による例示的ＵＥ１１６を示す図である。図３Ｂに示すＵＥ１１６の
実施例は単なる説明のためのものであって、図１のＵＥ１１１－１１５は同じ又は類似の
構成を有し得る。しかし、ＵＥは多様な構成からなり、図３Ｂは、ＵＥに対する任意の特
定の具現で本開示の範囲を制限するものではない。
【００４２】
　図３Ｂに示すように、ＵＥ１１６は、アンテナ３０５、無線周波数（ｒａｄｉｏ　ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ；ＲＦ）送受信機３１０、ＴＸプロセッシング回路３１５、マイクロホン
３２０、及び受信（ＲＸ）プロセッシング回路３２５を含む。また、ＵＥ１１６は、スピ
ーカ３３０、プロセッサ３４０、入／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース（ＩＦ）３４５、タ
ッチスクリーン３５０、ディスプレイ３５５、及びメモリ３６０を含む。メモリ３６０は
、オペレーティングシステム（ＯＳ）３６１及び１つ以上のアプリケーションら３６２を
含む。
【００４３】
　ＲＦ送受信機３１０は、ネットワーク１００のｅＮＢによって送信される入力ＲＦ信号
をアンテナ３０５から受信する。ＲＦ送受信機３１０は、入力ＲＦ信号をダウンコンバー
トして、中間周波数（ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ；ＩＦ）又は基底
帯域信号を生成する。ＩＦ又は基底帯域信号は、その基底帯域又はＩＦ信号をフィルタリ
ング、デコーディング、及び／又はデジタル化することによって処理された基底帯域信号
を生成するＲＸプロセッシング回路３２５に伝送される。ＲＸプロセッシング回路３２５
は、その処理された基底帯域信号を、スピーカ３３０に送信したり（例えば、音声データ
用）、又は追加処理のためにプロセッサ３４０に送信する（例えば、ウェブブラウジング
データ用）。
【００４４】
　ＴＸプロセッシング回路３１５は、マイクロホン３２０からアナログ又はデジタル音声
データを受信したり又はプロセッサ３４０から他の出力基底帯域データ（例えば、ウェブ
データ、電子メール、又は双方向ビデオゲームデータ）を受信する。ＴＸプロセッシング
回路３１５は、その出力基底帯域データをエンコーディング、マルチプレキシング、及び
／又はデジタル化して、処理された基底帯域又はＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信機３１
０は、ＴＸプロセッシング回路３１５から出力処理された基底帯域又はＩＦ信号を受信し
、その基底帯域又はＩＦ信号を、アンテナ３０５を介して送信されるＲＦ信号にアップコ
ンバートする。
【００４５】
　プロセッサ３４０は、１つ以上のプロセッサを含むことができ、メモリ３６０に格納さ
れた基本ＯＳ３６１を実行することによってＵＥ１１６の全般的な動作を制御できる。か
かる一動作で、プロセッサ３４０は、周知の原理に従ってＲＦ送受信機３１０、ＲＸプロ
セッシング回路３２５、及びＴＸプロセッシング回路３１５によって順方向チャネル信号
の受信及び逆方向チャネル信号の送信を制御する。また、メインプロセッサ３４０は、１
つ以上のリソースを割り当てるように構成されたプロセッシング回路を含むことができる
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。例えば、プロセッサ３４０は、固有のキャリアインジケータを割り当てるように構成さ
れた割り当て器プロセッシング回路及びキャリアのうち１つでのＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）送信のＰＤＳＣＨ（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）受信をスケジューリングす
るＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
）を検出するように構成された検出器プロセッシング回路を含むことができる。ＤＣＩ（
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は様々な目的を行い、各
々のＰＤＣＣＨでＤＣＩフォーマットを介して伝送される。例えば、ＤＣＩフォーマット
はＰＤＳＣＨ受信のためのダウンリンク割り当て又はＰＵＳＣＨ送信のためのアップリン
クグラントに対応できる。いくつかの実施例において、プロセッサ３４０は、少なくとも
１つのマイクロプロセッサ又はマイクロ制御機を含む。
【００４６】
　プロセッサ３４０は、また、ｅＮＢ間キャリアアグリゲーションをサポートするｅＮＢ
間調整方法のための動作のような、メモリ３６０に常駐する他のプロセス及びプログラム
を実行できる。ｅＮＢ間キャリアアグリゲーションはデュアルコネクティビティとも称す
ることができることを理解するべきである。プロセッサ３４０は、実行プロセスによる要
求に応じてデータをメモリ３６０内部又は外部に移動させることができる。いくつかの実
施例において、プロセッサ３４０は、ＰＤＣＣＨの制御チャネル要素を獲得することを含
む、ＭＵ－ＭＩＭＯ通信のためのアプリケーションのような複数のアプリケーション３６
２を実行するように構成される。プロセッサ３４０は、ＯＳプログラム３６１に基づいて
又はｅＮＢから受信される信号に応じて複数のアプリケーション３６２を動作させること
ができる。プロセッサ３４０は、また、Ｉ／Ｏインタフェース３４５にカップリングされ
、ＵＥ１１６にラップトップコンピュータ及びハンドヘルドコンピュータのような他の装
置に接続する能力を提供する。Ｉ／Ｏインタフェース３４５は、これらの補助装置とプロ
セッサ３４０の間の通信経路である。
【００４７】
　また、プロセッサ３４０は、タッチスクリーン３５０及びディスプレイ３５５にカップ
リングされる。ＵＥ１１６のオペレータはタッチスクリーン３５０を使用してＵＥ１１６
にデータを入力できる。ディスプレイ３５５は、例えば、ウェブサイトからのテキスト及
び／又は少なくとも制限されたグラフィックをレンダリングできる液晶ディスプレイ、発
光ダイオードディスプレイ、又は他のディスプレイであり得る。
【００４８】
　メモリ３６０は、プロセッサ３４０にカップリングされる。メモリ３６０の一部はラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができ、メモリ３６０の他の一部はフラッシュ
メモリ又は他の読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含むことができる。
【００４９】
　図３Ｂは、ＵＥ１１６の一例を示す図であるが、様々な変化が図３Ｂに対して行われる
ことができる。例えば、図３Ｂの各種コンポーネントは組み合わせたり、さらに細分化し
たり、省略することができ、特定の必要によって追加コンポーネントが付加されることも
できる。一特定例として、プロセッサ３４０は、複数のプロセッサ、例えば、１つ以上の
中央処理ユニット（ＣＰＵ）及び１つ以上のグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）に分割
されることができる。また、図３Ｂが携帯電話やスマートフォンのように構成されたＵＥ
１１６を示しているが、ＵＥは他のタイプのモバイル又は固定デバイスとして動作するよ
うに構成されることもできる。
【００５０】
　ＤＬ信号は情報コンテンツを伝送するデータ信号、ＤＣＩ（ＤＬ　ＣｏｎｔｒｏｌＩｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送する制御信号、及びパイロット信号とも知られる基準信号（
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ；ＲＳ）を含む。ｅＮＢは各々のＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　ＤＬ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）又はＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ＤＬ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介してデータ情報又はＤＣＩを送信する。
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ダウンリンク割り当てに使用可能なＤＣＩフォーマットはＤＣＩフォーマット１Ａ、１Ｂ
、１Ｃ、１Ｄ、２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ及び２Ｄを含む。ＵＥはそのＵＥに対するダウンリ
ンクユニキャスト受信方法を決定する送信モードに設定されることができる。与えられた
送信モードにおいて、ＵＥはＤＣＩフォーマット１Ａ及びＤＣＩフォーマット１Ｂ、１Ｄ
、２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ又は２Ｄのうち１つを使用してユニキャストダウンリンク割り当
てを受信することができる。ｅＮＢはＵＥ共通ＲＳ（common RS, ＣＲＳ）、チャネル状
態情報(channel state information, CSI) ＲＳ（ＣＳＩ－ＲＳ）、及び復調ＲＳ（demod
ulation RS, ＤＭＲＳ）を含む複数タイプのＲＳのうち１つ以上を送信する。本開示の様
々な実施例によれば、ＣＲＳはセル特定ＲＳ（ｃｅｌｌ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を称する場合もある。ＣＲＳはＤＬシステム帯域幅（bandwidt
h, ＢＷ）を介して送信され、データ又は制御信号を復調したり測定を行うためにＵＥに
よって使用されることができる。ＣＲＳオーバーヘッドを減少させるために、ｅＮＢはＣ
ＲＳに比べ時間及び／又は周波数ドメインの密度がより小さいＣＳＩ－ＲＳを送信するこ
ともできる。チャネル測定のために、ノンゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ（non-zero power CSI-R
S, ＮＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）リソースが使用されることができる。干渉測定リソース（Ｉ
ＭＲ）の場合、ゼロ電力ＣＳＩ－ＲＳ（zero-power CSI-RS, ＺＰ　ＣＳＩ－ＲＳ）と関
連づけられたＣＳＩ干渉測定（CSI interference measurement, ＣＳＩ－ＩＭ）リソース
が使用されることができる。ＵＥはｅＮＢから上位階層シグナリングを介してＣＳＩ－Ｒ
Ｓ送信パラメータを決定できる。ＤＭＲＳは各々のＰＤＳＣＨのＢＷでのみ送信され、Ｕ
ＥはこのＤＭＲＳを使用してＰＤＳＣＨ内の情報を復調することができる。
【００５１】
　図４は、本開示の基準信号が送信及び／又は受信されることができるＤＬ送信時間間隔
（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ；ＴＴＩ）の例示的な構造を
示す図である。図４を参照すると、ＤＬシグナリングは直交周波数分割マルチプレキシン
グ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
ｘｉｎｇ；ＯＦＤＭ）を使用し、ＤＬ　ＴＴＩは１ミリ秒（ｍｓ）の持続期間を有すると
ともに時間ドメイン（又は２つのスロット）でＮ＝１４個のＯＦＤＭシンボルを含み周波
数ドメインでＫ個のリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）を含む。
第１タイプの制御チャネル（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＣＣＨ）は第１Ｎ１ＯＦ
ＤＭシンボル４１０（送信を含まず、Ｎ１＝０）で送信される）。残りのＮ－Ｎ１ＯＦＤ
Ｍシンボルは主にＰＤＳＣＨ４２０を送信するために使用され、ＴＴＩのいくつかのＲＢ
では、第２タイプのＣＣＨ（ＥＣＣＨ）４３０を送信するために使用される。各々のＲＢ
は
【数１】

サブ－キャリア（又はリソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ；ＲＥ））で構
成され、ＵＥにはＰＤＳＣＨ送信ＢＷのための全体
【数２】

