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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信機において、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）検査が未決定である間に、少
なくとも１つの非保証型送信キャリアのうちの１つについてのクロスキャリア制御情報を
含むクロスキャリア制御送信波形と、保証型送信キャリアについての制御情報およびデー
タのうちの１つまたは複数を含むローカルキャリア送信波形との複数の候補合成送信波形
を事前準備することと、
　前記送信機において、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステ
ータスを受信することと、前記送信ステータスは、前記ＣＣＡ検査の結果を備え、
　前記送信機によって、前記送信ステータスに基づいて前記複数の候補合成送信波形から
送信波形を選択することと、
　前記送信機によって、前記選択された送信波形を受信機に送信することと
　を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記送信波形を前記選択することが、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリア上で
のクリア送信を示す、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの前記受信された送信
ステータスに応答して実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の候補合成送信波形は、
　前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの各々のためのクロスキャリア制御送信波
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形と、前記クロスキャリア制御送信波形が、関係する少なくとも１つの非保証型送信キャ
リアに関連するクロスキャリア制御情報を含み、
　前記保証型送信キャリアのためのローカルキャリア送信波形と、前記ローカルキャリア
送信波形が、前記保証型送信キャリアについての制御情報およびデータのうちの１つまた
は複数を含み、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の候補合成送信波形の各々が、異なる変換演算を使用して形成される、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記送信波形を前記選択することは、前記ローカルキャリア送信波形を前記受信された
送信ステータスがクリア送信を示す前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの各々に
ついての前記クロスキャリア制御送信波形と合成することを含む、請求項３に記載の方法
。
【請求項６】
　前記送信波形を前記選択することが、送信なしを示す前記少なくとも１つの非保証型送
信キャリアの前記受信された送信ステータスに応答して前記ローカルキャリア送信波形の
みを選択することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記事前準備することと、前記受信することと、前記選択することと、前記選択された
送信波形を前記送信することとが、
　前記送信ステータスを受信することより前のサブフレームと、
　前記送信ステータスを前記受信することから所定の時間後の第１のサブフレームとのう
ちの１つにおいて実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　送信機において、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）検査が未決定である間に、少
なくとも１つの非保証型送信キャリアのうちの１つについてのクロスキャリア制御情報を
含むクロスキャリア制御送信波形と、保証型送信キャリアについての制御情報およびデー
タのうちの１つまたは複数を含むローカルキャリア送信波形との複数の候補合成送信波形
を事前準備するための手段と、
　前記送信機において、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステ
ータスを受信することと、前記送信ステータスは、前記ＣＣＡ検査の結果を備え、
　前記送信機によって、前記送信ステータスに基づいて前記複数の候補合成送信波形から
送信波形を選択するための手段と、
　前記送信機によって、前記選択された送信波形を受信機に送信するための手段と
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項９】
　前記選択するための手段が、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリア上でのクリア
送信を示す、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの前記受信された送信ステータ
スに応答して前記送信波形を選択するように適合される、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記複数の候補合成送信波形は、
　前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの各々のためのクロスキャリア制御送信波
形と、前記クロスキャリア制御送信波形が、関係する少なくとも１つの非保証型送信キャ
リアに関連するクロスキャリア制御情報を含み、
　前記保証型送信キャリアのためのローカルキャリア送信波形と、前記ローカルキャリア
送信波形が、前記保証型送信キャリアについての制御情報およびデータのうちの１つまた
は複数を含み、を含む、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　前記複数の候補合成送信波形の各々が、異なる変換演算を使用して形成される、請求項
１０に記載の装置。
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【請求項１２】
　前記送信波形を選択するための前記手段は、前記ローカルキャリア送信波形を前記受信
された送信ステータスがクリア送信を示す前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの
各々についての前記クロスキャリア制御送信波形と合成するように適合される、請求項１
０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記送信波形を前記選択することが、送信なしを示す前記少なくとも１つの非保証型送
信キャリアの前記受信された送信ステータスに応答して前記ローカルキャリア送信波形の
みを選択することを含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記事前準備するための手段と、前記受信するための手段と、前記選択するための手段
と、前記選択された送信波形を前記送信するための手段とによって実施される動作が、
　前記送信ステータスを受信することより前のサブフレームと、
　前記送信ステータスを前記受信することから所定の時間後の第１のサブフレームとのう
ちの１つにおいて実施される、請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の方法を実施するための命令を備えるコンピュー
タプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、それらの全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１３
年９月１２日に出願された「ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＵＮＤＥ
Ｒ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＵＮＣＥＲＴＡＩＮＴＹ」と題する米国仮特許出願第６１
／８７７，１５４号、２０１４年３月２８日に出願された「ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　Ｍ
ＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＵＮＤＥＲ　ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＵＮＣＥＲＴＡＩＮＴＹ」
と題する米国仮特許出願第６１／９７２，１３２号、および２０１４年９月１１日に出願
された「ＴＲＡＮＳＭＩＴＴＥＲ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＵＮＤＥＲ　ＴＲＡＮＳＭＩ
ＴＴＥＲ　ＵＮＣＥＲＴＡＩＮＴＹ」と題する米国実用特許出願第１４／４８４，１９４
号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、無認可
スペクトルを用いたロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））／ＬＴＥアド
バンスト（ＬＴＥ－Ａ）通信システム展開における送信機の不確実性下での送信機管理に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。通常
、多元接続ネットワークである、そのようなネットワークは、利用可能なネットワークリ
ソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。そのようなネ
ットワークの一例は、ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）であ
る。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））に
よってサポートされる第３世代（３Ｇ）モバイルフォン技術である、ユニバーサルモバイ
ルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部として定義された無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワークフォーマットの例としては、符号分
割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波
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数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、
およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートすることができるいくつかの基地局またはノードＢを含み得る。ＵＥは、ダウン
リンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リ
ンク）は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）は
ＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータおよび制御情報を送信し得、ならびに
／またはＵＥからアップリンク上でデータおよび制御情報を受信し得る。ダウンリンク上
では、基地局からの送信は、隣接基地局からの送信、または他のワイヤレス無線周波数（
ＲＦ）送信機からの送信による干渉に遭遇することがある。アップリンク上では、ＵＥか
らの送信は、隣接基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの干渉、または他の
ワイヤレスＲＦ送信機からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウンリンクとア
ップリンクの両方で性能を劣化させることがある。
【０００６】
　[0006]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、干渉お
よび輻輳ネットワークの可能性は、より多くのＵＥが長距離ワイヤレス通信ネットワーク
にアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開される
ようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を
満たすためだけでなく、モバイル通信でのユーザエクスペリエンスを進化および向上させ
るためにもＵＭＴＳ技術を進化させる研究および開発が続けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信機において、少なくとも１
つの非保証型送信キャリアのうちの１つについてのクロスキャリア制御情報と、保証型送
信キャリアについての制御情報およびデータのうちの１つまたは複数との複数の候補合成
送信波形を事前準備することと、送信機において、少なくとも１つの非保証型送信キャリ
アについての送信ステータスを受信することと、送信機によって、送信ステータスに基づ
いて複数の候補合成送信波形から送信波形を選択することと、送信機によって、選択され
た送信波形を受信機に送信することとを含む。
【０００８】
　[0008]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信機において、保証型送
信キャリアについての制御情報およびデータのうちの１つまたは複数の複数の候補単一送
信波形を事前準備することと、送信機において、少なくとも１つの非保証型送信キャリア
についての送信ステータスを受信することと、送信機によって、送信ステータスに基づい
て複数の候補単一送信波形から送信波形を選択することと、送信機によって、選択された
送信波形を受信機に送信することとを含む。
【０００９】
　[0009]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信機によって、送信フレ
ームの第１のサブフレームに入ることと、送信機において、送信機に関連する少なくとも
１つの非保証型送信キャリアについての送信ステータスを受信することと、送信機によっ
て、第１のサブフレームの固定数のシンボルの間に非保証型送信キャリア上で非時間制約
型信号を送信することと、送信機によって、第１のサブフレーム中の固定数のシンボル後
の第１の送信シンボルにおいて開始する、送信ステータスに応答して生成された送信波形
を送信することと、ここにおいて、送信波形が送信ステータスに基づく、を含む。
【００１０】
　[0010]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信機によって、送信フレ
ームの第１のサブフレームに入ることと、送信機において、送信機に関連する少なくとも
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１つの非保証型送信キャリアについての送信ステータスを受信することと、送信機によっ
て、第１のサブフレームの固定数のシンボルの間に保証型送信キャリア上で非時間制約型
信号を送信することと、送信機によって、第１のサブフレーム中の固定数のシンボル後の
第１の送信シンボルにおいて開始する、送信ステータスに応答して生成された送信波形を
送信することと、ここにおいて、送信波形が送信ステータスに基づく、を含む。
【００１１】
　[0011]本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信機において、クロスキャリ
ア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルを事前準備することと、ここにおいて、
クロスキャリア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルが、送信機に関連する少な
くとも１つの非保証型送信キャリアに関係し、送信機において、少なくとも１つの非保証
型送信キャリアのための送信ステータスを受信することと、送信機によって送信ステータ
スに基づいて、クロスキャリア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルから１つま
たは複数のクロスキャリア割当てを選択することと、送信機によって、選択された１つま
たは複数のクロスキャリア割当てを受信機に送信することとを含む。
【００１２】
　[0012]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信後に２次セルプロセッ
サによってアイドル時間に入ることと、２次セルプロセッサによって、アイドル時間中に
１つまたは複数の複製割当てサンプルを生成することと、アイドル時間の終わりに１つま
たは複数の複製割当てサンプルを１次セルプロセッサに転送することとを含む。
【００１３】
　[0013]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、モバイルデバイスにおいて
、送信機から少なくとも１つのクロスキャリア割当てを受信することと、ここにおいて、
少なくとも１つのクロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係
し、モバイルデバイスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する１つ
または複数のチャネル予約信号について監視することとを含む。
【００１４】
　[0014]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、基地局によって、少なくと
も１つのクロスキャリア割当てをモバイルデバイスに送信することと、ここにおいて、少
なくとも１つのクロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係し
、基地局によって、少なくとも１つの非保証型送信キャリア上のチャネル予約信号につい
て監視することと、少なくとも１つの非保証型送信キャリア上でチャネル予約信号を検出
したことに応答して、基地局によって、モバイルデバイスからの肯定応答（ＡＣＫ）また
は否定応答（ＮＡＣＫ）検出を実施することとを含む。
【００１５】
　[0015]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、モバイルデバイスによって
