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(57)【要約】
　ワイヤレス通信のための方法、システム、装置、およ
びデバイスが説明される。デバイスにより実行されたク
リアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）と関連付けられる
複数の物理キャリアから、ＣＣＡが成功した物理キャリ
アのうちの１つが特定され得る。デバイスによるワイヤ
レスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアは、物理
キャリアのうちの特定された１つにマッピングされ得る
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）と関連付けら
れる複数の物理キャリアから、前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功し
た前記物理キャリアのうちの１つを特定することと、
　前記第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアを、前
記物理キャリアのうちの前記特定された１つにマッピングすることとを備える、方法。
【請求項２】
　前記ワイヤレスデータ送信を、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて第２のデバ
イスにおいて前記第１のデバイスから受信することをさらに備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記第１のデバイスからのシグナリングを第２のデバイスにおいて受信することをさら
に備え、前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの前記１つが、前記第１のデバイ
スからの前記シグナリングに基づいて前記第２のデバイスによって特定される、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の物理キャリアを、前記第１のデバイスによる前記ワイヤレスデータ送信の前
に監視することをさらに備え、前記第１のデバイスからの前記シグナリングが、前記ワイ
ヤレスデータ送信の前に前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて受信される、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記シグナリングが、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて前記第１のデバイス
から受信されるチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）を備える、請求項４に記載の方法
。
【請求項６】
　前記シグナリングが、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて前記第１のデバイス
から受信される参照信号を備える、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のデバイスからのビットマップを第２のデバイスにおいて受信することをさら
に備え、前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの前記１つが、前記第１のデバイ
スからの前記ビットマップに基づいて前記第２のデバイスによって特定される、請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビットマップが、免許不要帯域を通じて受信される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のデバイスによって、前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリ
アの数に基づいて、前記ＣＣＡと関連付けられる前記複数の物理キャリアを選択すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のデバイスによって、前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリ
アの数よりも多数の数の物理キャリア上でＣＣＡを実行することをさらに備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアの数が仮想キャリアの数よりも少ないという決
定に基づいて、少なくとも第２の仮想キャリアをマッピングするのを控えることと、前記
第１のデバイスによって、仮想キャリアの前記数以下である数の前記物理キャリアについ
てチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）を送信することとをさらに備える、請求項１０
に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記第１のデバイスによって、前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアの数が仮想キャ
リアの前記数よりも多いという決定に基づいて、複数の物理キャリアを通じて前記ワイヤ
レスデータ送信の少なくとも一部分を冗長的に送信することをさらに備える、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の仮想キャリアの優先順位に対する前記第２の仮想キャリアの優先順位に基づ
いて、前記第２の仮想キャリアをマッピングするのを控えると決定することをさらに備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１のデバイスによって、前記仮想キャリアのためのアップリンクグラントを受信
することをさらに備え、前記アップリンクグラントが、前記第１のデバイスによって前記
ＣＣＡと関連付けられる前記複数の物理キャリアを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＣＣＡと関連付けられる前記複数の物理キャリアを、前記複数の物理キャリアのチ
ャネル強度測定結果に基づいて選択することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＣＣＡと関連付けられる前記複数の物理キャリアを選択することが、前記ＣＣＡと
関連付けられる前記複数の物理キャリアの少なくとも一部分についてのチャネル強度測定
結果のエイジに基づく、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＣＣＡと関連付けられる前記複数の物理キャリアを選択することが、前記ワイヤレ
スデータ送信と関連付けられる変調およびコーディング方式、前記ワイヤレスデータ送信
と関連付けられるランク、または前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられるトランスポ
ートブロックサイズのうちの少なくとも１つを前記物理キャリアがサポートすることが可
能かどうかの決定に基づく、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記仮想キャリアが、前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられる複数の仮想キャリア
のうちの１つを備え、前記方法は、
　前記第１のデバイスによる前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのサブセットを特定
することと、
　前記第１のデバイスと、前記ワイヤレスデータ送信を受信するように構成された第２の
デバイスとの間で共有される、所定のマッピング方式に基づいて、前記サブセットの前記
物理キャリアのうちの１つに前記仮想キャリアの各々をマッピングすることとをさらに備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記物理キャリアのうちの前記１つのキャリア識別フィールド（ＣＩＦ）において、前
記仮想キャリアと関連付けられる識別子を送信することをさらに備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記仮想キャリアがダウンリンク仮想キャリアを備え、前記第１のデバイスによって実
行される前記ＣＣＡがダウンリンクＣＣＡであり、前記第１のデバイスにより実行された
前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの前記１つを特定することが、前記第１の
デバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの前記１つを、
前記ダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセットの中の第１の物理キ
ャリアとして特定することを備え、前記方法は、
　前記ダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャリアの前記サブセットの中の少なく
とも第２の物理キャリアを、第２のデバイスによるアップリンクワイヤレスデータ送信と
関連付けられるアップリンク仮想キャリアにマッピングするための物理キャリア候補とし
て特定することをさらに備え、前記第２の物理キャリアが、前記第１のデバイスにより実
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行された前記ＣＣＡが成功した別の物理キャリアである、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャリアの前記サブセットを特定する無
線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを受信することをさらに備える、請求項２０に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記第２のデバイスによって、各物理キャリア候補についてアップリンクＣＣＡを実行
することと、
　前記第２の物理キャリアを、前記第２のデバイスにより実行された前記アップリンクＣ
ＣＡが成功した物理キャリアとして特定することと、
　前記第２のデバイスによる前記アップリンクワイヤレスデータ送信と関連付けられる前
記アップリンク仮想キャリアを前記第２の物理キャリアにマッピングすることとをさらに
備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記仮想キャリアが、前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられる複数の仮想キャリア
のうちの第１の仮想キャリアを備え、前記方法は、
　物理キャリアの複数の重複しないサブセットを特定することと、ここにおいて、物理キ
ャリアの前記重複しないサブセットの各々は前記仮想キャリアのそれぞれ１つに対応する
、
　物理キャリアの各サブセットについて、前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣ
Ａが物理キャリアの前記サブセットのうちの少なくとも１つの物理キャリアについて成功
したかどうかを決定することと、
　前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した少なくとも１つの物理キャ
リアを有する物理キャリアの各サブセットについて、物理キャリアの前記サブセットに対
応する前記仮想キャリアを、前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した
前記少なくとも１つの物理キャリアのうちの少なくとも１つにマッピングすることとをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられる前記複数の仮想キャリアが第２の仮想キャ
リアを備え、前記方法は、
　前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが前記第２の仮想キャリアに対応する
物理キャリアの前記サブセットの中の前記物理キャリアについて成功しなかったという決
定に基づいて、少なくとも前記第２の仮想キャリアを物理キャリアにマッピングするのを
控えることをさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記仮想キャリアの各々において、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）のた
めにリソースを予約することと、
　前記ＰＵＣＣＨを、前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した前記物
理キャリアのうちの１つにマッピングされた前記仮想キャリアのうちの１つを通じて送信
することと、
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記仮想キャリアの各々がインデックスと関連付けられ、前記第１のデバイスにより実
行された前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの１つにマッピングされた前記仮
想キャリアのうちの１つの上で前記ＰＵＣＣＨを送信することが、
　前記仮想キャリアのうちの１つを通じて前記ＰＵＣＣＨを送信することを備え、前記仮
想キャリアのうちの１つを選択することが、最小のインデックスまたはランダムな選択の
うちの少なくとも１つに基づく、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＰＵＣＣＨが送信される前記仮想キャリアのうちの前記１つをランダムに選択する
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ために使用される乱数生成器のための初期設定を備える、無線リソース制御（ＲＲＣ）シ
グナリングを受信することをさらに備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１の仮想キャリアに対応する物理キャリアの前記サブセットのうちの１つから、
前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理
キャリアを特定することと、
　前記第１のデバイスによって、前記少なくとも１つの追加の物理キャリアの各々を通じ
て、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）を送信することとをさらに備える、請求項２３に
記載の方法。
【請求項２９】
　ＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）を、物理キャリアの前記サブセットのうちの少なくとも１つ
において前記物理キャリアのうちの少なくとも１つを通じて、前記第１のデバイスによっ
て送信することをさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１の仮想キャリアに対応する物理キャリアの前記サブセットのうちの１つから、
前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理
キャリアを特定することと、
　前記第１のデバイスによって、前記少なくとも１つの追加の物理キャリアの各々を通じ
て、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）およびチャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－
ＲＳ）のうちの少なくとも１つを送信することとをさらに備える、請求項２３に記載の方
法。
【請求項３１】
　前記仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセットを特定することと、ここで、物
理キャリアの前記サブセットは、前記仮想キャリアがマッピングされる前記物理キャリア
のうちの前記１つと、少なくとも１つの追加の物理キャリアとを備える、
　前記少なくとも１つの追加の物理キャリアから、前記第１のデバイスにより実行された
前記ＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアを特定することと、
　前記仮想キャリアがマッピングされる前記物理キャリアのうちの前記１つと、前記第１
のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した前記少なくとも１つの追加の物理キャ
リアとの各々について、チャネル品質情報（ＣＱＩ）を前記第１のデバイスに送信するこ
ととをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３２】
　第２のデバイスにおいて前記第１のデバイスからシグナリングを受信することをさらに
備え、前記仮想キャリアがマッピングされる前記物理キャリアのうちの前記１つと、前記
第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した前記少なくとも１つの追加の物理
キャリアとが、前記第１のデバイスからの前記シグナリングに基づいて前記第２のデバイ
スによって特定される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第２のデバイスにおいて前記第１のデバイスからビットマップを受信することをさ
らに備え、前記仮想キャリアがマッピングされる前記物理キャリアのうちの前記１つと、
前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功した前記少なくとも１つの追加の
物理キャリアとが、前記第１のデバイスからの前記ビットマップに基づいて前記第２のデ
バイスによって特定される、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記第１のデバイスによって、前記物理キャリアの前記特定された１つのインターレー
スされたリソースブロックを通じて前記ワイヤレスデータ送信の物理アップリンク制御チ
ャネル（ＰＵＣＣＨ）を送信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）と関連付け
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られる複数の物理キャリアから、前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成功
した前記物理キャリアのうちの１つを特定するための手段と、
　　前記第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアを、
前記物理キャリアの前記特定された１つにマッピングするための手段と、
　を備える、装置。
【請求項３６】
　前記ワイヤレスデータ送信を、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて第２のデバ
イスにおいて前記第１のデバイスから受信するための手段をさらに備える、請求項３５に
記載の装置。
【請求項３７】
　前記第１のデバイスからのシグナリングを第２のデバイスにおいて受信するための手段
をさらに備え、前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの前記１つが、前記第１の
デバイスからの前記シグナリングに基づいて前記第２のデバイスによって特定される、請
求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　前記複数の物理キャリアを、前記第１のデバイスによる前記ワイヤレスデータ送信の前
に監視するための手段をさらに備え、前記第１のデバイスからの前記シグナリングが、前
記ワイヤレスデータ送信の前に前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて受信される、
請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記シグナリングが、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて前記第１のデバイス
から受信されるチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）を備える、請求項３８に記載の装
置。
【請求項４０】
　前記シグナリングが、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて前記第１のデバイス
から受信される参照信号を備える、請求項３７に記載の装置。
【請求項４１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサに結合されたメモリとを備え、前記プロセッサが、
　　　第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）と関連付
けられる複数の物理キャリアから、前記第１のデバイスにより実行された前記ＣＣＡが成
功した前記物理キャリアのうちの１つを特定し、
　　　前記第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアを
、前記物理キャリアのうちの前記特定された１つにマッピングする
　　ように構成された、
　装置。
【請求項４２】
　前記プロセッサが、
　　前記ワイヤレスデータ送信を、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて第２のデ
バイスにおいて前記第１のデバイスから受信するように構成される、請求項４１に記載の
装置。
【請求項４３】
　前記プロセッサが、
　　前記第１のデバイスからのシグナリングを第２のデバイスにおいて受信するように構
成され、前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの前記１つが、前記第１のデバイ
スからの前記シグナリングに基づいて前記第２のデバイスによって特定される、請求項４
１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記プロセッサが、
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　　前記第１のデバイスからのビットマップを第２のデバイスにおいて受信するように構
成され、前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの前記１つが、前記第１のデバイ
スからの前記ビットマップに基づいて前記第２のデバイスによって特定される、請求項４
１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記ビットマップが、免許不要帯域を通じて受信される、請求項４４に記載の装置。
【請求項４６】
　前記プロセッサが、
　　前記第１のデバイスによって、前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャ
リアの数に基づいて、前記ＣＣＡと関連付けられる前記複数の物理キャリアを選択するよ
うに構成される、請求項４１に記載の装置。
【請求項４７】
　前記プロセッサが、
　　前記第１のデバイスによって、前記ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャ
リアの数よりも多数の数の物理キャリア上でＣＣＡを実行するように構成される、請求項
４１に記載の装置。
【請求項４８】
　前記プロセッサが、
　　前記第１のデバイスによって、仮想キャリアの前記数以下の数の前記物理キャリアに
ついてチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）を送信するように構成される、請求項４７
に記載の装置。
【請求項４９】
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのコンピュータ可読媒体であって、
　　第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）と関連付け
られる複数の物理キャリアから、前記ＣＣＡが成功した前記物理キャリアのうちの１つを
特定するための命令と、
　　前記第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアを、
前記物理キャリアのうちの前記特定された１つにマッピングするための命令と、
　を備える、コンピュータ可読媒体。
【請求項５０】
　前記ワイヤレスデータ送信を、前記物理キャリアのうちの前記１つを通じて第２のデバ
イスにおいて前記第１のデバイスから受信するための命令をさらに備える、請求項４９に