ＲＥに対してＭＰＤＳＣＨ　ＲＢが割り当てられる。１ＲＢの周波数単位及び１スロット
の時間単位は物理的ＲＢ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ＲＢ；ＰＲＢ）と称される。
【００５２】
　図５は、本開示の基準信号が送信及び／又は受信されることができるサブフレーム５１
０内でマッピングされる例示的なＣＲＳ　ＲＥ５５０を示す図である。セル検索及び同期
化をサポートするために、ＤＬ信号は、プライマリ同期化信号（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｓｙｎ
ｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ；ＰＳＳ）及びセカンダリ同期化信号（Ｓｅｃ
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ｏｎｄａｒｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｓｉｇｎａｌ；ＳＳＳ）のような同期
化信号を含む。同じ構造を有するが、１０個のサブフレームを含む１フレーム内の同期化
信号の時間－ドメイン位置は、セルが周波数分割デュプレックス（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ；ＦＤＤ）で動作するか又は時間分割デュプレックス（
Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ；ＴＤＤ）で動作するかによって異なる場合
がある。したがって、同期化信号を獲得した後、ＵＥはセルがＦＤＤで動作するか又はＴ
ＤＤで動作するか及びフレーム内のサブフレームインデックスを決定できる。ＰＳＳ及び
ＳＳＳは、動作帯域幅の中央の７２個のサブ－キャリア（リソース要素（Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　　Ｅｌｅｍｅｎｔ；ＲＥ）とも称する）を占有する。また、ＰＳＳ及びＳＳＳはセル
に対する物理的セル識別子（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ；ＰＣ
ＩＤ）を知らせることができるので、ＰＳＳ及びＳＳＳを獲得した後、ＵＥは送信セルの
ＰＣＩＤが知ることができる。
【００５３】
　図６は、本開示の様々な実施例によって利用されることができるＦＤＤ及びＴＤＤのた
めのＰＳＳ／ＳＳＳに対する例示的な時間ドメイン位置を示す図である。図６を参照する
と、ＦＤＤの場合、全てのフレーム６０５において、ＰＳＳ６２５はサブフレーム０及び
５（６１０及び６１５）の第１スロット最終シンボル内で送信され、ここで、１サブフレ
ームは２つのスロットを含む。ＳＳＳ６２０は同じスロットの第２最終シンボル内で送信
される。ＴＤＤの場合、全てのフレーム６５５において、ＰＳＳ６９０はサブフレーム１
及び６（６６５及び６８０）の第３シンボル内で送信され、ＳＳＳ６８５はサブフレーム
０及び５（６６０及び６７０）の最終シンボルで送信される。この相違点によって、セル
でのデュプレックス方式を感知できるようになる。ＰＳＳ及びＳＳＳに対するリソース要
素は任意の他のタイプのＤＬ信号送信に利用されることができない。図５及び図６で説明
された例示的なＲＥマッピング及び時間ドメイン位置はＲｅｌ．８－１２に適用され、Ｒ
ｅｌ－１３のＬＡＡには利用されることができない。
【００５４】
　アメリカ連邦通信委員会（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｃｏｍｍ
ｉｓｓｉｏｎ；ＦＣＣ）は、無償の公開アクセススペクトルを提供するための無認可キャ
リアを定義した。ＵＥによる無認可キャリアの使用は、ＵＥが免許キャリアでの通信に顕
著な干渉を発生させないという条件及び無認可キャリアでの通信が干渉から保護されない
という条件下でのみ許可される。例えば、無認可キャリアはＩＥＥＥ　８０２．１１デバ
イスによって使用されることができる、産業、科学及び医療（ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ、ｓ
ｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ａｎｄ　ｍｅｄｉｃａｌ；ＩＳＭ）キャリア及び無認可国家情報イ
ンフラストラクチャ（Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ；ＵＮＩＩ）キャリアを含む。ＬＡＡ（Ｌｉｃｅｎｓ
ｅｄ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ）又はＬＴＥ－Ｕ（ＬＴＥ－Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅ
ｄ）とも知られる、無認可周波数スペクトル上で無線アクセス技術（ｒａｄｉｏ　ａｃｃ
ｅｓｓ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ；ＲＡＴ）を使用することが可能である。
【００５５】
　図７は、本開示の様々な実施例に係る認可スペクトル上のキャリア及び無認可スペクト
ル上のキャリアのキャリアアグリゲーションの一例を示す図である。図７に示すように、
ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕに対する例示的な配置シナリオはキャリアアグリゲーションの一部と
してＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアを配置するものであり、ここで、ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキ
ャリアは認可スペクトル上の他のキャリアとアグリゲーションされる。通常の配置で、認
可スペクトル７１０上のキャリアはプライマリセル（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ；ＰＣｅ
ｌｌ）として割り当てられ、無認可スペクトル７２０上のキャリアは（例えば、ＵＥ１１
６のような）ＵＥ７３０に対するセカンダリセル（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ；ＳＣ
ｅｌｌ）として割り当てられる。図７の例示的な実施例で、ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕセルの無
線通信リソースはダウンリンクキャリアを含み、アップリンクキャリアは含まない。
【００５６】
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　ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアと同じ無認可スペクトル上で動作する他のＲＡＴが存在す
る場合があるため、本開示の実施例は、無認可周波数スペクトル上でＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕ
と他のＲＡＴの共存を可能にする必要性を認識したものである。１つの可能な方法は、（
例えば、ｅＮＢ１０２で）ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕ送信機とＷｉＦｉアクセスポイントのよう
な他のＲＡＴの送信機の間に時間－分割－マルチプレキシング（Ｔｉｍｅ－Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ－Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ；ＴＤＭ）送信パターンを生成するものである。例えば
、ＵＥ又はｅＮＢが送信する前に、キャリア感知多元接続（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓｅ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ；ＣＳＭＡ）が適用されることができ、ＵＥ又はｅＮ
Ｂは予め決定された時間周期の間チャネルをモニタリングすることでそのチャネルで進行
中の送信があるか否かを決定するようになる。チャネルで他の送信が感知されない場合は
、ＵＥ又はｅＮＢを送信することができ；そうでない場合は、ＵＥ又はｅＮＢが送信を延
期するようになる。
【００５７】
　図８は、本開示の様々な実施例に係るＬＡＡ／ＬＴＥ－ＵダウンリンクキャリアのＴＤ
Ｍ送信パターン又は送信バーストの一例を示す図である。図８を参照すると、ＬＡＡ／Ｌ
ＴＥ－Ｕキャリアは周期Ｐ－ＯＮ８２０及び８３０の間はＯＮで、周期Ｐ－ＯＦＦ８４０
の間はＯＦＦである。ＬＡＡ／ＬＴＥ－ＵキャリアがＯＮの場合、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲ
Ｓ、ＤＭＲＳ、ＰＤＳＣＨ、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ及びＣＳＩ－ＲＳのうち少なくと
も１つを含むＬＴＥ信号が送信され；ＬＡＡ／ＬＴＥ－ＵキャリアがＯＦＦの場合は、Ｕ
Ｅ又はｅＮＢが、比較的長い送信周期を有する探索基準信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ；ＤＲＳ）を除くいかなる信号も送信しない。本開示の様
々な実施例によれば、ＤＲＳは略して「探索信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）
」と称する場合もある。ＤＲＳはＬＴＥセルの探索、ＬＴＥセルとの同期化、ＬＴＥセル
のＲＲＭ及びＣＳＩ測定のためにＵＥによって使用されることができる。特に明示されな
い限り、以下では、キャリアがＯＦＦと表示される場合はＬＡＡ／ＬＴＥ－ＵセルのｅＮ
Ｂによって何も送信されないと仮定することができる。ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕオン－オフサ
イクル８５０はＰ－ＯＮ８２０又は８３０＋Ｐ－ＯＦＦ８４０と定義されることができる
。ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕオン－オフサイクル８５０の持続期間は固定されたもの又は半－静
的に設定されることができる。例えば、オン－オフサイクル８５０の持続期間は１００ｓ
のミリ秒の場合がある。ＯＮ周期８２０及び８３０（又は最大チャネル占有時間）は規定
によって定義された最大持続期間、例えば、１０ｍｓ（ヨーロッパ規定ＥＴＳＩ　ＥＮ　
３０１８９３　Ｖ１．７．１によれば）を有し得る。Ｐ－ＯＮ８２０及び８３０の長さは
ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアでのトラフィックパターン又はバッファ状態及び共存メトリ
ック要求事項又は目標によってＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕのスケジューラによって調整されたり
適応されることができる。ＷｉＦｉ　ＡＰ又は他のＲＡＴ送信機は、キャリアがＬＡＡ／
ＬＴＥ－Ｕ干渉から自由なため、送信のためにＰ－ＯＦＦ８４０周期を利用できる。共存
メトリックに対する測定はＬＴＥ－Ｕキャリアのオフ周期の間ＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕセルの
ｅＮＢによって行われ、これによりスペクトルの無線活性レベルを推定することができる
。Ｐ－ＯＮ８２０及び８３０及びＰ－ＯＦＦ８４０の適応はオン－オフサイクルごとに又
は複数のオン－オフサイクルごとに行われることができる。ＵＥに対するＬＡＡ／ＬＴＥ
－ＵセルのＯＮ又はＯＦＦシグナリングは、ＳＣｅｌｌ　ＭＡＣ(media access control)
活性化及び非活性化命令を使用して行われることができる。ＳＣｅｌｌ　ＭＡＣ活性化命
令はＰＣｅｌｌのような他のサービングセルを介して伝送されることができる。ＳＣｅｌ
ｌ　ＭＡＣ非活性化命令はＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕセルをはじめとする、任意のサービングセ
ルから伝送されることができる。
【００５８】
　ＳＣｅｌｌが非活性化される場合、ＵＥはＳＣｅｌｌ上でデータを受信しなくなる。し
かし、ＳＣｅｌｌ　ＭＡＣ活性化及び非活性化命令のＵＥ処理時間は（例えば、３ＧＰＰ
　ＴＳ　３６．３３１　ｖ１２．２．０に記述されたように）最大６ｍｓであり得る。（
例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１３３　ｖ１２．７．０に記述されたように）Ｒｅｌ－
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１０－１２　ＬＴＥによれば最大２４ｍｓのＳＣｅｌｌ活性化遅延があり得るので、ＵＥ
　ＲＦ準備及び同期化から追加的な遅延もあり得る。無認可スペクトルの迅速な利用を可
能にするために、本開示の実施例は、無認可スペクトル上のＬＴＥセルが送信を開始した
か又は終了したかをＵＥが決定する改善された方法に対する必要性を認識した。
【００５９】
　ＬＢＴ（ｌｉｓｔｅｎ－ｂｅｆｏｒｅ－ｔａｌｋ）プロトコルが適用される場合には、
チャネル占有が終わった後アイドル周期が存在することができ、ここで、（例えば、フレ
ームベース装備の場合）最小アイドル周期（例えば、チャネル占有時間の５％）が指定さ
れることができる（例えば、フレームベース装備に対するヨーロッパ規定ＥＴＳＩ　ＥＮ
　３０１８９３　Ｖ１．７．１によれば）。このアイドル周期はアイドル周期の終わりに
ＣＣＡ（Ｃｌｅａｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）周期を含むことができ、
ここで、キャリア感知がＵＥによって行われる。負荷ベース装備に対して明示されたもの
のような他のＬＢＴプロトコルも可能である（例えば、ＥＴＳＩ　ＥＮ　３０１８９３　
Ｖ１．７．１に記述されたように）。
【００６０】
　様々な実施例において、探索基準信号（ＤＲＳ）は無認可スペクトル上のＬＴＥセルの
ためにｅＮＢによって送信され得る。ＤＲＳはＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳ
のような物理的信号で構成される（設定された場合）。無認可スペクトル上のＬＴＥセル
に対するＤＲＳの目的又は機能は、ＬＴＥセル又はセル（例えば、ｅＮＢ、ＢＳ、ＲＲＨ
(remote radio head) 等）内の送信ポイント（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ；
ＴＰ）の探索、ＬＴＥセル又はＴＰとの同期化、ＬＴＥセル又はＴＰのＲＲＭ及びＣＳＩ
測定を含み、これに限定されない。ＣＳＩ－ＲＳはＴＰ識別目的又はＣＳＩ測定目的に設
定されることができる。
【００６１】
　セル／ＴＰによるＤＲＳ送信インスタンスは、場合によって、以下では、セル／ＴＰの
ＤＲＳオケージョン（ｏｃｃａｓｉｏｎ）と称される。ＤＲＳオケージョンの持続期間は
固定されたものであるか又はネットワークによって（例えば、ＲＲＣによって）設定され
ることができる。持続期間（ｍｓ又はサブフレーム単位）は１，２，３，４又は５の場合
がある。可能なＤＲＳオケージョン持続期間は、また、デュプレキシングモードに依存す
る場合もある（例えば、ＦＤＤの場合、持続期間は１乃至５の場合があり、ＴＤＤの場合
、持続期間は２乃至５の場合がある）。
【００６２】
　図９Ａ及び図９Ｂは、本開示の様々な実施例に係る、各々の、ＦＤＤ用の１ｍｓ持続期
間のＤＲＳオケージョン及びＴＤＤ用の２ｍｓ持続期間のＤＲＳオケージョンのための物
理的信号及び対応するＲＥマッピングの例示的な構造を示す図である。図９Ｂは、本開示
の様々な実施例に係る物理的信号及び対応するＲＥマッピングの例示的な構造を示す図で
ある。図９Ａ及び図９Ｂを参照すると、ＤＲＳオケージョンはＣＲＳ９１０ａ，９１０ｂ
（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２．２．０でも論議されているアンテナ
ポート０）、ＰＳＳ９２０ａ，９２０ｂ、ＳＳＳ９３０ａ，９３０ｂ及びＣＳＩ－ＲＳ９
４０ａ，９４０ｂを含むことができる。ＣＳＩ－ＲＳが設定される場合、ＣＳＩ－ＲＳは
ＤＲＳオケージョンでのみ存在できる。ＣＳＩ－ＲＳ　ＲＥの位置はＬＴＥ　Ｒｅｌ－１
０／１１仕様（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２．２．０及び３ＧＰＰ　
ＴＳ　３６．２１３　ｖ１２．２．０によって許可される任意の位置に存在することがで
き、又は無認可キャリアでの動作のために設計される新しい位置になることもできる。ま
た、複数のＣＳＩ－ＲＳリソースが同じＤＲＳオケージョン内で送信されることができ、
複数のサブフレームを介して送信されることもできる。ＴＤＤのためのＤＲＳオケージョ
ンの第２サブフレームは特殊サブフレームの場合があり、この場合、ＣＲＳはサブフレー
ムのダウンリンクパイロット時間スロット（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　
Ｓｌｏｔ；ＤｗＰＴＳ）領域にのみ存在する。
【００６３】
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　図１０Ａ及び図１０Ｂは、本開示の様々な実施例に係る、各々の、ＦＤＤ用及びＴＤＤ
用のＫｍｓ（例えば、Ｋ≦５）の持続期間を有するＤＲＳオケージョンを含む例示的なサ
ブフレーム構造を示す図である。図１０Ａ及び図１０Ｂを参照すると、ＣＲＳ１０１０ａ
，１０１０ｂ（例えば、アンテナポート０）は全てのＤＬサブフレームで及び特殊サブフ
レームのＤｗＰＴＳで送信されることができる。ＰＳＳ１０２０ａ，１０２０ｂ及びＳＳ
Ｓ１０３０ａ，１０３０ｂは、ＤＲＳオケージョン持続期間の間一度のみ送信され、ＤＲ