、通信のための少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出することと、モバイルデバ
イスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する基地局から直接的にの
み少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割当てを受信することとを
含む。
【００１６】
　[0016]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、モバイルデバイスによって
、通信のための少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出することと、モバイルデバ
イスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する基地局から直接的にの
み少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割当てを受信することとを
含む。
【００１７】
　[0017]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、モバイルデバイスによって
、基地局から制御通信を受信することと、モバイルデバイスによって、制御通信の少なく
とも第１のシンボルの後の拡張制御チャネルシンボル中で１つまたは複数のクロスキャリ
ア割当てを受信することとを含む。
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【００１８】
　[0018]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、送信機に
おいて、クロスキャリア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルを事前準備するた
めの手段と、ここにおいて、クロスキャリア割当てのための１つまたは複数の増分サンプ
ルが、送信機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係し、送信機におい
て、少なくとも１つの非保証型送信キャリアのための送信ステータスを受信するための手
段と、送信機によって送信ステータスに基づいて、クロスキャリア割当てのための１つま
たは複数の増分サンプルから１つまたは複数のクロスキャリア割当てを選択するための手
段と、送信機によって、選択された１つまたは複数のクロスキャリア割当てを受信機に送
信するための手段とを含む。
【００１９】
　[0019]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、送信後に
２次セルプロセッサによってアイドル時間に入るための手段と、２次セルプロセッサによ
って、アイドル時間中に１つまたは複数の複製割当てサンプルを生成するための手段と、
アイドル時間の終わりに１つまたは複数の複製割当てサンプルを１次セルプロセッサに転
送するための手段とを含む。
【００２０】
　[0020]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、モバイル
デバイスにおいて、送信機から少なくとも１つのクロスキャリア割当てを受信するための
手段と、ここにおいて、少なくとも１つのクロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保
証型送信キャリアに関係し、モバイルデバイスによって、少なくとも１つの非保証型送信
キャリアに関連する１つまたは複数のチャネル予約信号について監視するための手段とを
含む。
【００２１】
　[0021]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、基地局に
よって、少なくとも１つのクロスキャリア割当てをモバイルデバイスに送信するための手
段と、ここにおいて、少なくとも１つのクロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保証
型送信キャリアに関係し、基地局によって、少なくとも１つの非保証型送信キャリア上の
チャネル予約信号について監視するための手段と、少なくとも１つの非保証型送信キャリ
ア上でチャネル予約信号を検出したことに応答して、基地局によって、モバイルデバイス
からの肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）検出を実施するための手段とを含
む。
【００２２】
　[0022]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、モバイル
デバイスによって、通信のための少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出するため
の手段と、モバイルデバイスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連す
る基地局から直接的にのみ少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割
当てを受信するための手段とを含む。
【００２３】
　[0023]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、モバイル
デバイスによって、通信のための少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出するため
の手段と、モバイルデバイスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連す
る基地局から直接的にのみ少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割
当てを受信するための手段とを含む。
【００２４】
　[0024]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、モバイル
デバイスによって、基地局から制御通信を受信するための手段と、モバイルデバイスによ
って、制御通信の少なくとも第１のシンボルの後の拡張制御チャネルシンボル中で１つま
たは複数のクロスキャリア割当てを受信するための手段とを含む。
【００２５】
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　[0025]本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを
記録したコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、送信機において、ク
ロスキャリア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルを事前準備するためのコード
と、ここにおいて、クロスキャリア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルが、送
信機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係し、送信機において、少な
くとも１つの非保証型送信キャリアのための送信ステータスを受信するためのコードと、
送信機によって送信ステータスに基づいて、クロスキャリア割当てのための１つまたは複
数の増分サンプルから１つまたは複数のクロスキャリア割当てを選択するためのコードと
、送信機によって、選択された１つまたは複数のクロスキャリア割当てを受信機に送信す
るためのコードとを含む。
【００２６】
　[0026]本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを
記録したコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、送信後に２次セルプ
ロセッサによってアイドル時間に入るためのコードと、２次セルプロセッサによって、ア
イドル時間中に１つまたは複数の複製割当てサンプルを生成するためのコードと、アイド
ル時間の終わりに１つまたは複数の複製割当てサンプルを１次セルプロセッサに転送する
ためのコードとを含む。
【００２７】
　[0027]本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを
記録したコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、モバイルデバイスに
おいて、送信機から少なくとも１つのクロスキャリア割当てを受信するためのコードと、
ここにおいて、少なくとも１つのクロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保証型送信
キャリアに関係し、モバイルデバイスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリア
に関連する１つまたは複数のチャネル予約信号について監視するためのコードとを含む。
【００２８】
　[0028]本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを
記録したコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、基地局によって、少
なくとも１つのクロスキャリア割当てをモバイルデバイスに送信するためのコードと、こ
こにおいて、少なくとも１つのクロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保証型送信キ
ャリアに関係し、基地局によって、少なくとも１つの非保証型送信キャリア上のチャネル
予約信号について監視するためのコードと、少なくとも１つの非保証型送信キャリア上で
チャネル予約信号を検出したことに応答して、基地局によって、モバイルデバイスからの
肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）検出を実施するためのコードとを含む。
【００２９】
　[0029]本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを
記録したコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、モバイルデバイスに
よって、通信のための少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出するためのコードと
、モバイルデバイスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する基地局
から直接的にのみ少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割当てを受
信するためのコードとを含む。
【００３０】
　[0030]本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを
記録したコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、モバイルデバイスに
よって、通信のための少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出するためのコードと
、モバイルデバイスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する基地局
から直接的にのみ少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割当てを受
信するためのコードとを含む。
【００３１】
　[0031]本開示の追加の態様では、コンピュータプログラム製品は、プログラムコードを
記録したコンピュータ可読媒体を有する。このプログラムコードは、モバイルデバイスに
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よって、基地局から制御通信を受信するためのコードと、モバイルデバイスによって、制
御通信の少なくとも第１のシンボルの後の拡張制御チャネルシンボル中で１つまたは複数
のクロスキャリア割当てを受信するためのコードとを含む。
【００３２】
　[0032]本開示の追加の態様では、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサ
に結合されたメモリとを含む。プロセッサは、送信機において、クロスキャリア割当ての
ための１つまたは複数の増分サンプルを事前準備することと、ここにおいて、クロスキャ
リア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルが、送信機に関連する少なくとも１つ
の非保証型送信キャリアに関係し、送信機において、少なくとも１つの非保証型送信キャ
リアのための送信ステータスを受信することと、送信機によって送信ステータスに基づい
て、クロスキャリア割当てのための１つまたは複数の増分サンプルから１つまたは複数の
クロスキャリア割当てを選択することと、送信機によって、選択された１つまたは複数の
クロスキャリア割当てを受信機に送信することとを行うように構成される。
【００３３】
　[0033]本開示の追加の態様では、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサ
に結合されたメモリとを含む。プロセッサは、送信後に２次セルプロセッサによってアイ
ドル時間に入ることと、２次セルプロセッサによって、アイドル時間中に１つまたは複数
の複製割当てサンプルを生成することと、アイドル時間の終わりに１つまたは複数の複製
割当てサンプルを１次セルプロセッサに転送することとを行うように構成される。
【００３４】
　[0034]本開示の追加の態様では、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサ
に結合されたメモリとを含む。プロセッサは、モバイルデバイスにおいて、送信機から少
なくとも１つのクロスキャリア割当てを受信することと、ここにおいて、少なくとも１つ
のクロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係し、モバイルデ
バイスによって、少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する１つまたは複数のチ
ャネル予約信号について監視することとを行うように構成される。
【００３５】
　[0035]本開示の追加の態様では、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサ
に結合されたメモリとを含む。プロセッサは、基地局によって、少なくとも１つのクロス
キャリア割当てをモバイルデバイスに送信することと、ここにおいて、少なくとも１つの
クロスキャリア割当てが少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係し、基地局によっ
て、少なくとも１つの非保証型送信キャリア上のチャネル予約信号について監視すること
と、少なくとも１つの非保証型送信キャリア上でチャネル予約信号を検出したことに応答
して、基地局によって、モバイルデバイスからの肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（Ｎ
ＡＣＫ）検出を実施することとを行うように構成される。
【００３６】
　[0036]本開示の追加の態様では、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサ
に結合されたメモリとを含む。プロセッサは、モバイルデバイスによって、通信のための
少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出することと、モバイルデバイスによって、
少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する基地局から直接的にのみ少なくとも１
つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割当てを受信することとを行うように構成
される。
【００３７】
　[0037]本開示の追加の態様では、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサ
に結合されたメモリとを含む。プロセッサは、モバイルデバイスによって、通信のための
少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出することと、モバイルデバイスによって、
少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関連する基地局から直接的にのみ少なくとも１
つの非保証型送信キャリアに関連するリソース割当てを受信することとを行うように構成
される。
【００３８】
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　[0038]本開示の追加の態様では、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プロセッサ
に結合されたメモリとを含む。プロセッサは、モバイルデバイスによって、基地局から制
御通信を受信することと、モバイルデバイスによって、制御通信の少なくとも第１のシン
ボルの後の拡張制御チャネルシンボル中で１つまたは複数のクロスキャリア割当てを受信
することとを行うように構成される。
【００３９】
　[0039]本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信機において、保証型送信キ
ャリア上での送信のために複数の候補送信波形を事前準備することと、ここにおいて、複
数の候補送信波形が、送信機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係し
、送信機において、少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステータスを
受信することと、送信機によって、送信ステータスに基づいて複数の候補送信波形から送
信波形を選択することと、送信機によって、選択された送信波形を受信機に送信すること
とを含む。
【００４０】