記載のコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１４年９月１８日に出
願された「VIRTUAL CARRIERS FOR LTE/LTE-A COMMUNICATIONS IN A SHARED SPECTRUM」と
題されるＹｅｒｒａｍａｌｌｉらによる米国特許出願第１４／４９０，５０３号、２０１
３年１０月３日に出願された「VIRTUAL CARRIERS FOR LTE-U」と題されるＹｅｒｒａｍａ
ｌｌｉらによる米国仮特許出願第６１／８８６，４６９号、および２０１４年３月５日に
出願された「VIRTUAL CARRIERS FOR LTE/LTE-A COMMUNICATIONS IN A SHARED SPECTRUM」
と題されるＹｅｒｒａｍａｌｌｉらによる米国仮特許出願第６１／９４８，３９９号の優
先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]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
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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。
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークはいくつかのアクセスポイントを含み得る。セルラ
ーネットワークのアクセスポイントは、ＮｏｄｅＢ（ＮＢ）またはｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏ
ｄｅＢ（ｅＮＢ）のような、いくつかの基地局を含み得る。ワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）のアクセスポイントは、ＷｉＦｉ（登録商標）ノードのような、
いくつかのＷＬＡＮアクセスポイントを含み得る。各アクセスポイントは、いくつかのユ
ーザ機器（ＵＥ）の通信をサポートすることができ、しばしば同時に複数のＵＥと通信す
ることができる。同様に、各ＵＥは、いくつかのアクセスポイントと通信することができ
、時々、複数のアクセスポイントおよび／または異なるアクセス技術を使用するアクセス
ポイントと通信することができる。アクセスポイントは、ダウンリンクおよびアップリン
クを介してＵＥと通信することができる。ダウンリンク（または順方向リンク）は、アク
セスポイントから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からアクセスポイントへの通信リンクを指す。
【０００４】
　[0004]セルラーネットワークがより混雑するようになるにつれて、事業者は容量を増大
させるための方法に注目し始めている。１つの手法は、セルラーネットワークのトラフィ
ックおよび／またはシグナリングの一部をオフロードするためにＷＬＡＮを使用すること
を含み得る。免許帯域（licensed spectrum）において動作するセルラーネットワークと
は異なり、ＷｉＦｉネットワークは一般に免許不要帯域（unlicensed spectrum）におい
て動作するので、ＷＬＡＮ（またはＷｉＦｉネットワーク）は魅力的である。
【０００５】
　[0005]異なるプロトコル（たとえば、セルラープロトコルおよびＷＬＡＮプロトコル）
を使用して通信するデバイスが帯域を共有するとき、共有帯域の異なる送信間隔において
どのデバイスが送信することが可能かを決定するために、コンテンションベースのプロト
コルが使用されることがある。ある送信デバイスが、特定の送信間隔における共有帯域へ
のアクセス権をめぐって争うが、別のデバイスに負けるとき、その送信デバイスは、ワイ
ヤレスデータ送信を行うために、後続の送信間隔まで待たなければならないことがある。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]説明される特徴は一般に、ワイヤレス通信のための１つまたは複数の改善された
方法、システム、装置、および／またはデバイスに関する。より具体的には、説明される
特徴は、共有帯域のある数の物理キャリアへのアクセス権を争う送信デバイスに関し、物
理キャリアの数は、ワイヤレスデータ送信を行うために必要とされる物理キャリアの数よ
りも多い。このようにして、送信デバイスは、いくつかの場合には、物理キャリアの１つ
または複数へのアクセス権を争うときに別のデバイスに負けることがあるが、それでもワ
イヤレスデータ送信を行うのに十分な物理キャリアへのアクセス権を得ることができる。
【０００７】
　[0007]例示的な実施形態の第１のセットによれば、ワイヤレス通信のための方法が説明
される。一構成では、第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）と関連付けられる複数の物理キャリアから、第１のデバイスにより実行されたＣＣ
Ａが成功した、物理キャリアのうちの１つが特定され得る。第１のデバイスによるワイヤ
レスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアは、物理キャリアの特定された１つにマッ
ピングされ得る。
【０００８】
　[0008]いくつかの例では、ワイヤレスデータ送信は、物理キャリアの１つを通じて第２
のデバイスにおいて第１のデバイスから受信され得る。いくつかの例では、第１のデバイ
スからのシグナリングが第２のデバイスにおいて受信され得、ＣＣＡが成功した物理キャ
リアの１つは、第１のデバイスからのシグナリングに基づいて第２のデバイスによって特
定され得る。そのような例では、複数の物理キャリアは、第１のデバイスによるワイヤレ
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スデータ送信の前に監視され得、第１のデバイスからのシグナリングは、ワイヤレスデー
タ送信の前に物理キャリアの１つを通じて受信され得る。このシグナリングは、代替的に
チャネル使用パイロット信号（ＣＵＰＳ）と呼ばれるチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢ
Ｓ）、または物理キャリアの１つを通じて第１のデバイスから受信される参照信号を含み
得る。
【０００９】
　[0009]いくつかの例では、第２のデバイスにおいて第１のデバイスからビットマップが
受信され得る。ＣＣＡが成功した物理キャリアの１つは、第１のデバイスからのビットマ
ップに基づいて第２のデバイスによって特定され得る。いくつかの例では、ビットマップ
は免許不要帯域を通じて受信され得る。いくつかの例では、第１のデバイスは、ワイヤレ
スデータ送信と関連付けられる仮想キャリアの数に基づいて、ＣＣＡと関連付けられる複
数の物理キャリアを選択することができる。
【００１０】
　[0010]いくつかの例では、第１のデバイスは、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる
仮想キャリアの数よりも多数の数の物理キャリア上でＣＣＡを実行することができる。い
くつかの例では、仮想キャリアは第１の仮想キャリアを含み得る。第１のデバイスは、Ｃ
ＣＡが成功した物理キャリアの数が仮想キャリアの数よりも少ないという決定に基づいて
、少なくとも第２の仮想キャリアをマッピングすることを控えることができる。第１のデ
バイスは、第１の仮想キャリアの優先順位に対する第２の仮想キャリアの優先順位に基づ
いて、第２の仮想キャリアをマッピングするのを控えると決定することができる。そのよ
うな例では、第１のデバイスは、仮想キャリアの数以下の数の物理キャリアについてチャ
ネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ：channel usage beacon signal）を送信することがで
きる。
【００１１】
　[0011]いくつかの例では、第１のデバイスは、仮想キャリアのためのアップリンクグラ
ントを受信することができ、アップリンクグラントは、第１のデバイスによってＣＣＡと
関連付けられる複数の物理キャリアを含む。いくつかの例では、ＣＣＡと関連付けられる
複数の物理キャリアは、複数の物理キャリアのチャネル強度測定結果（channel strength
 measurements）に基づいて選択され得る。ＣＣＡと関連付けられる複数の物理キャリア
を選択することは、ＣＣＡと関連付けられる複数の物理キャリアの少なくとも一部分のた
めのチャネル強度測定結果のエイジ（age）に基づき得る。加えて、または代替的に、Ｃ
ＣＡと関連付けられる複数の物理キャリアを選択することは、物理キャリアが、ワイヤレ
スデータ送信と関連付けられる変調およびコーディング方式、ワイヤレスデータ送信と関
連付けられるランク、またはワイヤレスデータ送信と関連付けられるトランスポートブロ
ックサイズのうちの少なくとも１つをサポートすることが可能かどうかの決定に基づき得
る。
【００１２】
　[0012]いくつかの例では、仮想キャリアは、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる複
数の仮想キャリアの１つであり得る。いくつかのそのような例では、第１のデバイスによ
るＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットが特定され得、仮想キャリアの各々は、第
１のデバイスと、ワイヤレスデータ送信を受信するように構成された第２のデバイスとの
間で共有される、所定のマッピング方式に基づいて、サブセットの物理キャリアの１つに
マッピングされ得る。いくつかの例では、仮想キャリアと関連付けられる識別子が、物理
キャリアの１つのキャリア識別フィールド（ＣＩＦ）において送信され得る。
【００１３】
　[0013]いくつかの例では、仮想キャリアはダウンリンク仮想キャリアを含んでよく、第
１のデバイスによって実行されるＣＣＡはダウンリンクＣＣＡであり得、第１のデバイス
により実行されたＣＣＡが成功した物理キャリアの１つを特定することは、第１のデバイ
スにより実行されたＣＣＡが成功した物理キャリアの１つを、ダウンリンク仮想キャリア
に対応する物理キャリアのサブセットの中の第１の物理キャリアとして特定することを含
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み得る。これらの例では、ダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセッ
トの中の少なくとも第２の物理キャリアは、第２のデバイスによるアップリンクワイヤレ
スデータ送信と関連付けられるアップリンク仮想キャリアにマッピングするための物理キ
ャリア候補として特定され得る。第２の物理キャリアは、第１のデバイスにより実行され
たＣＣＡが成功した別の物理キャリアであり得る。いくつかの例では、ダウンリンク仮想
キャリアに対応する物理キャリアのサブセットを特定する無線リソース制御（ＲＲＣ）シ
グナリングが受信され得る。いくつかの場合には、各物理キャリア候補についてのアップ
リンクＣＣＡは、第２のデバイスによって実行され得、第２の物理キャリアは、第２のデ
バイスにより実行されたアップリンクＣＣＡが成功した物理キャリアとして特定され得、
第２のデバイスによるアップリンクワイヤレスデータ送信と関連付けられるアップリンク
仮想キャリアは、第２の物理キャリアにマッピングされ得る。
【００１４】
　[0014]いくつかの例では、仮想キャリアは、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる複
数の仮想キャリアの第１の仮想キャリアを含み得る。これらの例では、物理キャリアの複
数の重複しないサブセットが特定され得る。物理キャリアの重複しないサブセットの各々
は仮想キャリアのそれぞれ１つに対応する。また、物理キャリアの各サブセットについて
、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが物理キャリアのサブセットのうちの少なくと
も１つの物理キャリアに対して成功したかどうかが決定され得、第１のデバイスにより実
行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの物理キャリアを有する物理キャリアの各サブ
セットについて、物理キャリアのサブセットに対応する仮想キャリアが、第１のデバイス
により実行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの物理キャリアの少なくとも１つにマ
ッピングされ得る。
【００１５】
　[0015]いくつかの例では、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる複数の仮想キャリア
は第２の仮想キャリアを含んでよく、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが第２の仮
想キャリアに対応する物理キャリアのサブセットの中の物理キャリアに対して成功しなか
ったという決定に基づいて、少なくとも第２の仮想キャリアを物理キャリアにマッピング
することが控えられ得る。
【００１６】
　[0016]いくつかの例では、仮想キャリアの各々において物理アップリンク制御チャネル
（ＰＵＣＣＨ）のためにリソースが確保され得、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡ
が成功した物理キャリアの１つにマッピングされた仮想キャリアの１つを通じて、ＰＵＣ
ＣＨが送信され得る。いくつかの例では、仮想キャリアの各々がインデックスと関連付け
られ得、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した物理キャリアの１つにマッピ
ングされる仮想キャリアの１つの上でＰＵＣＣＨを送信することが、最小のインデックス
を有する仮想キャリアの１つを通じてＰＵＣＣＨを送信することを含み得る。いくつかの
場合、ＰＵＣＣＨが送信される仮想キャリアの１つはランダムに選択され得る。いくつか
の場合、ＰＵＣＣＨが送信される仮想キャリアの１つをランダムに選択するために使用さ
れる乱数生成器のための初期設定（initialization）を含む、ＲＲＣシグナリングが受信
され得る。
【００１７】
　[0017]いくつかの例では、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した少なくと
も１つの追加の物理キャリアは、第１の仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセッ
トの１つから特定され得、サウンディング参照信号（ＳＲＳ：sounding reference signa
l）が、少なくとも１つの追加の物理キャリアの各々を通じて第１のデバイスによって送
信され得る。
【００１８】
　[0018]いくつかの例では、ＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ：CCA exempt transmission）が、
物理キャリアのサブセットの少なくとも１つの中の物理キャリアの少なくとも１つを通じ
て第１のデバイスによって送信され得る。いくつかの例では、第１のデバイスにより実行
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されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアは、第１の仮想キャリアに
対応する物理キャリアのサブセットの１つから特定され得、ＣＵＢＳが少なくとも１つの
追加の物理キャリアの各々を通じて第１のデバイスによって送信され得る。
【００１９】
　[0019]いくつかの例では、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した少なくと
も１つの追加の物理キャリアは、第１の仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセッ
トの１つからのものであり得、チャネル状態情報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ：channel stat
e information reference signal）が、少なくとも１つの追加の物理キャリアの各々を通
じて第１のデバイスによって送信され得る。
【００２０】
　[0020]いくつかの例では、仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセットが特定さ
れ得る。物理キャリアのサブセットは、仮想キャリアがマッピングされる物理キャリアの
１つと、少なくとも１つの追加の物理キャリアとを含み得る。これらの例では、第１のデ
バイスにより実行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアは、少な
くとも１つの追加の物理キャリアから特定され得、仮想キャリアがマッピングされる物理
キャリアの１つの各々についてのチャネル品質情報（ＣＱＩ）と、第１のデバイスにより
実行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアとが、第１のデバイス
に送信され得る。いくつかの場合、第２のデバイスにおいて第１のデバイスからシグナリ
ングが受信され得、仮想キャリアがマッピングされる物理キャリアの１つと、第１のデバ
イスにより実行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアとが、第１
のデバイスからのシグナリングに基づいて第２のデバイスによって特定され得る。いくつ
かの場合、第２のデバイスにおいて第１のデバイスからビットマップが受信され得る。仮
想キャリアがマッピングされる物理キャリアの１つと、第１のデバイスにより実行された
ＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアとが、第１のデバイスからのビッ
トマップに基づいて第２のデバイスによって特定され得る。
【００２１】
　[0021]いくつかの例では、ワイヤレスデータ送信のＰＵＣＣＨは、物理キャリアの特定
された１つのインターレースされたリソースブロックを通じて第１のデバイスによって送
信され得る。
【００２２】
　[0022]例示的な実施形態の少なくとも第２のセットによれば、ワイヤレス通信のための
装置は、第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）と関連
付けられる複数の物理キャリアから、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した
物理キャリアの１つを特定するための手段と、第１のデバイスによるワイヤレスデータ送
信と関連付けられる仮想キャリアを物理キャリアの特定された１つにマッピングするため
の手段とを含み得る。
【００２３】
　[0023]いくつかの例では、装置は、例示的な実施形態の第１のセットの方法に関して上
で説明された１つまたは複数の態様を実装するための手段を含み得る。
【００２４】
　[0024]例示的な実施形態の少なくとも第３のセットによれば、ワイヤレス通信のための
装置は、プロセッサと、プロセッサと電気的に通信しているメモリと、メモリに記憶され
た命令とを含み得る。この命令は、第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセ
スメント（ＣＣＡ）と関連付けられる複数の物理キャリアから、第１のデバイスにより実
行されたＣＣＡが成功した物理キャリアの１つを特定し、第１のデバイスによるワイヤレ
スデータ送信と関連付けられる仮想キャリアを物理キャリアの特定された１つにマッピン
グするように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００２５】
　[0025]いくつかの例では、命令は、例示的な実施形態の第１のセットの方法に関して上
で説明された１つまたは複数の態様を実装するように、プロセッサによってさらに実行可
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能であり得る。
【００２６】
　[0026]例示的な実施形態の少なくとも第４のセットによれば、ワイヤレス通信のための
コンピュータプログラム製品は、第１のデバイスにより実行されたクリアチャネルアセス
メント（ＣＣＡ）と関連付けられる複数の物理キャリアから、第１のデバイスにより実行
されたＣＣＡが成功した物理キャリアの１つを特定し、第１のデバイスによるワイヤレス
データ送信と関連付けられる仮想キャリアを物理キャリアの特定された１つにマッピング
するようにプロセッサによって実行可能な命令を記憶した、非一時的コンピュータ可読媒
体を含み得る。
【００２７】
　[0027]いくつかの例では、命令は、例示的な実施形態の第１のセットの方法に関して上
で説明された１つまたは複数の態様を実装するように、プロセッサによってさらに実行可
能であり得る。
【００２８】
　[0028]説明される方法および装置の適用可能性のさらなる範囲は、以下の発明を実施す
るための形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。説明の趣旨および範囲
内の様々な変更および改変が当業者には明らかになるので、発明を実施するための形態お
よび具体的な例は、例示として与えられるものにすぎない。
【００２９】
　[0029]以下の図面を参照することにより、本発明の性質および利点のさらなる理解が得
られ得る。添付の図において、同様のコンポーネントまたは特徴は同じ参照ラベルを有し
得る。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、参照ラベルの後に、ダッシュと、
同様のコンポーネントを区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。本
明細書で第１の参照ラベルだけが使用される場合、説明は、第２の参照ラベルにかかわら
ず、同一の第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントの任意の１つに適用可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】[0030]ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２Ａ】[0031]様々な実施形態による、免許不要帯域においてｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ（登録商標））を使用するための展開シナリオの例を示す図。
【図２Ｂ】[0032]様々な実施形態による、免許不要帯域においてＬＴＥを使用するスタン
ドアロンモードの例を示す図。
【図３】[0033]免許不要フレーム／間隔、および、たとえばＬＴＥ無線フレームを含む周
期的なフレーム構造に対するそれらの関係の様々な例を示す図。
【図４Ａ】[0034]様々な実施形態による、周期的なゲーティング構造波形の例を示す図。
【図４Ｂ】[0035]様々な実施形態による、Ｓ’サブフレームの中のクリアチャネルアセス
メント（ＣＣＡ）スロットのための配置の選択肢の例を示す図。
【図５】[0036]ある数のワイヤレスアクセスポイントおよびＵＥがｅＮＢのカバレッジエ
リア内にあるワイヤレス通信システムのブロック図。
【図６】[0037]様々な実施形態による、Ｓ’サブフレームの例示的なフォーマットを示す
図。
【図７】[0038]様々な実施形態による、１４個の直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）シン
ボルを伴う周期的なゲーティング構造波形の例を示す図。
【図８】[0039]周波数帯域に沿った周波数バンド（すなわち、物理チャネル）の割振りを
示す図。
【図９Ａ】[0040]様々な実施形態による、共有帯域において仮想キャリアを物理キャリア
にマッピングするための様々な技法を示す図。
【図９Ｂ】様々な実施形態による、共有帯域において仮想キャリアを物理キャリアにマッ
ピングするための様々な技法を示す図。
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【図９Ｃ】様々な実施形態による、共有帯域において仮想キャリアを物理キャリアにマッ
ピングするための様々な技法を示す図。
【図９Ｄ】様々な実施形態による、共有帯域において仮想キャリアを物理キャリアにマッ
ピングするための様々な技法を示す図。
【図１０Ａ】[0041]様々な実施形態による、デバイス（たとえば、ｅＮＢまたはＵＥ）の
例のブロック図。
【図１０Ｂ】様々な実施形態による、デバイス（たとえば、ｅＮＢまたはＵＥ）の例のブ
ロック図。
【図１１】[0042]様々な実施形態による、送信デバイスにおいて使用可能なキャリア管理
モジュールの例のブロック図。
【図１２】[0043]様々な実施形態による、受信デバイスに使用可能なキャリア管理モジュ
ールおよびデータ受信モジュールの例のブロック図。