Ｓオケージョン内のその位置はネットワークによって固定されたり設定されることができ
る。固定されたＰＳＳ及びＳＳＳ位置の一例で、ＰＳＳ及びＳＳＳは、ＦＤＤの場合は、
ＤＲＳオケージョンの第１サブフレームで送信されることができ、ＴＤＤの場合は、ＳＳ
Ｓ及びＰＳＳはそれぞれＤＲＳオケージョンの第１及び第２サブフレームで送信され得る
。ＣＳＩ－ＲＳが構成された場合、ＣＳＩ－ＲＳ１０４０ａ，１０４０ｂはＤＲＳオケー
ジョンにのみ存在できる。ＤＬ－専用キャリア（例えば、補助ダウンリンクとも知られる
）の場合、１ｍｓＤＲＳオケージョン持続期間がＦＤＤ　ＤＲＳに対して可能なため（例
えば、より低いＤＲＳオーバーヘッドを達成するために）、ＦＤＤのＤＲＳ構造が使用さ
れることができる。
【００６４】
　ＰＳＳ及びＳＳＳ検出信頼性を改善させるために、１つより多いＰＳＳ及び１つのＳＳ
ＳがＤＲＳオケージョンで送信され得る。例えば、ＰＳＳ及びＳＳＳはＤＲＳオケージョ
ンの全てのサブフレーム又は全ての他のサブフレームで送信されることができる。米国仮
出願６２／０７４，５４；６２／０８６，０１８；６２／０９２，１２０；６２／１３１
，６８７；及び６２／１３４，３８６に記述されたような他の例が具現されることもでき
る。特にＣＲＳが制御チャネル又はデータチャネルに対する復調ＲＳとして使用されない
場合は、ＣＲＳのオーバーヘッドが減少されることができる。例えば、ＣＲＳはＤＲＳオ
ケージョンの第１サブフレームにのみ存在できる。
【００６５】
　本開示の実施例は、ＵＥが無認可スペクトル上でＬＴＥセル又はＴＰの送信周期（Ｐ－
ＯＮ）を決定又は検出する方法を定義する必要があることを認識したものである。以下、
簡略化のためにＤＲＳを送信するエンティティを「セル」と称し、本明細書で説明される
実施例はＤＲＳを送信するエンティティが「ＴＰ」（例えば、ｅＮＢ、ＲＲＨ　ＢＳ又は
他のネットワークエンティティ）の場合にも適用可能であることを理解するべきである。
【００６６】
　一実施例で、無認可スペクトル上におけるＬＴＥセルによるＤＲＳ送信は、ＵＥによっ
て受信される他の物理的信号（例えば、ＤＭ－ＲＳ、ＰＲＳ）又は物理チャネル（例えば
、ＰＤＣＣＨ、ＥＰＤＣＣＨ、ＰＤＳＣＨ、ＰＭＣＨ(physical multicast channel)）に
先行する（すなわち、ＤＲＳは他の物理的信号又は物理チャネルの送信前に送信される）
。制御及びデータがＬＴＥセル上でＵＥによって受信されることができる場合は、そのセ
ルがサービングセル（セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）含む）として設定され；そうでない
場合、このＬＴＥセルはＵＥがＲＲＭ目的のために測定できる隣接した非サービングセル
であり得る。このような送信構造は、ＵＥが制御信号又はデータ信号の受信以前にＤＲＳ
を使用して同期化（ＦＦＴウィンドウタイミング構成を含む）、自動利得制御（ａｕｔｏ
ｍａｔｉｃ　ｇａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ；ＡＧＣ）追跡、及びＲＦチューニングを行うこ
とを可能にする。送信インスタンス（Ｐ－ＯＮインスタンス）の終了時に、ＵＥは次のＤ
ＲＳ送信インスタンスまでＬＴＥセルとの同期化を維持する必要がなくなる場合があり、
これによってＵＥ電力が低減できる。ＤＲＳ送信は周期的方式で発生する必要がなく、Ｒ
ｅｌ－１２でＰＳＳ／ＳＳＳのような固定されたサブフレーム（例えば、ＦＤＤのための
サブフレーム０又はサブフレーム５）に制限される必要が無いことに留意する。ネットワ
ークエンティティがＵＥからの測定報告を必要としたり制御信号又はデータ信号をＵＥに
伝送する必要がある場合、ＤＲＳオケージョンがネットワークエンティティによって送信
され得る。一例が図１１Ａ及び図１１Ｂに図示されており、ここで、ＬＴＥセル１１１０
ａ，１１１０ｂのＯＮ周期の間、１つ又は複数のサブフレーム（例えば、１，２，３，４
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，５）をスパニング（ｓｐａｎｎｉｎｇ）できるＤＲＳ１１２０ａ，１１２０ｂが先に送
信され、その次に他の物理的信号及び物理チャネルが送信される。この実施例では、ＤＲ
Ｓが基準信号と称されるが、この実施例は送信周期の初期で、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、
及びなるべくはＣＳＩ－ＲＳを含む任意の送信構造にも拡張されることを理解するべきで
ある。
【００６７】
　他の実施例では、例えば、図１１Ａに示すように、全体ＤＲＳオケージョンが先に送信
され、その後に他の物理的信号又はチャネルが送信される。これは、ＵＥがＤＲＳオケー
ジョン１１２０ａの間にＤＲＳの受信のみを行う必要がある場合があり、ＤＲＳオケージ
ョンの間にＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨのような他の信号又はチャネルを受信
する必要がない場合があることを意味する。ＤＲＳオケージョン送信の終了後に、ＵＥは
他の信号又はチャネル１１３０ａの受信を開始することができる。ＤＲＳオケージョンで
ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳにマッピングされるリソース要素はチャネル予約
目的のための規定要件を満たす任意の信号（「予約信号（ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｓｉ
ｇｎａｌ）」と称することができる）で送信されることができる。また、この予約信号は
、ｅＮＢがＣＣＡ要件を満たした後、チャネル予約の目的のためにＤＲＳオケージョン送
信前に送信されることができる。これに対する一例が図１１Ｃに図示されており、ここで
、予約信号１１４０ｃはＤＲＳオケージョン１１２０ｃの前に送信される。
【００６８】
　他の実施例では、例えば、図１１Ｂに示すように、他の物理的信号又は物理チャネル１
１３０ｂの送信がＤＲＳオケージョン送信１１２０ｂの終了前に開始されることができ、
ＤＲＳオケージョン送信１１４０ｂの終了後に続けられることができる。これは、ＵＥが
ＤＲＳオケージョン受信の終了前に他の物理的信号又は物理チャネルを受信する必要があ
る場合があることを意味する。これは、ＵＥでの同期化及びＡＧＣ追跡動作が十分に信頼
できる物理チャネルの受信のためにＤＲＳサブフレームのうち第１部分のみを必要とする
が、ＤＲＳに基づくＲＲＭ及び／又はＣＳＩ測定はより長い時間を必要とする場合に有利
である。一例として、ＤＲＳオケージョン持続期間が５ｍｓの場合、他の物理的信号又は
物理チャネルの送信は第２サブフレームから開始されることができる。ＰＳＳ／ＳＳＳ／
ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳにマッピングされないリソース要素又はＤＲＳオケージョンでの他
の物理チャネルはチャネル予約の目的のための規定要件を満たす任意の信号（「予約信号
（ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）」と称することができる）で送信され得る。
第１代案と同様に、この予約信号はｅＮＢがＣＣＡ要件を充足させた後にチャネル予約の
目的のためにＤＲＳオケージョン送信前に送信されることもできる。
【００６９】
　さらに他の実施例では、物理チャネル及びＤＲＳ以外の他の物理的信号がＤＲＳオケー
ジョン送信１１２０ｃの開始から送信され得る（例えば、ＵＥはＰ－ＯＮ１１１０ｃ）の
開始からＤＲＳだけでなく他の物理的信号及び物理チャネルを受信する必要がある場合が
ある）。他の物理的信号及び物理チャネルのＵＥ受信は、ＤＲＳオケージョン送信１１３
０ｃの終了後に続けられることができる。例えば、ＵＥがＰ－ＯＮの開始前に継続してＬ
ＴＥセルと十分に同期化されていることのような特定の条件を、この実施例に対して満た
す必要がある場合がある。この条件は、ＵＥによって受信される以前のＰ－ＯＮのＤＬサ
ブフレーム（又はＤｗＰＴＳ）の終了が、現在のＰ－ＯＮの第１ＤＬサブフレーム以前に
ネットワークによって予め定義されたり設定可能だったり又はＵＥによってネットワーク
に勧められる／要求されることができる特定時間（Ｘｍｓ、例えば、Ｘ＝５ｍｓ又は１０
ｍｓ又は２０ｍｓ又は４０ｍｓ又は８０ｍｓ又は１６０ｍｓ）より小さい場合に満たすこ
とができる。この条件が満たされない場合、図１１Ａ又は図１１Ｂと関連づけて前述した
例示的な構成が適用され得る。
【００７０】
　図１２は、本開示の様々な実施例に係るＰ－ＯＮインスタンスに対する物理チャネルの
受信開始時点を決定するための例示的なプロセスに対するフローチャートを示す図である
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。例えば、図１２に示すプロセスはＵＥ１１６によって具現され得る。この例示的な実施
例では、ＤＲＳオケージョンでＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳにマッピングされ
ない一部又は全てのリソース要素が情報、例えば、制御メッセージ（例えば、ＰＤＣＣＨ
／ＥＰＤＣＣＨ）、ブロードキャストメッセージ、ユニキャストメッセージ（例えば、Ｐ
ＤＳＣＨ）などを搬送する物理的信号又はチャネルで送信されることができる。例えば、
ＤＲＳオケージョンの最初のいくつかのＯＦＤＭ時間シンボル又は全てのＯＦＤＭシンボ
ルでＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳにマッピングされないリソース要素がこのよ
うな物理的信号又はチャネルを送信するために使用されることができる。図１１Ａと関連
づけて前述した例示的な実施例と同様に、予約信号１１４０ｃは、また、ｅＮＢがＣＣＡ
要求事項を充足させた後にチャネル予約の目的のためにＤＲＳオケージョン送信に先立っ
て送信され得る。
【００７１】
　図１２を参照すると、ステップ１２１０にて、現在のサブフレームが新しいＰ－ＯＮ送
信インスタンスの開始であるか否かを、ＤＲＳ検出からＵＥが決定する。ＵＥが以前のＰ
－ＯＮインスタンスのＤＬサブフレーム（又はＤｗＰＴＳ）の終了以降Ｘｍｓ未満である
とさらに決定した場合、ステップ１２２０にて、ＵＥはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをモニ
タリングしたりＰＤＳＣＨを受信したり又は新しいＰ－ＯＮインスタンスの第１サブフレ
ームから他の物理的信号を受信する。そうでなく、ＵＥが以前のＰ－ＯＮインスタンスの
ＤＬサブフレーム（又はＤｗＰＴＳ）の終了以降Ｘｍｓを超えたとさらに決定した場合、
ステップ１２３０にて、ＵＥは同期化及びＡＧＣ追跡を先に行い、新しいＰ－ＯＮインス
タンスの開始以降ＹｍｓからＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨだけをモニタリングしたりＰＤＳ
ＣＨを受信したり又は他の物理的信号を受信する。Ｐ－ＯＮ送信インスタンスは、また、
（例えば、同じＰ－ＯＮ送信インスタンスでのユニキャストデータ送信無しで）セル探索
、ＲＲＭ及び／又は概略的な同期化目的のためのＤＲＳオケージョン送信を含むことがで
きることに留意する。他の例では、以前のＰ－ＯＮインスタンスのＤＬサブフレーム（又
はＤｗＰＴＳ）の終了以降Ｘｍｓを超えたという決定にかかわらず、ＵＥが継続して新し
いＰ－ＯＮインスタンスの第１サブフレームからＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ
（又は他の物理的信号）を受信することができるが；デコーディングの信頼性を改善する
ために、特に第１サブフレーム又は第１いくつかののサブフレームでの制御／データのた
めに、ネットワークによってＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨに対する低い変調及
びコーディング方式（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ；Ｍ
ＣＳ）が使用されることができる。
【００７２】
　また、ＤＲＳオケージョンの送／受信は特定の条件に依存する場合がある。例えば、こ
の条件は以前のＰ－ＯＮインスタンスのＤＬサブフレーム（又はＤｗＰＴＳ）の終了と現
在のＰ－ＯＮインスタンスのＤＬサブフレームの開始の間の時間差に基づくことができる
。これの一例が図１３に図示されており、ここで、Ｐ－ＯＮインスタンス内の全てのサブ
フレームはＤＬサブフレームであると仮定する。
【００７３】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、本開示の様々な実施例に係る以前のＰ－ＯＮインスタンスの
終了と現在のＰ－ＯＮインスタンスの開始の間の時間差に依存するＤＲＳオケージョン送
信を有する例示的なＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアを示す図である。図１３３を参照すると
、第１Ｐ－ＯＮインスタンス１３１０ａ，１３１０ｂのＤＬサブフレームの終了と第２Ｐ
－ＯＮインスタンス１３５０ａ，１３５０ｂのＤＬサブフレームの開始の間の時間差はＰ
－ＯＦＦで表示される。Ｐ－ＯＦＦがＸｍｓ（例えば、Ｘ＝５ｍｓ又は１０ｍｓ又は２０
ｍｓ又は４０ｍｓ又は８０ｍｓ又は１６０ｍｓ）以上の場合は、ＤＲＳオケージョン１３
６０ａが第２Ｐ－ＯＮインスタンスの間に送信され；そうでない場合は（図１３Ｂの１３
４０ｂ）、ＤＲＳオケージョンが第２Ｐ－ＯＮインスタンスの間に送信されない（例えば
、セルに対するＵＥの同期化及びそれのＡＧＣ設定は継続的に有効であると仮定する）。
このしきい値Ｘはネットワークによって予め定義されることができたり設定されることが
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可能で、又はＵＥによってネットワークに勧められる／要求されることもできる（例えば
、この場合に値ＸはＵＥ－固有のものであり得る）。簡略化のために図１３には示してい
ないが、予約信号がＰ－ＯＮ持続期間の開始時に送信できることに留意する。
【００７４】
　無認可スペクトル上のＬＴＥセルでのＰＳＳ及びＳＳＳ送信は修正されることができる
。第１例では、ＰＳＳ及びＳＳＳの単一セットのみがＰ－ＯＮの単一インスタンス（すな
わち、ＤＲＳの一部として）の間に送信される。第２例では、ＰＳＳ及びＳＳＳの第２セ
ットがＰＳＳ及びＳＳＳ、例えば、５ｍｓの場合に第１セットの送信以後の予め決定され
たり設定可能な数のサブフレーム以後に送信され得る。第３例では、第１又は第２オプシ
ョンがＵＥによって仮定されるか否かを、ネットワークエンティティが（例えば、ＲＲＣ
によって）設定することが可能である。
【００７５】
　ＤＬ交差－スケジューリングが設定される場合、すなわち、無認可キャリア上のＰＤＳ
ＣＨが他のサービングセルからスケジューリングされる場合は、ＰＤＳＣＨがそのサブフ
レームの第１ＯＦＤＭシンボルから開始されることができる（例えば、ＰＤＣＣＨに対す
る制御領域が存在しない）。
【００７６】
　ＤＲＳ送信が他の送信に先行する場合、ＵＥは新しいＰ－ＯＮインスタンスを検出する
ためにＤＲＳ検出を行うことができる。ＤＲＳ検出はＰＳＳ、ＳＳＳ及び／又はＣＲＳ／
ＣＳＩ－ＲＳを検出することによって行われることができる。例えば、時間－ドメイン相
関をＰＳＳ／ＳＳＳに対して行うことによって潜在的に新しいＰ－ＯＮインスタンスを検
出し、その後、ＣＲＳ検出を行って、誤り検出（ｆａｌｓｅ　ａｌａｒｍ）の可能性を最
小化したり減少させることができる。しかし、ネットワークによって指示される際にのみ
ＵＥがＤＲＳ検出を行う場合は、電力低減が達成されることができる。また、ＵＥがＤＲ
Ｓ検出を行う間サンプルをバッファリングする必要がある場合、例えば、図１１Ｂ又は図
１１Ｃと関連づけて前述した例示的なＤＲＳ送信構造の場合は、ＵＥバッファ低減がこの
シグナリングによって達成されることもできる。
【００７７】
　図１４は、本開示の様々な実施例に係る無認可スペクトル上のＬＴＥセルでのＤＬ受信
のための例示的なプロセスに対するフローチャートを示す図である。例えば、図１４に示
すプロセスはＵＥ１１６によって具現され得る。図１４を参照すると、ステップ１４１０
にて、ＵＥは時間ｔ１で無認可帯域上の第２サービングセルでＤＲＳ検出を開始するよう
にＵＥに指示するシグナリングを第１サービングセル（例えば、認可帯域上のプライマリ
セル又は他のサービングセル）から受信し、ステップ１４２０にて、ＵＥは時間ｔ２（ｔ
２＞ｔ１）以降第２サービングセルでＤＲＳをリスニング及び／又は検出しようと試みる
。ステップ１４３０にて、ＵＥは時間ｔ３（ｔ３≧ｔ２）の際に第２サービングセルでＤ
ＲＳを検出し、ステップ１４４０にて、時間ｔ４（ｔ４＞ｔ３）以降ＵＥはセルと同期化
し、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨをモニタリングしたりＰＤＳＣＨの受信を開始する。
【００７８】
　図１５は、本開示の様々な実施例に係るＤＲＳ検出をトリガするためのシグナリングの
タイミングの一例を示す図である。図１５を参照すると、無認可帯域１５８０上でＤＲＳ
検出１５１０をトリガするシグナリングが、認可帯域１５７０上のサービングセルで時間
ｔ１（図１５の１５２０）の際に受信される。ＵＥがＤＲＳ検出をトリガするシグナリン
グ１５１０の受信以降、予め決定された数のサブフレーム又は時間（ミリ秒単位）より遅
れないようにＤＲＳ検出を開始するとネットワークが仮定することができる場合に、これ
は有利である。これによってネットワークがＤＲＳ１５５０の送信開始時点（例えば、Ｕ
ＥがＤＲＳの検出を開始する時又はその後）を決定することが可能になる。ネットワーク
エンティティが継続してチャネル予約（すなわち、予約信号）の目的のためにＤＲＳの送
信以前にいくつかの信号１５３０を送信することができるが、ＵＥはこのような信号を受
信する必要がない場合もあることに留意する。