　[0040]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信の方法は、送信機によって、送信フレ
ームの第１のサブフレームに入ることと、送信機において、送信機に関連する少なくとも
１つの非保証型送信キャリアについての送信ステータスを受信することと、送信機によっ
て、第１のサブフレームの固定数のシンボルの間に保証型送信キャリア上で非時間制約型
信号を送信することと、送信機によって、第１のサブフレーム中の固定数のシンボル後の
第１の送信シンボルにおいて開始する、送信ステータスに応答して生成された送信波形を
送信することと、ここにおいて、送信波形が送信ステータスに基づく、を含む。
【００４１】
　[0041]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、送信機に
おいて、保証型送信キャリア上での送信のために複数の候補送信波形を事前準備するため
の手段と、ここにおいて、複数の候補送信波形が、送信機に関連する少なくとも１つの非
保証型送信キャリアに関係し、送信機において、少なくとも１つの非保証型送信キャリア
についての送信ステータスを受信するための手段と、送信機によって、送信ステータスに
基づいて複数の候補送信波形から送信波形を選択するための手段と、送信機によって、選
択された送信波形を受信機に送信するための手段とを含む。
【００４２】
　[0042]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、送信機に
よって、送信フレームの第１のサブフレームに入るための手段と、送信機において、送信
機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステータスを受信す
るための手段と、送信機によって、第１のサブフレームの固定数のシンボルの間に保証型
送信キャリア上で非時間制約型信号を送信するための手段と、送信機によって、第１のサ
ブフレーム中の固定数のシンボル後の第１の送信シンボルにおいて開始する、送信ステー
タスに応答して生成された送信波形を送信するための手段と、ここにおいて、送信波形が
送信ステータスに基づく、を含む。
【００４３】
　[0043]本開示の追加の態様では、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可
読媒体を含む、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品。プログラムコードは、送信機において、保証型送信キャリア上での送信の
ために複数の候補送信波形を事前準備するためのコードと、ここにおいて、複数の候補送
信波形が、送信機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアに関係し、送信機に
おいて、少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステータスを受信するた
めのコードと、送信機によって、送信ステータスに基づいて複数の候補送信波形から送信
波形を選択するためのコードと、送信機によって、選択された送信波形を受信機に送信す
るためのコードとを含む。
【００４４】
　[0044]本開示の追加の態様では、プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可
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読媒体を含む、ワイヤレスネットワークにおけるワイヤレス通信のためのコンピュータプ
ログラム製品。プログラムコードは、送信機によって、送信フレームの第１のサブフレー
ムに入るためのコードと、送信機において、送信機に関連する少なくとも１つの非保証型
送信キャリアについての送信ステータスを受信するためのコードと、送信機によって、第
１のサブフレームの固定数のシンボルの間に保証型送信キャリア上で非時間制約型信号を
送信するためのコードと、送信機によって、第１のサブフレーム中の固定数のシンボル後
の第１の送信シンボルにおいて開始する、送信ステータスに応答して生成された送信波形
を送信するためのコードと、ここにおいて、送信波形が送信ステータスに基づく、を含む
。
【００４５】
　[0045]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、少なくと
も１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。プロ
セッサは、送信機において、保証型送信キャリア上での送信のために複数の候補送信波形
を事前準備することと、ここにおいて、複数の候補送信波形が、送信機に関連する少なく
とも１つの非保証型送信キャリアに関係し、送信機において、少なくとも１つの非保証型
送信キャリアについての送信ステータスを受信することと、送信機によって、送信ステー
タスに基づいて複数の候補送信波形から送信波形を選択することと、送信機によって、選
択された送信波形を受信機に送信することとを行うように構成される。
【００４６】
　[0046]本開示の追加の態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置は、少なくと
も１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。プロ
セッサは、送信機によって、送信フレームの第１のサブフレームに入ることと、送信機に
おいて、送信機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステー
タスを受信することと、送信機によって、第１のサブフレームの固定数のシンボルの間に
保証型送信キャリア上で非時間制約型信号を送信することと、送信機によって、第１のサ
ブフレーム中の固定数のシンボル後の第１の送信シンボルにおいて開始する、送信ステー
タスに応答して生成された送信波形を送信することと、ここにおいて、送信波形が送信ス
テータスに基づく、を行うように構成される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】[0047]様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２Ａ】[0048]様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用するた
めの展開シナリオの例を示す図。
【図２Ｂ】[0049]様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用するた
めの展開シナリオの別の例を示す図。
【図３】[0050]様々な実施形態による、認可スペクトルおよび無認可スペクトル中で同時
にＬＴＥを使用するときのキャリアアグリゲーションの一例を示す図。
【図４】[0051]本開示の一態様に従って構成された基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計を示
すブロック図。
【図５Ａ】[0052]本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能
ブロック図。
【図５Ｂ】本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【図６】[0053]本開示の一態様に従って構成された送信機を示すブロック図。
【図７Ａ】[0054]本開示の一態様に従って構成された送信機を示すブロック図。
【図７Ｂ】[0055]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図８Ａ】[0056]本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能
ブロック図。
【図８Ｂ】本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
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ク図。
【図９】[0057]本開示の一態様に従って構成された送信機を示すブロック図。
【図１０】[0058]本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機
能ブロック図。
【図１１】[0059]図１０において識別されたブロックを実施するように構成された２次セ
ルプロセッサの送信ストリームを示すブロック図。
【図１２】[0060]本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能
ブロック図。
【図１３】本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【図１４】本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【図１５】本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロッ
ク図。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　[0061]添付の図面に関して以下に記載する詳細な説明は、様々な構成を説明するもので
あり、本開示の範囲を限定するものではない。むしろ、この詳細な説明は、本発明の主題
の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。これらの具体的な詳細は、あらゆる場
合において必要とされるとは限らないこと、および場合によっては、よく知られている構
造および構成要素は、ブロック図の形式で示されることが、当業者には明らかであろう。
【００４９】
　[0062]事業者は、セルラーネットワークにおいて常に増大する混雑のレベルを緩和する
ために無認可スペクトルを使用するための主なメカニズムとして、これまでＷｉＦｉ（登
録商標）に注目してきた。しかしながら、無認可スペクトルを含むＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに
基づくニューキャリアタイプ（ＮＣＴ）は、キャリアグレードのＷｉＦｉと互換性があり
得、それにより、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡはＷｉＦｉの代替になる
。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＬＴＥの概念を活用し得、無認可ス
ペクトルにおいて効率的な運用をもたらし規制上の要件を満たすために、ネットワークま
たはネットワークデバイスの物理レイヤ（ＰＨＹ）およびメディアアクセス制御（ＭＡＣ
）の態様にいくつかの修正を加え得る。無認可スペクトルは、たとえば、６００メガヘル
ツ（ＭＨｚ）から６ギガヘルツ（ＧＨｚ）までわたり得る。いくつかのシナリオでは、無
認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＷｉＦｉよりも著しく良好に働き得る。
たとえば、（単一または複数の事業者のための）無認可スペクトルを用いたすべてのＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ展開は、すべてのＷｉＦｉ展開と比較されると、または高密度な小さいセ
ルの展開が存在する場合、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡはＷｉＦｉより
も著しく良好に働き得る。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、無認可スペ
クトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが（単一または複数の事業者のために）ＷｉＦｉと混
合されるときなど、他のシナリオにおいてＷｉＦｉよりも良好に働き得る。
【００５０】
　[0063]単一のサービスプロバイダ（ＳＰ）にとって、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａネットワークは、認可スペクトル上のＬＴＥネットワークと同期しているよ
うに構成され得る。しかしながら、複数のＳＰによって所与のチャネル上で展開される無
認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、複数のＳＰにわたって同期
しているように構成され得る。上記の特徴の両方を組み込むための１つの手法は、所与の
ＳＰのために、無認可スペクトルを用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークと、無認可
スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークとの間で、一定のタイミングオフセ
ットを使用することを伴い得る。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワ
ークは、ＳＰの必要性に従ってユニキャストおよび／またはマルチキャストサービスを提
供し得る。その上、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＬＴ



(12) JP 6479819 B2 2019.3.6

10

20

30

40

50

Ｅセルがアンカーとして働き、関連するセル情報（たとえば、無線フレームタイミング、
共通チャネルの構成、システムフレーム番号すなわちＳＦＮなど）を提供する、ブートス
トラップモードで動作し得る。このモードでは、無認可スペクトルを用いないＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａと無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間に、密接な相互作用が存
在し得る。たとえば、ブートストラップモードは、上記で説明した補助ダウンリンクモー
ドとキャリアアグリゲーションモードとをサポートし得る。無認可スペクトルを用いたＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－ＡネットワークのＰＨＹ－ＭＡＣレイヤは、無認可スペクトルを用いたＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－ＡネットワークがＬＴＥネットワークとは独立に動作するスタンドアロン
モードで動作し得る。この場合、たとえば、コロケートされたセルを用いたＲＬＣレベル
のアグリゲーション、あるいは複数のセルおよび／または基地局にわたるマルチフローに
基づいて、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと無認可スペクトルを用いない
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間に緩い相互作用が存在し得る。
【００５１】
　[0064]本明細書で説明する技法は、ＬＴＥに限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭ
Ａ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信シス
テムにも使用され得る。「システム」と「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的
に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセ
ス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、Ｉ
Ｓ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは
、通常、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６
）は、通常、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）など
と呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））と、ＣＤＭＡの他
の変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ
（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイル
ブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（
Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥ
Ｅ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ
－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一
部である。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａは、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリー
スである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、
「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載
されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェク
ト２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技
法は、上記のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され
得る。ただし、以下の説明では、例としてＬＴＥシステムについて説明し、以下の説明の
大部分においてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法は、ＬＴＥ適用例以外に適用可能であ
る。
【００５２】
　[0065]したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載され
た範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から
逸脱することなく、論じられる要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な