【図１３】[0044]様々な実施形態による、（構成に応じて）送信デバイスおよび／または
受信デバイスに使用可能なキャリア管理モジュールおよびデータ送信／受信モジュールの
例のブロック図。
【図１４】[0045]様々な実施形態による、ｅＮＢのブロック図。
【図１５】[0046]様々な実施形態による、ＵＥのブロック図。
【図１６】[0047]様々な実施形態による、多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムの例を
示すブロック図。
【図１７】[0048]様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャ
ート。
【図１８】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図１９】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２０】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２１】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２２】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２３】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２４】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２５】様々な実施形態による、ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　[0049]送信デバイスが共有帯域のある数の物理キャリアへのアクセス権を争い、物理キ
ャリアの数が、ワイヤレスデータ送信を行うために必要とされる物理キャリアの数よりも
多い、方法、システム、装置、およびデバイスが説明される。このようにして、送信デバ
イスは、いくつかの場合には、物理キャリアの１つまたは複数へのアクセス権を争うとき
に別のデバイスに負けることがあるが、それでもワイヤレスデータ送信を行うのに十分な
物理キャリアへのアクセス権を得ることができる。より具体的には、送信デバイスは、そ
れへのアクセス権を送信デバイスが得ることができるある数の物理キャリアを特定し、そ
れへのアクセス権を送信デバイスが得ることができるその数の物理キャリアへのデータ送
信を行うために必要とされる、ある数の仮想キャリアをマッピングすることができる。送
信デバイスが必要としない物理キャリアは解放され得る。受信デバイスにおいて、送信デ
バイスによって使用される仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングは、いくつかの
場合には暗黙的であり得、受信デバイスによって動的に決定され得る。
【００３２】
　[0050]いくつかの場合、本明細書で説明される方法、システム、装置、およびデバイス
は、共有免許不要帯域（たとえば、ＷｉＦｉ通信のために通常は使用されるＷＬＡＮ帯域
）にアクセスするためのより良好な機会を、セルラーネットワークの事業者（たとえば、
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ（登録商標））またはＬＴＥ－Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）通信ネットワークの事業者）に提供することができる。他の場
合には、本明細書で説明される方法、システム、装置、およびデバイスは、共有免許帯域
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にアクセスするためのより良好な機会をセルラーネットワークの事業者に提供することが
できる。
【００３３】
　[0051]本明細書で説明される技法は、ＬＴＥに限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤ
ＭＡ、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、Universal Terrestrial Radi
o Access（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２００
０、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格を包含する。ＩＳ－２０００　Ｒｅｌｅａｓｅ　
０およびＡは、通常、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（Ｔ
ＩＡ－８５６）は、通常、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、High Rate Packet Data
（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　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、Global System 
for Mobile Communication（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤ
ＭＡシステムは、Ultra Mobile Broadband（ＵＭＢ）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－
ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６
（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線
技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Universal Mobile Telecommunicati
on System（ＵＭＴＳ）の一部である。ＬＴＥおよびＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ
－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「3rd Generation Partnersh
ip Project」（３ＧＰＰ（登録商標））という名称の組織からの文書に記載されている。
ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「3rd Generation Partnership Project 2」（３ＧＰ
Ｐ２）という名称の組織からの文書で説明されている。本明細書で説明される技法は、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。し
かしながら、以下の説明は、例としてＬＴＥシステムを説明し、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。
【００３４】
　[0052]本説明および添付の特許請求の範囲において使用される場合、「仮想キャリア」
という用語は、１つまたは複数の物理キャリアの可変のセットを通じて送信されるデータ
の符号化および復号の間の、物理キャリアのためのプロキシを指す。
【００３５】
　[0053]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る範囲、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、説明される要素の機能および配置に関して変更が行われ得る。様々な実施形態は、適
宜、様々な手順またはコンポーネントを省略し、置換し、または追加することができる。
たとえば、説明される方法は、説明される順序と異なる順序で実行されてもよく、様々な
ステップが追加され、省略され、または組み合わされてもよい。また、いくつかの実施形
態に関して説明される特徴が、他の実施形態では組み合わされてもよい。
【００３６】
　[0054]最初に図１を参照すると、図はワイヤレス通信システム１００の例を示している
。システム１００は、複数のアクセスポイント（たとえば、基地局、ｅＮＢ、またはＷＬ
ＡＮアクセスポイント）１０５と、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）１１５と、コアネット
ワーク１３０とを含む。アクセスポイント１０５のいくつかは、様々な実施形態ではコア
ネットワーク１３０またはいくつかのアクセスポイント１０５（たとえば、基地局または
ｅＮＢ）の一部であり得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下でＵＥ１１５と通
信し得る。アクセスポイント１０５のいくつかは、バックホール１３２を通じてコアネッ
トワーク１３０と制御情報および／またはユーザデータを通信し得る。いくつかの実施形
態では、アクセスポイント１０５のいくつかは、有線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を通じて、互いに直接または間接的に通信し得る。システ
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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、変調された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、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。各々の変調された信号は、異なるキャリア上で送られ得、制御情
報（たとえば、参照信号、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
することができる。
【００３７】
　[0055]アクセスポイント１０５は、１つまたは複数のアクセスポイントアンテナを介し
てＵＥ１１５とワイヤレスに通信し得る。アクセスポイント１０５の各々は、それぞれの
カバレッジエリア１１０のための通信カバレッジを与え得る。いくつかの実施形態では、
アクセスポイント１０５は、基地局、基地局装置（ＢＴＳ）、無線基地局、無線送受信機
、基本サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ＮｏｄｅＢ、ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ、Ｗ
ＬＡＮアクセスポイント、ＷｉＦｉノード、または何らかの他の好適な用語で呼ばれるこ
とがある。アクセスポイントのためのカバレッジエリア１１０は、カバレッジエリアの一
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
プのアクセスポイント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。アクセスポイント１０５はまた、セルラーおよび／またはＷ
ＬＡＮ無線アクセス技術のような、異なる無線技術を利用し得る。アクセスポイント１０
５は、同じまたは異なるアクセスネットワークもしくは事業者展開と関連付けられ得る。
同じもしくは異なるタイプのアクセスポイント１０５のカバレッジエリアを含み、同じも
しくは異なる無線技術を利用し、ならびに／または、同じもしくは異なるアクセスネット
ワークに属する、異なるアクセスポイント１０５のカバレッジエリアは重複することがあ
る。
【００３８】
　[0056]いくつかの実施形態では、システム１００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システム（
またはネットワーク）を含んでよく、このＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムは、共有帯域
および／または免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のための動作または展開シ
ナリオの１つまたは複数のモードをサポートすることができる。他の実施形態では、シス
テム１００は、免許不要帯域とＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術とを使用して
、または、免許帯域とＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと異なるアクセス技術とを使用して、ワイヤレ
ス通信をサポートすることができる。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムでは、ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　ＮｏｄｅＢまたはｅＮＢという用語は一般に、アクセスポイント１０５を表すため
に使用され得る。システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域のための
カバレッジを与える、異種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のための通信カバレ
ッジを与え得る。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、低電力ノードまたはＬＰＮを含み得る。マクロセルは一般に、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、サービスに加入しているＵ
Ｅによるネットワークプロバイダとの無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは一般に
、比較的小さい地理的エリアをカバーし、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。また、フェムトセルは一般に、比較的小
さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーし、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も提供し得る。マクロセルのためのｅ
ＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれることがある。ピコセルのためのｅＮＢは、ピコｅＮＢと
呼ばれることがある。また、フ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。
【００３９】
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　[0057]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１３２を介して（たと
えば、コアネットワーク１３０を通じて）、直接または間接的に互いに通信し得る。ワイ
ヤレス通信システム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、ｅＮＢは同様のフレームタイミングおよび／またはゲーティングタイミングを有し
得、異なるｅＮＢからの送信は時間的にほぼアライメントされ得る。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からの伝送は時間的にアライメントされないことがある。本明細書で説明され
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。
【００４０】
　[0058]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され得、各Ｕ
Ｅ１１５は固定式または移動式であり得る。ＵＥ１１５は、当業者によって、モバイルデ
バイス、モバイル局、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、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もある。ＵＥ１１５は、携帯電話、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、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、時計または眼鏡などの
ウェアラブルアイテム、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥ１
１５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。ＵＥ１１５はまた、セルラーもしくは他のＷＷＡＮアクセスネットワーク、
またはＷＬＡＮアクセスネットワークのような、異なるアクセスネットワーク上で通信す
ることが可能であり得る。
【００４１】
　[0059]システム１００に示された通信リンク１２５は、（たとえば、ＵＥ１１５からｅ
ＮＢ１０５への）アップリンク（ＵＬ）送信を搬送するためのアップリンク、および／ま
たは（たとえば、ｅＮＢ１０５からＵＥ１１５への）ダウンリンク（ＤＬ）送信を搬送す
るためのダウンリンクを含み得る。ＵＬ送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもあり、
一方、ＤＬ送信は順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、免許帯
域（たとえば、ＬＴＥ）、免許不要帯域（たとえば、ＷＬＡＮ帯域）、または両方を使用
して行われ得る。同様に、アップリンク送信は、免許帯域（たとえば、ＬＴＥ）、免許不
要帯域（たとえば、ＷＬＡＮ帯域）、または両方を使用して行われ得る。
【００４２】
　[0060]システム１００のいくつかの実施形態では、免許帯域におけるＬＴＥダウンリン
ク容量が免許不要帯域にオフロードされ得る補助ダウンリンクモードと、ＬＴＥダウンリ
ンク容量とＬＴＥアップリンク容量の両方が免許帯域から免許不要帯域にオフロードされ
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Ｌ
ＴＥダウンリンク通信およびＬＴＥアップリンク通信が免許不要帯域において行われ得る
スタンドアロンモードとを含む、免許不要帯域または共有帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ通信のための様々な展開シナリオがサポートされ得る。基地局またはｅＮＢ１０５、な
らびにＵＥ１１５は、これらまたは同様の動作モードの１つまたは複数をサポートし得る
。ＯＦＤＭＡ通信信号は、免許不要帯域および／または免許帯域におけるＬＴＥダウンリ
ンク送信のために通信リンク１２５において使用され得、一方、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号
は、免許不要帯域および／または免許帯域におけるＬＴＥアップリンク送信のために通信
リンク１２５において使用され得る。
【００４３】
　[0061]次に図２Ａを参照すると、ワイヤレス通信システム２００は、免許不要帯域また
は共有帯域においてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信をサポートするＬＴＥネットワークのための
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補助ダウンリンクモードおよびキャリアアグリゲーションモードの例を示す。システム２
００は、図１のシステム１００の部分の例であり得る。その上、基地局２０５は図１の基
地局１０５の例であり得、一方、ＵＥ２１５、２１５－ａ、および２１５－ｂは図１のＵ
Ｅ１１５の例であり得る。
【００４４】
　[0062]システム２００における補助ダウンリンクモードの例では、基地局２０５は、ダ
ウンリンク２２０を使用してＵＥ２１５にＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得る。ダウンリン
ク２２０は、免許不要帯域の中の周波数Ｆ１と関連付けられ得る。基地局２０５は、双方
向リンク２２５を使用してＯＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ２１５に送信することができ、
双方向リンク２２５を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号をそのＵＥ２１５から受信するこ
とができる。双方向リンク２２５は、免許帯域における周波数Ｆ４と関連付けられ得る。
免許不要帯域の中のダウンリンク２２０および免許帯域の中の双方向リンク２２５は、同
時に動作し得る。ダウンリンク２２０は、基地局２０５のためにダウンリンク容量のオフ
ロードを提供し得る。いくつかの実施形態では、ダウンリンク２２０は、ユニキャストサ
ービス（たとえば、１つのＵＥへ宛てられる）のサービスのために、またはマルチキャス
トサービス（たとえば、いくつかのＵＥへ宛てられる）のために使用され得る。このシナ
リオは、免許帯域を使用し、トラフィックおよび／またはシグナリングの混雑の一部を緩
和する必要がある、任意のサービス提供者（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）に関して生じ得る。
【００４５】
　[0063]システム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２
０５は、双方向リンク２３０を使用してＵＥ２１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信する
ことができ、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ２１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信
信号を受信することができる。双方向リンク２３０は、免許不要帯域における周波数Ｆ１
と関連付けられ得る。基地局２０５はまた、双方向リンク２３５を使用してＯＦＤＭＡ通
信信号を同じＵＥ２１５－ａへ送信することができ、双方向リンク２３５を使用してＳＣ
－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ２１５－ａから受信することができる。双方向リンク２３
５は、免許帯域における周波数Ｆ２と関連付けられ得る。双方向リンク２３０は、基地局
２０５のためにダウンリンク容量およびアップリンク容量のオフロードを提供し得る。上
で説明された補助ダウンリンクのように、このシナリオは、免許帯域を使用し、トラフィ
ックおよび／またはシグナリングの混雑の一部を緩和する必要がある、任意のサービス提
供者（たとえば、ＭＮＯ）に関して生じ得る。
【００４６】
　[0064]システム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
２０５は、双方向リンク２４０を使用してＵＥ２１５－ｂにＯＦＤＭＡ通信信号を送信す
ることができ、双方向リンク２４０を使用して同じＵＥ２１５－ｂからＳＣ－ＦＤＭＡ通
信信号を受信することができる。双方向リンク２４０は、免許不要帯域における周波数Ｆ
３と関連付けられ得る。基地局２０５はまた、双方向リンク２４５を使用してＯＦＤＭＡ
通信信号を同じＵＥ２１５－ｂへ送信することができ、双方向リンク２４５を使用してＳ
Ｃ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ２１５－ｂから受信することができる。双方向リンク２
４５は、免許帯域における周波数Ｆ２と関連付けられ得る。双方向リンク２４０は、基地
局２０５のためにダウンリンク容量およびアップリンク容量のオフロードを提供し得る。
この例および上で与えられた例は、説明を目的に提示され、容量のオフロードのために免
許帯域と免許不要帯域の両方においてＬＴＥ通信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存在し得る。
【００４７】
　[0065]上で説明されたように、免許不要バンドの中で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提供
者は、ＬＴＥ帯域を用いる従来のＭＮＯである。これらのサービス提供者の場合、動作構
成は、免許帯域上のＬＴＥ一次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ）と免許不要帯域上のＬ
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ＴＥ二次コンポーネントキャリア（ＳＣＣ）とを使用するブートストラップモード（たと
えば、補足ダウンリンク、キャリアアグリゲーション）を含み得る。
【００４８】
　[0066]キャリアアグリゲーションモードでは、データおよび制御は一般に、免許帯域（