(55) JP 6441483 B2 2018.12.19

10

20

30

40

50

【００７９】
　本開示の実施例は、無認可帯域上のサービングセルでＤＲＳ検出をトリガするシグナリ
ング方法を定義する必要性を認識したものである。例示的な一実施例で、無認可スペクト
ル上のセルがＵＥに対するＳＣｅｌｌに設定されると仮定すれば、ＵＥはＳＣｅｌｌが活
性化される場合、ＳＣｅｌｌのＤＲＳをリスニング及び／又は検出しようと試みるように
なる。ＳＣｅｌｌは、ＭＡＣ活性化（非活性化）命令の受信時に、ＵＥによって活性化（
非活性化）されると考慮される。ネットワークは、ＭＡＣ活性化命令の受信時に、全ての
ＵＥが２４ｍｓ（又は３４ｍｓ、ＳＣｅｌｌ活性化レイテンシー要件は３ＧＰＰ　ＴＳ　
３６．１３３　ｖ１２．７．０により詳細に説明されている）より遅れないようにＤＲＳ
検出を開始すると仮定することができる。短縮されたＳＣｅｌｌ活性化最大遅延が無認可
スペクトル上のＳＣｅｌｌに対して定義されることによってＳＣｅｌｌ活性化レイテンシ
ー（例えば、５又は６ｍｓ）を減少させることができる。
【００８０】
　第２例示的な実施例では、無認可スペクトル上のサービングセルでの、ＰＤＳＣＨをス
ケジューリングするＤＬ割り当て、又はＰＵＳＣＨをスケジューリングするＵＬグラント
が、認可スペクトル上の他のサービングセルで受信される場合、ＵＥが無認可スペクトル
上でＤＲＳ検出を行うことができる。例えば、ＤＬ割り当ては１Ａ、２、２Ａ、２Ｂ、２
Ｃ、２ＤのようなＤＣＩフォーマットのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨによって搬送され、こ
れによりそれのＣＲＣがＵＥのＣ－ＲＮＴＩでスクランブルされる。図１４及び図１５に
示すように、対応するＰＤＳＣＨがＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨサブフレームより後のサブ
フレームでスケジューリングされ得る。ＵＬグラントは０，４のようなＤＣＩフォーマッ
トのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨによって搬送され、これによりそれのＣＲＳがＵＥのＣ－
ＲＮＴＩでスクランブルされる。ＤＣＩフォーマットは、無認可スペクトル上のサービン
グセルがＤＬ割り当てのためのターゲットセルであることを示すキャリアインジケータフ
ィールド（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ；ＣＩＦ）を含むことがで
きる。ＤＬ割り当て及びＵＬグラントはＵＥ－固有のものであって、互いに異なるＵＥ又
は互いに異なるＵＥのグループに対して互いに異なるサブフレームで送信されることがで
きるため、互いに異なるＵＥ又は互いに異なるＵＥのグループに対して複数のＤＲＳオケ
ージョンの各々が送信され得る。ＤＲＳのためのＰＲＢと重なるＰＲＢでのＰＤＳＣＨ／
ＥＰＤＣＣＨスケジューリングを可能にするために、ＤＲＳ（ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＣＲＳ、
ＣＳＩ－ＲＳ）の存在に対する追加情報が、主にＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨレートマッチ
ング目的のためにＤＣＩ（例えば、１ビットで表示される）に含まれることができる。ま
た、ＵＥは同期化及び測定のために追加ＤＲＳを利用することもできる。
【００８１】
　第３例示的な実施例では、無認可スペクトル上におけるＤＲＳ検出をトリガするシグナ
リングがＬ１シグナリングでＵＥにブロードキャスト又はグループキャストされ、例えば
、ＤＣＩフォーマット１Ｃ／３／３Ａ又は新しい共通ＤＣＩフォーマットのようなＤＣＩ
フォーマットを使用する共通ＰＤＣＣＨが使用されることができる。ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤ
ＣＣＨのＣＲＣは無認可スペクトル上のＬＴＥキャリアに設定されたＵＥに設定される新
しいＲＮＴＩでスクランブルされ得る（ＲＮＴＩ値は複数の又は全てのＵＥに対して共通
である）。ＤＣＩフォーマットは単一ビット又は多重ビットのみを伝達でき、ここで、各
ビットは無認可スペクトル上のセルに対応し、ＵＥがそのセルに対するＤＲＳ検出を行う
べきであるか否かを示す。サブフレームｎでＬ１シグナリングを受信する際に、ＵＥはサ
ブフレームｎ＋ｋでＤＲＳ検出を開始することができる、（ここで、ｋ＞０、例えば、１
ｍｓ、２ｍｓ、３ｍｓ又は４ｍｓ）。代案的には、ＤＲＳ検出をトリガするＤＣＩが１つ
より多いサブフレームで送信されることによって、信頼性を向上させることができ、また
、ＤＣＩシグナリングのうち１つ以上のシグナリングと一致する活性化時間を常に持つこ
とはできないＤＲＸサイクルに設定されたＵＥによる受信を可能にすることができる。Ｕ
Ｅがその個数以後にＤＲＳを検出／測定するべきサブフレームの個数を示すために、タイ
マー情報（例えば、２ビット）がＤＣＩフォーマットに含まれることができる。
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【００８２】
　さらに他の実施例では、ＤＲＳ検出をトリガするシグナリングがＲＲＣシグナリングで
あり、例えばＲＲＣによるＤＲＳ検出／測定の設定である。無認可スペクトル上のセルに
対する短縮されたＲＲＣ設定遅延が定義されることができる。他の例示的な実施例では、
ＤＲＳ検出をトリガするシグナリングはＤＲＸサイクル設定に基づき（例えば、Ｒｅｌ－
８－１２　ＬＴＥでサポートされるＤＲＸ設定に基づくことができる）、例えば、ＵＥは
ＤＲＸサイクルの活性化時間の間にＤＲＳをリスニング及び／又はこれを検出しようと試
みるようになる。スケジューリングの点から、無認可スペクトル上のサービングセルＤＲ
Ｘ設定の他のサービングセルに対する影響を最小化又は減少させるために、無認可スペク
トル上のサービングセルのＤＲＸ設定は他のサービングセルのためのＤＲＸ設定から分離
されたり、これと独立する場合がある。
【００８３】
　無認可スペクトル上のセルに対する送信周期の終了以後、ＵＥはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣ
ＣＨ／ＰＤＳＣＨ受信及び他の物理的信号の受信を中止できる。本開示の実施例は、ＵＥ
が現在の送信周期（Ｐ－ＯＮ）の終了を決定する方法を指定する必要性を認識したもので
ある。例えば、Ｐ－ＯＮはシステム動作で予め決定されない１０ｍｓの倍数であり得る。
また、Ｐ－ＯＮは１０ｍｓより小さい場合があり、又はＰ－ＯＮ　ｍｏｄ　１０ｍｓが１
０ｍｓより小さい場合もある。例示的な一実施例で、無認可スペクトル上のセルがＵＥに
対するＳＣｅｌｌに設定されていると仮定すれば、ＵＥは、ＳＣｅｌｌが、例えば、ＭＡ
Ｃ非活性化命令を使用してネットワークによって非活性化される場合、無認可スペクトル
上のそのＳＣｅｌｌに対する現在の送信周期が終了されたと決定する。短縮されたＳＣｅ
ｌｌ非活性化最大遅延が無認可スペクトル上のＳＣｅｌｌに対して定義されることによっ
てＳＣｅｌｌ非活性化レイテンシー（例えば、２ｍｓ又は３ｍｓ又は４ｍｓ）を減少させ
ることができる。
【００８４】
　第２例示的な実施例で、ＵＥは、ＣＲＳがｅＮＢによってこれ以上送信されないと決定
する場合（例えば、ＣＲＳがサブフレームの第１ＯＦＤＭシンボル又は制御領域に存在し
ない場合）、現在の送信周期が無認可スペクトル上のセルに対して終了されたと決定する
。セルに対する送信周期終了以後、ＵＥは、上述のように、セルに対するＤＲＳ検出を再
開したり、ＤＲＳ検出をトリガする他のサービングセルからのシグナリングをモニタリン
グできる。このような第２例示的な実施例を有する例示的なＵＥ手順が図１６に図示され
ている。
【００８５】
　図１６は、本開示の様々な実施例に係る送信周期決定のための例示的なプロセスに対す
るフローチャートを示す図である。例えば、図１６に示すプロセスはＵＥ１１６によって
具現され得る。図１６を参照すると、ステップ１６１０にて、ＵＥは無認可スペクトル上
のセルに対するサブフレームｎでＤＲＳをリスニング及び／又は検出しようと試みる。ス
テップ１６２０にて、ＵＥはセルのＤＲＳがサブフレームｎで検出されるか否かを決定す
る。セルのＤＲＳがサブフレームｎで検出される場合、ステップ１６３０にて、ＵＥは、
ＣＲＳがＤＲＳオケージョン（サブフレームｎ＋ｋ）以後の第１サブフレームに存在する
か否かを検出する。ＣＲＳが存在しない場合、ステップ１６１０にて、ＵＥは後の時間（
ｍ＞０）でセルに対するＤＲＳ検出を再開する。そうでなく、ＣＲＳが存在する場合は、
ステップ１６４０にて、ＵＥはサブフレームｎ＋ｋでＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ又はＰＤ
ＳＣＨを受信しようと試みる。その後、ＣＲＳ検出プロセスがサブフレームｎ＋ｋ＋１で
繰り返される。他の例では、ＣＲＳがＰ－ＯＮ送信インスタンスの全てのサブフレームに
存在しない場合（例えば、ＣＲＳが制御チャネル又はデータチャネルに対する復調ＲＳと
して使用されず、ＤＭ－ＲＳのみが使用される場合）、ＣＲＳはＵＥが時間－周波数同期
化を維持するようにするために周期的に（例えば、５ｍｓごとに）存在し続けることがで
き、予め決定されたり設定されたサブフレームにＣＲＳがないということは、現在の送信
周期が既に終了したことを示す。
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【００８６】
　現在の送信周期の終了を決定するための第３例示的な実施例では、現在の送信インスタ
ンスの終了がＬ１シグナリングでＵＥにブロードキャストされたりグループキャストされ
ることができ、例えば、ＤＣＩフォーマット１Ｃ／３／３Ａ又は新しい共通ＤＣＩフォー
マットのようなＤＣＩフォーマットを使用する共通ＰＤＣＣＨが使用されることができる
。ＤＣＩフォーマットは単一ビット又は多重ビットのみを搬送でき、ここで、各ビットは
無認可スペクトル上のセルに対応し、ＵＥがセルからの受信を中断するべきか否かを示す
。ＤＣＩフォーマットは、上述のように、ＤＲＳ検出をトリガするＤＣＩフォーマットと
同じ場合があり、例えば、ビット１はセルが送信中又は送信を開始したことを示したり、
又は予め決定されたり設定された時間で送信を開始することを示すことができ；ビット０
は、セルが送信中でない又は送信を中止することを示したり、又は予め決定されたり設定
された時間で送信を中止することを示すことができる。
【００８７】
　上述の実施例は、サービングセルとして設定される無認可帯域上のＬＴＥセルを説明し
たものである。また、セル信号品質がネットワークによって評価されることができるよう
にするために、ＵＥが、サービングセルとして設定されず、ネットワークに測定報告を提
供する無認可帯域上のＬＴＥセルによって送信されるＤＲＳを検出及び測定することが好
ましい。非サービングセルがサービングセルと同じキャリア周波数又は互いに異なるキャ
リア周波数上に存在できる。サービングセルと同じ周波数上にある非サービングセルの場
合、ＵＥは、ＵＥがサービングセルから信号を受信中の場合に、非サービングセルに対す
るＤＲＳ検出／測定を同時に行うこともできる。また、測定周期設定がこのような目的の
ためにネットワークによって設定されることができ、例えば、周期的に発生するＤＲＳ検
出／測定ギャップであるＤＭＴＣ（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎ
ａｌ（又は、ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｔｉｍｉ
ｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）持続時間（ｄｕｒａｔｉｏｎ）が設定されることが
できる。本開示の様々な実施例によれば、「ＤＭＴＣ持続時間」は「ＤＭＴＣオケージョ
ン（ｏｃｃａｓｉｏｎ）持続時間」、「ＤＭＴＣ持続時間」、または略して「ＤＭＴＣ」
とも称する場合がある。ギャップ持続期間は、例えば、６ｍｓ、１２ｍｓ、２４ｍｓなど
のように予め定義されたり設定可能であり得る。ＤＭＴＣ周期は２０ｍｓ、４０ｍｓ、８
０ｍｓ、１６０ｍｓなどになることができる。ＤＲＳは（例えば、図１７と関連づけて後
述されるように）ＤＭＴＣ持続期間内の任意の時間で送信され得る。これは、サービング
セルが高い活性レベルを持たないが測定報告が継続的にネットワークによって必要な場合
に有利であり得る。また、ＤＭＴＣはサービングセルの測定のためにも設定されることが
でき、この場合、ＤＭＴＣはサービングセルに対するＤＲＳ検出／測定をトリガするシグ
ナリングに考慮されることができる。最後に、ＤＭＴＣは、サービングセルと互いに異な
る周波数上の非サービングセルの測定（周波数間測定）のために設定されることもできる
。
【００８８】
　サービングセルと非サービングセルの両方に対するＲＲＭ測定、同期化の維持及びＡＧ
Ｃ追跡の目的のために、ＤＲＳ送信は、また、ＣＣＡを先ず行わず、周期的方式でネット
ワークによって送信され得る。これは、例えば、５０ｍｓの観測周期内に５％の最大デュ
ーティサイクルを有する信号がＣＡＡなしで送信されることができる短距離制御シグナリ
ング送信（Ｓｈｏｒｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ）（例えば、ＥＴＳＩ　ＥＮ　３０１８９３　Ｖ１．７．１により詳細に説明されてい
る）としてヨーロッパ規定によって許可される。次のようなＤＲＳオケージョンの設定が