実施形態は、適宜に様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえ
ば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実施され得、様々なステップが追加
、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの実施形態に関して説明する特徴は
、他の実施形態において組み合わせられ得る。
【００５３】
　[0066]最初に図１を参照すると、図はワイヤレス通信システムまたはネットワーク１０
０の一例を示している。システム１００は、基地局（またはセル）１０５と、通信デバイ
ス１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１０５は、様々な実施形態ではコ
アネットワーク１３０または基地局１０５の一部であり得る、基地局コントローラ（図示
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せず）の制御下で通信デバイス１１５と通信し得る。基地局１０５は、バックホールリン
ク１３２を介して制御情報および／またはユーザデータをコアネットワーク１３０と通信
し得る。実施形態では、基地局１０５は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクであり
得るバックホールリンク１３４を介して、直接的または間接的のいずれかで、互いに通信
し得る。システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上での動作をサ
ポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時に被変調信号を送信す
ることができる。たとえば、各通信リンク１２５は、上記で説明した様々な無線技術に従
って変調されたマルチキャリア信号であり得る。各被変調信号は、異なるキャリア上で送
られ得、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、デ
ータなどを搬送し得る。
【００５４】
　[0067]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してデバイス１１５とワ
イヤレス通信し得る。基地局１０５サイトの各々は、それぞれの地理的エリア１１０に通
信カバレージを与え得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、基地トランシーバ
局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ）
、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、
ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。基地局のため
のカバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタ（図示せ
ず）に分割され得る。システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マク
ロ基地局、マイクロ基地局、および／またはピコ基地局）を含み得る。異なる技術につい
て重複するカバレージエリアがあり得る。
【００５５】
　[0068]いくつかの実施形態では、システム１００は、１つまたは複数の無認可スペクト
ル動作モードまたは展開シナリオをサポートするＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークである
。他の実施形態では、システム１００は、無認可スペクトルと、ＬＴＥとは異なる接続技
術とを使用して、または認可スペクトルと、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なる接続技術とを
使用して、ワイヤレス通信をサポートし得る。それぞれ基地局１０５およびデバイス１１
５について説明するために、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）およびユーザ機器（ＵＥ）という
用語が概して使用され得る。システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領
域にカバレージを与える、無認可スペクトルを用いたまたは用いない異種ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａネットワークであり得る。たとえば、各ｅＮＢ１０５は、マクロセル、ピコセル、フ
ェムトセル、および／または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。ピコセル、
フェムトセル、および／または他のタイプのセルなどのスモールセルは、低電力ノードす
なわちＬＰＮを含み得る。マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア（たとえば
、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入している
ＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概して、比較的小さい地理的エ
リアをカバーすることになり、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥに
よる無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、概して、比較的小さい地理
的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて、フェム
トセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ）中のＵＥ、自宅
内のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアクセスをも可能にし得る。マクロセルの
ためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある。ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮ
Ｂと呼ばれることがある。また、フェムトセルのためのｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホ
ームｅＮＢと呼ばれることがある。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ
、４つなどの）セルをサポートし得る。
【００５６】
　[0069]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
てｅＮＢ１０５と通信し得る。ｅＮＢ１０５はまた、たとえば、バックホールリンク１３
４（たとえば、Ｘ２など）を介しておよび／またはバックホールリンク１３２を介して（
たとえば、コアネットワーク１３０を通して）、直接的または間接的に、互いに通信し得
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る。システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、ｅ
ＮＢは同様のフレームタイミングおよび／またはゲーティングタイミングを有し得、異な
るｅＮＢからの送信は時間的にほぼ整合され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフ
レームタイミングおよび／またはゲーティングタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの
送信は時間的に整合されない場合がある。本明細書で説明する技法は、同期動作または非
同期動作のいずれにも使用され得る。
【００５７】
　[0070]ＵＥ１１５はシステム１００全体にわたって分散され、各ＵＥは固定されている
ことがあり得、または移動可能であり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、移動局
、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニッ
ト、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイ
ス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、
ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何ら
かの他の好適な用語で呼ばれることがある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、携帯情報端
末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タ
ブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスロー
カルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムト
ｅＮＢ、リレーなどと通信することが可能であり得る。
【００５８】
　[0071]システム１００中に示された通信リンク１２５は、モバイルデバイス１１５から
基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からモバイル
デバイス１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リ
ンク送信と呼ばれることもあり、一方、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれる
こともある。ダウンリンク送信は、認可スペクトル（たとえば、ＬＴＥ）、無認可スペク
トル（たとえば、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）、または両方（たとえ
ば、無認可スペクトルを用いた／用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）を使用して行われ得る。
同様に、アップリンク送信は、認可スペクトル（たとえば、ＬＴＥ）、無認可スペクトル
（たとえば、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）、または両方（無認可スペ
クトルを用いた／用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）を使用して行われ得る。
【００５９】
　[0072]システム１００のいくつかの実施形態では、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａのための様々な展開シナリオは、認可スペクトル中のＬＴＥダウンリンク容量
が無認可スペクトルにオフロードされ得る補助ダウンリンク（ＳＤＬ）モードと、ＬＴＥ
ダウンリンク容量とＬＴＥアップリンク容量の両方が認可スペクトルから無認可スペクト
ルにオフロードされ得るキャリアアグリゲーションモードと、基地局（たとえば、ｅＮＢ
）とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンク通信およびＬＴＥアップリンク通信が無認可スペク
トル中で行われ得るスタンドアロンモードとを含んでサポートされ得る。基地局１０５な
らびにＵＥ１１５は、これらまたは同様の動作モードのうちの１つまたは複数をサポート
し得る。無認可スペクトル中でのＬＴＥダウンリンク送信のために通信リンク１２５中で
ＯＦＤＭＡ通信信号が使用され得、一方、無認可スペクトル中でのＬＴＥアップリンク送
信のために通信リンク１２５中でＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号が使用され得る。システム１０
０などのシステムにおける、無認可スペクトルの展開シナリオまたは動作モードを用いた
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの実装形態に関するさらなる詳細、ならびに無認可スペクトルを用い
たＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作に関係する他の特徴および機能を、図２Ａ～図１５を参照し
ながら以下に与える。
【００６０】
　[0073]次に図２Ａを参照すると、図２００は、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－ＡをサポートするＬＴＥネットワークのための補助ダウンリンクモードとキャリアア
グリゲーションモードとの例を示す。図２００は、図１のシステム１００の部分の一例で
あり得る。その上、基地局１０５－ａは図１の基地局１０５の一例であり得、ＵＥ１１５
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－ａは図１のＵＥ１１５の例であり得る。
【００６１】
　[0074]図２００における補助ダウンリンクモードの例では、基地局１０５－ａは、ダウ
ンリンク２０５を使用してＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得る。ダウンリ
ンク２０５は、無認可スペクトル中の周波数Ｆ１に関連付けられる。基地局１０５－ａは
、双方向リンク２１０を使用して同じＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、
双方向リンク２１０を使用してそのＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し
得る。双方向リンク２１０は、認可スペクトル中の周波数Ｆ４に関連付けられる。無認可
スペクトル中のダウンリンク２０５、および認可スペクトル中の双方向リンク２１０は、
同時に動作し得る。ダウンリンク２０５は、基地局１０５－ａにダウンリンク容量オフロ
ードを与え得る。いくつかの実施形態では、ダウンリンク２０５は、（たとえば、１つの
ＵＥに宛てられた）ユニキャストサービスのサービスのために、または（たとえば、いく
つかのＵＥに宛てられた）マルチキャストサービスのために使用され得る。このシナリオ
は、認可スペクトルを使用しトラフィックおよび／またはシグナリング輻輳の一部を緩和
する必要があるどんなサービスプロバイダ（たとえば、従来のモバイルネットワーク事業
者すなわちＭＮＯ）でも起こり得る。
【００６２】
　[0075]図２００におけるキャリアアグリゲーションモードの一例では、基地局１０５－
ａは、双方向リンク２１５を使用してＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、
双方向リンク２１５を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し
得る。双方向リンク２１５は、無認可スペクトル中の周波数Ｆ１に関連付けられる。基地
局１０５－ａはまた、双方向リンク２２０を使用して同じＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通
信信号を送信し得、双方向リンク２２０を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭ
Ａ通信信号を受信し得る。双方向リンク２２０は、認可スペクトル中の周波数Ｆ２に関連
付けられる。双方向リンク２１５は、基地局１０５－ａにダウンリンクおよびアップリン
ク容量オフロードを与え得る。上記で説明した補助ダウンリンクと同様に、このシナリオ
は、認可スペクトルを使用しトラフィックおよび／またはシグナリング輻輳の一部を緩和
する必要があるどんなサービスプロバイダ（たとえば、ＭＮＯ）でも起こり得る。
【００６３】
　[0076]図２００におけるキャリアアグリゲーションモードの別の例では、基地局１０５
－ａは、双方向リンク２２５を使用してＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得
、双方向リンク２２５を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信
し得る。双方向リンク２２５は、無認可スペクトル中の周波数Ｆ３に関連付けられる。基
地局１０５－ａはまた、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ
通信信号を送信し得、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤ
ＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２３０は、認可スペクトル中の周波数Ｆ２に関
連付けられる。双方向リンク２２５は、基地局１０５－ａにダウンリンクおよびアップリ
ンク容量オフロードを与え得る。この例および上記に与えた例は説明の目的で提示された
ものであり、容量オフロードのために無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと無
認可スペクトルを用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとを組み合わせる他の同様の動作モードま
たは展開シナリオがあり得る。
【００６４】
　[0077]上記で説明したように、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用す
ることによって提供される容量オフロードから利益を得ることができる典型的なサービス
プロバイダは、ＬＴＥスペクトルを用いた従来のＭＮＯである。これらのサービスプロバ
イダでは、動作構成は、認可スペクトル上でＬＴＥ１次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ
）を使用し無認可スペクトル上でＬＴＥ２次コンポーネントキャリア（ＳＣＣ）を使用す
るブートストラップモード（たとえば、補助ダウンリンク、キャリアアグリゲーション）
を含み得る。
【００６５】
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　[0078]補助ダウンリンクモードでは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの
ための制御は、ＬＴＥアップリンク（たとえば、双方向リンク２１０のアップリンク部分
）を介してトランスポートされ得る。ダウンリンク容量オフロードを与える理由の１つは
、データ需要がダウンリンク消費によって大きく動かされるからである。その上、このモ
ードでは、ＵＥが無認可スペクトル中で送信していないので、規制上の影響がないことが
ある。ＵＥ上でリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ：listen-before-talk）またはキャリア
検知多重アクセス（ＣＳＭＡ：carrier sense multiple access）要件を実装する必要は
ない。ただし、ＬＢＴは、たとえば、周期的な（たとえば、１０ミリ秒ごとの）クリアチ
ャネルアセスメント（ＣＣＡ）および／または無線フレーム境界に整合されたグラブアン
ドリリンキッシュ（grab-and-relinquish）機構を使用することによって基地局（たとえ
ば、ｅＮＢ）上で実装され得る。
【００６６】
　[0079]補助ダウンリンクモードでは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの
ための制御は、ＬＴＥアップリンク（たとえば、双方向リンク２１０のアップリンク部分
）を介してトランスポートされ得る。ダウンリンク容量オフロードを与える理由の１つは
、データ需要がダウンリンク消費によって大きく動かされるからである。その上、このモ
ードでは、ＵＥは無認可スペクトル中で送信していないので、規制上の影響がないことが
ある。ＵＥ上でリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ：listen-before-talk）またはキャリア
検知多重アクセス（ＣＳＭＡ：carrier sense multiple access）要件を実装する必要は
ない。ただし、ＬＢＴは、たとえば、周期的な（たとえば、１０ミリ秒ごとの）クリアチ
ャネルアセスメント（ＣＣＡ）および／または無線フレーム境界に整合されたグラブアン
ドリリンキッシュ（grab-and-relinquish）機構を使用することによって基地局（たとえ
ば、ｅＮＢ）上で実装され得る。
【００６７】
　[0080]キャリアアグリゲーションモードでは、データおよび制御がＬＴＥ（たとえば、
双方向リンク２１０、２２０、および２３０）で通信され得、データが、無認可スペクト
ルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ（たとえば、双方向リンク２１５および２２５）で通信さ
れ得る。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用するときにサポートされる
キャリアアグリゲーション機構は、ハイブリッド周波数分割複信－時分割複信（ＦＤＤ－
ＴＤＤ）キャリアアグリゲーション、またはコンポーネントキャリアにわたって異なる対
称性を伴うＴＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに該当し得る。
【００６８】
　[0081]図２Ｂは、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのためのスタンドアロ
ンモードの一例を示す図２００－ａを示す。図２００－ａは、図１のシステム１００の部
分の一例であり得る。その上、基地局１０５－ｂは図１の基地局１０５と図２Ａの基地局
１０５－ａとの一例であり得、ＵＥ１１５－ｂは図１のＵＥ１１５と図２ＡのＵＥ１１５
－ａとの一例であり得る。
【００６９】
　[0082]図２００－ａにおけるスタンドアロンモードの例では、基地局１０５－ｂは、双
方向リンク２４０を使用してＵＥ１１５－ｂにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、双方向リ
ンク２４０を使用してＵＥ１１５－ｂからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向
リンク２４０は、図２Ａを参照しながら上記で説明した無認可スペクトル中の周波数Ｆ３
に関連付けられる。スタンドアロンモードは、スタジアム中アクセス（たとえば、ユニキ
ャスト、マルチキャスト）など、非従来型ワイヤレスアクセスシナリオにおいて使用され
得る。この動作モードの典型的なサービスプロバイダは、認可スペクトルを有しないスタ
ジアムオーナー、ケーブル会社、イベントホスト、ホテル、企業、および大会社であり得
る。これらのサービスプロバイダのために、スタンドアロンモードのための動作構成は無
認可スペクトル上でＰＣＣを使用し得る。その上、ＬＢＴが基地局とＵＥの両方の上に実
装され得る。
【００７０】
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　[0083]次に図３を参照すると、図３００は、様々な実施形態による、認可スペクトルお
よび無認可スペクトル中で同時にＬＴＥを使用するときのキャリアアグリゲーションの一
例を示す。図３００のキャリアアグリゲーション方式は、図２Ａを参照しながら上記で説
明したハイブリッドＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに対応し得る。このタイプ
のキャリアアグリゲーションは、図１のシステム１００の少なくとも部分において使用さ
れ得る。その上、このタイプのキャリアアグリゲーションは、それぞれ図１および図２Ａ
の基地局１０５および１０５－ａにおいて、ならびに／またはそれぞれ図１および図２Ａ
のＵＥ１１５および１１５－ａにおいて使用され得る。
【００７１】
　[0084]この例では、ダウンリンクにおけるＬＴＥに関してＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）が
実施され得、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに関して第１のＴＤＤ（ＴＤ
Ｄ１）が実施され得、認可スペクトルを用いたＬＴＥに関して第２のＴＤＤ（ＴＤＤ２）
が実施され得、認可スペクトルを用いたアップリンクにおけるＬＴＥに関して別のＦＤＤ
（ＦＤＤ－ＬＴＥ）が実施され得る。ＴＤＤ１は６：４のＤＬ：ＵＬ比を生じるが、ＴＤ
Ｄ２の比は７：３である。時間スケール上で、異なる有効ＤＬ：ＵＬ比は、３：１、１：
３、２：２、３：１、２：２、および３：１である。この例は説明の目的で提示されたも
のであり、無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作と無認可スペクトルを用
いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作とを組み合わせる他のキャリアアグリゲーション方式が
あり得る。
【００７２】
　[0085]図４は、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１０５と
、図１のＵＥのうちの１つであり得るＵＥ１１５との設計のブロック図を示す。ｅＮＢ１
０５はアンテナ４３４ａ～４３４ｔを装備し得、ＵＥ１１５はアンテナ４５２ａ～４５２
ｒを装備し得る。ｅＮＢ１０５において、送信プロセッサ４２０は、データソース４１２
からデータを受信し、コントローラ／プロセッサ４４０から制御情報を受信し得る。制御
情報は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）、物理制御フォーマットインジケー
タチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャネル（Ｐ
ＨＩＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）などのためのものであり得る
。データは物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）などのためのものであり得る。
送信プロセッサ４２０は、データと制御情報とを処理（たとえば、符号化およびシンボル
マッピング）して、それぞれデータシンボルと制御シンボルとを取得し得る。送信プロセ
ッサ４２０はまた、たとえば、１次同期信号（ＰＳＳ）、２次同期信号（ＳＳＳ）、およ
びセル固有基準信号のために、基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（
ＭＩＭＯ）プロセッサ４３０は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、およ
び／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実施し得、
出力シンボルストリームを変調器（ＭＯＤ）４３２ａ～４３２ｔに与え得る。各変調器４
３２は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）それぞれの出力シンボルストリームを処理
して、出力サンプルストリームを取得し得る。各変調器４３２は、出力サンプルストリー
ムをさらに処理（たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコン
バート）して、ダウンリンク信号を取得し得る。変調器４３２ａ～４３２ｔからのダウン
リンク信号は、それぞれアンテナ４３４ａ～４３４ｔを介して送信され得る。
【００７３】
　[0086]ＵＥ１１５において、アンテナ４５２ａ～４５２ｒは、ｅＮＢ１０５からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ～４５４ｒに
与え得る。各復調器４５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増
幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを取得し得る。各復調器
４５４は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルをさらに処理して、受信シ
ンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器４５６は、すべての復調器４５４ａ～４５４ｒから
受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実施し、
検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ４５８は、検出シンボルを処理（たとえば、復
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調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１１５のための復号されたデータをデータ
シンク４６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４８０に与え得る
。
【００７４】
　[0087]アップリンク上では、ＵＥ１１５において、送信プロセッサ４６４は、データソ
ース４６２から（たとえば、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）のための）デ
ータを受信し、処理し得、コントローラ／プロセッサ４８０から（たとえば、物理アップ
リンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のための）制御情報を受信し、処理し得る。送信プロ
セッサ４６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ４６
４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリコ
ードされ、（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）復調器４５４ａ～４５４ｒによって
さらに処理され、ｅＮＢ１０５に送信され得る。ｅＮＢ１０５において、ＵＥ１１５から
のアップリンク信号は、アンテナ４３４によって受信され、復調器４３２によって処理さ
れ、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器４３６によって検出され、受信プロセッサ４３８に
よってさらに処理されて、ＵＥ１１５によって送られた復号されたデータおよび制御情報
が取得され得る。プロセッサ４３８は、復号されたデータをデータシンク４３９に与え、
復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４４０に与え得る。
【００７５】
　[0088]コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、それぞれｅＮＢ１０５におけ
る動作およびＵＥ１１５における動作を指示し得る。ｅＮＢ１０５におけるコントローラ
／プロセッサ４４０ならびに／または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説
明する技法のための様々なプロセスを実施するか、またはその実行を指示し得る。ＵＥ１
１５におけるコントローラ／プロセッサ４８０ならびに／または他のプロセッサおよびモ
ジュールはまた、図５Ａ、図５Ｂ、図７Ａ、図８Ａ、図８Ｂ、図１０および図１２～図１
５に示された機能ブロック、および／または本明細書で説明する技法のための他のプロセ
スを実施するか、またはその実行を指示し得る。メモリ４４２および４８２は、それぞれ
ｅＮＢ１０５およびＵＥ１１５のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。ス
ケジューラ４４４は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上でのデータ送信のた
めにＵＥをスケジュールし得る。
【００７６】
　[0089]認可スペクトルと無認可スペクトルの両方の協調を介して単一通信動作を実施す
ることを試みる無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開では、様々な問題が起
こる。１つのそのような問題は、無認可帯域上で行われるかまたは行われるように計画さ
れた送信で起こる。無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開におけるいくつか
の無認可帯域上での送信がリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）手順を最初に必要とし得る
ので、ＬＢＴ要件があるとき、送信機は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）手順が
クリアチャネルを正常に検出しない場合、送信することが不可能であり得る。無認可スペ
クトルを用いた特定のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ展開へのキャリアアグリゲーションの追加とと
もに、特定の送信機によって通信送信のためにどのキャリアが使用され得るかに関して不
確実性があり得る。たとえば、２つのキャリア間のキャリアアグリゲーションでは、以下
のように潜在的ＬＢＴ要件の４つの組合せがある。
場合１：キャリアＡ（ＬＢＴ）およびキャリアＢ（ＬＢＴ）
場合２：キャリアＡ（ＬＢＴ）およびキャリアＢ（ＬＢＴ免除）
場合３：キャリアＡ（ＬＢＴ免除）およびキャリアＢ（ＬＢＴ）
場合４：キャリアＡ（ＬＢＴ免除）およびキャリアＢ（ＬＢＴ免除）
より多くのキャリアがキャリアアグリゲーション構成に追加されるにつれて、各新しいキ
ャリアはＬＢＴ要件に従わなければならず、多くのさらなる潜在的組合せがあり得る。た
とえば、各キャリアは所与の時間にＬＢＴを免除されるかあるいはＬＢＴ要件を有し得る
ので、キャリアの数ｙについて、潜在的に２y個の潜在的組合せがあり得る。
【００７７】
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　[0090]「ＬＢＴ免除」は、ＬＢＴを必要としない無認可スペクトル中のキャリア周波数
と、認可スペクトル中の任意のキャリア周波数とに関与する動作を含むことに留意された
い。
【００７８】
　[0091]キャリアのうちの少なくとも１つがＬＢＴ免除ステータスを含む場合２および３
では、１つのオプションは、クロスキャリア制御を通してすべての制御情報を送信するた
めにＬＢＴ免除キャリアを１次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ）として使用することで
あり得る。対照的に、両方のキャリアがＬＢＴを必要とする場合１では、第１のオプショ
ンは、クロスキャリア制御を通した制御情報の送信のためにキャリアのうちの１つがＰＣ
Ｃとして選択されることであり得、第２のオプションは、キャリアの各々がそれらの制御
情報をクロスキャリア制御なしに送信することを提供し得る。
【００７９】
　[0092]クロスキャリア制御を行うオプション（たとえば、場合１の第１のオプション、
場合２および場合３）では、１つのキャリアが、他のキャリアについての制御情報を送信
するためにＰＣＣとして選択される。このＰＣＣはまた、それ自体のＵＥのために、すな
わち、選択されたＰＣＣを介してそれについて１次通信が行われているＵＥのために送る
べき制御およびデータを有し得る。キャリアのうちの少なくとも１つがＬＢＴ免除ステー
タスを含む場合２および３では、送信すべき制御およびデータの４つの異なる動作上の組
合せがあり得る。
組合せ１：クロスキャリア制御＋それ自体のための制御／データ
組合せ２：クロスキャリア制御のみ
組合せ３：それ自体のための制御／データ
組合せ４：送信すべき制御およびデータなし。
送信の選定が組合せ１と組合せ３との間である場合、それは、キャリアのうちの１つへの
ＬＢＴ要件により、クロスキャリア制御があることになるか否かについて不確実性がある
ことを意味する。送信機がクリアＣＣＡを検出した場合、クロスキャリア制御は不要であ
り得るが、ＣＣＡが失敗した場合、クロスキャリア制御は実際は必要であり得る。たとえ
ば、クリアＣＣＡを検出することを試みる際に、特定の送信機によって達成されるエネル
ギー検出結果が所定のしきい値エネルギーレベル（たとえば、－６２ｄＢｍ）と比較され
得る。したがって、チャネル上の検出エネルギーが≧－６２ｄＢｍである場合、送信は、