たとえば、双方向リンク２２５、２３５、および２４５）を通じてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａで
通信され得るが、一方、データは一般に、免許不要帯域または共有帯域を通じてＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａで通信され得る。免許不要帯域または共有帯域を通じて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含
まれ得る。
【００４９】
　[0067]図２Ｂは、免許不要帯域または共有帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のため
のスタンドアロンモードの例を示すワイヤレス通信システム２５０を示す。システム２５
０は、図１のシステム１００の部分の例であり得る。その上、基地局２０５は、図１およ
び／または図２Ａを参照して説明された基地局１０５および／または２０５の例であり得
、一方、ＵＥ２１５－ｃは、図１および／または図２ＡのＵＥ１１５および／または２１
５の例であり得る。
【００５０】
　[0068]システム２５０におけるスタンドアロンモードの例では、基地局２０５は、双方
向リンク２５５を使用してＵＥ２１５－ｃにＯＦＤＭＡ通信信号を送信することができ、
双方向リンク２５５を使用してＵＥ２１５－ｃからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信するこ
とができる。双方向リンク２５５は、図２Ａを参照して上で説明された免許不要帯域の中
の周波数Ｆ３と関連付けられ得る。スタンドアロンモードは、スタジアム内でのアクセス
（たとえば、ユニキャスト、マルチキャスト）のような、非従来型のワイヤレスアクセス
の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提供者は、免許帯
域を有しないスタジアムの所有者、ケーブル会社、イベント主催者、ホテル、企業、また
は大会社であり得る。
【００５１】
　[0069]いくつかの実施形態では、図１、図２Ａ、および／もしくは図２Ｂを参照して説
明されたｅＮＢ１０５および／もしくは２０５、または、図１、図２Ａ、および／もしく
は図２Ｂを参照して説明されたＵＥ１１５および／もしくは２１５のような送信デバイス
は、共有帯域のチャネルへの（たとえば、免許帯域または免許不要帯域の物理チャネルへ
の）アクセス権を得るためにゲーティング間隔を使用することができる。ゲーティング間
隔は、ＥＴＳＩ（ＥＮ３０１　８９３）において指定されているＬＢＴプロトコルに基づ
くリスンビフォートーク（ＬＢＴ：Listen Before Talk）のような、コンテンションベー
スプロトコルの適用を定め得る。ＬＢＴプロトコルの適用を定めるゲーティング間隔を使
用するとき、ゲーティング間隔は、送信デバイスがクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ
）を実行する必要があるときを示し得る。ＣＣＡの結果は、共有帯域のチャネルが利用可
能であるか、または使用中であるかを送信デバイスに示すことができる。チャネルが利用
可能である（たとえば、使用のために「クリア」である）ことをＣＣＡが示すとき、ゲー
ティング間隔は、通常はあらかじめ定められた送信間隔の間、送信デバイスがチャネルを
使用することを許可し得る。チャネルが利用可能ではない（たとえば、使用中または予約
済みである）ことをＣＣＡが示すとき、ゲーティング間隔は、送信デバイスが送信間隔の
間にチャネルを使用するのを防ぎ得る。
【００５２】
　[0070]いくつかの場合、送信デバイスが、周期的にゲーティング間隔を生成し、周期的
なフレーム構造の少なくとも１つの境界とゲーティング間隔の少なくとも１つの境界を同
期させることが有用であり得る。たとえば、共有帯域においてセルラーダウンリンクのた
めの周期的なゲーティング間隔を生成し、セルラーダウンリンクと関連付けられる周期的
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なフレーム構造（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム）の少なくとも１つの境界
と周期的なゲーティング間隔の少なくとも１つの境界を同期させることが有用であり得る
。そのような同期の例が図３に示される。
【００５３】
　[0071]図３は、免許不要帯域におけるセルラーダウンリンクのための免許不要フレーム
／間隔３０５、３１５、および／または３２５の例３００を示す。免許不要フレーム／間
隔３０５、３１５、および／または３２５は、免許不要帯域（たとえば、ＷＬＡＮ帯域）
を通じたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信をサポートするｅＮＢによって周期的なゲーティング間
隔として使用され得る。そのようなｅＮＢの例は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂ
を参照して説明された、アクセスポイント１０５および／またはｅＮＢ２０５であり得る
。免許不要フレーム／間隔３０５、３１５、および／または３２５は、図１、図２Ａ、お
よび／または図２Ｂを参照して説明されたシステム１００、２００、および／または２５
０とともに使用され得る。
【００５４】
　[0072]例として、免許不要フレーム／間隔３０５の持続時間は、セルラーダウンリンク
と関連付けられる周期的なフレーム構造のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム３１０の持続
時間に等しい（またはそれにほぼ等しい）ものとして示されている。いくつかの実施形態
では、「ほぼ等しい」は、免許不要フレーム／間隔３０５の持続時間が周期的なフレーム
構造の持続時間のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）持続時間内にあることを意味する
。
【００５５】
　[0073]免許不要フレーム／間隔３０５の少なくとも１つの境界は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
無線フレームＮ－１～Ｎ＋１を含む周期的なフレーム構造の少なくとも１つの境界と同期
され得る。いくつかの場合、免許不要フレーム／間隔３０５は、周期的なフレーム構造の
フレーム境界とアライメントされた境界を有し得る。他の場合には、免許不要フレーム／
間隔３０５は、周期的なフレーム構造のフレーム境界と同期されているがそれからオフセ
ットされている境界を有し得る。たとえば、免許不要フレーム／間隔３０５の境界は、周
期的なフレーム構造のサブフレーム境界とアライメントされ得、または周期的なフレーム
構造のサブフレーム中間点境界（たとえば、特定のサブフレームの中間点）とアライメン
トされ得る。
【００５６】
　[0074]いくつかの場合、周期的なフレーム構造は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレームＮ
－１～Ｎ＋１を含み得る。各ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム３１０は、たとえば１０ミ
リ秒の持続時間を有し得、免許不要フレーム／間隔３０５も、１０ミリ秒の持続時間を有
し得る。これらの場合、免許不要フレーム／間隔３０５の境界は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無
線フレームの１つ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム（Ｎ））の境界（たとえ
ば、フレーム境界、サブフレーム境界、またはサブフレーム中間点境界）と同期され得る
。
【００５７】
　[0075]例として、免許不要フレーム／間隔３１５および３２５の持続時間は、セルラー
ダウンリンクと関連付けられる周期的なフレーム構造の持続時間の約数（またはそのほぼ
約数）であるものとして示されている。いくつかの実施形態では、「～のほぼ約数」は、
免許不要フレーム／間隔３１５、３２５の持続時間が周期的なフレーム構造の約数（たと
えば、１／２または１／１０）の持続時間のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）持続時
間内にあることを意味する。たとえば、免許不要フレーム／間隔３１５は、５ミリ秒の持
続時間を有し得、免許不要フレーム／間隔３２５は、１または２ミリ秒の持続時間を有し
得る。
【００５８】
　[0076]図４Ａは、免許不要帯域におけるセルラーダウンリンクのための周期的なゲーテ
ィング間隔４０５の例４００を示す。周期的なゲーティング間隔４０５は、免許不要帯域
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または共有帯域を通じたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信をサポートするｅＮＢによって使用され
得る。そのようなｅＮＢの例は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照して説明さ
れた、ｅＮＢ１０５および２０５であり得る。周期的なゲーティング間隔４０５はまた、
図１、図２Ａ、および／または図２Ｂのシステム１００、２００、および／または２５０
とともに使用され得る。
【００５９】
　[0077]例として、周期的なゲーティング間隔４０５の持続時間は、セルラーダウンリン
クと関連付けられる周期的なフレーム構造４１０の持続時間に等しい（またはほぼ等しい
）ように示されている。周期的なゲーティング間隔４０５の境界は、周期的なフレーム構
造４１０の境界と同期され得る（たとえば、それとアライメントされ得る）。
【００６０】
　[0078]周期的なフレーム構造４１０は、１０個のサブフレーム（たとえば、ＳＦ０、Ｓ
Ｆ１、．．．ＳＦ９）を有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレームを含み得る。サブフレー
ムＳＦ０～ＳＦ８は、ダウンリンク（Ｄ）サブフレーム４１５であり得、サブフレームＳ
Ｆ９は、特別な（Ｓ’）サブフレーム４２０であり得る。Ｄサブフレーム４１５は、ＬＴ
Ｅ無線フレームのチャネル占有時間を集合的に定義することができ、Ｓ’サブフレーム４
２０の少なくとも一部は、チャネルアイドル時間を定義することができる。現在のＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ規格の下では、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレームは、１ミリ秒と９．５ミリ
秒との間の最大チャネル占有時間（オン時間）を有し、チャネル占有時間の５パーセント
（たとえば、最低５０マイクロ秒）の最小チャネルアイドル時間（オフ時間）を有し得る
。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格への適合を保証するために、周期的なゲーティング間隔４０５
は、Ｓ’サブフレーム４２０の一部として０．５ミリ秒のガード期間（すなわち、オフ時
間）を与えることによって、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格のこれらの要件に準拠することがで
きる。
【００６１】
　[0079]Ｓ’サブフレーム４２０は、１ミリ秒の持続時間を有するので、免許不要帯域の
特定の物理チャネルをめぐって争う送信デバイスがＣＣＡを実行できる、１つまたは複数
のＣＣＡスロットまたはウィンドウ４２５を含み得る。物理チャネルが利用可能であるが
、周期的なゲーティング間隔４０５の終了の前にデバイスのＣＣＡが完了したことを送信
デバイスのＣＣＡが示すとき、デバイスは、周期的なゲーティング間隔４０５の終了まで
チャネルを予約するために１つまたは複数の信号を送信し得る。いくつかの場合、１つま
たは複数の信号は、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）４３０および／またはセル固
有参照信号（ＣＲＳ）を含み得る。本開示および添付の特許請求の範囲において使用され
る場合、「チャネル使用パイロット信号（ＣＵＰＳ）」および「チャネル使用ビーコン信
号（ＣＵＢＳ）」という用語は相互に交換可能である。ＣＵＢＳ４３０および／またはＣ
ＲＳは、チャネル同期とチャネル予約の両方のために使用され得る。すなわち、別のデバ
イスがチャネル上でＣＵＢＳを送信し始めた後にチャネルのためにＣＣＡを実行するデバ
イスは、ＣＵＢＳ４３０のエネルギーを検出し、チャネルが現在利用不可能であると決定
することができる。
【００６２】
　[0080]送信デバイスが、物理チャネルのためのＣＣＡおよび／または物理チャネルを通
じたＣＵＢＳ４３０の送信の完了に成功した後で、送信デバイスは、波形（たとえば、物
理キャリアと関連付けられるＬＴＥベースの波形４３５）を送信するために、最長で所定
の時間の期間（たとえば、１つのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム）、物理チャネルを使
用することができる。
【００６３】
　[0081]図４Ｂは、図４Ａを参照して説明された１０ミリ秒の周期的なゲーティング間隔
４０５のＳ’サブフレームのようなゲーティング間隔のＳ’サブフレーム４５０内で、Ｌ
ＢＴのようなコンテンションベースのプロトコルがどのように実装され得るかを示す。コ
ンテンションベースのプロトコルは、たとえば、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを
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参照して説明される、システム１００、２００、および／もしくは２５０、アクセスポイ
ントもしくはｅＮＢ１０５および／もしくは２０５、ならびに／または、ＵＥ１１５およ
び／もしくは２１５とともに使用され得る。
【００６４】
　[0082]Ｓ’サブフレーム４５０は、ガード期間（またはサイレント期間）４５５とＣＣ
Ａ期間４６０とを有し得る。例として、ガード期間４５５およびＣＣＡ期間４６０の各々
は、０．５ミリ秒という持続時間を有し、７個のＯＦＤＭシンボル位置４６５（図４Ｂで
はスロット１から７として標識される）を含み得る。いくつかの場合、ｅＮＢは、免許不
要帯域の後続の送信間隔のためのＣＣＡ４７０を実行して、免許不要帯域のその送信間隔
がその送信間隔の間の送信に利用可能かどうかを決定するために、ＯＦＤＭシンボル位置
４６５の１つまたは複数を選択することができる。いくつかの場合、ＯＦＤＭシンボル位
置４６５の異なる１つが、Ｓ’サブフレーム４５０の異なる発生において（すなわち、免
許不要帯域の異なる送信間隔にＣＣＡ４７０を実行するために使用される異なるＳ’サブ
フレームにおいて）、擬似ランダムに特定または選択され得る。ＯＦＤＭシンボル位置の
擬似ランダムな特定または選択は、ホッピングシーケンスを使用して制御され得る。
【００６５】
　[0083]ワイヤレス通信システムのｅＮＢは、同じまたは異なる事業者によって運用され
得る。いくつかの実施形態では、異なる事業者によって運用されるｅＮＢは、特定のＳ’
サブフレーム４５０の中のＯＦＤＭシンボル位置４６５の異なる１つを選択することがで
き、これによって異なる事業者間でのＣＣＡの競合を避ける。異なる事業者の擬似ランダ
ムな選択機構が協調する場合、ＯＦＤＭシンボル位置４６５は、異なる事業者のｅＮＢが
各々、いくつかの送信間隔に対する最早のＯＦＤＭシンボル位置（すなわち、スロット１
）においてＣＣＡ４７０を実行するための等しい機会を有するように、複数の異なる事業
者によって擬似ランダムに選択され得る。したがって、経時的に、異なる事業者のｅＮＢ
は各々、他の事業者のｅＮＢの需要とは無関係に、まずＣＣＡ４７０を実行して免許不要
帯域の送信間隔へのアクセス権を得るための機会を有し得る。ＣＣＡ４７０の成功の後で
、ｅＮＢは、他のデバイスおよび／または事業者が免許不要帯域の送信間隔の１つまたは
複数の物理チャネルを使用するのを防ぐために、ＣＵＢＳを送信することができる。
【００６６】
　[0084]図５は、いくつかのワイヤレスアクセスポイント（たとえば、ＷｉＦｉノード）
５３５およびＵＥ５１５がｅＮＢ５０５のカバレッジエリア５１０内にあるワイヤレス通
信システム５００を示す。いくつかの例では、ｅＮＢ５０５、ＵＥ５１５、および／また
はワイヤレスアクセスポイント５３５は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照し
て説明されたｅＮＢ１０５および／もしくは２０５、ＵＥ１１５および／もしくは２１５
、ならびに／またはワイヤレスアクセスポイント１０５の１つまたは複数の態様のそれぞ
れの例であり得る。
【００６７】
　[0085]ｅＮＢ５０５およびＵＥ５１５は、免許帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯
域）の中の双方向リンク５２０と、免許不要帯域（たとえば、免許不要帯域におけるＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ）の中の双方向リンク５２５のいずれかまたは両方を使用して、免許帯域
または免許不要帯域を通じて互いに通信することができる。そのような通信は、図２Ａを
参照して上で説明されたキャリアアグリゲーションシナリオの例であり得る。
【００６８】
　[0086]免許不要帯域の中の双方向リンク５２５へのアクセス権を予約しようと試みると
き、ｅＮＢ５０５とＵＥ５１５の両方が、免許不要帯域の利用可能性を決定するためにＣ
ＣＡを実行し得る。いくつかの場合、ｅＮＢ５０５とＵＥ５１５の両方が、ワイヤレスア
クセスポイント５４０、および／またはｅＮＢ５０５のカバレッジエリア５１０の外側に
あるがＵＥ５１５の範囲内にある他の潜在的な送信デバイスの存在を考慮するために、Ｃ
ＣＡを実行することができる。そのようなワイヤレスアクセスポイント５４０は「隠され
たノード」と呼ばれることがあり、それは、それらの存在がｅＮＢ５０５には知られてお
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らず、ｅＮＢ５０５から隠されていることがあるからである。したがって、ワイヤレスア
クセスポイント５４０の潜在的な送信を発見するためにＣＣＡを実行するＵＥ５１５がな
い場合、ｅＮＢ５０５は、隠されたワイヤレスアクセスポイント５４０が実際にはＵＥ５
１５の近傍の１つまたは複数のデバイスとの通信のために免許不要帯域をすでに予約して
いるときに、免許不要帯域が特定の送信間隔において利用可能であると決定し得る。
【００６９】
　[0087]図６は、Ｓ’サブフレーム６００の例示的なフォーマットを示す。いくつかの実
施形態では、Ｓ’サブフレーム６００は、図４Ａおよび／または図４Ｂを参照して説明さ
れたＳ’サブフレーム４２０および／または４５０の代替的な例であり得る。Ｓ’サブフ
レーム６００は、サイレント期間６１０と、ある数の（たとえば、７つの）ｅＮＢ　ＣＣ
Ａスロット６１５と、ｅＮＢ送信期間６２０と、ＵＥ　ＣＣＡスロット６２５と、ある数
の（たとえば、３つの）第２の波形スロット６３０と、ＵＥ送信期間６３５と、部分チャ
ネル使用ビーコンシンボル（ＰＣＵＢＳ）送信期間６４０とを含み得る。いくつかの場合
、Ｓ’サブフレーム６００は、図４Ａを参照して説明された周期的なゲーティング間隔４
０５のような１０ミリ秒のフレームまたはゲーティング構造とともに使用され、１ミリ秒
の持続時間を有し得る。
【００７０】
　[0088]サイレント期間６１０は、始めまたは終わりのような、Ｓ’サブフレーム６００
中の様々な点に存在し得、いくつかの場合、２つ以上のサイレント期間に分割され得る。
例として、サイレント期間６１０がＳ’サブフレーム６００の始めに存在するものとして
示されている。サイレント期間６１０は、ＬＴＥ規格のチャネル占有要件への適合を可能
にする。いくつかの事例では、サイレント期間６１０は、４７５マイクロ秒の最小持続時
間を有し得る。
【００７１】
　[0089]免許不要帯域の利用可能性を決定するためにＣＣＡを実行するために、ｅＮＢに
よって、ｅＮＢ　ＣＣＡスロット６１５の１つが擬似ランダムに選択され得る。ｅＮＢ　
ＣＣＡスロット６１５は、同じ事業者展開のｅＮＢがｅＮＢ　ＣＣＡスロット６１５の共
通する１つの中でＣＣＡを実行し、異なる事業者展開のｅＮＢがｅＮＢ　ＣＣＡスロット
６１５のうちの異なる複数のスロットの中でＣＣＡを実行するように、擬似ランダムに選
択され得る。Ｓ’サブフレーム６００の連続するインスタンスでは、ｅＮＢ　ＣＣＡスロ
ットの擬似ランダムな選択は、異なる事業者展開がｅＮＢ　ＣＣＡスロットの最初のスロ
ットを選択することをもたらし得る。このようにして、ある数の事業者展開の各々は、Ｃ
ＣＡを実行する最初の機会を与えられ得る（たとえば、第１の事業者展開が、１つのＳ’
サブフレーム６００中の最初のｅＮＢ　ＣＣＡスロットを選択することができ、第２の事
業者展開が、次のＳ’サブフレーム６００中の最初のｅＮＢ　ＣＣＡスロットを選択する
ことができる、など）。いくつかの事例では、ｅＮＢ　ＣＣＡスロット６１５は各々、約
２０マイクロ秒の持続時間を有し得る。
【００７２】
　[0090]ｅＮＢは、免許不要帯域が利用可能であるという決定を行うと、第１の波形を直
ちに送信し始め得る。第１の波形は、ｅＮＢ　ＣＣＡスロット６１５のより後の複数のス
ロットの間に、および／またはｅＮＢ送信期間６２０の間に送信され得る。第１の波形は
、ｅＮＢが免許不要帯域を通じたチャネルアクセスを有する１つまたは複数の時間期間を
示すように構成され得る。
【００７３】
　[0091]第１の波形を受信するＵＥは、第１の波形に応答して、ＵＥ　ＣＣＡスロット６
２５の間に自身のＣＣＡを実行し得る。免許不要帯域が利用可能であるとＵＥが決定する
と、ＵＥは、免許不要帯域を通じて第２の波形と第３の波形とを送信し得る。第２の波形
は、第２の波形スロット６３０の１つの中で送信され得、第１の波形を送信したｅＮＢが
特定の時間期間の間に免許不要帯域を通じたチャネルアクセスを有することを近くのＷｉ
Ｆｉデバイスに示すように構成され得る。第２の波形スロットのセットは、ＵＥが、同じ
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事業者展開中の別のＵＥによって特定される第２の波形スロットに対してスタガリングさ
れた第２の波形スロットを特定することを可能にし得る。第２の波形スロットのセットの
中の第２の波形をスタガリングすることにより、近くのＷｉＦｉデバイスは、２つ以上の
ＵＥから受信された第２の波形をより良く区別し復号することが可能になり得る。第２の
波形スロット６３０は各々、約４４マイクロ秒の持続時間を有し得る。
【００７４】
　[0092]第３の波形は、第２の波形の直後におよび／またはＵＥ送信期間６３５の間に送
信され得る。第３の波形は、ＵＥへのデータ送信のためにｅＮＢに情報を与えるように構
成され得る。データ送信は、Ｓ’サブフレーム６００の後に行われ得る。
【００７５】
　[0093]ＰＣＵＢＳ送信期間６４０は、特定のＳ’サブフレーム６００の中に存在するこ
とも、または存在しないこともある。その存在は、第３の波形の送信タイミングに依存し
得る。ＰＣＵＢＳ送信期間６４０の間に、１つまたは複数のｅＮＢおよび／またはＵＥは
、免許不要帯域を通じたチャネルアクセス（たとえば、予約）を維持するためにＰＣＵＢ
Ｓを送信し得る。
【００７６】
　[0094]Ｓ’サブフレーム６００は、ｅＮＢとＵＥの両方のためのＣＣＡスロットを提供
するという点で有用であることがあり、いくつかの場合には、図５を参照して説明された
隠されたノードの問題を軽減するのを助け得る。
【００７７】
　[0095]図７は、１ミリ秒の（たとえば、１つのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａサブフレーム）ゲー
ティング間隔７０５の例７００を提供する。１ミリ秒のゲーティング間隔７０５は、図１
、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照して説明される、アクセスポイントもしく
はｅＮＢ１０５、２０５、および／もしくは５０５、ならびに／または、ＵＥ１１５、２
１５、および／もしくは５１５によって使用され得る。ゲーティング間隔７０５は、図１
、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照して説明されたシステム１００、２００、
２５０、および／または５００とともに使用され得る。
【００７８】
　[0096]現在のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格は、チャネル占有時間（オン時間）≧１ミリ秒で
あることと、チャネルアイドル時間≧チャネル占有時間の５％であることとを要求する。
したがって、現在のＬＴＥ規格は、１．０５ミリ秒という最小ゲーティング間隔の長さを