ＣＣＡなしで許可される：（ｉ）持続期間１ｍｓ又は２ｍｓのＤＲＳオケージョンを有す
る４０ｍｓのＤＲＳ送信周期、（ｉｉ）持続期間１ｍｓ乃至４ｍｓのＤＲＳオケージョン
を有する８０ｍｓのＤＲＳ送信周期、（ｉｉｉ）持続期間１ｍｓのＤＲＳオケージョンを
有する２０ｍｓのＤＲＳ送信周期。ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳにマッピング
されないリソース要素は、規定要件を満たす任意の信号で送信されることができ、又は制
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御メッセージやブロードキャストメッセージを送信するために使用されることもできる。
【００８９】
　本実施例は、Ｐ－ＯＮインスタンスが発生し得る制限が適用される場合に対して修正さ
れることができる。かかる制限の一例は、Ｐ－ＯＮがフレームの第１サブフレーム（サブ
フレーム０）でのみ、又は全てのいくつかのフレームの第１フレームでのみ開始すること
ができるということであって、ここで、フレームの数は（例えば、ＲＲＣを介して）ネッ
トワークによって予め定義されたり設定可能であり得る。チャネルが、送信用に可能なフ
レームの第１サブフレームでＬＴＥセルに対して利用可能でない場合、ＬＴＥセルは、次
のフレーム又は次の設定されたフレームが再度チャネルにアクセスしようと試みるまで待
機しなければならない。また、ＵＥはフレームの第１サブフレームでのみ又は設定された
フレームでのみＬＴＥセルからＤＲＳを検出しようと試みることができる。ＤＲＳ検出又
は信号受信をトリガする他のサービングセルからシグナリングがある場合、ＵＥは第１利
用可能なサブフレーム０でのＤＲＳ検出又は信号受信を開始する。また、フレーム内のサ
ブフレームの数又はフレーム長さが（例えば、ＲＲＣを介して）ネットワークによって予
め定義されたり設定されることができる。例えば、フレーム内のサブフレームの数は（日
本の規定要件を満たすことができる）４ｍｓと（ヨーロッパの規定要件を満たすことがで
きる）１０ｍｓの間で設定されることができる。この設定は領域－固有のものであり得る
。他の設定可能な値は、例えば、４ｍｓ乃至１０ｍｓで使用されることができる。
【００９０】
　ＤＲＳオケージョンが他のタイプの同期化又はセル検出信号、例えば、ＣＲＳ専用、又
はＣＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳ、ＰＳＳ及びＳＳＳ、又はＰＳＳ、ＳＳＳ及びＣＲＳ、又は新
しい探索又は同期信号、例えば、米国仮出願６２／０７４，５４；６２／０８６，０１８
；６２／０９２，１２０；６２／１３１，６８７；及び６２／１３４，３８６に記述され
たような信号に代替される場合、前述のような原理が適用されることもできる。
【００９１】
　本開示の様々な実施例において、ＵＥは無認可スペクトル上のセルに対する周期的に発
生するＤＲＳ検出／測定ギャップＴｍｓ（例えば、Ｔ＝６ｍｓ、１２ｍｓ、２４ｍｓであ
るか、例えば、キャリア上の干渉／トラフィック混雑レベルによってネットワークによっ
て設定されることができる（Ｔはより混雑したキャリアの場合／より高い干渉レベルを有
するキャリアの場合より長い））に設定されることができる。ＤＲＳ検出／測定の周期は
固定されたりネットワークによって設定されることができる（例えば、２０ｍｓ、４０ｍ
ｓ、８０ｍｓ、１６０ｍｓ）。ＤＲＳオケージョンは（ＤＲＳ検出／測定ギャップ内の予
め決定された／ネットワークによって設定された（例えば、ＲＲＣシグナリングによって
）時間位置のセット内の任意の時間位置を含む）ＤＲＳ検出／測定ギャップ内の任意の時
間でセルによって送信されることができ、チャネルがアイドル状態であるか干渉がない状
態（すなわち、ＣＣＡがパス）であるとセルによって決定されることができるか否かによ
って各々のＤＲＳ検出／測定ギャップごとに異なる場合がある。ＤＲＳのＰＳＳ／ＳＳＳ
は、Ｒｅｌ－１２でのＰＳＳ／ＳＳＳに対するもの（例えば、ＦＤＤの場合、サブフレー
ム０又はサブフレーム５）と同じ一定のサブフレームのセットに制限される必要がないこ
とに留意する。チャネルが全体ＤＲＳ検出／測定ギャップにおいて空いてない場合には、
ＤＲＳが送信されない場合があり、セルはＤＲＳ送信試みのために次のＤＲＳ検出／測定
ギャップを待たなければならない。他の例では、チャネル／キャリアが同じＤＲＳ検出／
測定ギャップ内で以前に空いてない場合、ＣＣＡがパスされなくてもＤＲＳがＤＲＳ検出
／測定ギャップの最後のサブフレームで強制的に送信される場合があり；これは概略的に
すべてのＤＲＳ検出／測定ギャップ周期に対して少なくとも１つのＤＲＳが存在すること
を保証するようになる。周期的に発生するＤＲＳ検出／測定ギャップの設定は、ＤＲＳ（
又は探索信号（ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）測定タイミング構成（ＤＲＳ（又は
ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｓｉｇｎａｌ）　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｔｉｍｉｎｇ　ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ；ＤＭＴＣ）と称される。
【００９２】
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　図１７Ａ及び図１７Ｂは、本開示の様々な実施例に係るＤＭＴＣ及びそのＤＭＴＣ内で
送信されるＤＲＳオケージョンの例を示す図である。図１７Ａは、２つのサブフレームＤ
ＲＳオケージョン１７３０ａ及び１７５０ａを有する例を示す図であって、図１７Ｂは、
１つのサブフレームＤＲＳオケージョン１７３０ｂ及び１７５０ｂを有する例を示す図で
ある。このような例示的な実施例において、ＤＲＳオケージョン持続期間１７３０ａ及び
１７３０ｂ（例えば、図１７Ａでは２ｍｓ、図１７Ｂでは１ｍｓ）を有する周期的ＤＭＴ
Ｃ持続期間１７１０ａ及び１７１０ｂ（例えば、６ｍｓ）が図示されている。
【００９３】
　図１７Ａを参照すると、この例示的な例では、チャネル／キャリアが第１サブフレーム
（例えば、第１サブフレームがアイドル状態でなくなる直前のＣＣＡスロット）に対して
占有されたと考慮されるため、第１ＤＭＴＣ持続期間１７１０ａで、ＤＲＳオケージョン
１７３０ａは第２及び第３サブフレームで送信され、一方で、この例示的な例では、チャ
ネル／キャリアが第１、第２及び第３サブフレーム（例えば、第１、第２及び第３サブフ
レームがアイドル状態でなくなる直前のＣＣＡスロット）に対して占有されたと考慮され
るため、第２ＤＭＴＣ持続期間１７４０ａで、ＤＲＳオケージョン１７５０ａが第４及び
第５サブフレームで送信される。
【００９４】
　図１７Ｂを参照すると、この例示的な例では、チャネル／キャリアが第１サブフレーム
（例えば、第１サブフレームがアイドル状態でなくなる直前のＣＣＡスロット）に対して
占有されたと考慮されるため、第１ＤＭＴＣ持続期間１７１０ｂで、ＤＲＳオケージョン
１７３０ｂは第２サブフレームで送信され、一方で、この例示的な例では、チャネル／キ
ャリアが第１、第２及び第３サブフレーム（例えば、第１、第２及び第３サブフレームが
アイドル状態でなくなる直前のＣＣＡスロット）に対して占有されたと考慮されるため、
第２ＤＭＴＣ持続期間１７４０ｂで、ＤＲＳオケージョン１７５０ｂが第４サブフレーム
で送信される。
【００９５】
　ＤＲＳオケージョンが送信されるサブフレームは、無認可スペクトルがそのサブフレー
ムの間に他のセル内干渉がないか否かに依存できる。ＤＲＳ及びＤＲＳオケージョンの目
的／機能は、例えば、図９Ａ、図９Ｂ、図１０Ａ及びず１０Ｂで上述及び図示したとおり
である。予約信号はｅＮＢがＣＣＡ要求事項を満たした後、チャネル予約の目的のために
ＤＲＳオケージョン送信以前に送信され得る（簡略化のために図１７Ａ及び図１７Ｂに図
示せず）。
【００９６】
　本明細書に説明された原理は、ＤＲＳオケージョンが他のタイプの同期化又はセル検出
信号、例えば、ＣＲＳ専用、又はＣＲＳ及びＣＳＩ－ＲＳ、又はＲＥＦ８に説明されたも
ののような新しい探索又は同期化信号に代替される場合にも適用されることができる。
【００９７】
　上述のように、サービング及び非サービングセルの両方に対する、ＲＲＭ測定、同期化
の維持及びＡＧＣ追跡の目的のために、ＤＲＳ送信は先にＣＣＡを行わず周期的及び決定
的方式でネットワークによって送信され得る。これは、例えば、５０ｍｓの観測周期内に
５％の最大デューティサイクルを有する信号がＣＡＡなしで送信されることができる短距
離制御シグナリング送信（Ｓｈｏｒｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ）（例えば、ＥＴＳＩ　ＥＮ　３０１８９３　Ｖ１．７．１によって詳
細に説明されている）としてヨーロッパ規定によって許可される。次のような例示的なＤ
ＲＳオケージョンの設定がＣＣＡなしで許可される：（ｉ）持続期間１ｍｓ又は２ｍｓの
ＤＲＳオケージョンを有する４０ｍｓのＤＲＳ送信周期、（ｉｉ）持続期間１ｍｓ乃至４
ｍｓのＤＲＳオケージョンを有する８０ｍｓのＤＲＳ送信周期、（ｉｉｉ）持続期間１ｍ
ｓ乃至８ｍｓのＤＲＳオケージョンを有する１６０ｍｓのＤＲＳ送信周期、及び（ｉｖ）
持続期間１ｍｓのＤＲＳオケージョンを有する２０ｍｓのＤＲＳ送信周期。ＰＳＳ／ＳＳ
Ｓ／ＣＲＳ／ＣＳＩ－ＲＳにマッピングされないリソース要素は、規定要件を満たす任意
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の信号で送信されることができ、又は制御メッセージやブロードキャストメッセージを送
信するために使用されることもできる。
【００９８】
　ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨは、必ずＤＲＳオケージョン送信に従う必要は
ない。本開示の実施例は、ＵＥが無認可スペクトル上におけるＬＴＥセルのＰＤＣＣＨ／
ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信を検出する方法に対する必要性を認識したものである。
【００９９】
　一実施例で、ＵＥは無認可スペクトル上におけるＬＴＥセルのＣＲＳ存在を検出するこ
とによって（例えば、ＣＲＳはセルのＰＣＩＤによってスクランブルされる）、無認可ス
ペクトル上のＬＴＥセルからＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨの送信又は保留中の
送信があるか否かを決定する。ＣＲＳ送信の開始はＵＥの観点から任意のサブフレームで
発生できる。また、ＣＳＩ－ＲＳはそれが設定された場合、ＵＥによって使用されること
ができる。ＣＲＳ（及び設定された場合はＣＳＩ－ＲＳ）はＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／
ＰＤＳＣＨ送信のうち第１サブフレーム以前に又はそれとともに１つ又は数個のサブフレ
ーム又はスロット（例えば、１ｍｓ、２ｍｓ、３ｍｓ又は４ｍｓ）で送信され得る。サブ
フレームがＭＢＳＦＮサブフレームであるか又はサブフレームがＭＢＳＦＮサブフレーム
であるか否かがＵＥに知られない場合、ＣＲＳの検出は（設定された場合）ＣＲＳポート
０及びＣＲＳポート１に対する１サブフレームの最初ＯＦＤＭシンボル又は（設定された
場合）ＣＲＳポート０及びＣＲＳポート１，２，３に対する１サブフレームの最初の２つ
のＯＦＤＭシンボルに限定されることができる。
【０１００】
　図１８は、本開示の様々な実施例に係るダウンリンク送信に先行するＣＲＳ送信を有す
る例示的なＬＡＡ／ＬＴＥ－Ｕキャリアを示す図である。予約信号は、ｅＮＢがＣＣＡ要
件を満たした後、チャネル予約の目的のためにＣＲＳサブフレーム送信以前に送信され得
る（簡略化のために図１８では図示せず）。図１８を参照すると、ＵＥは精密な同期化及
びＡＧＣ追跡のために第１サブフレーム又は第１いくつかのサーフフレーム１８２０でＣ
ＲＳ（及び設定された場合はＣＳＩ－ＲＳ）の受信のみを行う必要がある場合があり、そ
のようなサブフレームでダウンリンク送信（例えば、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳ
ＣＨ）を受信する必要がない場合がある。ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨは、１
８３０に示すＣＲＳ－専用サブフレーム（制御情報又はデータ情報を含まない）以後に送
信され得る。ＣＲＳは復調ＲＳとしてＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信に使用
されるサブフレームに存在し続けるできることに留意する。しかし、ＣＲＳが復調ＲＳと
して使用されない場合は、このＣＲＳがＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信に使
用される全てのサブフレームに存在しない場合もある。この場合、ＣＲＳは時間－周波数
同期化及びＡＧＣ追跡を維持するために予め決定されたり設定された周期（例えば、５ｍ
ｓ）で存在し続けることができる。ＵＥがＣＲＳ（及びＣＳＩ－ＲＳ）の受信のみを行う
と予想されるサブフレームで、信号は、無線チャネルを予約するために他のＲＥで送信さ
れることもでき、ここで、この信号は（ネットワーク具現まで）標準化されない場合もあ
る。
【０１０１】
　他の例では、ＣＲＳが検出される第１サブフレームからＵＥがＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣ
Ｈ／ＰＤＳＣＨを受信することができ、これは（概略的な）同期化が既にＵＥによって達
成されたと仮定する時に実現されることができる（例えば、ＤＭＴＣ内で送信される探索
信号を使用し、このＣＲＳは精密な同期化のために及び同期化追跡の維持のために使用さ
れることができる）。この場合、ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨは、ネットワー
クによって送信されることができ、１８２０でＵＥによって受信されることができる。Ｄ
Ｌ交差－スケジューリングが設定される場合、例えば、無認可キャリア上のＰＤＳＣＨが
他のサービングセルからスケジューリングされたり、又はＥＰＤＣＣＨを使用してセルフ
－スケジューリングされる場合には、ＰＤＳＣＨがそのサブフレームの第１ＯＦＤＭシン
ボルから開始することもできる（例えば、ＰＤＣＣＨに対する制御領域が存在しない）。
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ＰＤＳＣＨ／ＥＰＤＣＣＨが後のシンボルでのみ（例えば、第３又は第４ＯＦＤＭシンボ
ルから）開始する場合は、ネットワークがチャネルを予約するために（ＣＲＳのような他
の目的でまだ使用されていないＲＥで）第１ＯＦＤＭシンボルのセットで非標準信号を送
信できる。ＤＭＴＣ又はＤＲＳオケージョンは、ＣＲＳ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／Ｐ
ＤＳＣＨ送信（又はＤＬ制御／データ送信バースト）とオーバーラッピングされたり部分
的にオーバーラッピングされることが可能である。このようなオーバーラッピング又は部
分的なオーバーラッピング送信の場合に、ＣＣＡがＤＲＳ送信のために必要と仮定すれば
、セルが第１利用可能な機会の際に、例えば、１つより多いサブフレームのＤＲＳオケー
ジョンケースにおいてＤＭＴＣの第１サブフレーム又はＤＭＴＣの第１いくつかのサブフ
レームでＤＲＳオケージョンを送信したり、又は予め決定されたり設定された（例えば、
ＲＲＣシグナリングによって）時間位置又はデフォルト時間位置でＤＲＳオケージョンを
送信することが好ましい場合がある。制御又はデータ送信が進行中であるため、セルはＤ
ＲＳ送信をために無線チャネルに対して競争する必要がない。ＤＲＳの位置が效率的に決
定されることができ、ＵＥはＤＲＳ及びＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信がオ
ーバーラッピングされない場合でのようなＤＭＴＣ内でのＤＲＳに対するブラインド検出
（ｂｌｉｎｄ　ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ）を行う必要がない。これによって、ＰＤＣＣＨ／Ｅ
ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ　ＲＥマッピングの決定に対するＵＥの動作が単純化される。Ｌ
ＴＥセルのＯＮ送信周期がこのようなアプローチによって最小化されたり減少されること
ができる。代案的には、送信がオーバーラッピングされる場合、ＬＴＥセルがＤＲＳオケ
ージョンを送信せず、ＵＥは時間－周波数同期化、ＡＧＣ追跡、ＲＲＭ／ＣＳＩ測定及び
ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ　ＲＥマッピングの決定を維持するためにＣＲＳ
（及び設定された場合はＣＳＩ－ＲＳ）を使用する。他の代案例では、送信がオーバーラ
ッピングされる場合、ＬＴＥセルがＤＭＴＣのオーバーラッピング持続期間及びＤＬ制御
／データ送信バーストの全ての（設定された）送信機会でＤＲＳオケージョンを送信し、
ＵＥは時間－周波数同期化、ＡＧＣ追跡、ＲＲＭ／ＣＳＩ測定及びＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣ
ＣＨ／ＰＤＳＣＨ　ＲＥマッピングの決定を維持するためにＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ（及
び設定された場合はＣＳＩ－ＲＳ）を使用する。他の代案例では、送信がオーバーラッピ
ングされる場合、ＬＴＥセルがＤＭＴＣのオーバーラッピング持続期間及びＤＬ制御／デ
ータ送信バーストの第１（設定された）送信機会（ＤＭＴＣの第１（設定された）送信機
会と同じでない場合がある）でＤＲＳオケージョンを送信し、ＵＥは時間－周波数同期化
、ＡＧＣ追跡、ＲＲＭ／ＣＳＩ測定及びＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ　ＲＥマ
ッピングの決定を維持するためにＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ（及び設定された場合はＣＳＩ
－ＲＳ）を使用する。他の代案例では、ＤＲＳの存在がＤＬ制御／データ送信バースト内
の、例えば、（動的）ＵＥ－共通シグナリング又は（ＤＬ割り当てのためのＤＣＩフォー
マットのような）ＵＥ－固有シグナリングでの１つ以上のサブフレームに対するものであ
ることがＵＥに示されることができ、ＵＥは時間－周波数同期化、ＡＧＣ追跡、ＲＲＭ／
ＣＳＩ測定及びＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ　ＲＥマッピングを決定を維持す
るために（示した場合）ＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ（及び設定された場合はＣＳＩ－ＲＳ）
を使用する。
【０１０２】
　図１９は、本開示の様々な実施例に係るＤＭＴＣ及びダウンリンク送信（例えば、ＰＤ
ＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信）のオーバーラッピングの一例を示す図である。
図１９を参照すると、第１ＤＭＴＣ１９６０はＰ－ＯＮインスタンスとオーバーラッピン
グされず、チャネルがネットワークによって利用可能と見なされる場合、対応するＤＲＳ
１９４０がＤＭＴＣ１９６０内で送信される；この場合、これはＤＭＴＣ持続期間１９６
０の第２及び第３サブフレームである。しかし、第２ＤＭＴＣ１９７０はＰ－ＯＮインス
タンス１９１０とオーバーラッピングされる。チャネルが既にセルによって予約されてい
るため、ＤＲＳ１９５０はＤＭＴＣ１９７０の第１サブフレームから送信される。
【０１０３】
　これと同様に、ＵＥはサブフレーム内のＣＲＳの部材を検出することによって（例えば
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、ＣＲＳがサブフレームの第１ＯＦＤＭシンボル又は制御領域には存在しない）、無認可
スペクトル上のセルに対するＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信終了を決定する
。他の実施例で、ＣＲＳがＰ－ＯＮ送信インスタンスの全てのサブフレームに存在しない
場合（例えば、ＣＲＳが制御又はデータチャネルに対する復調ＲＳとして使用されず、Ｄ
Ｍ－ＲＳのみが使用される場合）、ＣＲＳはＵＥが時間－周波数同期化を維持するように
するために周期的に（例えば、５ｍｓごとに）存在し続けることができ、予め決定された
り設定されたサブフレーム内のＣＲＳの不在は、現在の送信周期が既に終了されたことを
示すようになる。
【０１０４】
　ＵＥ電力低減の目的のために、Ｒｅｌ－８－１２　ＬＴＥのようなＤＲＸサイクルが（
例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　ｖ１２．２．０によって詳細に記述されたよう
に）設定されることができ、ＵＥのＣＲＳ（及びＣＳＩ－ＲＳ）検出はＤＲＸサイクルの
活性時間の間にのみ必要とする場合がある。無認可スペクトル上のセルに対するＤＴＸ設
定は、他のサービングセルに対するＤＲＸ設定と独立したものであり得る。ＵＥによるＣ
ＲＳ検出をトリガすることで、全てのサブフレームでのＣＲＳ検出を回避してＵＥ信号処
理及び電力消耗を減らす他の方法は、前述した例示的な実施例と同じまたは類似している
場合がある。このような例示的な実施例は、ＤＭＴＣでのＤＲＳ検出に適用不可な場合が
あって、例えば、設定された場合、ＵＥはＤＭＴＣによってＤＲＳを検出し続ける必要が
ある場合がある。
【０１０５】
　ＵＥは検出されたＤＲＳを使用して同期化レベルを維持し、次いで、精密な同期化のた
めにＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信サブフレームでＣＲＳを使用すると予想
されることができる。ＵＥがＤＲＳ検出を行い損なった場合、又はネットワーク混雑又は
干渉によってネットワークが最後のＤＭＴＣ周期でＤＲＳを送信できなかった場合は、Ｕ
ＥがＣＲＳを使用して同期化を直接獲得することができない。ＤＲＳ検出／受信が最も最
近又は最後のいくつのＤＭＴＣインスタンス（例えば、２又は３インスタンス）で行い損
われた場合、ＵＥは入力ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ送信を受信するためにＣ
ＲＳを検出する必要がないことを明示することが好ましい場合がある。他の類似の条件が
適用されることもでき、例えば、ＵＥがキャリア上におけるＹｍｓ（例えば、Ｙは２００
ｍｓ又は他の値の場合もある）の間ＤＲＳ検出／受信を行い損なった場合、ＵＥはキャリ
アのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ受信を行う必要がない。他の例では、キャリ
アと十分に同期化されているＵＥに設定された他のキャリアが存在する場合（及びネット
ワークがこれを保証できる場合）、ＵＥはそのキャリアに対するＣＲＳ／ＰＤＣＣＨ／Ｅ
ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ受信のために他の同期化されたキャリアのＤＲＳを利用できる。
次に、ＣＲＳ／ＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ受信をスキップするための条件が
全ての同期化されたキャリアからのＤＲＳ検出状態を含むように拡張されることができ、
例えば、ＤＲＳ検出／受信が全ての同期化されたキャリアに対してＹｍｓの間（例えば、
Ｙは２００ｍｓ又は他の値の場合がある）行い損なわれた場合、ＵＥは全ての同期化され
たキャリアのＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ受信を行う必要がない。そのキャリ
アがＵＥによって同期化されると仮定できるネットワークシグナリングは好ましい場合が
ある。他の代案例では、ＵＥがＣＲＳ検出又はＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ受
信をスキップしない場合もあるが、ネットワークはＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣ
Ｈ送信のために（例えば、ＱＰＳＫ及び低いコードレートを有する）低いＭＣＳを割り当
てるようになり、これによりＵＥによる成功したＰＤＣＣＨ／ＥＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ
デコーディングの機会を増加させるようになる。
【０１０６】
　このような例示的な実施例は、Ｐ－ＯＮインスタンスが発生できる制限が適用される場
合に対して修正されることができる。このような制限に対する一例は、Ｐ－ＯＮがフレー
ムの第１サブフレーム（サブフレーム０）でのみ開始したり、又は全てのいくつかのフレ
ームの第１サブフレームで開始できるものである場合があり、ここで、フレームの数は予
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め定義されたりネットワークによって（例えば、ＲＲＣを介して）設定されることもでき
る。チャネルが送信のために可能なフレームの第１サブフレームでＬＴＥセルに対して利
用不可な場合、ＬＴＥセルは次のフレーム又は次の設定されたフレームがそのチャネルに
再度アクセスしようと試みるまで待機するべきである。また、ＵＥはフレームの第１サブ
フレーム又は設定されたフレームでＬＴＥセルからＣＲＳを検出しようとすることのみを
試みることができる。ＣＲＳ検出又は信号受信をトリガする他のサービングセルからシグ
ナリングがある場合、ＵＥは第１利用可能なサブフレーム０でＣＲＳ検出又は信号受信を
開始する。また、フレーム内のサブフレームの数又はフレーム長さが予め定義されたりネ
ットワークによって（例えば、ＲＲＣを介して）設定されることができる。例えば、フレ
ーム内のサブフレームの数は（日本の規定要件を満たすことができる）４ｍｓと（ヨーロ
ッパの規定要件を満たすことができる）１０ｍｓの間で設定されることができる。このよ
うな設定は領域－固有のものであり得る。他の設定可能な値が排除されない（例えば、４
ｍｓ乃至１０ｍｓ）。
【０１０７】
　Ｒｅｌ－８－１２（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２．２．０）では、第２同期
化信号（ＳＳＳ）に対して使用されたシーケンスｄ（０），…，ｄ（６１）が２つの長さ
－３１二陣シーケンスのインターリビングされた連結である。この連結されたシーケンス
は１次同期化信号によって与えられるスクランブリングシーケンスでスクランブルされる
。２次同期化信号を定義する２つの長さ－３１シーケンスの組み合わせは次によってサブ
フレーム０とサブフレーム５の間に差がある。
【０１０８】