送信機からの補助ダウンリンクからブロックされる。しかしながら、チャネル上の検出エ
ネルギーが＜－６２ｄＢｍである場合、送信機は、ＣＵＢＳを含む補助ダウンリンク送信
を進める。
【００８０】
　[0093]いくつかのソフトウェア（ＳＷ）／ハードウェア（ＨＷ）構成要素の性質および
限定は、信号送信についての制約を与え得る。たとえば、ＣＣＡ検査から第１のＣＵＢＳ
送信までは、１０μｓ程度の小さいターンアラウンドタイムを有し得る。その上、クリア
ＣＣＡの検出とＰＣＣからのＰＤＣＣＨの送信との間のギャップは、いくつのＣＵＢＳが
送信されるかに依存するので。単一のＣＵＢＳ送信のみがあり得るとき、ＨＷがクロスキ
ャリア許可を準備するのに十分な時間がないことがある。
【００８１】
　[0094]送信機が時間ｔ１において送信することを希望するとき、送信機は、時間ｔ１－
βにおいて送信すべき正確な信号を知る必要があり得、ここで、βは最高数百μｓであり
得、たとえば、３５５μｓは典型的長さのβであり得る。この延長期間は、符号化遅延、
ウォームアップ時間など、様々な原因のせいであり得る。対照的に、送信機は、実際の送
信のわずかｘμｓ前にＣＣＡ検査を実施し得る。たとえば、ｘは、６０～７０μｓなど、
わずか数μｓであり得る。したがって、送信機がクリアＣＣＡを検出したとき、送信機は
、事実上、送信を準備するための時間を有しないことがある。この影響は、データ送信が
シンボル０において開始するようにスケジュールされたとき、よりひどくなり得る。
【００８２】
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　[0095]クリアＣＣＡを検出した後のタイムリーな送信のために送信波形を準備すること
への送信機の潜在的失敗に対処するために、本開示の態様は、送信波形を事前準備する。
図５Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロ
ック図である。ブロック５００において、送信機が、少なくとも１つの非保証型送信キャ
リアについてのクロスキャリア制御情報と、保証型送信キャリアについての制御情報およ
び／またはデータとの候補合成送信波形を事前準備する。そのような例示的な送信機は、
無認可スペクトルを用いたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムを介した通信のために展開さ
れ、構成される。キャリアアグリゲーション構成における送信機に関連する様々なキャリ
アは、ＬＢＴを免除された、保証型送信認可スペクトルキャリアと、非保証型キャリア上
でクリア送信についてＣＣＡ検査を実施することによってＬＢＴ動作を必要とし得る、１
つまたは複数の追加の無認可スペクトルキャリアとの両方を含む。送信機は、クリアＣＣ
Ａ検査を有する非保証型送信キャリアのために保証型送信キャリアを介して送信される送
信波形中にクロスキャリア制御情報を含め得る。したがって、ＣＣＡ動作の結果に依存す
る複数の潜在的候補波形がある。送信機は、ブロック５００において、クリアまたはクリ
アでないＣＣＡ検査のあらゆる潜在的組合せについてこれらの潜在的候補送信波形の各々
を事前準備する。
【００８３】
　[0096]ブロック５０１において、送信機は、非保証型送信キャリアのための送信ステー
タスを受信する。送信ステータスは、非保証型送信キャリアの各々についてのＣＣＡ検査
の結果を含む。非保証型送信キャリアの各々について受信された送信ステータスに基づい
て、送信機は、ブロック５０２において、候補合成送信波形の送信波形を選択する。選択
された特定の事前準備された波形は、受信された送信ステータスの特定の組合せに一致す
る。第１のオプションでは、事前準備された波形の合成および切替えが、ＣＣＡの結果に
応じてベースバンドにおいて行われ得るが、第２のオプションは、ＣＣＡ結果に応じてＲ
Ｆにおいて、事前準備された波形の組合せおよび切替えを行い得る。送信機は、次いでブ
ロック５０３において、選択された送信波形を受信機に送信する。
【００８４】
　[0097]本開示の追加の態様では、送信波形の事前準備は、保証型送信キャリアのための
単一送信波形を含む。図５Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブ
ロックを示す機能ブロック図である。ブロック５０４において、送信機は、保証型送信キ
ャリアについての制御情報および／またはデータを含む候補単一送信波形を事前準備する
。単一送信波形は保証型送信キャリアの自己スケジューリングを表し得る。
【００８５】
　[0098]ブロック５０５において、送信機は、非保証型送信キャリアのための送信ステー
タスを受信する。送信ステータスは、非保証型送信キャリアの各々についてのＣＣＡ検査
の結果を含む。非保証型送信キャリアの各々について受信された送信ステータスに基づい
て、送信機は、ブロック５０５において、候補単一送信波形の送信波形を選択する。選択
された特定の事前準備された波形は、受信された送信ステータスの特定の組合せに一致す
る。送信機は、次いでブロック５０６において、選択された送信波形を受信機に送信する
。
【００８６】
　[0099]送信波形の事前準備は、得られたＬＢＴ動作に応答して送信機が適切な送信を準
備するための十分な時間を与えないことがある、送信機が送信を準備するために典型的に
使用する時間と、ＬＢＴ手順を完了するために典型的に使用される時間との間のタイミン
グ差分に適応するために使用され得る。ベースバンドにおいて潜在的波形を生成する一例
では、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨなどの送信を準備するとき、他のＰＤＣＣＨまたは
ＥＰＤＣＣＨ割当てのＩＱサンプルに逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）後に増分ＩＱサン
プルだけが追加され得るように、クロスキャリア割当てのための増分同相（Ｉ：in-phase
）および直交（Ｑ：quadrature）サンプルなど、増分ベースバンドサンプルのみを生成す
ることが可能であり得る。
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【００８７】
　[00100]本開示の様々な態様は、送信機が、その各々が可能で完全な送信波形であり得
る複数の潜在的組合せについて送信を事前準備するのを開始することを実現する。したが
って、上記で参照されるように、潜在的送信組合せが組合せ１（クロスキャリア制御＋そ
れ自体のための制御／データ）と組合せ３（それ自体のための制御／データ）との間にあ
るとき、送信機は、ＣＣＡ検査が未決定である間に、組合せ１、クロスキャリア制御とそ
れ自体のＵＥのための制御／データの両方を含む波形と、組合せ３、それ自体のＵＥのた
めの制御／データのみを含む波形との両方について送信を事前準備し始め得る。ここでの
事前準備は、時間ｔ１－Ｘにおいて符号化および／または多重化演算を始めること、およ
び／または準備された組合せの各々についての波形をバッファすることを意味し得る。こ
こで、Ｘは、送信のためにパケットを準備するための少なくとも十分な時間であり得る。
データは、ベースバンドにおいて準備され、次いで、ＣＣＡ検査が合格しないときに無線
周波数（ＲＦ）レベルでゲート(gated)される。得られたＣＣＡ決定に基づいて、送信機
は、次いで、送信するために、準備された波形のうちの１つを選択し得る。
【００８８】
　[00101]図６は、本開示の一態様に従って構成された送信機６００を示すブロック図で
ある。モバイルデバイスまたはＵＥへの通信を行うｅＮＢ、基地局、またはアクセスポイ
ントであり得るか、あるいはｅＮＢ、基地局、またはアクセスポイントへの通信を行うモ
バイルデバイスまたはＵＥであり得る、送信機６００。送信機６００は、受信機６０１へ
の送信通信を行う。受信機６０１は、送信機６００のネットワークエンティティに応じて
、ｅＮＢ、基地局、アクセスポイント、モバイルデバイス、ＵＥなどのいずれかであり得
る受信エンティティである。送信機６００と受信機６０１との間の通信は、キャリアアグ
リゲーション実装に従って動作させられるキャリアの集合、キャリア６０～６２を介して
行われる。キャリア６０は、認可周波数スペクトル内に位置し、したがって、ＬＢＴを免
除される。キャリア６１～６２はそれぞれ、送信の前にＬＢＴ動作を必要とする無認可周
波数スペクトル内に位置する。
【００８９】
　[00102]送信機６００は、送信機６００の特徴および機能を提供する、メモリ６０３に
記憶されたコードまたは論理を実行するコントローラ／プロセッサ６０２を含む。コント
ローラ／プロセッサ６０２はまた、キャリア６０～６２を介してワイヤレス通信を行うた
めに使用される、ワイヤレスラジオ６０４を含む送信機６００のハードウェア構成要素を
制御する。クロスキャリア割当て情報を受信機６０１に送信するために準備するとき、送
信機６００は、キャリア６１～６２の送信ステータスまたはＣＣＡ結果に応じてキャリア
６０～６２上の通信可能性の各々を決定するために、メモリ６０３に記憶された候補送信
データ６０５にアクセスする。キャリア６０は、無認可キャリア６１および６２上での送
信のためのクロスキャリア制御情報を潜在的に搬送するためにＰＣＣとして選択される。
コントローラ／プロセッサ６０２は、キャリア６１および６２についてのＣＣＡ結果の組
合せのすべてを仮定して、可能な候補送信の各々について各完全な送信波形を事前準備す
るために、メモリ６０３に記憶された波形生成器論理６０６を実行する。コントローラ／
プロセッサ６０２はまた、メモリ６０３に記憶された増分ＩＱサンプリング論理６１１を
実行し得る。増分ＩＱサンプリング論理６１１の実行環境は、オープン送信キャリアの各
可能な組合せについて、ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨなどの送信内のクロスキャリア割
当てのために使用され得る増分ベースバンド信号のみを生成する。クロスキャリア割当て
のための増分ＩＱサンプルおよび候補送信波形の各々は、次いで、メモリ６０３の一部で
あり得るかまたは送信機６００内の別個のメモリロケーションであり得るバッファ６０７
に記憶される。
【００９０】
　[00103]送信のための準備において、送信機６００は、キャリア６１および６２上でＣ
ＣＡ検査を実施する。図６に示された例では、送信機６００は、キャリア６１についてク
リアＣＣＡを検出するが、キャリア６２についてＣＣＡ失敗を検出する。したがって、送
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信機６００は、キャリア６１上では送信可であるが、キャリア６２上では送信可でない。
ＣＣＡ検査に応答して受信されるこの送信ステータスに基づいて、コントローラ／プロセ
ッサ６０２は、キャリア６１についてのクリアＣＣＡとキャリア６２についての失敗ＣＣ
Ａとに対応するバッファ６０７中の事前準備された送信波形を選択するために、送信選択
器論理６０８を実行する。ＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨなどの制御チャネルを準備する
際に、コントローラ／プロセッサ６０２は、他のＰＤＣＣＨまたはＥＰＤＣＣＨ割当ての
ＩＱサンプル上でＩＦＦＴを実施した後に、合成器６１２を使用することによってキャリ
ア６０のためのＰＤＣＣＨ準備においてキャリア６１へのクロスキャリア割当てのための
増分ＩＱサンプルを合成するために特定の選択を選択する。準備されたＰＤＣＣＨまたは
ＥＰＤＣＣＨなど、制御送信を含む、選択された対応する、合成され事前準備された送信
波形は、次いで、コントローラ／プロセッサ６０２の制御下でワイヤレスラジオ６０４を
通して、キャリア６０、保証型送信キャリアを介して受信機６０１に送信される。受信機
６０１は、次いで、コントローラ／プロセッサ６０９の制御下でワイヤレスラジオ６１０
を通して送信を受信し得る。
【００９１】
　[00104]各ＣＣＡ検査は、別のＣＣＡ検査が実施される前の１０ｍｓ間または無線フレ
ーム全体の間、概して有効で適用可能であることに留意されたい。したがって、ＣＣＡ決
定が行われると、送信機は、次のＣＣＡ要件が起こるまで、後続のサブフレームにおいて
各潜在的合成波形のための事前準備を中止し得る。
【００９２】
　[00105]さらに、ＬＢＴ要件を含むキャリアの数が増加するにつれて、潜在的組合せの
数が極めて大きくなり得ることに留意されたい。したがって、そのような事前準備手順を
実装する本開示の様々な態様のために十分な処理リソースおよびメモリリソースが利用可
能になり得る。
【００９３】
　[00106]本開示の代替態様はまた、送信機が、異なるキャリアごとに送信を別々に準備
し始めることを提供し得る。したがって、上記で参照されるように、潜在的送信組合せが
組合せ１（クロスキャリア制御＋それ自体のための制御／データ）と組合せ３（それ自体
のための制御／データ）との間であるとき、送信機は、それ自体のための制御／データの
ための送信を準備することと、クロスキャリア制御のための送信を別々に準備することと
を開始し得る。そのような各準備された送信は、それが送信すべき唯一の信号であるかの
ように、それ自体の独立した高速フーリエ変換（ＦＦＴ）演算を有し得る。失敗したＣＣ
Ａが検出されると、送信機は、別個の送信波形を単一の送信に合成するために、異なるＦ
ＦＴ出力にわたって合成演算を使用する。したがって、再び上記の例を参照すると、第１
のＦＦＴ演算を使用してそれ自体のための制御／データ送信波形が準備され、第２のＦＦ
Ｔを使用して別個のクロスキャリア制御送信波形が準備されたとき、キャリアのうちの１
つ上でＣＣＡ失敗が検出されると、送信側送信機は、それ自体のための制御／データとク
ロスキャリア制御情報の両方を含む単一の送信を作成するために、別々の準備された送信
波形を合成するための合成演算を使用する。
【００９４】
　[00107]概して、ＣＣＡの不確実性を考慮した最適なスケジューリングは、多数の波形
の生成を含み得る。すべてのユーザの間で空または未使用のＥＰＤＣＣＨリソースブロッ
ク（ＲＢ）を分配するための多数の異なる方法が存在することが主な理由で、波形の数は
多い。しかしながら、制約付きスケジューリングは波形の数、複雑さを著しく低減するこ
とができる。本開示の追加の態様は、ＦＦＴ演算後に送信に波形を追加することを提供す
る。
【００９５】
　[00108]それのリソースを十分に利用するために、送信機は、異なるキャリアからのＣ
ＣＡ結果の様々な異なる組合せを仮定して複数の信号を準備し得る。たとえば、一態様で
は、第１のキャリア、キャリア１は、キャリア２のクロスキャリアシグナリングのために
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拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）を送信するために８つのリソースブ
ロック（ＲＢ）を使用する。しかしながら、ＣＣＡ検査がキャリア２において失敗した場
合、送信機はキャリア２上で送信し得ず、したがって、クロスキャリア制御シグナリング
の必要性がなくなる。それに応じて、キャリア１は、それ自体のＵＥのための制御および
データ送信のためにそれらの８つのＲＢを再利用するか、あるいは、検出されたクリアＣ
ＣＡを有する他のキャリアのためのクロスキャリア制御シグナリングのためにそれらの８
つのＲＢを使用し得る。代替的に、キャリア１はまた、単にそれらの８つのＲＢを譲り得
る。
【００９６】
　[00109]図７Ａは、本開示の一態様に従って構成された送信機７００を示すブロック図
である。送信機７００と受信機７０１との間の通信がキャリア７０～７２のキャリアアグ
リゲーションを介して行われる。キャリア７０は、ＬＢＴ要件を免除された保証型送信キ
ャリアであるが、キャリア７１および７２は、送信の前にＣＣＡを実施しなければならな
い非保証型送信キャリアである。キャリア７０は、したがって、キャリア７１および７２
の送信ステータスに応じて利用可能であり得る何らかのクロスキャリア制御情報を搬送す
るように指定される。図７に示された本開示の態様は、クリア送信ステータスを有し得る
キャリアごとに別々の送信波形の事前準備を提供する。このようにして、メモリ７０３に
記憶された候補送信データ７０５にアクセスする際に、送信機７００は、コントローラ／
プロセッサ７０２の制御下で、各潜在的送信、すなわち、キャリア７０のための送信と、
キャリア７１のための送信と、キャリア７２のための送信とを識別し得る。コントローラ
／プロセッサ７０２は波形生成器７０６を実行し、波形生成器７０６は、キャリア７０～
７２の各々について個々の送信波形を事前準備する。各別々の波形は、異なるＦＦＴを使
用して生成される。コントローラ／プロセッサ７０２は、メモリ７０３中の、キャリアＦ
ＦＴデータ７０７から取得された異なるＦＦＴを使用してＦＦＴ７０８、変換構成要素を
動作させる。再び、各別々の送信波形はバッファ７０９に記憶される。制御情報はまた、
キャリア７１および７２の各々のＣＣＡ検査結果に依存し得るＥＰＤＣＣＨクロスキャリ
ア制御割当てを表す波形を生成することによって事前準備され得る。事前準備されたクロ
スキャリア制御情報もバッファ７０９に記憶され得る。
【００９７】
　[00110]送信のための準備において、送信機７００は、キャリア７１および７２上でＣ
ＣＡ検査を実施する。キャリア７２についてクリアＣＣＡが検出されるが、キャリア７１
についてＣＣＡは失敗する。したがって、送信機７００は、キャリア７０について送信を
提供し、キャリア７２についてクロスキャリア制御情報を提供していることになる。これ
らの送信ステータス結果に基づいて、送信機７００は、バッファ７０９に記憶された、キ
ャリア７０のための事前準備された送信波形と、キャリア７２のための事前準備された送
信波形とを選択し、合成器７１１を使用して別々の波形を合成するために、コントローラ
／プロセッサ７０２の制御下で送信選択器論理７１０を実行する。コントローラ／プロセ
ッサ７０２はまた、合成器７１１を使用して、キャリア７２上の成功したＣＣＡのための
ＥＰＤＣＣＨクロスキャリア割当てを含んだ、事前準備された波形を合成することによっ
てＥＰＤＣＣＨを準備し得る。合成波形およびＥＰＤＣＣＨは、次いで、ワイヤレスラジ
オ７０４を使用して保証型送信キャリア７０を介して受信機７０１に送信される。受信機
７０１は、次いで、コントローラ／プロセッサ７１２の制御下でワイヤレスラジオ７１３
を通して送信を受信し得る。コントローラ／プロセッサ７１２は、キャリア７２について
のクロスキャリア制御情報および合成された送信データを分離するように動作する。
【００９８】
　[00111]上記で説明した合成事前準備態様の場合と同様に、ここで説明する別の送信事