規定する。しかしながら、ＬＴＥ規格がもし０．９５ミリ秒という最小チャネル占有時間
を要求するように緩和されることが可能であれば、１ミリ秒のゲーティング間隔が可能に
なる。
【００７９】
　[0097]図７に示されるように、１ミリ秒のゲーティング間隔７０５は、１４個のＯＦＤ
Ｍシンボル（またはシンボル位置）を含み得る。ゲーティング間隔７０５に先行するＣＣ
Ａスロット７１０の間のＣＣＡの実行が成功するとき、ダウンリンク送信は、ゲーティン
グ間隔７０５の最初の１３個のＯＦＤＭシンボルの間に発生し得る。そのようなダウンリ
ンク送信は、９２９マイクロ秒という持続時間（またはチャネル占有時間）を有し得る。
現在のＬＴＥ規格によれば、９２９マイクロ秒のチャネル占有時間は、４８マイクロ秒の
チャネルアイドル時間７１５を要求し、これは、１つのＯＦＤＭシンボルの７１．４マイ
クロ秒の持続時間より短い。結果として、４８マイクロ秒のチャネルアイドル時間７１５
、さらには１つまたは複数のＣＣＡスロット７１０が、１４番目のＯＦＤＭシンボル位置
の間に提供され得る。いくつかの場合、２０マイクロ秒という全体の持続時間を有する２
つのＣＣＡスロット７１０は、１４番目のＯＦＤＭシンボル位置の間に提供され得、これ
により、ある量のＣＣＡのランダム化を可能にする。例７００における各ＣＣＡスロット
７１０は、１つのＯＦＤＭシンボルよりも短い持続時間を有することに留意されたい。
【００８０】
　[0098]図８は、免許不要の５ＧＨｚの帯域８００の中の様々な周波数帯域の割振りの例
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示的な様子を示す。図８に示されているように、５ＧＨｚの帯域８００は、Ｕ－ＮＩＩ　
１周波数バンド８０５（たとえば、５１７０～５２５０ＭＨｚ）と、Ｕ－ＮＩＩ　２周波
数バンド８１０（たとえば、５２５０～５３５０ＭＨｚ）と、Ｕ－ＮＩＩ　ＷＷ周波数バ
ンド８１５（たとえば、５４７０～５７２５ＭＨｚ）と、Ｕ－ＮＩＩ　３周波数バンド８
２０（たとえば、５７２５～５８２５ＭＨｚ）と、ＤＳＲＣ周波数バンド８２５（たとえ
ば、５８５０～５９２５ＭＨｚ）とを含み得る。
【００８１】
　[0099]各周波数バンドは、１つまたは複数のチャネルを使用するために割り振られ得る
。各物理チャネルは、帯域幅（たとえば、１０ＭＨｚ、２０ＭＨｚ、４０ＭＨｚ、８０Ｍ
Ｈｚ、１６０ＭＨｚなど）を占有し得る。（たとえば、８０ＭＨｚを占有する）Ｕ－ＮＩ
Ｉ　１周波数バンド８０５は、（たとえば、チャネルインデックス３６、４０、４４、お
よび４８をもつ）最高で４つの２０ＭＨｚチャネル８３０、最高で２つの４０ＭＨｚチャ
ネル８３５、または１つの８０ＭＨｚチャネル８４０をサポートし得る。同様に、Ｕ－Ｎ
ＩＩ２周波数バンド８１０は、（たとえば、チャネルインデックス５２、５６、６０、お
よび６４をもつ）最高で４つの２０ＭＨｚチャネル８３０、最高で２つの４０ＭＨｚチャ
ネル８３５、または１つの８０ＭＨｚチャネル８４０をサポートし得る。いくつかのデバ
イス（たとえば、免許不要帯域において動作するように構成されたＷｉ－ＦｉまたはＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａデバイス）は、Ｕ－ＮＩＩ　１周波数バンド８０５とＵ－ＮＩＩ　２周波
数バンド８１０の両方にわたって動作し得る。その結果、Ｕ－ＮＩＩ　１周波数バンド８
０５とＵ－ＮＩＩ　２周波数バンド８１０とは、５１７０～５３５０ＭＨｚの周波数バン
ドをもたらすように実質的に組み合わされ得る。したがって、１６０ＭＨｚチャネル８４
５（たとえば、５１７０～５３３０ＭＨｚ）がサポートされ得る。
【００８２】
　[0100]図８に示されるように、Ｕ－ＮＩＩ　３周波数バンド８２０（たとえば、５７２
５～５８２５ＭＨｚ）は、（たとえば、チャネルインデックス１４９、１５３、１５７、
１６１、および１６５をもつ）最高で５つの２０ＭＨｚチャネル８３０、最高で２つの４
０ＭＨｚチャネル８３５、または１つの８０ＭＨｚチャネル８４０をサポートし得る。通
常、ＤＳＲＣ周波数バンド８２５は、１０ＭＨｚチャネルを使用するＤＳＲＣ通信をサポ
ートする。いくつかの場合、マルチモードＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａデバイスは、コンテンショ
ンベースのプロトコル（たとえば、ＬＢＴおよび／またはＣＣＡ）を使用して帯域の１つ
または複数のチャネルへのアクセス権を得て１つまたは複数のチャネルを予約した後で、
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のための帯域として５ＧＨｚの帯域８００の一部またはすべてを
日和見的に使用することができる。
【００８３】
　[0101]いくつかの場合、送信デバイスが、特定のワイヤレスデータ送信のために必要と
されるものよりも多数の物理チャネルのためのＣＣＡを実行するのが望ましいことがある
。このようにして、送信デバイスは、物理チャネルの１つまたは複数へのアクセス権を争
うときに別のデバイスに負けることがあるが、それでもワイヤレスデータ送信を行うのに
十分な物理チャネルへのアクセス権を得ることができる。図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃ、およ
び図９Ｄは、ワイヤレスデータ送信のために必要とされるものよりも多数の物理チャネル
のためのＣＣＡを送信デバイスが実行できる、様々な例を示す。ワイヤレスデータ送信を
行うのに必要とされるチャネルは、仮想コンポーネントキャリア（たとえば、図面ではＶ
ｉｒＣＣ＿ｘと標識され、「ｘ」はチャネル番号である）、仮想キャリア、または仮想チ
ャネルと呼ばれ得る。仮想キャリアは、ＣＣＡの実行が成功した物理コンポーネントキャ
リアまたは物理チャネル（たとえば、図面ではＰｈｙＣＣ＿ｙと標識され、「ｙ」はチャ
ネル番号である）にマッピングされ得る。本明細書および添付の特許請求の範囲において
使用される場合、「仮想キャリア」、「仮想コンポーネントキャリア」、および「仮想チ
ャネル」という用語は相互に交換可能である。加えて、「物理キャリア」、「物理コンポ
ーネントキャリア」、および「物理チャネル」という用語は相互に交換可能である。
【００８４】
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　[0102]ここで図９Ａを参照すると、３つの仮想キャリア（すなわち、ＶｉｒＣＣ＿０、
ＶｉｒＣＣ＿１、およびＶｉｒＣＣ＿２）から３つの物理キャリア（すなわち、ＰｈｙＣ
Ｃ＿１、ＰｈｙＣＣ＿３、およびＰｈｙＣＣ＿４）へのマッピング９００が示されている
。送信デバイスが３つの仮想キャリアを必要とするワイヤレスデータ送信を行うことを望
むとき、送信デバイスは、そのワイヤレスデータ送信を行うために必要とされるものより
も多数の物理キャリアのための（たとえば、物理キャリアＰｈｙＣＣ＿０、ＰｈｙＣＣ＿
１、ＰｈｙＣＣ＿２、ＰｈｙＣＣ＿３、ＰｈｙＣＣ＿４、およびＰｈｙＣＣ＿５と関連付
けられる物理チャネルのための）ＣＣＡを実行することができる。示されるように、ＣＣ
Ａは、物理キャリアのいくつかに対しては成功することがあり（すなわち、「合格」）、
物理キャリアの他のものに対しては成功しないことがある（すなわち、「失敗」）。しか
しながら、ＣＣＡは十分多くの物理キャリアについて合格するので、いくつかの物理キャ
リアに対するＣＣＡの失敗とは無関係に、ワイヤレスデータ送信が行われ得る。任意の規
定された方式で、たとえば最小の番号の仮想キャリアが、ＣＣＡの実行が成功した最小の
番号の物理キャリアにマッピングされるように、仮想キャリアが物理キャリアにマッピン
グされ得る。与えられる例では、マッピングは受信デバイスに対して暗黙的であり得る（
たとえば、送信デバイスは、チャネルを予約するために、送信デバイスが使用する物理キ
ャリア上でシグナリングを送信することができ、受信デバイスは、使用されるチャネルの
各々の上でのエネルギーまたはシグナリングを検出し、エネルギーが現れるチャネルのう
ちで最小の番号のチャネル（または最低の周波数のチャネル）がワイヤレスデータ送信の
最小の番号の仮想キャリアにマッピングされることを暗黙的に理解することができる）。
代替的に、仮想キャリア（たとえば、ＶｉｒＣＣ＿０、ＶｉｒＣＣ＿１、およびＶｉｒＣ
Ｃ＿２）がマッピングされる物理キャリア（たとえば、ＰｈｙＣＣ＿１、ＰｈｙＣＣ＿３
、およびＰｈｙＣＣ＿４）を受信デバイスがそれによって特定できる情報（たとえば、ビ
ットマップ）を、送信デバイスが送信することができ、受信デバイスが受信することがで
きる。
【００８５】
　[0103]図９Ｂは、２つの仮想キャリア（すなわち、ＶｉｒＣＣ＿０およびＶｉｒＣＣ＿
１）から２つの物理キャリア（すなわち、ＰｈｙＣＣ＿１およびＰｈｙＣＣ＿３）へのマ
ッピング９０５を示している。送信デバイスが２つの仮想キャリアを必要とするワイヤレ
スデータ送信を行うことを望むとき、送信デバイスは、そのワイヤレスデータ送信を行う
ために必要とされるものよりも多数の物理キャリアのための（たとえば、物理キャリアＰ
ｈｙＣＣ＿０、ＰｈｙＣＣ＿１、ＰｈｙＣＣ＿２、ＰｈｙＣＣ＿３、ＰｈｙＣＣ＿４、お
よびＰｈｙＣＣ＿５のための）ＣＣＡを実行することができる。示されるように、ＣＣＡ
は、物理キャリアのいくつかに対しては成功することがあり（すなわち、「合格」）、物
理キャリアの他のものに対しては成功しないことがある（すなわち、「失敗」）。しかし
ながら、ＣＣＡは十分多くの物理キャリアについて合格するので、いくつかの物理キャリ
アに対するＣＣＡの失敗とは無関係に、ワイヤレスデータ送信が行われ得る。任意の規定
された方式で、たとえば最小の番号の仮想キャリアが、ＣＣＡの実行が成功した最小の番
号の物理キャリアにマッピングされるように、仮想キャリアが物理キャリアにマッピング
され得る。与えられる例では、マッピングは受信デバイスに対して暗黙的であり得る（た
とえば、送信デバイスは、チャネルを予約するために、送信デバイスが使用する物理キャ
リア上でシグナリングを送信することができ、受信デバイスは、使用されるチャネルの各
々の上でのエネルギーまたはシグナリングを検出し、エネルギーが現れるチャネルのうち
で最小の番号のチャネル（または最低の周波数のチャネル）がワイヤレスデータ送信の最
小の番号の仮想キャリアにマッピングされることを暗黙的に理解することができる）。
【００８６】
　[0104]図９Ｂでは、ＣＣＡは、仮想キャリアＶｉｒＣＣ＿０を送信するために使用され
得る物理キャリアの第１のサブセット（たとえば、ＰｈｙＣＣ＿０、ＰｈｙＣＣ＿１、お
よびＰｈｙＣＣ＿２）と、仮想キャリアＶｉｒＣＣ＿１を送信するために使用され得る物
理キャリアの第２のサブセット（たとえば、ＰｈｙＣＣ＿３、ＰｈｙＣＣ＿４、およびＰ
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ｈｙＣＣ＿５）とのために実行され得る。ＣＣＡがサブセットの中の２つ以上の物理キャ
リアに対して成功するとき、サブセットに対応する仮想キャリアは、ＣＣＡの実行が成功
した物理キャリアの１つにマッピングされ得、または、仮想キャリアは、ＣＣＡの実行が
成功しＣＣＡが冗長的に送信された、物理キャリアの２つ以上にマッピングされ得る。代
替的に、サブセットに対応する仮想キャリアは、ＣＣＡの実行が成功した物理キャリアの
１つにマッピングされ得、別の送信は、ＣＣＡの実行が成功した少なくとも１つの追加の
キャリアを通じて行われ得る。たとえば、ダウンリンク仮想キャリアの場合、少なくとも
１つの追加のキャリアを通じて行われる送信は、ＣＵＢＳおよび／またはチャネル状態情
報参照信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を含み得る。アップリンク仮想キャリアの場合、少なくとも
１つの追加のキャリアを通じて行われる送信は、サウンディング参照信号（ＳＲＳ）およ
び／またはＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）を含んでよく、このＣＥＴはＳＲＳを含み得る。Ｃ
ＥＴはまた、物理キャリアに対するＣＣＡの実行が成功したかどうかとは無関係に、任意
の物理キャリアを通じて、およびいくつかの場合は各物理キャリア（または仮想キャリア
にマッピングされない各物理キャリア）を通じて行われ得る。仮想キャリアにマッピング
されない物理キャリアを通じたＳＲＳまたはＣＥＴの送信は、ｅＮＢが、現在のワイヤレ
スデータ送信のために使用されない物理チャネルのための更新されたチャネル品質情報（
ＣＱＩ）を導出することを可能にし得る。ＣＱＩは、物理チャネルの性質であり、（たと
えば、干渉の条件および／または隠れた端末が原因で）物理チャネルごとに大きく異なり
得る。レート予測のために、ｅＮＢが物理チャネルのいずれかでの送信をスケジューリン
グできるように、すべての物理チャネルに対して更新されたＣＱＩが必要とされる。１つ
または複数の物理チャネルのための更新されたＣＱＩを導出するｅＮＢの観点からは、物
理チャネルを通じてＳＲＳまたはＣＥＴを送信することはリソースの利用率を改善するが
、別の事業者展開におけるｅＮＢの観点からは、ワイヤレスデータ送信のために使用され
ない物理チャネルを通じてＳＲＳまたはＣＥＴを送信することは無駄であり得る。
【００８７】
　[0105]図９Ｃは、３つの仮想キャリア（すなわち、ＶｉｒＣＣ＿０、ＶｉｒＣＣ＿１、
およびＶｉｒＣＣ＿２）から３つの物理キャリア（すなわち、ＰｈｙＣＣ＿１、ＰｈｙＣ
Ｃ＿３、およびＰｈｙＣＣ＿５）への別のマッピング９１０を示している。送信デバイス
が３つの仮想キャリアを必要とするワイヤレスデータ送信を行うことを望むとき、送信デ
バイスは、そのワイヤレスデータ送信を行うために必要とされるものよりも多数の物理キ
ャリアのための（たとえば、物理キャリアＰｈｙＣＣ＿０、ＰｈｙＣＣ＿１、ＰｈｙＣＣ
＿２、ＰｈｙＣＣ＿３、ＰｈｙＣＣ＿４、およびＰｈｙＣＣ＿５のための）ＣＣＡを実行
することができる。示されるように、ＣＣＡは、物理キャリアのいくつかに対しては成功
することがあり（すなわち、「合格」）、物理キャリアの他のものに対しては成功しない
ことがある（すなわち、「失敗」）。しかしながら、ＣＣＡは十分多くの物理キャリアに
ついて合格するので、いくつかの物理キャリアに対するＣＣＡの失敗とは無関係に、ワイ
ヤレスデータ送信が行われ得る。任意の規定された方式で、たとえば最小の番号の仮想キ
ャリアが、ＣＣＡの実行が成功した最小の番号の物理キャリアにマッピングされるように
、仮想キャリアが物理キャリアにマッピングされ得る。与えられる例では、マッピングは
受信デバイスに対して暗黙的であり得る（たとえば、送信デバイスは、チャネルを予約す
るために、送信デバイスが使用する物理キャリア上でシグナリングを送信することができ
、受信デバイスは、使用されるチャネルの各々の上でのエネルギーまたはシグナリングを
検出し、エネルギーが現れるチャネルのうちで最小の番号のチャネル（または最低の周波
数のチャネル）がワイヤレスデータ送信の最小の番号の仮想キャリアにマッピングされる
ことを暗黙的に理解することができる）。
【００８８】
　[0106]図９Ｃは、物理キャリアＰｈｙＣＣ＿２のようなＣＣＡの実行が成功したいくつ
かの物理キャリアが、良好でないチャネル強度（たとえば、良好でないチャネル状態情報
（ＣＳＩ））の結果として放棄され得ることを示す。図９Ｃはまた、物理キャリアＰｈｙ
ＣＣ＿４のようないくつかの物理キャリアに対しては、送信デバイスが別の物理キャリア
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を試すことおよび／または別の物理キャリア（たとえば、物理キャリアＰｈｙＣＣ＿５）
のためのＣＳＩを取得することを選び得るので、ＣＣＡが実行されないことがあることを
示す。
【００８９】
　[0107]図９Ｄは、キャリアアグリゲーション動作モードにおける、２つのダウンリンク
仮想キャリア（すなわち、ＶｉｒＣＣ＿０およびＶｉｒＣＣ＿１）から２つの物理キャリ
ア（すなわち、ＰｈｙＣＣ＿１およびＰｈｙＣＣ＿４）への、および２つのアップリンク
仮想キャリア（すなわち、ＶｉｒＣＣ＿００およびＶｉｒＣＣ＿１１）から２つの物理キ
ャリア（すなわち、ＰｈｙＣＣ＿２およびＰｈｙＣＣ＿３）へのマッピング９１５を示す
。ダウンリンク仮想キャリアの各々が、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参
照して説明されるｅＮＢ１０５、２０５、および／または５０５の１つによるダウンリン
クワイヤレスデータ送信のような、ｅＮＢによるダウンリンクワイヤレスデータ送信のた
めに使用され得、アップリンク仮想キャリアの各々が、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／
または図５を参照して説明されるＵＥ１１５、２１５、および／または５１５の１つによ
るアップリンクワイヤレスデータ送信のような、ＵＥによるアップリンクワイヤレスデー
タ送信のために使用され得る。
【００９０】
　[0108]ダウンリンク仮想キャリアおよびアップリンク仮想キャリアがマッピングされ得
る物理キャリア（すなわち、ＰｈｙＣＣ＿０、ＰｈｙＣＣ＿１、ＰｈｙＣＣ＿２、Ｐｈｙ
ＣＣ＿３、およびＰｈｙＣＣ＿４）は、物理キャリアの重複しないサブセットへとグルー
プ化され得る。たとえば、物理キャリアの第１のサブセットは、物理キャリアＰｈｙＣＣ
＿０と、ＰｈｙＣＣ＿１と、ＰｈｙＣＣ＿２とを含む。物理キャリアの第２のサブセット
は、物理キャリアＰｈｙＣＣ＿３とＰｈｙＣＣ＿４とを含む。ｅＮＢが２つのダウンリン
ク仮想キャリアを要求するワイヤレスデータ送信を行うことを望むとき、ｅＮＢは、物理
キャリアのサブセットの各々の中の物理キャリアの各々のためのダウンリンクＣＣＡを実
行することができる。ダウンリンクＣＣＡが物理キャリアの各サブセットの中の複数の物
理キャリアのために実行され得るので、１つまたは複数の物理キャリアに対してダウンリ
ンクＣＣＡが失敗しても、仮想キャリアがマッピングされ得る物理キャリアが存在し得る
。
【００９１】
　[0109]物理キャリアの所与のサブセットの中の、仮想キャリアがマッピングされる物理
キャリアを特定した後で、ダウンリンクＣＣＡが合格した残りの物理キャリアがＵＥに対
して特定され得る。ＵＥは、ダウンリンクＣＣＡをすでにクリアしている物理キャリアの
ためのアップリンクＣＣＡの実行に成功する確率がより高くなり得る。物理キャリアの重
複しないオフセットの使用はまた、ダウンリンクキャリアとアップリンクキャリアの組合
せの曖昧さをなくし、ダウンリンクキャリア／アップリンクキャリアの比率を確立する際
のさらなる柔軟性を実現する。
【００９２】
　[0110]図９Ａ～図９Ｄの例に示されるように、キャリアアグリゲーションモードは、送
信デバイスが送信することを意図するものよりも多数の物理キャリア上でＣＣＡを実行し
、次いでＣＣＡが成功した物理キャリアに仮想キャリアをマッピングすることによって、
送信デバイスに対してサポートされ得る。いくつかのシステムでは、送信デバイスがその
上で一度に送信するように構成され得る、物理キャリアの最大の総数があり得る。たとえ
ば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格のいくつかのリリースを実装するシステムでは、キャリアア
グリゲーションは全体で５個の物理キャリアに制限され得る。
【００９３】
　[0111]全体の物理キャリアに対するこれらの制約は、本説明の原理に従って仮想キャリ
アを利用することによって、システムにより実施され得る。たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａのいくつかのリリースを実装する送信デバイスは、共有帯域を通じてデータを送信する
ために使用される仮想キャリアの総数を５に制限することができる。仮想キャリアと物理
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キャリアとの間の１対１のマッピングにより、異なる物理キャリアが異なるフレームの間
に使用され得る場合でも、送信デバイスは、任意の所与のフレームまたはサブフレームの
ために送信デバイスによって使用される物理キャリアの総数が、規格により課される物理
キャリアの総数に対する制限を超えないことを確実にし得る。
【００９４】
　[0112]キャリアアグリゲーションの間に全体で５個の物理キャリアに制約される送信デ
バイスの例を続けると、送信デバイスは、キャリアアグリゲーションのためにＫ≦５個の
仮想キャリアを利用しながら、各フレームのためのＮ＞５個の物理キャリア上でＣＣＡの
監視を実行するように構成され得る。ＣＣＡアセスメントが成功した物理キャリアの数（
Ｍ）がＫ以下である場合、Ｍ個の物理キャリアの各々が、フレームの間の送信のために選
択され、仮想キャリアの１つにマッピングされ得る。それ以外の場合、ＭがＫ以上である
場合、成功した物理キャリアのうちのＫ個が、そのフレームにおいて使用するために選択
され、個々の仮想キャリアにマッピングされ得る。
【００９５】
　[0113]Ｋ個の物理キャリアの選択は、ＲＲＣ構成に基づき得る。一例では、物理キャリ
アの各々は数字の識別子を有し得、最小の識別子を有するＫ個の物理キャリアが、仮想キ
ャリアへのマッピングのために選択され得る。物理キャリアに割り当てられる識別子は、
異なる送信デバイスに対しては異なり得る。加えて、または代替的に、Ｋ個の物理キャリ
アの選択は、ネットワーク内の送信デバイスに固有のトークンまたは識別子（たとえば、
ＵＥ　ＩＤ）に基づき得る。たとえば、送信デバイスに固有のトークンまたは識別子は、
Ｍ個のＣＣＡをクリアした物理キャリアからＫ個の物理キャリアを導出するためにハッシ
ュされ得る。
【００９６】
　[0114]ここで図１０Ａを参照すると、ブロック図１０００は、様々な実施形態によるワ
イヤレス通信における使用のためのデバイス１００５を示す。いくつかの実施形態では、
デバイス１００５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照して説明された
、ｅＮＢ１０５、２０５、および／もしくは５０５、またはＵＥ１１５、２１５、および
／もしくは５１５の１つの、１つまたは複数の態様の例であり得る。デバイス１００５は
プロセッサであってもよい。デバイス１００５は、受信機モジュール１０１０、キャリア
管理モジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０２０を含み得る。これら
のコンポーネントの各々は互いに通信していることがある。
【００９７】
　[0115]デバイス１００５のコンポーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能の
一部またはすべてを実行するように適合された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）とともに、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、
１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路
上で実行され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方式でプログラ
ムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳ
ＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩ
Ｃ）が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数
の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマット
された、メモリ内で具現化される命令によって実装され得る。
【００９８】
　[0116]いくつかの実施形態では、受信機モジュール１０１０は、免許帯域（たとえば、
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域）および／または免許不要帯域における送信を受信するように動
作可能な高周波（ＲＦ）受信機のような、ＲＦ受信機であり得、またはそれを含み得る。
受信機モジュール１０１０は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照して説明され
たワイヤレス通信システム１００、２００、および／または２５０の１つまたは複数の通
信リンクのような、免許帯域および／または免許不要帯域を含むワイヤレス通信システム
の１つまたは複数の通信リンク（たとえば、物理チャネル）を通じて、様々なタイプのデ
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ータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用され得る。
【００９９】
　[0117]いくつかの実施形態では、送信機モジュール１０２０は、免許帯域および／また
は免許不要帯域の中で送信するように動作可能なＲＦ送信機のような、ＲＦ送信機であり