【数３】

ここで、０≦ｎ≦３０である。
【数４】

に対する詳細な定義は３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２．２．０で見つけることが
でき、簡略化のために本明細書では省略された。ＤＲＳのＳＳＳがサブフレーム０及びサ
ブフレーム５以外のサブフレームで送信される場合、本開示の実施例は、３ＧＰＰ　ＴＳ
　３６．２１１　ｖ１２．２．０で定義されたようなＳＳＳシーケンス生成動作を修正す
る必要性を認識する。
【０１０９】
　例示的な一実施例では、予め決定された第１サブフレームセットで送信される任意のＬ
ＡＡ　ＳＳＳが、Ｅｑ＿Ｓ０によって定義されるシーケンス（例えば、サブフレーム０に
対するレガシーＳＳＳと同じシーケンス）を使用し；予め決定された第２サブフレームセ
ットで送信される任意のＬＡＡ　ＳＳＳはＥｑ＿Ｓ５によって定義されるシーケンス（例
えば、サブフレーム５に対するレガシーＳＳＳと同じシーケンス）を使用する。第１及び
第２サブフレームセットの定義は標準で予め定義／固定されることができたり、又はネッ
トワークによって設定されることができる。また、Ｅｑ＿Ｓ０及びＥｑ＿Ｓ５に対する他
の定義が本開示の原理から逸脱することなく可能である。各々のサブフレームセットは同
じ数のサブフレームを含むことができる。
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【０１１０】
　図２０は、本開示の様々な実施例に係るＳＳＳシーケンスを決定するための例示的なプ
ロセスに対するフローチャートを示す図である。例えば、図２０に示すプロセスはＵＥ１
１６によって具現され得る。図２０を参照すると、ステップ２０１０にて、ＵＥはＳＳＳ
送信のためのサブフレームが第１サブフレームセットに属するか又は第２サブフレームセ
ットに属するかを決定する。例えば、ＵＥはＳＳＳが受信されるサブフレームセットを決
定できる。第１サブフレームセット内にある場合、ステップ２０２０にて、ＵＥは、ＳＳ
Ｓシーケンスに対してＥｑ＿Ｓ０を適用すると決定する。第２サブフレームセット内にあ
る場合、ステップ２０３０にて、ＵＥはＳＳＳシーケンスに対してＥｑ＿Ｓ５を適用する
と決定する。
【０１１１】
　図２１は、本開示の様々な実施例に係る、検出されたＳＳＳシーケンスから可能なサブ
フレームインデックスを決定するための例示的なプロセスに対するフローチャートである
。例えば、図２１に示すプロセスはＵＥ１１６によって具現され得る。図２１を参照する
と、ステップ２１１０にて、ＵＥ（又はＬＡＡ　ＳＳＳ又はＬＡＡ　ＤＲＳを受信する任
意の装置）がＥｑ＿Ｓ０によって定義されたシーケンスを有する非サービングセルのＬＡ
Ａ　ＳＳＳを検出した場合、ステップ２１２０にて、ＵＥはＳＳＳが検出されたサブフレ
ームが第１サブフレームセットに属すると推論することができる。これと違って、ステッ
プ２１１０にて、ＵＥ（又はＬＡＡ　ＳＳＳ又はＬＡＡ　ＤＲＳを受信する任意の装置）
がＥｑ＿Ｓ５によって定義されたシーケンスを有する非サービングセルのＬＡＡ　ＳＳＳ
を検出する場合、ＵＥはＳＳＳが検出されたサブフレームが第２サブフレームセットに属
すると推論することができる。また、サブフレームインデキシングは１０ｍｓ周期で周期
的なため、ＵＥは検出されたＬＡＡ　ＳＳＳのサブフレームに対して整数倍フレーム（１
０ｍｓ）であるサブフレームで同じセルに対して検出されるＬＡＡ　ＳＳＳが同じシーケ
ンスを使用すると仮定することができる。
【０１１２】
　一例で、各々のサブフレームセットは単一時間連続サブフレームを含み、例えば、ＬＡ
Ａ　ＳＳＳがサブフレーム０とサブフレーム４（含む）の間の任意のサブフレームで送信
される場合、シーケンスＥｑ＿Ｓ０が適用され、そうでない場合は、Ｅｑ＿Ｓ５に対する
シーケンスが適用される。
【０１１３】
　他の例では、第１セット及び第２セットに対するサブフレームがインターリビング（ｉ
ｎｔｅｒｌｅａｖｉｎｇ）されることができ、例えば｛０，２，４，６，８｝に属するサ
ブフレームインデックスを有する任意のサブフレームでＬＡＡ　ＳＳＳが送信される場合
は、シーケンスＥｑ＿Ｓ０が適用され、そうでなく、ＬＡＡ　ＳＳＳが｛１，３，５，７
，９｝に属するサブフレームインデックスを有する任意のサブフレームで送信される場合
は、Ｅｑ＿Ｓ５に対するシーケンスが適用される。このような例の長所は、ＬＡＡ　ＳＳ
Ｓが検出された後、この検出されたＬＡＡ　ＳＳＳと検出されるＬＡＡ　ＳＳＳの間のサ
ブフレームオフセットを考慮して次の／未来のＬＡＡ　ＳＳＳ送信のシーケンスが決定さ
れることができ、これによってＳＳＳ検出動作が単純化できることにある。
【０１１４】
　可能な送信のためにＬＡＡ　ＳＳＳが送信されたり仮定されることができるサブフレー
ムのサブセットが存在することもできる。例えば、ＬＡＡ　ＳＳＳが｛０，２，４｝に属
するサブフレームインデックスを有する任意のサブフレームで送信される場合、シーケン
スＥｑ＿Ｓ０が適用され、そうでなく、｛５，７，９｝に属するサブフレームインデック
スを有する任意のサブフレームでＬＡＡ　ＳＳＳが送信される場合は、Ｅｑ＿Ｓ５に対す
るシーケンスが適用される。この例で、サブフレーム１，３，６，８はＬＡＡ　ＳＳＳ送
信に使用されない。第１及び第２サブフレームセットに対する他の例が本開示の原理から
逸脱することなく構成されることができる。
【０１１５】
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　他の例示的な実施例では、ＬＡＡ　ＳＳＳシーケンスが送信サブフレームに依存しない
。例えば、Ｅｑ＿Ｓ０はＳＳＳ送信のサブフレームインデックスに関係なくシーケンスと
して常に使用される。この例示的な実施例の長所は、サブフレームインデックスに対する
依存性を除去できるため、ＳＳＳブラインド検出が単純化されることにある。
【０１１６】
　Ｒｅｌ－８－１２（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２．２．０）では、
このＣＲＳシーケンス
【数５】