前準備態様は、ＣＣＡ検出が行われると、次のＣＣＡ要件が起こる前に、事前準備を中止
し得ることに留意されたい。
【００９９】
　[00112]ＥＰＤＣＣＨスケジューリングのために使用されるＲＢは無認可キャリアＣＣi
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ごとに異なり、ここで、「ｉ」は特定のＣＣのインデックスである。概して、分散拡張コ
ンポーネントキャリア要素（ＥＣＣＥ）が使用されるときでも、異なる無認可キャリア上
のデータを示すために共通のＲＢはＥＰＤＣＣＨのために使用されない。この仮定は、し
たがって、異なる無認可キャリアのＥＰＤＣＣＨを分離し、これにより、ＣＣごとに独立
した波形が生成されることが可能になる。そのようなプロセスの結果は、制御リソースの
準最適な利用をもたらし得る。ＣＣi上でのＣＣＡ失敗の場合、ＣＣiのＥＰＤＣＣＨリソ
ース上でスケジュールされるべきユーザのセットはＣＣiごとに異なる。したがって、ｅ
ＮＢまたは基地局などの送信機は、あらかじめこの代替前提(hypothesis)スケジューリン
グを行うことができる。再び、結果は準最適なスケジューリングになり得る。
【０１００】
　[00113]そのような準最適な結果に対処するために、本開示の様々な態様は、無認可キ
ャリアごとに２つの波形を計算する。ＣＣi上でのＣＣＡ成功のための波形１は、ＣＣi上
にデータのためのＥＰＤＣＣＨを含んでいるが、ＣＣi上でのＣＣＡ失敗のための波形２
は、ＰＣＣについてのデータおよびＥＰＤＣＣＨを含んでいる。したがって、計算される
べき波形の総数＝２Ｎ＋１、ここにおいて、Ｎは無認可キャリアの総数を表す。波形のう
ちの１つは、ＥＰＤＣＣＨロケーション中にすべて０を伴って作成される。したがって、
説明する態様はＮに基づく線形数の波形を作成し得るが、前の一般的な解決策は指数関数
的数の波形を作成し得るので、説明する態様を使用して、より少ない波形が生成される。
次いで、ＣＣiのための正しい波形が、ＣＣＡ結果に基づいて追加され、受信機に送信さ
れる。
【０１０１】
　[00114]図７Ｂは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック７１４において、送信機が、無認可キャリアごとに第
１の波形を生成する。無認可キャリアの各々のための第１の波形は、対応するキャリア上
でデータ送信を割り当てるためのＥＰＤＣＣＨを含む。したがって、第１の波形は、対応
するキャリアについてのクリアＣＣＡ検査を仮定して生成される。
【０１０２】
　[00115]ブロック７１５において、送信機は、無認可キャリアごとに第２の波形を生成
する。無認可キャリアの各々のための第２の波形はＰＣＣについてのデータおよびＥＰＤ
ＣＣＨを含む。したがって、第２の波形は、対応するキャリアについての失敗したＣＣＡ
検査を仮定して生成される。
【０１０３】
　[00116]ブロック７１６において、送信機は第３の波形を生成する。第３の波形は、Ｅ
ＰＤＣＣＨロケーション中のような、制御ロケーション中にすべて０を含むように生成さ
れる。１つのみの第３の波形タイプが送信機によって生成される。
【０１０４】
　[00117]ブロック７１７において、送信機は、無認可キャリアの各々についてＣＣＡ検
査を監視し、キャリアのＣＣＡ結果に基づいて、そのキャリアのために第１の波形または
第２の波形のいずれかを選択する。たとえば、失敗したＣＣＡ結果がＣＣ１について検出
された場合、送信機は、ＣＣ１のために生成された第２の波形を選択し、クリアＣＣＡ結
果がＣＣ２について検出された場合、送信機は、ＣＣ２のために生成された第１の波形を
選択する。
【０１０５】
　[00118]ブロック７１８において、送信機は、無認可キャリアのための選択された波形
の各々と、ゼロ化された第３の波形との合成である、制御チャネルを送信する。無認可キ
ャリアごとに２つの波形を事前準備することによって、送信機によって合計２Ｎ＋１個の
波形が事前準備され、ここで、Ｎは無認可キャリアの総数である。
【０１０６】
　[00119]本開示の様々な態様はまた、第１のサブフレームのための固定数のシンボル後
にデータ送信の開始を遅延させることを提供し得る。しかしながら、送信機は、ＣＣＡ動
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作におけるクリアな検出が完了するとすぐに何らかの特定のキャリア上で送信を開始する
ので、送信機は、これらの第１の固定数のシンボル中に非時間制約型関係の送信を送信す
ることになる。非時間制約型関係の送信は、共通基準信号（ＣＲＳ）、チャネル使用パイ
ロット信号（ＣＵＰＳ）、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）など、ＣＣＡ動作に関
して不確実性を有しない信号を含む。固定数のシンボルによって与えられる追加の時間は
、ＣＣＡ検査が首尾よく検出された後に送信機が送信波形を準備することを可能にする。
【０１０７】
　[00120]図８Ａは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック８００において、送信機が送信フレームの第１のサブ
フレームに入る。第１のサブフレームは、送信機に関連するいずれかの非保証型送信キャ
リア上でＣＣＡ検査が実施される第１のサブフレームを表す。ブロック８０１において、
送信機は、送信機に関連する非保証型キャリアのうちの少なくとも１つのための送信ステ
ータスを受信する。送信機は、次いでブロック８０２において、第１のサブフレーム中の
固定数のシンボルの間に少なくとも１つの非保証型送信キャリア上で非時間制約型信号を
送信し始め得る。ＣＲＳ、ＣＵＰＳ、ＣＵＢＳ、同期信号、チャネル状態情報－基準信号
（ＣＳＩ－ＲＳ）、またはそれらの組合せなどの非時間制約型信号は、送信機が受信され
た送信ステータスに基づいて送信波形を生成している間、送信される。このようにして、
送信ステータスが知られるとデータ／制御波形が生成され得る一方で、非時間制約型信号
の送信を介してＬＢＴ手順に従ってキャリア上での送信が維持される。ブロック８０３に
おいて、非時間制約型信号を搬送する固定数のシンボル後の第１の送信シンボルにおいて
開始する、送信ステータスに応答して生成された送信波形が送信される。
【０１０８】
　[00121]代替的に、非保証型送信キャリア上で非時間制約型信号を送信する代わりに、
送信機は、保証型送信キャリア上で非時間制約型信号を送信し得る。図８Ｂは、本開示の
別の態様を実装するために、図８Ａに示されたブロックの変形形態を示す機能ブロック図
である。図８Ａのブロックの場合と同様に、ブロック８００において、送信機は送信フレ
ームの第１のサブフレームに入る。第１のサブフレームは、送信機に関連するいずれかの
非保証型送信キャリア上でＣＣＡ検査が実施される第１のサブフレームを表す。ブロック
８０１において、送信機は、送信機に関連する非保証型キャリアのうちの少なくとも１つ
のための送信ステータスを受信する。送信機は、次いで代替態様のブロック８０４におい
て、第１のサブフレーム中の固定数のシンボルの間に保証型送信キャリア上で非時間制約
型信号を送信し始め得る。図８Ａに示された例の場合と同様に、非時間制約型信号は、送
信機が受信された送信ステータスに基づいて送信波形を生成している間に送信される。こ
のようにして、送信ステータスが知られるとデータ／制御波形が生成され得る一方で、保
証型送信キャリア上での非時間制約型信号の送信を介してＬＢＴ手順に従ってキャリア上
での送信が維持される。ブロック８０３において、非時間制約型信号を搬送する固定数の
シンボル後の第１の送信シンボルにおいて開始する、送信ステータスに応答して生成され
た送信波形が送信される。
【０１０９】
　[00122]図９は、本開示の一態様に従って構成された送信機９００を示すブロック図で
ある。送信機９００は、構成要素の中でも、コードを実行し、送信機９００の特徴および
機能を実装する様々なハードウェアおよび構成要素を制御するコントローラ／プロセッサ
９０１と、コントローラ／プロセッサ９０１の制御下で、指定された受信機に様々な波形
を送信するワイヤレスラジオ９０２とを含む。送信機９００は、図８に示された手順に従
って動作するように構成される。送信機９００においていずれかの１つまたは複数の非保
証型送信キャリアの送信ステータスが受信されたとき、少なくとも１つの非保証型送信キ
ャリアを介した、ＣＲＳなどの非時間制約型信号の送信が、送信フレーム９０３の第１の
サブフレーム９０４中のシンボルの第１のセットにおいて開始する。ＣＲＳは遅延シンボ
ル領域９０５中で送信される。遅延シンボル領域９０５は、送信機９００が、非保証型送
信キャリアの受信された送信ステータスに応答しておよびそれに基づいて適切な送信波形
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を生成するのに十分な時間を提供する。遅延シンボル領域９０５の後に、送信ステータス
に基づいて生成された実際のデータ／制御信号が、第１のサブフレーム９０４の残り上の
送信シンボル領域９０６中で送信される。
【０１１０】
　[00123]非時間制約型信号の送信は、送信フレーム９０３の第１のサブフレーム９０４
の遅延シンボル領域９０５中でのみ行われる。送信ステータスを受信した後に、それは、
送信フレーム９０３の持続時間全体の間、有効なままである。したがって、送信機９００
は、送信フレーム９０３の他のサブフレームの遅延シンボル領域９０５中でそのような非
時間制約型信号を送信する必要がない。
【０１１１】
　[00124]本開示の別の態様では、２次セルプロセッサは、それのアイドル時間中に複製(
duplicate)ＰＤＣＣＨを生成し、次いで、１次セルプロセッサを事前準備するかまたはそ
れを支援するためにそのＰＤＣＣＨを１次セルプロセッサに転送し得る。図１０は、本開
示の一態様を実施するために実行される例示的なブロックを示す機能ブロック図である。
図１１は、図１０において識別されたブロックを実施するように構成された２次セルプロ
セッサの送信ストリーム１１００を示すブロック図である。ブロック１０００において、
２次セルプロセッサはアイドル時間に入る。たとえば、２次セルプロセッサの送信ストリ
ーム１１００のフレーム１１０１は、２次セルプロセスがその間にサブフレームＤ１～Ｄ
６中で信号を送信する送信期間１１０２を含む。サブフレームＤ６における送信の後に、
２次セルプロセッサはアイドル時間１１０３に入る。
【０１１２】
　[00125]ブロック１００１において、２次セルプロセッサは、１次セルのための複製Ｐ
ＤＣＣＨサンプルを生成する。したがって、２次セルプロセッサは、アイドル時間１１０
３中に複製ＰＤＣＣＨサンプルを生成する。
【０１１３】
　[00126]ブロック１００２において、２次セルプロセッサは、複製ＰＤＣＣＨサンプル
を１次セルに転送する。１１０４においてＣＵＢＳ送信を開始するより前に、２次セルプ
ロセッサは、１次セルがそれのクロスキャリア割当て送信に追加するためにＰＤＣＣＨサ
ンプルを１次セルに転送する。
【０１１４】
　[00127]本開示の追加の態様は、ＣＵＢＳ持続時間を増加させることによってＣＣＡ送
信と１次セルからのＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨの送信との間の時間量の増加を実現する。
ＣＵＢＳの数は、規格において指定されるかまたは基地局によって構成され得る。基地局
は、一定数のシンボルＮ、多重化から次のサブフレームの境界までのリードタイムを必要
とし得る。１つの代替態様は、基地局についてのＣＣＡ検査のロケーションがＰＤＣＣＨ
／ｅＰＤＣＣＨ送信より少なくともＭシンボル前になり得るように、ＣＵＢＳ持続時間を
所定数のシンボルＭに増加させ得る。
【０１１５】
　[00128]本開示の様々な追加の態様は、ＣＣＡ検査が合格すると仮定して、基地局がク
ロスキャリア割当てを常に送信することを提供する。クロスキャリア割当てが常に送信さ
れることにより、ＵＥは、補助ダウンロード（ＳＤＬ：supplemental download）送信の
実際の存在を決定するためにＣＵＢＳを検出することを試み得る。ＵＥからの検出誤りが
ある場合、ＵＬ　ＡＣＫにおいて不整合がある。
【０１１６】
　[00129]図１２は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック１２００において、モバイルデバイスが、少なくとも
１つの非保証型送信キャリアに関係する少なくとも１つのクロスキャリア割当てを受信す
る。たとえば、モバイルデバイスが、保証型キャリアと非保証型キャリアとの合成を介し
た通信を受信することを動作させるとき、モバイルデバイスは、クリアＣＣＡを検出する
ことなしに１次セルによって送られた非保証型キャリアに関係するクロスキャリア割当て
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を常に受信することになる。
【０１１７】
　[00130]ブロック１２０１において、モバイルデバイスは、非保証型送信キャリアに関
連する１つまたは複数のチャネル予約信号について監視する。たとえば、クロスキャリア
割当てを受信した後に、モバイルデバイスは、それらの非保証型キャリアに関連するいず
れかのＣＵＢＳ送信について監視することになる。ＣＵＢｓが検出されない場合、モバイ
ルデバイスはまた、通信を誤った許可として扱い、したがって、間欠送信（ＤＴＸ）モー
ドに入り得る。代替的に、ＣＵＢＳが検出されない場合、モバイルデバイスは、ＮＡＣＫ
を送信し、モバイルデバイスが復号することを試みていたであろうデータに関連する対数
尤度比（ＬＬＲ：log likelihood ratio）をフラッシュし得る。そのような場合、モバイ
ルデバイスは、ＣＣＡ検査が失敗したと確認する。
【０１１８】
　[00131]モバイルデバイスが非保証型キャリア上でＣＵＢＳ送信を検出した場合、モバ
イルは、データを復号することを試み、モバイルデバイスがデータを正常に復号した場合
はＡＣＫを送るか、または復号が失敗した場合はＮＡＣＫを送る。ＣＵＢＳ送信が検出さ
れると、モバイルデバイスは、合成復号、干渉消去などのためにデータに関連するＬＬＲ
を記憶することになる。
【０１１９】
　[00132]図１３は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック１３００において、基地局が、少なくとも１つの非保
証型送信キャリアに関係する少なくとも１つのクロスキャリア割当てをモバイルデバイス
に送信する。基地局は、ＣＣＡ検査が完了しなくても、非保証型キャリアのためのクロス
キャリア割当てを送信する。
【０１２０】
　[00133]ブロック１３０１において、基地局は、非保証型キャリア上でチャネル予約信
号について監視する。基地局はクリアＣＣＡ検査を仮定してクロスキャリア割当てを送る
ので、基地局は、次に、実際に、非保証型キャリア上での送信が可能にされるかどうかを
決定するために監視する。たとえば、１次セルの基地局は、非保証型キャリアに関連する
ＣＵＢＳ送信についてリッスンする。
【０１２１】
　[00134]ブロック１３０２において、基地局は、非保証型送信キャリア上でチャネル受
信信号を検出したことに応答してＡＣＫ／ＮＡＣＫ検出を実施する。非保証型キャリア上
でのＣＵＢＳ送信などのチャネル受信信号の検出は、それらのキャリア上で送信が可能に
されたことを意味するので、基地局は、データ通信に受信確認をするためのモバイルデバ
イスからのＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信を予期しなければならない。基地局はまた、データ送信
に関連する何らかのＬＬＲをモバイルデバイスが保存していると仮定することになる。
【０１２２】
　[00135]ＣＵＢＳが検出されたがデータが正常に復号されなかった場合、およびＣＵＢ
Ｓが送信されなかったときのいずれでも、モバイルデバイスはＮＡＣＫを送信し得るので
、データが正しく復号されなかったかどうかまたはＣＵＢＳが検出されたかどうかについ
て、基地局にとって混乱があり得る。本開示のそのような態様では、モバイルデバイスは
、モバイルデバイスがＣＵＢＳ送信を検出することができなかったのでＮＡＣＫが送信さ
れたかどうか、またはＣＵＢＳが送信され検出されたときにデータを復号することへの失
敗があったかどうかを示すビットインジケータをいずれかのＮＡＣＫ送信とともに送り得
る。
【０１２３】
　[00136]本開示の追加の態様は、無認可または非保証型キャリアの直接スケジューリン
グを２次セルから直接的にのみ提供する。この解決策では、スケジュールされるべき２次
セルがＣＣＡまたはＬＢＴ手順に従わなければならないとき、クロスキャリア割当ては可
能にされないことがある。複数の無認可または非保証型２次セルを考慮するとき、各セル
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は物理レイヤ（ＰＨＹ）とは別個に処理されることになる。そのような各キャリア上での
ＣＣＡ結果は、後続のサブフレームの共同スケジューリングのためにフィードバックされ
得る。
【０１２４】
　[00137]図１４は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック１４００において、モバイルデバイスは、通信のため
の少なくとも１つの非保証型送信キャリアを検出する。
【０１２５】
　[00138]ブロック１４０１において、モバイルデバイスは、その非保証型キャリアに関
連する２次セルから直接的に、非保証型キャリアに関連するリソース割当てを受信する。
したがって、各非保証型キャリアのための割当ては、対応する２次セルから直接的にのみ
来ることになる。
【０１２６】
　[00139]本開示の追加の態様は、（ＰＤＣＣＨのために）第１のシンボル後のシンボル
中に生じる、ＥＰＤＣＣＨにおいて非保証型送信キャリアのためのすべてのクロスキャリ
ア割当てを送ることによって処理するためのより多くの時間を提供する。ＥＰＤＣＣＨは
後のシンボル中で生じるので、クロスキャリア割当ての準備のためにより多くの時間があ
る。この解決策では、ＣＣＡまたはＬＢＴ要件に従わなければならない周波数のためのす
べてのクロスキャリア割当ては、ＥＰＤＣＣＨから送信されることになる。追加の態様は
、そのようなＥＰＤＣＣＨをその上で開始すべき特定のシンボルをさらに指定し得る。
【０１２７】
　[00140]図１５は、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示
す機能ブロック図である。ブロック１５００において、モバイルデバイスが１次セルから