得、またはそれを含み得る。送信機モジュール１０２０は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、およ
び／または図５を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００、２００、２５０、
および／または５００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システム
の１つまたは複数の通信リンク（たとえば、物理チャネル）を通じて様々なタイプのデー
タおよび／または制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。
【０１００】
　[0118]いくつかの実施形態では、キャリア管理モジュール１０１５は、共有帯域を通じ
たワイヤレスデータ送信のためのキャリアを管理するために使用され得る。いくつかの場
合、キャリア管理は、ワイヤレスデータ送信を行うために必要とされるものよりも多数の
物理チャネルのためのＣＣＡを実行することと、次いで、ワイヤレスデータ送信を行う際
に使用するための、ＣＣＡの実行が成功した物理チャネルの数を特定することとを伴い得
る。このようにして、１つまたは複数の物理チャネルのためのＣＣＡの失敗は、ワイヤレ
スデータ送信が行われるのを妨げないことがある。
【０１０１】
　[0119]ここで図１０Ｂを参照すると、ブロック図１０５０は、様々な実施形態によるワ
イヤレス通信において使用するためのデバイス１０５５を示す。いくつかの実施形態では
、デバイス１０５５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照して説明され
た、ｅＮＢ１０５、２０５、および／もしくは５０５、またはＵＥ１１５、２１５、およ
び／もしくは５１５の１つの、１つまたは複数の態様の例であり得る。デバイス１０５５
はプロセッサであってもよい。デバイス１０５５は、受信機モジュール１０６０、キャリ
ア管理モジュール１０６５、データ送信／受信モジュール１０９０、および／または送信
機モジュール１０７０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は互いに通信している
ことがある。
【０１０２】
　[0120]デバイス１０５５のコンポーネントは、個別にまたは集合的に、ハードウェア中
の適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように適合された１つまたは複数のＡＳ
ＩＣによって実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニ
ット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の実施形
態では、当技術分野で知られている任意の方式でプログラムされ得る他のタイプの集積回
路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセ
ミカスタムＩＣ）が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１
つまたは複数の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるように
フォーマットされた、メモリ内で具現化される命令によって実装され得る。
【０１０３】
　[0121]いくつかの実施形態では、受信機モジュール１０６０は、免許帯域（たとえば、
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域）および／または免許不要帯域の中で送信を受信するように動作
可能なＲＦ受信機のような、ＲＦ受信機であり得、またはそれを含み得る。ＲＦ受信機は
、免許帯域および免許不要帯域のための別個の受信機を含み得る。いくつかの場合、別個
の受信機は、免許帯域モジュール１０６２および免許不要帯域モジュール１０６４という
形態をとり得る。免許帯域モジュール１０６２および／または免許不要帯域モジュール１
０６４を含む受信機モジュール１０６０は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５
を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００、２００、２５０、および／または
５００の１つまたは複数の通信リンクのような、免許帯域と免許不要帯域とを含むワイヤ
レス通信システムの１つまたは複数の通信リンク（たとえば、物理キャリア）を通じて様
々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用さ
れ得る。
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【０１０４】
　[0122]いくつかの実施形態では、送信機モジュール１０７０は、免許帯域および／また
は免許不要帯域の中で送信するように動作可能なＲＦ送信機のような、ＲＦ送信機であり
得、またはそれを含み得る。ＲＦ送信機は、免許帯域および免許不要帯域のための別個の
送信機を含み得る。いくつかの場合、別個の送信機は、免許帯域モジュール１０７２およ
び免許不要帯域モジュール１０７４という形態をとり得る。免許帯域モジュール１０７２
および／または免許不要帯域モジュール１０６４を含む送信機モジュール１０７０は、図
１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照して説明されたワイヤレス通信システム
１００、２００、２５０、および／または５００の１つまたは複数の通信リンクのような
、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンク（たとえば、物理キャリア）を
通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を送信するため
に使用され得る。
【０１０５】
　[0123]いくつかの実施形態では、キャリア管理モジュール１０６５は、図１０Ａを参照
して説明されるキャリア管理モジュール１０１５の１つまたは複数の態様の例であり得、
ＣＣＡモジュール１０７５、物理キャリア特定モジュール１０８０、および／または仮想
キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール（virtual-to-physical carrier ma
pping module）１０８５を含み得る。
【０１０６】
　[0124]いくつかの実施形態では、ＣＣＡモジュールは、共有帯域（たとえば、免許不要
帯域）の複数の物理キャリアの各々の上でＣＣＡを実行するために使用され得る。いくつ
かの場合、ＣＣＡは、共有帯域の特定の送信間隔のために実行され得、次いで、共有帯域
のある数の後続の送信間隔の各々に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は
無線フレームを含んでよく、ＣＣＡはフレームごとに実行され得る。いくつかの場合、Ｃ
ＣＡは、図３、図４、図６、および／または図７を参照して説明された、周期的なゲーテ
ィング間隔の１つまたは複数と、関連するフレームまたはサブフレーム構造とを使用して
実行され得る。いくつかの場合、ＣＣＡは、図８を参照して説明された複数の物理キャリ
アに対して実行され得る。いくつかの場合、ワイヤレスデータ送信はその後、ある送信間
隔の間に、ＣＣＡの実行がその送信間隔について成功した物理キャリアのいくつかまたは
すべてを通じて行われ得る。
【０１０７】
　[0125]いくつかの実施形態では、物理キャリア特定モジュール１０８０は、デバイス１
０５５によって実行されるＣＣＡと関連付けられる複数の物理キャリアから、ＣＣＡが成
功した物理キャリアの数を特定するために使用され得る。
【０１０８】
　[0126]いくつかの実施形態では、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュ
ール１０８５は、ＣＣＡが成功した、特定された数の物理キャリアに、ワイヤレスデータ
送信と関連付けられるある数の仮想キャリアをマッピングするために使用され得る。仮想
キャリアは、デバイス１０５５から／においてデータを送信またはデータを受信する目的
で、物理キャリアにマッピングされ得る。
【０１０９】
　[0127]いくつかの実施形態では、データ送信／受信モジュール１０９０は、送信機モジ
ュール１０７０または受信機モジュール１０６０を使用して、ワイヤレスデータ送信を行
うために、または受信するために使用され得る。ワイヤレスデータ送信と関連付けられる
仮想キャリアの数と、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングとを使用して、ワイ
ヤレスデータ送信が行われ、または受信され得る。
【０１１０】
　[0128]ここで図１１を参照すると、ブロック図１１００は、様々な実施形態による、デ
ータを送信するために使用可能な、キャリア管理モジュール１１０５およびデータ送信モ
ジュール１１１０の一実施形態を示す。キャリア管理モジュール１１０５は、図１０Ａお



(31) JP 2016-535472 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

よび／または図１０Ｂを参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５および／ま
たは１０６５の１つまたは複数の態様の例であり得る。データ送信モジュール１１１０は
、図１０Ｂを参照して説明されたデータ送信／受信モジュール１０９０の１つまたは複数
の態様の例であり得る。キャリア管理モジュール１１０５は、ＣＣＡモジュール１１１５
、仮想キャリア特定モジュール１１２０、物理キャリア特定モジュール１１２５、仮想キ
ャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１１３５、および／またはキャリア予
約モジュール１１５０を含み得る。
【０１１１】
　[0129]キャリア管理モジュール１１０５およびデータ送信モジュール１１１０のコンポ
ーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように
適合された１つまたは複数のＡＳＩＣとともに、個々にまたはまとめて実装され得る。代
替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって、
１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られて
いる任意の方式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、ストラクチャー
ド／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得
る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロセッサ
または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ内
で具現化される命令によって実装され得る。
【０１１２】
　[0130]いくつかの実施形態では、ＣＣＡモジュール１１１５は、図１０Ｂを参照して説
明されたＣＣＡモジュール１０７５の１つまたは複数の態様の例であり得る。
【０１１３】
　[0131]いくつかの実施形態では、仮想キャリア特定モジュール１１２０は、ワイヤレス
データ送信と関連付けられる仮想キャリアの数を特定するために使用され得る。いくつか
の場合、仮想キャリア特定モジュール１１２０はまた、仮想キャリアの数を決定すること
ができる。たとえば、仮想キャリア特定モジュール１１２０は、ワイヤレスデータ送信の
ために使用されるべき帯域幅を決定し、次いで、ある数の物理キャリアの各々に割り振ら
れる帯域幅によって、ワイヤレスデータ送信のために使用されるべき帯域幅を分割するこ
とができる。
【０１１４】
　[0132]いくつかの実施形態では、物理キャリア特定モジュール１１２５は、図１０Ｂを
参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０の１つまたは複数の態様の例で
あり得る。物理キャリア特定モジュール１１２５は、ＣＣＡがＣＣＡモジュール１１１５
によって実行され得る複数の物理キャリアを選択するために使用され得る。物理キャリア
特定モジュール１１２５は、仮想キャリア特定モジュール１１２０によって特定される仮
想キャリアの数に基づいて、複数の物理キャリアを選択することができる。物理キャリア
特定モジュール１１２５によって選択される物理キャリアの数は、仮想キャリア特定モジ
ュール１１２０によって特定される仮想キャリアの数よりも多数の物理キャリアの数であ
り得る。
【０１１５】
　[0133]いくつかの場合、複数の物理キャリアは、チャネル強度測定結果に基づいて物理
キャリア特定モジュール１１２５によって選択され得る（たとえば、物理キャリアの１つ
または複数が、閾値を超えるチャネル強度と関連付けられるので選択され得る）。この点
で、物理キャリア特定モジュール１１２５は、チャネル強度分析サブモジュール１１３０
を含み得る。チャネル強度分析サブモジュール１１３０は、チャネル強度に関する様々な
パラメータを分析することができる。チャネル強度分析サブモジュール１１３０の分析は
次いで、複数の物理キャリアのいくつかまたはすべてを選択するために、物理キャリア特
定モジュール１１２５によって使用され得る。いくつかの場合、複数の物理キャリアは、
複数の物理キャリアの少なくとも一部分についてのチャネル強度測定結果のエイジ（age
）に基づいて選択され得る（たとえば、複数の物理キャリアの１つまたは複数が、より最



(32) JP 2016-535472 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

近の、より信頼できる可能性のあるチャネル強度測定結果と関連付けられるので、選択さ
れることがあり、および／または、複数の物理キャリアの１つまたは複数が、より古いチ
ャネル強度測定結果と関連付けられ更新されたチャネル強度測定結果が望まれるので、選
択されることがある）。いくつかの場合、複数の物理キャリアは、物理キャリアが、ワイ
ヤレスデータ送信と関連付けられる変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）、ワイヤレス
データ送信と（たとえば、ＭＩＭＯ送信と）関連付けられるランク、またはワイヤレスデ
ータ送信と関連付けられるトランスポートブロックサイズの少なくとも１つをサポートす
ることが可能かどうかの決定に基づいて選択され得る。
【０１１６】
　[0134]物理キャリア特定モジュール１１２５はまた、ＣＣＡモジュール１１１５によっ
て実行されるＣＣＡと関連付けられる複数の物理キャリアから、ＣＣＡが成功した物理キ
ャリアの数を特定するために使用され得る。サブセットは、ＣＣＡが実行された物理キャ
リアの１つまたは複数、またはすべてを含み得る。
【０１１７】
　[0135]いくつかの実施形態では、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュ
ール１１３５は、図１０Ｂを参照して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッ
ピングモジュール１０８５の１つまたは複数の態様の例であり得る。仮想キャリアから物
理キャリアへのマッピングモジュール１１３５は、（物理キャリア特定モジュール１１２
５によって決定されるような）ＣＣＡが成功した、特定された数の物理キャリアに、（仮
想キャリア特定モジュール１１２０によって決定されるような）ワイヤレスデータ送信と
関連付けられるある数の仮想キャリアをマッピングするために使用され得る。仮想キャリ
アは、データを送信する目的で物理キャリアにマッピングされ得る。
【０１１８】
　[0136]いくつかの場合、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１１
３５は、ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信の
帯域幅以上であるかどうかを決定することができる。いくつかの場合、この決定は、仮想
キャリア特定モジュール１１２０によって特定される仮想キャリアの数を、（物理キャリ
ア特定モジュール１１２５によって特定されるような）ＣＣＡが成功した、物理キャリア
のサブセットの中の物理キャリアの数と比較することによって行われ得る。
【０１１９】
　[0137]仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１１３５が、ＣＣＡが
成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信の帯域幅以上である
と決定するとき、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１１３５は、
ワイヤレスデータ送信と関連付けられるある数の仮想キャリアの各々を、物理キャリアの
サブセットの物理キャリアにマッピングすることができる。このマッピングは、送信デバ
イスおよび受信デバイスによって共有される所定のマッピング方式を使用して実施され得
る。
【０１２０】
　[0138]仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１１３５が、ＣＣＡが
成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信の帯域幅未満である
と決定するとき、部分送信マッピングサブモジュール１１４０が、ＣＣＡが成功した物理
キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信と関連付けられる少なくとも１つ
の仮想キャリアの帯域幅（たとえば、一次仮想キャリアの帯域幅）以上であるかどうかを
決定することができる。いくつかの場合、この決定は、ＣＣＡが成功した物理キャリアの
サブセットの中の物理キャリアの数が１以上であるかどうかを決定することによって行わ
れ得る。ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信と
関連付けられる少なくとも１つの仮想キャリアの帯域幅以上であるとき、部分送信マッピ
ングサブモジュール１１４０は、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる少なくとも１つ
の仮想キャリアの各々を物理キャリアのサブセットのそれぞれの物理キャリアにマッピン
グすることができる。しかしながら、部分送信マッピングサブモジュール１１４０は、少
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なくとも１つの他の仮想キャリアを物理キャリアのサブセットのある物理キャリアにマッ
ピングするのを控えることができる。このマッピングは、送信デバイスおよび受信デバイ
スによって共有される所定のマッピング方式を使用して実施され得る。いくつかの場合、
特定の１つの仮想キャリア（または複数のキャリア）を物理キャリアのサブセットのある
物理キャリアにマッピングするのを控えるという決定は、マッピングされた仮想キャリア
の優先順位に対する、マッピングされていない仮想キャリアの優先順位に基づき得る。た
とえば、いくつかの場合、一次仮想キャリアは、任意の他の仮想キャリアがそれぞれの物
理キャリアにマッピングされる前に、それぞれの物理キャリアにマッピングされ得る。
【０１２１】
　[0139]いくつかの場合、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１１
３５は、冗長マッピングサブモジュール１１４５を含み得る。仮想キャリアから物理キャ
リアへのマッピングモジュール１１３５が、ＣＣＡが成功した物理キャリアの数が仮想キ
ャリアの数よりも多いと決定するときには、冗長マッピングサブモジュール１１４５は、
いくつかの場合、ある数の仮想キャリアの各々を複数の物理キャリアにマッピングするた
めに使用され得る（たとえば、１つの仮想キャリアが複数の物理キャリアにマッピングさ
れることがあり、または、１つの仮想キャリアが複数の物理キャリアの第１のセットにマ
ッピングされることがあり、別の仮想キャリアが複数の物理キャリアの第２のセットにマ
ッピングされることがある、など）。
【０１２２】
　[0140]いくつかの実施形態では、キャリア予約モジュール１１５０は、ワイヤレスデー
タ送信のために使用されるある数の物理キャリアを予約するために使用され得る。たとえ
ば、キャリア予約モジュール１１５０は、いくつかの場合、ワイヤレスデータ送信のため
に使用される物理キャリアの各々についてチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）または
セル固有参照信号（ＣＲＳ）を送信することができる。ＣＵＢＳまたはＣＲＳは次いで、
他の潜在的な送信デバイスによって受信され得、ＣＵＢＳまたはＣＲＳが送信されるチャ
ネルが予約されていることを他の潜在的な送信デバイスに警告することができる。
【０１２３】
　[0141]いくつかの実施形態では、データ送信モジュール１１１０は、図１０Ｂを参照し
て説明されたデータ送信／受信モジュール１０９０の１つまたは複数の態様の例であり得
る。データ送信モジュール１１１０は、ワイヤレスデータ送信を行うために使用され得る
。ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアの数と、仮想キャリアから物理キ
ャリアへのマッピングとを使用して、ワイヤレスデータ送信が行われ得る。いくつかの場
合、ワイヤレスデータ送信は、各仮想キャリアに対して、仮想キャリアがマッピングされ
る物理キャリアのキャリア識別フィールド（ＣＩＦ）に仮想キャリアと関連付けられる識
別子を挿入することによって、送信のために準備され得る。
【０１２４】
　[0142]ここで図１２を参照すると、ブロック図１２００は、様々な実施形態に従ってデ
ータを受信するために使用可能な、キャリア管理モジュール１２０５およびデータ送信モ
ジュール１２１０の一実施形態を示す。キャリア管理モジュール１２０５は、図１０Ａお
よび／または図１０Ｂを参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５および／ま
たは１０６５の１つまたは複数の態様の例であり得る。データ受信モジュール１２１０は
、図１０Ｂを参照して説明されたデータ送信／受信モジュール１０９０の１つまたは複数
の態様の例であり得る。キャリア管理モジュール１２０５は、物理キャリア特定モジュー
ル１２１５、仮想キャリア特定モジュール１２３０、および／または仮想キャリアから物
理キャリアへのマッピングモジュール１２３５を含み得る。
【０１２５】
　[0143]キャリア管理モジュール１２０５およびデータ受信モジュール１２１０のコンポ
ーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように
適合された１つまたは複数のＡＳＩＣとともに、個々にまたはまとめて実装され得る。代
替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって、
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１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られて
いる任意の方式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、ストラクチャー
ド／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得
る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロセッサ
または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ内
で具現化される命令によって実装され得る。
【０１２６】
　[0144]いくつかの実施形態では、物理キャリア特定モジュール１２１５は、図１０Ｂを
参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０の１つまたは複数の態様の例で
あり得る。物理キャリア特定モジュール１２１５は、送信デバイスによって実行されるＣ
ＣＡと関連付けられる複数の物理キャリアから、ＣＣＡが成功した物理キャリアの数を特
定するために使用され得る。物理キャリアのサブセットは、送信デバイスから受信される
シグナリングに基づいて特定され得る。たとえば、物理キャリアのうちの監視されている
１つでのシグナリングの存在は、物理キャリアのうちの監視されている１つのためのＣＣ
Ａの実行に送信デバイスが成功したことを示し得る。いくつかの場合、物理キャリア特定