が次のように定義される：
【０１１７】
【数６】

【０１１８】
　ここで、ｎｓは無線フレーム内のスロット番号で、ｌはスロット内のＯＦＤＭシンボル
番号である。擬似ランダムシーケンスｃ（ｉ）はＲＥＦ １の７．２節に定義されている
。他のパラメータに対する定義はＲＥＦ　１で見つけることができる。擬似ランダムシー
ケンス生成器は、各ＯＦＤＭシンボルの開始時に、
【０１１９】

【数７】

に初期化されなければならず、ここで、
【０１２０】
【数８】

【０１２１】
　ＤＲＳのＳＳＳがサブフレーム０及びサブフレーム５以外のサブフレームで送信される
場合及びシーケンスの検出が、その検出されたＳＳＳサブフレームのサブフレームインデ
ックス（特に非サービングセルに対する）を明確に示さない場合、ＵＥ（又は他の受信装
置）は与えられたスロットのＯＦＤＭシンボルでＣＲＳを受信／検出するために仮定する
ｎｓ値を直ちに知ることができない場合がある。本開示の実施例は、ＣＲＳシーケンス生
成及びＣＲＳ検出を容易にするために、ｎｓ値を決定する方法がＵＥ（又は他の受信装置
）に対して必要であることを認識したものである。
【０１２２】
　第１例示的な実施例では、ＬＡＡセルのサブフレーム／スロットインデキシングが標準
セルサブフレーム／スロットインデキシング（例えば、Ｒｅｌ－１０－１２のように）に
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従い、また、スロットに対するＣＲＳシーケンスを生成するために使用されるｎｓ値が従
来のセルのＣＲＳシーケンス生成に従うようになる。サービングＬＡＡセルの場合、ＯＦ
ＤＭシンボルでＤＲＳのＬＡＡ　ＣＲＳシーケンスを生成するために使用されるｎｓ値は
、サービングＬＡＡセルサブフレーム／スロットタイミングがＰＣｅｌｌのスロットタイ
ミング（～３１μｓタイミングオフセット以内）と一致するので、ＰＣｅｌｌタイミング
から直接知ることができる。非サービングＬＡＡセルの場合、ＵＥはＳＳＳシーケンス検
出を用いて、ネットワークによるＣＲＳシーケンス生成に使用されることができるｎｓ値
の範囲を決定できる。
【０１２３】
　図２２は、本開示の様々な実施例に係る、ＣＲＳ検出のためのＣＲＳシーケンス生成用
の可能なｎｓ値を決定するための例示的なプロセスのフローチャートを示す図である。例
えば、図２２に示すプロセスは、ＵＥ１１６によって具現され得る。図２２を参照すると
、検出されたＳＳＳシーケンスからのサブフレームインデックスは図２１と関連づけて上
述したように決定されることができる。また、検出されたＳＳＳシーケンスが予め定義さ
れた第１サブフレームセットに対応する場合、ステップ２２４０にて、少なくとも検出さ
れたＳＳＳと同じサブフレームでＵＥがＣＲＳを検出するために使用できるｎｓ値の範囲
も第１サブフレームセットに対応する。そうでなく、検出されたＳＳＳシーケンスが予め
定義された第２サブフレームセットに対応する場合、ステップ２２５０にて、少なくとも
検出されたＳＳＳと同じサブフレームでＵＥがＣＲＳを検出するために使用できるｎｓ値
の範囲も第２サブフレームセットに対応する。ＵＥは順次又は並行的にＣＲＳを検出する
ために検出された範囲内で可能なｎｓ値を試みることができる。ＣＲＳ検出の成功によっ
て、ＵＥはＬＡＡセルのスロット／サブフレーム／フレームタイミングを決定できるよう
になる。ＬＡＡセルのスロット／サブフレーム／フレームタイミングを知った後、ＵＥは
この知識を利用して次の／未来のＣＲＳ検出を容易に行うことができ、例えば、複数の可
能な値のうちのｎｓブラインド検出を回避することができる。
【０１２４】
　第２例示的な実施例では、スロットのＤＲＳに対するＣＲＳシーケンスを生成するため
に使用されるｎｓ値は同じサブフレームで送信されるＳＳＳのシーケンスから決定される
ことができる。一例で、適用されたＳＳＳシーケンスがＥｑ＿Ｓ０の場合は、少なくとも
ＳＳＳシーケンスと同じサブフレームでＤＲＳに対するＣＲＳシーケンスを生成するため
に使用されるｎｓ値が、サブフレームの第１スロットでは０で第２スロットでは１である
。同様に、適用されたＳＳＳシーケンスがＥｑ＿Ｓ５の場合は、少なくともＳＳＳと同じ
サブフレームでＤＲＳに対するＣＲＳシーケンスを生成するために使用されるｎｓ値が、
サブフレームの第１スロットでは１０で第２スロットでは１１である。この方法の長所は
、ＣＲＳ検索時にｎｓ値に対する複数の試みを必要としないため、ＣＲＳ検索動作を単純
化できることにある。
【０１２５】
　第３例示的な実施例では、任意のスロットのＤＲＳに対するＬＡＡ　ＣＲＳシーケンス
を生成するために使用されるｎｓ値が常数に固定される。例えば、ＣＲＳ送信のスロット
／サブフレームインデックスに関係なくｎｓ＝０がシーケンスとして常に使用される（こ
れはｃｉｎｉｔを決定する公式からパラメータｎｓを除去することと同じである）。他の
例では、ＣＲＳ送信のスロット／サブフレームインデックスに関係なく、ｎｓ＝０が第１
スロットで常に使用され、ｎｓ＝１が第２スロットで常に使用される。この例示的な実施
例の長所は、スロットインデックスに対する依存性を除去できるため、ＣＲＳブラインド
検出が単純化されることにある。
【０１２６】
　Ｒｅｌ－８－１２（ＲＥＦ　１）では、ＣＳＩ－ＲＳシーケンス
【数９】
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が次のように定義される。
【０１２７】
【数１０】

【０１２８】
　ここで、ｎｓは無線フレーム内のスロット番号で、ｌはスロット内のＯＦＤＭシンボル
番号である。擬似ランダムシーケンスｃ（ｉ）は３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２
．２．０の７．２節に定義されている。擬似ランダムシーケンス生成器は各ＯＦＤＭシン
ボルの開始時に、
【０１２９】
【数１１】

に初期化され、ここで、
【０１３０】
【数１２】

であって、他のパラメータに対する定義は３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１　ｖ１２．２．
０で見つけることができる。
【０１３１】
　図２３は、本開示の様々な実施例に係る、ＣＳＩ－ＲＳ検出のためのＣＳＩ－ＲＳシー
ケンス生成用ｎｓ値を決定するための例示的なプロセスのフローチャートを示す図である
。例えば、図２３に示すプロセスはＵＥ１１６によって具現され得る。図２３を参照する
と、スロットのＤＲＳに対するＣＳＩ－ＲＳシーケンスを生成するために使用されるｎｓ

値を決定するプロセスは、図２２と関連づけて上述したようなＣＲＳシーケンス生成のた
めに定義されたものと同じ場合がある。ＵＥがＣＲＳシーケンスに対して検出されたｎｓ

値を利用することができ、したがって、ＣＳＩ－ＲＳ検出のためのｎｓ値のブラインド検
出を行う必要がないため、ＣＳＩ－ＲＳシーケンスの検出はＣＲＳシーケンス検出に比べ
てより単純化されることができる。例えば、ＵＥは先ずＣＲＳに基づいてｎｓのブライン
ド検出を行うことができ、その後、ＣＳＩ－ＲＳが検出されたＣＲＳと同じスロットで送
信される場合、ＣＳＩ－ＲＳに対して同じｎｓ値を仮定し、ステップ２３６０にて、検出
されたＣＲＳと検出されるＣＳＩ－ＲＳの間のタイミング差に基づいて適切なｎｓを決定
することができる（例えば、検出されたＣＲＳシーケンスのスロット以後、ｋ個のスロッ
トでＣＳＩ－ＲＳが検出される場合は、ＣＳＩ－ＲＳに対するｎｓ値が（ＣＲＳのｎｓ＋
ｋ）ｍｏｄ　２０で与えられる）。その後、ステップ２３７０にて、ＵＥはＣＳＩ－ＲＳ
検出のためのＣＳＩ－ＲＳシーケンス生成する際にこの決定されたｎｓ値を適用する。
【０１３２】
　他の例示的な実施例では、任意のスロットのＬＡＡ　ＤＲＳに対するＣＳＩ－ＲＳシー
ケンスを生成するために使用されるｎｓ値が常数に固定される。例えば、ＣＳＩ－ＲＳ送
信のスロット／サブフレームインデックスに関係なくｎｓ＝０がシーケンスとして常に使
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用される（これはｃｉｎｉｔを決定する公式からパラメータｎｓを除去することと同じで
ある）。他の例では、ＣＳＩ－ＲＳ送信のスロット／サブフレームインデックスに関係な
くｎｓ＝０が第１スロットで常に使用され、ｎｓ＝１が第２スロットで常に使用される。
この例示的な実施例の長所は、スロットインデックスに対する依存性を除去できるため、
ＣＳＩ－ＲＳブラインド検出が単純化されることにある。
【０１３３】
　本開示が例示的な実施例で説明されたが、多様な変更及び修正が当業者に提案されるこ
とができる。本開示は、添付された請求項の範囲内に属するそのような変更及び修正を含
むように意図される。
【０１３４】
　本出願のいかなる説明も特定の要素、ステップ又は機能が請求範囲に含まれるべき必須
の要素であることを示すものとして解釈するべきではない。特許される開示の範囲は請求
項によってのみ定められる。
【符号の説明】
【０１３５】
１００　無線ネットワーク
１０２　基地局（ｅＮＢ）
１１１－１１６　ユーザ端末
１２０　カバレッジ領域
１２５　カバレッジ領域
１３０　ネットワーク
２００　送信経路回路
２５０　受信経路回路
３０４　アンテナ
３０５　アンテナ
３０９　送受信機
３１０　ＲＦ送受信機
３１４、３１５　送信（ＴＸ）プロセッシング回路
３１９　受信（ＲＸ）プロセッシング回路
３２０　マイクロホン
３２５　受信（ＲＸ）プロセッシング回路
３２９　メモリ
３３０　スピーカ
３３４　バックホール又はネットワークインタフェース
３４０　プロセッサ
３４５　出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース（ＩＦ）
３５０　タッチスクリーン
３５５　ディスプレイ
３６０　メモリ
３６１　オペレーティングシステム（ＯＳ）
３６２　アプリケーション
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