制御通信を受信する。
【０１２８】
　[00141]ブロック１５０１において、モバイルデバイスは、制御通信の少なくとも第１
のシンボルの後の拡張制御チャネルシンボル中で１つまたは複数のクロスキャリア割当て
を受信する。たとえば、ＰＤＣＣＨは、制御通信の第１のシンボル中での送信のために予
約済みであり得、クロスキャリア割当ては、送信のより後のシンボル中にあるＥＰＤＣＣ
Ｈ中に含まれる。より後のシンボルロケーションは、そのようなクロスキャリア割当て準
備のためのより多くの時間を可能にする。
【０１２９】
　[00142]当業者であれば、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれか
を使用して表され得ることを理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって参照さ
れ得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧
、電流、電磁波、磁場または粒子、光場または光粒子、あるいはそれらの任意の組合せに
よって表現され得る。
【０１３０】
　[00143]図５Ａ、図５Ｂ、図７Ａ、図８Ａ、図８Ｂ、図１０、および図１２～図１５の
機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、
電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、ま
たはそれらの任意の組合せを備え得る。
【０１３１】
　[00144]本明細書で本開示に関連して説明した様々な例示的論理ブロック、モジュール
、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者ならさらに諒解されよう。ハー
ドウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブ
ロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関
して説明した。そのような機能性がハードウェアとして実装されるか、またはソフトウェ
アとして実装されるかは、システム全体に課される特定のアプリケーションおよび設計制
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約に依存する。当業者は、説明した機能性を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得る
が、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではな
い。当業者はまた、本明細書で説明した構成要素、方法、または相互作用の順序あるいは
組合せは例にすぎないこと、および本開示の様々な態様の構成要素、方法、または相互作
用は、本明細書で例示し、説明したもの以外の方法で組み合わせられるかまたは実施され
得ることを容易に認識されよう。
【０１３２】
　[00145]本明細書で開示する実施形態に関連して説明した様々な例示的論理ブロック、
モジュール、および回路は、本明細書で説明した機能を実施するように設計された汎用プ
ロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバイ
ス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア構
成要素、あるいはそれらの任意の組合せを用いて実装または実施され得る。汎用プロセッ
サはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは
また、計算デバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数
のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あ
るいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
【０１３３】
　[00146]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接
ハードウェアで具現化されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール
で具現化されるか、またはその２つの組合せで具現化され得る。ソフトウェアモジュール
は、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ
（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ
、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に存在し得る。例示的な
記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むこと
ができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体化さ
れ得る。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に存在し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中
に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中の個別構成要素
として存在し得る。
【０１３４】
　[00147]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ
可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするすべ
ての媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体との両方を含む。コンピュータ可読記
憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体
であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクスト
レージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望
のプログラムコード手段を搬送または格納するために使用され得、汎用もしくは専用コン
ピュータ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒
体を備え得る。また、接続はコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれ得る。たとえば、ソフ
トウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはデジタル加入
者線（ＤＳＬ）を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他のリモートソースから
送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはＤＳＬは
、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）
は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光
ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標
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）ディスク（disk）、およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディ
スク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザ
ーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきで
ある。
【０１３５】
　[00148]特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、２つ以上の項目の列挙
中で使用されるとき、「および／または」という語は、列挙された項目のうちのいずれか
１つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの２つ以上の任意の組合せ
が採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣ
を含んでいると記述されている場合、その組成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組
合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ、またはＡとＢとＣの組合せを含んでいることが
ある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくと
も１つ」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、または
Ｃのうちの少なくとも１つ」の列挙は、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたは
ＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような選言的列挙を示す
。
【０１３６】
　[00149]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者でも本開示を作製または使用
することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明
らかになり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱すること
なく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および
設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最
も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　送信機において、少なくとも１つの非保証型送信キャリアのうちの１つについてのクロ
スキャリア制御情報と、保証型送信キャリアについての制御情報およびデータのうちの１
つまたは複数との複数の候補合成送信波形を事前準備することと、
　前記送信機において、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステ
ータスを受信することと、
　前記送信機によって、前記送信ステータスに基づいて前記複数の候補合成送信波形から
送信波形を選択することと、
　前記送信機によって、前記選択された送信波形を受信機に送信することとを備える、ワ
イヤレス通信の方法。
［Ｃ２］
　前記送信波形を前記選択することが、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリア上で
のクリア送信を示す、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの前記受信された送信
ステータスに応答して実施される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記複数の候補合成送信波形は、
　前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの各々のためのクロスキャリア制御送信波
形と、前記クロスキャリア制御送信波形が、前記関係する少なくとも１つの非保証型送信
キャリアに関連するクロスキャリア制御情報を含み、
　前記保証型送信キャリアのためのローカルキャリア送信波形と、前記ローカルキャリア
送信波形が、前記保証型送信キャリアについての制御情報およびデータのうちの１つまた
は複数を含み、を含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記複数の候補合成送信波形の各々が、異なる変換演算を使用して形成される、Ｃ３に
記載の方法。
［Ｃ５］
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　前記送信波形を前記選択することは、前記ローカルキャリア送信波形を前記受信された
送信ステータスがクリア送信を示す前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの各々に
ついての前記クロスキャリア制御送信波形と合成することを含む、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記送信波形を前記選択することが、送信なしを示す前記少なくとも１つの非保証型送
信キャリアの前記受信された送信ステータスに応答して前記ローカルキャリア送信波形の
みを選択することを含む、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記事前準備することと、前記受信することと、前記選択することと、前記選択された
送信波形を前記送信することとが、
　前記送信ステータスを受信することより前のサブフレームと、
　前記送信ステータスを前記受信することから所定の時間後の第１のサブフレームとのう
ちの１つにおいて実施される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　送信機において、保証型送信キャリアについての制御情報およびデータのうちの１つま
たは複数の複数の候補単一送信波形を事前準備することと、
　前記送信機において、少なくとも１つの非保証型送信キャリアについての送信ステータ
スを受信することと、
　前記送信機によって、前記送信ステータスに基づいて前記複数の候補単一送信波形から
送信波形を選択することと、
　前記送信機によって、前記選択された送信波形を受信機に送信することとを備える、ワ
イヤレス通信の方法。
［Ｃ９］
　前記送信波形を前記選択することが、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリア上で
の送信なしを示す、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの前記受信された送信ス
テータスに応答して実施される、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記事前準備することと、前記受信することと、前記選択することと、前記選択された
送信波形を前記送信することとが、
　前記送信ステータスを受信することより前のサブフレームと、
　前記送信ステータスを前記受信することから所定の時間後の第１のサブフレームとのう
ちの１つにおいて実施される、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１１］
　送信機によって、送信フレームの第１のサブフレームに入ることと、
　前記送信機において、前記送信機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアに
ついての送信ステータスを受信することと、
　前記送信機によって、前記第１のサブフレームの固定数のシンボルの間に非保証型送信
キャリア上で非時間制約型信号を送信することと、
　前記送信機によって、前記第１のサブフレーム中の前記固定数のシンボル後の第１の送
信シンボルにおいて開始する、前記送信ステータスに応答して生成された送信波形を送信
することと、ここにおいて、前記送信波形が前記送信ステータスに基づく、を備える、ワ
イヤレス通信の方法。
［Ｃ１２］
　前記送信波形波形は、
　クリア送信を示す前記送信ステータスを有する前記少なくとも１つの非保証型送信キャ
リアの各々についてのクロスキャリア制御情報と、保証型送信キャリアについての制御情
報およびデータのうちの１つまたは複数との合成送信波形、あるいは
　前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの各々が、送信なしを示す前記送信ステー
タスを有するときの、前記保証型送信キャリアについての制御情報およびデータのうちの
前記１つまたは複数の単一送信波形のうちの１つを含む、Ｃ１１に記載の方法。
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［Ｃ１３］
　前記非時間制約型信号が、共通基準信号（ＣＲＳ）、チャネル使用パイロット信号（Ｃ
ＵＰＳ）、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）、同期信号、ＣＳＩ－ＲＳ、またはそ
れらの組合せのうちの１つまたは複数を含む、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１４］
　送信機によって、送信フレームの第１のサブフレームに入ることと、
　前記送信機において、前記送信機に関連する少なくとも１つの非保証型送信キャリアに
ついての送信ステータスを受信することと、
　前記送信機によって、前記第１のサブフレームの固定数のシンボルの間に保証型送信キ
ャリア上で非時間制約型信号を送信することと、
　前記送信機によって、前記第１のサブフレーム中の前記固定数のシンボル後の第１の送
信シンボルにおいて開始する、前記送信ステータスに応答して生成された送信波形を送信
することと、ここにおいて、前記送信波形が前記送信ステータスに基づく、を備える、ワ
イヤレス通信の方法。
［Ｃ１５］
　前記送信波形波形が、前記少なくとも１つの非保証型送信キャリアの各々が、送信なし
を示す前記送信ステータスを有するときの、前記保証型送信キャリアについての制御情報
およびデータのうちの前記１つまたは複数の単一送信波形を含む、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記非時間制約型信号が、共通基準信号（ＣＲＳ）、チャネル使用パイロット信号（Ｃ
ＵＰＳ）、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）、同期信号、ＣＳＩ－ＲＳ、またはそ
れらの組合せのうちの１つまたは複数を含む、Ｃ１４に記載の方法。
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