モジュール１２１５は、特定の送信間隔の間のワイヤレスデータ送信を受信する前に、シ
グナリングについて複数の物理キャリアを監視するための監視サブモジュール１２２０を
含み得る。物理キャリア特定モジュール１２１５はまた、受信されたシグナリングを分析
するための、シグナリング受信および分析サブモジュール１２２５を含み得る。いくつか
の場合、受信されたシグナリングはＣＵＢＳおよび／またはＣＲＳを含み得る。
【０１２７】
　[0145]いくつかの実施形態では、仮想キャリア特定モジュール１２３０は、ワイヤレス
データ送信と関連付けられる仮想キャリアの数を特定するために使用され得る。いくつか
の場合、仮想キャリア特定モジュール１２３０は、その上でのシグナリングが監視サブモ
ジュール１２２０によって検出される物理キャリアの数に基づいて、仮想キャリアの数を
決定することができる。
【０１２８】
　[0146]いくつかの実施形態では、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュ
ール１２３５は、図１０Ｂを参照して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッ
ピングモジュール１０８５の１つまたは複数の態様の例であり得る。仮想キャリアから物
理キャリアへのマッピングモジュール１２３５は、（物理キャリア特定モジュール１２１
５によって決定されるような）ＣＣＡが成功した、特定された数の物理キャリアに、（仮
想キャリア特定モジュール１２３０によって決定されるような）ワイヤレスデータ送信と
関連付けられるある数の仮想キャリアをマッピングするために使用され得る。仮想キャリ
アは、データを受信する目的で物理キャリアにマッピングされ得る。
【０１２９】
　[0147]いくつかの実施形態では、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュ
ール１２３５は、仮想キャリアを冗長な物理キャリアにマッピングするための冗長マッピ
ングモジュール１２４０を含み得る。
【０１３０】
　[0148]いくつかの実施形態では、データ受信モジュール１２１０は、図１０Ｂを参照し
て説明されたデータ送信／受信モジュール１０９０の１つまたは複数の態様の例であり得
る。データ受信モジュール１２１０は、ワイヤレスデータ送信を受信するために使用され
得る。ワイヤレスデータ送信と関連付けられるある数の仮想キャリアと、仮想キャリアか
ら物理キャリアへのマッピングとを使用して、ワイヤレスデータ送信が受信され得る。
【０１３１】
　[0149]ここで図１３を参照すると、ブロック図１３００は、様々な実施形態による、（
構成に応じて）データを送信および／または受信するために使用可能な、キャリア管理モ
ジュール１３０５およびデータ送信／受信モジュール１３１０のある実施形態を示す。キ
ャリア管理モジュール１３０５は、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照して説明され
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たキャリア管理モジュール１０１５および／または１０６５の１つまたは複数の態様の例
であり得る。データ送信／受信モジュール１３１０は、図１０Ｂを参照して説明されたデ
ータ送信／受信モジュール１０９０の１つまたは複数の態様の例であり得る。キャリア管
理モジュール１３０５は、仮想キャリア特定モジュール１３１５、物理キャリア特定モジ
ュール１３２０、および／または仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュー
ル１３３５を含み得る。キャリア管理モジュール１３０５はまた、いくつかの実施形態で
は、ＣＣＡモジュール１３５５、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース
予約モジュール１３４５、および／または物理キャリアシグナリングモジュール１３４０
を含み得る。
【０１３２】
　[0150]キャリア管理モジュール１３０５およびデータ送信／受信モジュール１３１０の
コンポーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部またはすべてを実行する
ように適合された１つまたは複数のＡＳＩＣとともに、個々にまたはまとめて実装され得
る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によ
って、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の実施形態では、当技術分野で知
られている任意の方式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、ストラク
チャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）が使用
され得る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロ
セッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メ
モリ内で具現化される命令によって実装され得る。
【０１３３】
　[0151]いくつかの実施形態では、ＣＣＡモジュール１１１５は、図１０Ｂを参照して説
明されたＣＣＡモジュール１０７５の１つまたは複数の態様の例であり得る。
【０１３４】
　[0152]いくつかの実施形態では、仮想キャリア特定モジュール１３１５は、ワイヤレス
データ送信と関連付けられるある数の仮想キャリア（たとえば、１つまたは複数の仮想キ
ャリア）を特定または決定するために使用され得る。
【０１３５】
　[0153]キャリア管理モジュール１３０５を組み込むデバイスがＵＥであるいくつかの実
施形態では、ＰＵＣＣＨリソース予約モジュール１３４５が、アップリンクワイヤレスデ
ータ送信と関連付けられる各仮想キャリア上でＰＵＣＣＨのためのリソースを予約するた
めに使用され得る。例として、リソースは、いくつかの場合、スケジューリング要求（Ｓ
Ｒ）のためのリソース、受信された送信の肯定応答および否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）
のためのリソース、および周期的なチャネル品質情報（ＣＱＩ）報告のためのリソースを
含み得る。いくつかの場合、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）は、予約され
たリソースがＰＵＣＣＨを送信するために使用されるかどうかとは無関係に、予約された
リソースを通じて送信されないことがある。いくつかの場合、予約されたリソースはイン
ターレースされたリソースブロックを含み得る。
【０１３６】
　[0154]いくつかの実施形態では、物理キャリア特定モジュール１３２０は、図１０Ｂを
参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０の１つまたは複数の態様の例で
あり得る。物理キャリア特定モジュール１３２０は、物理キャリアサブセット特定サブモ
ジュール１３２５、ＣＣＡ成功決定サブモジュール１３３０、および／またはアップリン
クキャリアからダウンリンクキャリアへのマッピングサブモジュール１３５０を含み得る
。いくつかの例では、ワイヤレスデータ送信の仮想キャリアに対応する物理キャリアのサ
ブセットを特定するために、物理キャリアサブセット特定サブモジュール１３２５が使用
され得る。いくつかの例では、物理キャリアの複数の重複しないサブセットを特定するた
めに、物理キャリアサブセット特定サブモジュール１３２５が使用され得る。物理キャリ
アの重複しないサブセットの各々は、第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連
付けられる複数の仮想キャリアのそれぞれ１つに対応し得る。いくつかの場合、物理キャ
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リアサブセット特定サブモジュール１３２５は、仮想キャリアに対応する物理キャリアの
サブセットを特定するＲＲＣシグナリングに少なくとも一部基づいて、仮想キャリアに対
応する物理キャリアのサブセットを特定することができる。
【０１３７】
　[0155]いくつかの実施形態では、ＣＣＡ成功決定サブモジュール１３３０は、デバイス
（たとえば、キャリア管理モジュール１３０５および／または別のデバイスを含むデバイ
ス）により実行されたＣＣＡが成功した物理キャリアを特定するために使用され得る。い
くつかの場合、ＣＣＡ成功決定サブモジュール１３３０は、デバイスにより実行されたＣ
ＣＡが物理キャリアのサブセットの中の少なくとも１つの物理キャリアについて成功した
かどうかを決定するために（または、物理キャリアの複数の重複しないサブセットの各々
に対して、デバイスにより実行されたＣＣＡが複数の重複しないサブセットの各々の中の
少なくとも１つの物理キャリアについて成功したかどうかを決定するために）使用され得
る。
【０１３８】
　[0156]いくつかの実施形態では、ダウンリンク仮想キャリアにマッピングされていない
がｅＮＢによるＣＣＡの実行が成功した、ダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャ
リアのサブセットの中の、少なくとも１つの物理キャリアを特定するために、アップリン
クキャリアからダウンリンクキャリアへのマッピングサブモジュール１３５０が使用され
得る。アップリンクキャリアからダウンリンクキャリアへのマッピングサブモジュール１
３５０は、各々のそのような物理キャリア（または物理的の少なくとも１つ）を、ＵＥに
よるアップリンクワイヤレスデータ送信と関連付けられるアップリンク仮想キャリアへマ
ッピングするための物理キャリア候補として特定することができる。
【０１３９】
　[0157]いくつかの実施形態では、仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュ
ール１３３５は、図１０Ｂを参照して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッ
ピングモジュール１０８５の１つまたは複数の態様の例であり得る。仮想キャリアから物
理キャリアへのマッピングモジュール１３３５は、ある数の物理キャリアに、ワイヤレス
データ送信と関連付けられるある数の仮想キャリアをマッピングするために使用され得る
。いくつかの実施形態では、各仮想キャリアは、物理キャリアの複数の重複しないサブセ
ットのそれぞれ１つの中の少なくとも１つの物理キャリアに（利用可能であれば）マッピ
ングされ得る。仮想キャリアがマッピングされる利用可能な物理キャリアは、ＣＣＡの実
行が成功した物理キャリアであり得る。物理キャリアのサブセットの中のいずれの物理キ
ャリアに対してもＣＣＡの実行が成功しない場合、物理キャリアのサブセットに対応する
仮想キャリアは物理キャリアにマッピングされないことがある。
【０１４０】
　[0158]いくつかの実施形態では、および物理キャリアの１つまたは複数のサブセットに
ついて、物理キャリアシグナリングモジュール１３４０は、仮想キャリアにマッピングさ
れていないがＣＣＡの実行が成功した、物理キャリアのサブセットの中の少なくとも１つ
の物理キャリアを特定するために使用され得る。任意のそのような物理キャリアに対して
、物理キャリアシグナリングモジュール１３４０は、そのような物理キャリアを通じて信
号を送信または受信することができる。キャリア管理モジュール１３０５がｅＮＢに含ま
れるとき、たとえば、物理キャリアシグナリングモジュール１３４０によって特定される
物理キャリアの各々を通じて送信される信号は、ＣＵＢＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳを
含んでよく、または、物理キャリアシグナリングモジュール１３４０によって特定される
物理キャリアの各々を通じて受信される信号は、ＳＲＳおよび／またはＣＥＴ（ＳＲＳを
含むＣＥＴを含む）を含み得る。キャリア管理モジュール１３０５がＵＥに含まれるとき
、たとえば、物理キャリアシグナリングモジュール１３４０によって特定される物理キャ
リアの各々を通じて送信される信号は、ＳＲＳおよび／またはＣＥＴ（ＳＲＳを含むＣＥ
Ｔを含む）を含み得、または、物理キャリアシグナリングモジュール１３４０によって特
定される物理キャリアの各々を通じて受信される信号は、ＣＵＢＳおよび／またはＣＳＩ
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－ＲＳを含み得る。ＣＥＴはまた、物理キャリアに対するＣＣＡの実行が成功したかどう
かとは無関係に、任意の物理キャリアを通じて、およびいくつかの場合は各物理キャリア
（または仮想キャリアにマッピングされない各物理キャリア）を通じて、送信（ＵＥの場
合）および／または受信（ｅＮＢの場合）され得る。
【０１４１】
　[0159]キャリア管理モジュール１３０５がＵＥに含まれ得る実施形態では、ダウンリン
ク仮想キャリアがマッピングされｅＮＢによるＣＣＡの実行が成功した物理キャリア以外
の、物理キャリアのサブセットの少なくとも１つの追加の物理キャリアを特定するために
、物理キャリアシグナリングモジュール１３４０が使用され得る。キャリア管理モジュー
ル１３０５を含むＵＥは次いで、特定された物理キャリアの各々のためのｅＮＢにチャネ
ル品質情報（ＣＱＩ）を送信することができる。
【０１４２】
　[0160]いくつかの実施形態では、データ送信／受信モジュール１３１０は、図１０Ｂを
参照して説明されたデータ送信／受信モジュール１０９０の例であり得る。キャリア管理
モジュール１３０５を組み込むデバイスがＵＥであるいくつかの実施形態では、データ送
信／受信モジュールは、ＣＣＡの実行が成功した物理キャリアにマッピングされるある数
の仮想キャリアの１つを通じてＰＵＣＣＨを送信するために使用され得る。いくつかの実
施形態では、複数の仮想キャリアの各々はインデックスと関連付けられ得、ＰＵＣＣＨは
最小のインデックスを有する仮想キャリアの１つを通じて送信され得る。他の実施形態で
は、ＰＵＣＣＨが送信される仮想キャリアは、ランダムに選択され得る（たとえば、擬似
ランダムに選択され得る）。ランダムな選択は、乱数生成器によって生成されたインデッ
クスに少なくとも一部基づき得、この乱数生成器はいくつかの場合にはＲＲＣシグナリン
グによって初期化され得る。ＰＵＣＣＨを送信するために使用される仮想キャリアは、フ
レームごとに変化し得る。
【０１４３】
　[0161]図１４を参照すると、共有帯域を通じたワイヤレス通信のために構成されたｅＮ
Ｂ１４０５を示すブロック図１４００が示されている。いくつかの実施形態では、ｅＮＢ
１４０５は、図１０Ａおよび／もしくは図１０Ｂを参照して説明されたデバイス１００５
および／もしくは１０５５の１つ、ならびに／または、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／
もしくは図５を参照して説明されたｅＮＢ１０５、２０５、５０５、および／もしくは５
０５の１つの、１つまたは複数の態様の例であり得る。ｅＮＢ１４０５は、図１、図２Ａ
、図２Ｂ、図３、図４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９Ａ～図９Ｄ、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／または図１３を参照して説明された特徴および機
能の少なくともいくつかを実装するように構成され得る。ｅＮＢ１４０５は、プロセッサ
モジュール１４１０、メモリモジュール１４２０、（送受信機モジュール１４５５によっ
て表される）少なくとも１つの送受信機モジュール、（アンテナ１４６０によって表され
る）少なくとも１つのアンテナ、および／またはｅＮＢ共有帯域モジュール１４７０を含
み得る。ｅＮＢ１４０５はまた、基地局通信モジュール１４３０とネットワーク通信モジ
ュール１４４０の一方または両方を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、１つま
たは複数のバス１４３５を通じて、直接的または間接的に互いに通信し得る。
【０１４４】
　[0162]メモリモジュール１４２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および／また
は読取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含み得る。メモリモジュール１４２０は、実行されると
、プロセッサモジュール１４１０に、共有帯域におけるワイヤレスデータ送信のためのキ
ャリア（たとえば、仮想キャリアと物理キャリアの両方）を管理するための本明細書で説
明される様々な機能を実行させるように構成された命令を含む、コンピュータ可読の、コ
ンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１４２５を記憶し得る。代替的に、ソフ
トウェアコード１４２５は、プロセッサモジュール１４１０によって直接実行可能ではな
いことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、ｅＮＢ１４０５に、本明細書
で説明される様々な機能を実行させるように構成され得る。
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【０１４５】
　[0163]プロセッサモジュール１４１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プ
ロセッサモジュール１４１０は、送受信機モジュール１４５５、基地局通信モジュール１
４３０、および／またはネットワーク通信モジュール１４４０を通じて受信された情報を
処理することができる。プロセッサモジュール１４１０はまた、アンテナ１４６０を通じ
た送信のための送受信機モジュール１４５５に、１つまたは複数の他の基地局もしくはｅ
ＮＢ１４０５－ａおよび１４０５－ｂへの送信のための基地局通信モジュール１４３０に
、ならびに／または、図１を参照して説明されたコアネットワーク１３０の態様の一例で
あり得るコアネットワーク１４４５への送信のためのネットワーク通信モジュール１４４
０に送られるべき情報を処理し得る。プロセッサモジュール１４１０は、単独で、または
ｅＮＢ共有帯域モジュール１４７０とともに、共有帯域におけるワイヤレスデータ送信の
ためのキャリア（たとえば、仮想キャリアと物理キャリアの両方）を管理する様々な態様
を扱うことができる。
【０１４６】
　[0164]送受信機モジュール１４５５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信
のためにアンテナ１４６０に与え、アンテナ１４６０から受信されたパケットを復調する
ように構成されたモデムを含み得る。いくつかの場合、（１つまたは複数の）送受信機モ
ジュール１４５５は、１つまたは複数の送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個の
受信機モジュールとして実装され得る。送受信機モジュール１４５５は、共有免許帯域（
たとえば、ＬＴＥ帯域）および／または共有免許不要帯域のような共有帯域における通信
をサポートし得る。（１つまたは複数の）送受信機モジュール１４５５は、たとえば、図
１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図３を参照して説明された、ＵＥもしくはデバイス
１１５、２１５、および／または３１５の１つまたは複数と、（１つまたは複数の）アン
テナ１４６０を介して双方向に通信するように構成され得る。ｅＮＢ１４０５は通常、複
数のアンテナ１４６０（たとえば、アンテナアレイ）を含み得る。ｅＮＢ１４０５は、ネ
ットワーク通信モジュール１４４０を通じてコアネットワーク１４４５と通信し得る。ｅ
ＮＢ１４０５は、基地局通信モジュール１４３０を使用して、ｅＮＢ１４０５－ａおよび
１４０５－ｂなどの他の基地局またはｅＮＢと通信し得る。
【０１４７】
　[0165]図１４のアーキテクチャによれば、ｅＮＢ１４０５は通信管理モジュール１４５
０をさらに含み得る。通信管理モジュール１４５０は、他の基地局、ｅＮＢ、および／ま
たはデバイスとの通信を管理し得る。通信管理モジュール１４５０は、１つまたは複数の
バス１４３５を介してｅＮＢ１４０５の他のコンポーネントの一部またはすべてと通信し
ていることがある。代替的に、通信管理モジュール１４５０の機能は、（１つまたは複数
の）送受信機モジュール１４５５のコンポーネントとして、コンピュータプログラム製品
として、および／またはプロセッサモジュール１４１０の１つまたは複数のコントローラ
要素として実装され得る。
【０１４８】
　[0166]ｅＮＢ共有帯域モジュール１４７０は、共有帯域におけるワイヤレス通信に関す
る図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９Ａ～図
９Ｄ、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／または図１３を参照して説明され
た特徴および／または機能のいくつかまたはすべてを実行および／または制御するように
構成され得る。たとえば、ｅＮＢ共有帯域モジュール１４７０は、免許帯域（たとえば、
ＬＴＥ帯域）におけるワイヤレス通信、ならびに／または、免許不要帯域もしくは共有帯
域における補助ダウンリンクモード、キャリアアグリゲーションモード、および／もしく
はスタンドアロンモードをサポートするように構成され得る。ｅＮＢ共有帯域モジュール
１４７０は、ＬＴＥ通信を扱うように構成されたＬＴＥモジュール１４７５、免許不要帯
域もしくは共有帯域おいてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成されたＬＴＥ免許不
要モジュール１４８０、ならびに／または、免許不要帯域においてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ以



(39) JP 2016-535472 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

外の通信を扱うように構成された免許不要モジュール１４８５を含み得る。ｅＮＢ共有帯
域モジュール１４７０はまた、たとえば、共有帯域におけるワイヤレスデータ送信のため
のキャリア（たとえば、仮想キャリアと物理キャリアの両方）を管理するための、図１、
図２、図３、図４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９Ａ～図９Ｄ、図１０Ａ、図
１０Ｂ、図１１、図１２、および／または図１３を参照して説明されたｅＮＢ機能のいず
れかを実行するように構成されたキャリア管理モジュール１４９０を含み得る。キャリア
管理モジュール１４９０は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／または図１
３を参照して説明された同様のモジュール（たとえば、モジュール１０１５、１０６５、
１１０５、１２０５、および／またはモジュール１３０５）の例であり得る。ｅＮＢ共有
帯域モジュール１４７０、またはその一部は、プロセッサを含んでよく、ならびに／また
は、ｅＮＢ共有帯域モジュール１４７０の機能の一部またはすべては、プロセッサモジュ
ール１４１０によって、および／もしくはプロセッサモジュール１４１０に関連して実行
され得る。
【０１４９】
　[0167]図１５を参照すると、共有帯域を通じたワイヤレス通信のために構成されたＵＥ
１５１５を示すブロック図１５００が示されている。ＵＥ１５１５は、様々な他の構成を
有し得、パーソナルコンピュータ（たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブック
コンピュータ、タブレットコンピュータなど）、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルビデオレコ
ーダ（ＤＶＲ）、インターネット機器、ゲーミングコンソール、電子リーダーなどに含ま
れ得、またはそれらの一部であっ得る。いくつかの場合、ＵＥ１５１５は、モバイル動作
を容易にするために、小型バッテリーのような内部電源（図示されず）を有し得る。いく
つかの実施形態では、ＵＥ１５１５は、図１０Ａおよび／もしくは図１０Ｂを参照して説
明されたデバイス１００５および／もしくは１０５５の１つ、ならびに／または、図１、
図２Ａ、図２Ｂ、および／もしくは図５を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、およ
び／もしくは５１５の１つの、１つまたは複数の態様の例であり得る。ＵＥ１５１５は、
図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９Ａ～図９
Ｄ、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／または図１３を参照して説明された
特徴および機能の少なくともいくつかを実装するように構成され得る。ＵＥ１５１５はま
た、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ、図１０Ｂ、および／または図１４を参照し
て説明されたｅＮＢまたはデバイス１０５、２０５、５０５、５３５、１００５、１０５
５、および／または１４０５の１つまたは複数と通信するように構成され得る。
【０１５０】
　[0168]ＵＥ１５１５は、プロセッサモジュール１５１０、メモリモジュール１５２０、
少なくとも１つの送受信機モジュール（送受信機モジュール１５７０によって表される）
、少なくとも１つのアンテナ（アンテナ１５８０によって表される）、および／またはＵ
Ｅ共有帯域モジュール１５４０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、１つまた
は複数のバス１５３５を通じて、直接的または間接的に互いに通信し得る。
【０１５１】
　[0169]メモリモジュール１５２０は、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含み得る。メモリ
モジュール１５２０は、実行されると、プロセッサモジュール１５１０に、共有帯域にお
けるワイヤレスデータ送信のためのキャリア（たとえば、仮想キャリアと物理キャリアの
両方）を管理するための本明細書で説明される様々な機能を実行させるように構成された
命令を含む、コンピュータ可読の、コンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１
５２５を記憶し得る。いくつかの場合、実行される命令は、プロセッサモジュール１５１
０に、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照して説明されたデバイス１００５および／
または１０５５の１つがキャリアを管理する方法と同様にキャリアを管理させ得る。代替
的に、ソフトウェアコード１５２５は、プロセッサモジュール１５１０によって直接実行
可能ではないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると）ＵＥ１５１５に
本明細書で説明される様々なＵＥ機能を実行させるように構成され得る。
【０１５２】
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　[0170]プロセッサモジュール１５１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プロセッサモジュー
ル１５１０は、（１つまたは複数の）送受信機モジュール１５７０を通じて受信された情
報、および／または（１つまたは複数の）アンテナ１５８０を通じた送信のために（１つ
または複数の）送受信機モジュール１５７０に送られるべき情報を処理し得る。プロセッ
サモジュール１５１０は、単独で、またはＵＥ共有帯域モジュール１５４０とともに、共
有帯域におけるワイヤレスデータ送信のためのキャリア（たとえば、仮想キャリアと物理
キャリアの両方）を管理する様々な態様を扱うことができる。いくつかの場合、プロセッ
サモジュール１５１０は、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照して説明されたデバイ
ス１００５および／または１０５５の１つがキャリアを管理する方法と同様にキャリアを
管理することができる。
【０１５３】
　[0171]（１つまたは複数の）送受信機モジュール１５７０は、ｅＮＢと双方向に通信す
るように構成され得る。（１つまたは複数の）送受信機モジュール１５７０は、１つまた
は複数の送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個の受信機モジュールとして実装さ
れ得る。送受信機モジュール１５７０は、共有免許帯域（たとえば、ＬＴＥ帯域）および
／または共有免許不要帯域のような共有帯域における通信をサポートし得る。送受信機モ
ジュール１５７０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ１
５８０に与え、アンテナ１５８０から受信されたパケットを復調するように構成されたモ
デムを含み得る。ＵＥ１５１５は単一のアンテナを含み得るが、ＵＥ１５１５が複数のア
ンテナ１５８０を含み得る実施形態があり得る。
【０１５４】
　[0172]図１５のアーキテクチャによれば、ＵＥ１５１５は通信管理モジュール１５３０
をさらに含み得る。通信管理モジュール１５３０は、様々な基地局またはｅＮＢとの通信
を管理し得る。通信管理モジュール１５３０は、１つまたは複数のバス１５３５を通じて
ＵＥ１５１５の他のコンポーネントの一部またはすべてと通信しているＵＥ１５１５のコ
ンポーネントであり得る。代替的に、通信管理モジュール１５３０の機能は、（１つまた
は複数の）送受信機モジュール１５７０のコンポーネントとして、コンピュータプログラ
ム製品として、および／またはプロセッサモジュール１５１０の１つまたは複数のコント
ローラ要素として実装され得る。
【０１５５】
　[0173]ＵＥ共有帯域モジュール１５４０は、共有帯域におけるワイヤレス通信に関する
図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９Ａ～図９
Ｄ、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／または図１３を参照して説明された
特徴および／または機能のいくつかまたはすべてを実行および／または制御するように構
成され得る。たとえば、ＵＥ共有帯域モジュール１５４０は、免許帯域（たとえば、ＬＴ
Ｅ帯域）におけるワイヤレス通信、ならびに／または、免許不要帯域もしくは共有帯域に
おける補助ダウンリンクモード、キャリアアグリゲーションモード、および／もしくはス
タンドアロンモードをサポートするように構成され得る。ＵＥ共有帯域モジュール１５４
０は、ＬＴＥ通信を扱うように構成されたＬＴＥモジュール１５４５、免許不要帯域もし
くは共有帯域おいてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成されたＬＴＥ免許不要モジ
ュール１５５０、および／または、免許不要帯域もしくは共有帯域においてＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ通信以外の通信を扱うように構成された免許不要モジュール１５５５を含み得る。
ＵＥ共有帯域モジュール１５４０はまた、たとえば、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを
参照して説明されたデバイス１００５および／または１０５５の１つがキャリア管理を実
行する方法と同様にキャリア管理を実行するように構成される、キャリア管理モジュール
１５６０を含み得る。キャリア管理モジュール１５６０は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１
、図１２、および／または図１３を参照して説明された同様のモジュール（たとえば、モ
ジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、および／またはモジュール１３０５
）の例であり得る。ＵＥ共有帯域モジュール１５４０、またはその一部は、プロセッサを



(41) JP 2016-535472 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

含んでよく、ならびに／または、ＵＥ共有帯域モジュール１５４０の機能の一部またはす
べては、プロセッサモジュール１５１０によって、および／もしくはプロセッサモジュー
ル１５１０に関連して実行され得る。
【０１５６】
　[0174]次に図１６を参照すると、ｅＮＢ１６０５とＵＥ１６１５とを含むように、多入
力多出力（ＭＩＭＯ）通信システム１６００のブロック図が示されている。ｅＮＢ１６０
５およびＵＥ１６１５は、免許帯域および／または免許不要帯域（たとえば、ＬＴＥ帯域
および／または免許不要帯域もしくは共有帯域）を使用したＬＴＥベースの通信をサポー
トすることができる。ｅＮＢ１６０５は、図１０Ａおよび／もしくは図１０Ｂを参照して
説明されたデバイス１００５および／もしくは１０５５の１つ、ならびに／または、図１
、図２Ａ、図２Ｂ、図５、および／もしくは図１４を参照して説明されたｅＮＢ１０５、
２０５、５０５、および／もしくは１４０５の１つの、１つまたは複数の態様の例であり
得る。ＵＥ１６１５は、図１０Ａおよび／もしくは図１０Ｂを参照して説明されたデバイ
ス１００５および／もしくは１０５５の１つ、ならびに／または、図１、図２Ａ、図２Ｂ
、図５、および／もしくは図１５を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、５１５、お
よび／もしくは１５１５の１つの、１つまたは複数の態様の例であり得る。システム１６
００は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照して説明されたワイヤレス通
信システム１００、２００、２５０、および／または５００の態様を示し得る。
【０１５７】
　[0175]ｅＮＢ１６０５はアンテナ１６３４－ａ～１６３４－ｘを備え得、ＵＥ１６１５
はアンテナ１６５２－ａ～１６５２－ｎを備え得る。システム１６００では、ｅＮＢ１６
０５は複数の通信リンクを通じて同時にデータを送ることが可能であり得る。各通信リン
クは「レイヤ」と呼ばれることがあり、通信リンクの「ランク」は、通信に使用されるレ
イヤの数を示し得る。たとえば、ｅＮＢ１６０５が２つの「レイヤ」を送信する２×２Ｍ
ＩＭＯシステムでは、ｅＮＢ１６０５とＵＥ１６１５との間の通信リンクのランクは２で
あり得る。
【０１５８】
　[0176]ｅＮＢ１６０５において、送信メモリ１６４２と通信可能に結合される送信（Ｔ
ｘ）プロセッサ１６２０がデータソースからデータを受信し得る。送信プロセッサ１６２
０は、データを処理し得る。送信プロセッサ１６２０はまた、参照シンボルおよび／また
はセル固有参照信号を生成し得る。送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１６３０は、可能な
場合、データシンボル、制御シンボル、および／または参照シンボルに対して空間処理（
たとえば、プリコーディング）を実行することができ、出力シンボルストリームを送信（
Ｔｘ）変調器１６３２－ａ～１６３２－ｘに提供することができる。各変調器１６３２は
、出力サンプルストリームを取得するために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのための）それ
ぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器１６３２はさらに、ダウンリンク
（ＤＬ）信号を取得するために出力サンプルストリームを処理する（たとえば、アナログ
に変換し、増幅し、フィルタリングし、アップコンバートする）ことができる。１つの例
では、変調器１６３２－ａ～１６３２－ｘからのＤＬ信号は、それぞれアンテナ１６３４
－ａ～１６３４－ｘを介して送信され得る。
【０１５９】
　[0177]ＵＥ１６１５において、アンテナ１６５２－ａ～１６５２－ｎは、ｅＮＢ１６０
５からＤＬ信号を受信することができ、受信された信号をそれぞれ受信（Ｒｘ）復調器１
６５４－ａ～１６５４－ｎに提供することができる。各復調器１６５４は、入力サンプル
を取得するために、それぞれの受信された信号を調整する（たとえば、フィルタリングし
、増幅し、ダウンコンバートし、およびデジタル化する）ことができる。各復調器１６５
４はさらに、受信されたシンボルを取得するために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために
）入力サンプルを処理し得る。ＭＩＭＯ検出器１６５６は、すべての復調器１６５４－ａ
～１６５４－ｎから受信されたシンボルを取得し、可能な場合、受信されたシンボルに対
してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを提供することができる。受信（Ｒｘ）
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プロセッサ１６５８は、検出されたシンボルを処理し（たとえば、復調し、デインターリ
ーブし、および復号し）、ＵＥ１６１５のための復号されたデータをデータ出力に提供し
、復号された制御情報をプロセッサ１６８０またはメモリ１６８２に提供することができ
る。
【０１６０】
　[0178]アップリンク（ＵＬ）上で、ＵＥ１６１５において、送信（Ｔｘ）プロセッサ１
６６４は、データソースからのデータを受信し、処理し得る。送信プロセッサ１６６４は
また、参照信号のための参照シンボルを生成し得る。送信プロセッサ１６６４からのシン
ボルは、可能な場合は送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１６６６によってプリコーディン
グされ、送信（Ｔｘ）復調器１６５４－ａ～１６５４－ｎによって（たとえば、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡなどのために）さらに処理され、ｅＮＢ１６０５から受信された送信パラメータに
従ってｅＮＢ１６０５に送信され得る。ｅＮＢ１６０５において、ＵＥ１６１５からのＵ
Ｌ信号がアンテナ１６３４によって受信され、受信機（Ｒｘ）復調器１６３２によって処
理され、可能な場合はＭＩＭＯ検出器１６３６によって検出され、受信（Ｒｘ）プロセッ
サ１６３８によってさらに処理され得る。受信プロセッサ１６３８は、復号されたデータ
をデータ出力およびプロセッサ１６４０に提供することができる。
【０１６１】
　[0179]プロセッサ１６４０および１６８０は、共有帯域におけるワイヤレスデータ送信
のためのキャリア（たとえば、仮想キャリアと物理キャリアの両方）を管理するための、
それぞれのモジュールまたは機能１６４１と１６８１とを含み得る。いくつかの実施形態
では、モジュールまたは機能１６４１、１６８１は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、およ
び／または図１２を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１
１０５、および／または１２０５の１つまたは複数の態様の例であり得る。ｅＮＢ１６０
５は、ＵＥ１６１５および／または他のデバイスへの／からのワイヤレスデータ送信の送
信または受信に関連してキャリアを管理するために、モジュールまたは機能１６４１を使
用することができ、一方、ＵＥ１６１５は、ｅＮＢ１６０５および／または他のデバイス
への／からのワイヤレスデータ送信の送信または受信に関連してキャリアを管理するため
に、モジュールまたは機能１６８１を使用することができる。いくつかの場合、ｅＮＢ１
６０５およびＵＥ１６１５は、ｅＮＢ１６０５およびＵＥ１６１５の各々がＣＣＡの実行
に成功した後にだけ、共有帯域を通じて互いに通信することができる。いくつかの場合、
ｅＮＢ１６０５およびＵＥ１６１５は、ｅＮＢ１６０５およびＵＥ１６１５の各々が、通
信の間にｅＮＢ１６０５およびＵＥ１６１５によって使用されることになる各物理キャリ
アに対するＣＣＡの実行に成功した後にだけ、共有帯域を通じて互いに通信することがで
きる。
【０１６２】
　[0180]ｅＮＢ１６０５のコンポーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一
部またはすべてを実行するように適合された１つまたは複数のＡＳＩＣとともに、個々に
またはまとめて実装され得る。言及されたモジュールの各々は、システム１６００の動作
に関する１つまたは複数の機能を実行するための手段であり得る。同様に、ＵＥ１６１５
のコンポーネントは、適用可能な機能の一部またはすべてをハードウェアで実行するよう
に適合された１つまたは複数のＡＳＩＣによって、個々にまたはまとめて実装され得る。
言及されたコンポーネントの各々は、システム１６００の動作に関する１つまたは複数の
機能を実行するための手段であり得る。
【０１６３】
　[0181]図１７は、ワイヤレス通信のための方法１７００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法１７００は、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを
参照して説明された、デバイス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図
１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮ
Ｂ１０５、２０５、５０５、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／ま
たは、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明さ
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れたＵＥ１１５、２１５、５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つを参照し
て以下で説明される。一実施形態では、ｅＮＢ１０５、２０５、５０５、１００５、１４
０５、および／もしくは１６０５、またはＵＥ１１５、２１５、５１５、１０５５、１５
１５、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で説明される機能を実行する
ようにデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つまたは複数のセットを実行す
ることができる。
【０１６４】
　[0182]ブロック１７０５において、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡと関連付け
られる複数の物理キャリアから、ＣＣＡが成功した物理キャリアのうちの１つが特定され
得る。いくつかの場合、ブロック１７０５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１
２、図１３、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管
理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１４９０、１５６０
、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１
１、図１２、および／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モジュール
１０８０、１１２５、１２１５、および／もしくは１３１５を使用して実行され得る。
【０１６５】
　[0183]ブロック１７１０において、第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連
付けられる仮想キャリアが、物理キャリアの特定された１つにマッピングされ得る。いく
つかの場合、ブロック１７１０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３
、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュー
ル１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１４９０、１５６０、１６４１
、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２
、および／もしくは図１３を参照して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッ
ピングモジュール１０８５、１１３５、１２３５、および／もしくは１３３５を使用して
実行され得る。
【０１６６】
　[0184]いくつかの実施形態では、方法１７００は、仮想キャリアを通じてワイヤレスデ
ータ送信を送信することができる送信デバイスによって実行され得る。他の実施形態では
、方法１７００は、仮想キャリアを通じてワイヤレスデータ送信を受信することができる
受信デバイスによって実行され得る。いずれの場合でも、送信デバイスまたは受信デバイ
スは、いくつかの場合、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１４、図
１５、および／または図１６を参照して説明された、ｅＮＢまたはＵＥ１０５、１１５、
２０５、２１５、５０５、５１５、５３５、１００５、１０５５、１４０５、１５１５、
１６０５、および／または１６１５の１つであり得る。
【０１６７】
　[0185]方法１７００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法１７
００（ブロック１７１０において行われるマッピングを含む）はフレームごとに実行され
得る。
【０１６８】
　[0186]したがって、方法１７００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１７００は一実
装形態にすぎず、方法１７００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０１６９】
　[0187]図１８は、ワイヤレス通信のための方法１８００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法１８００は、送信デバイスを参照して以下で説明され、この
送信デバイスは、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを参照して説明されたデバ
イス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５
、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮＢ１０５、２０５、５０５
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、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／または、図１、図２Ａ、図２
Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、
５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つであり得る。一実施形態では、ｅＮ
ＢまたはＵＥ１０５、１１５、２０５、２１５、５０５、５１５、１００５、１０５５、
１４０５、１５１５、１６０５、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で
説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つま
たは複数のセットを実行することができる。
【０１７０】
　[0188]ブロック１８０５において、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリ
アの数が特定され得る。いくつかの場合、ブロック１８０５の動作は、図１０Ａ、図１０
Ｂ、図１１、図１３、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキ
ャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、
および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１１を参照して説明された
仮想キャリア特定モジュール１１２０を使用して実行され得る。
【０１７１】
　[0189]ブロック１８１０において、複数の物理キャリアが、ブロック１８０５において
特定される仮想キャリアの数に基づいて選択され得る。選択される物理キャリアの数は、
ブロック１８０５において特定される仮想キャリアの数よりも多数の物理キャリアの数で
あり得る。
【０１７２】
　[0190]いくつかの場合、複数の物理キャリアは、チャネル強度測定結果に基づいて選択
され得る（たとえば、物理キャリアの１つまたは複数が、閾値を超えるチャネル強度と関
連付けられるので選択され得る）。いくつかの場合、複数の物理キャリアは、複数の物理
キャリアの少なくとも一部分についてのチャネル強度測定結果のエイジに基づいて選択さ
れ得る（たとえば、複数の物理キャリアの１つまたは複数が、より最近の、より信頼でき
る可能性のあるチャネル強度測定結果と関連付けられるので、選択されることがあり、お
よび／または、複数の物理キャリアの１つまたは複数が、より古いチャネル強度測定結果
と関連付けられ更新されたチャネル強度測定結果が望まれるので、選択されることがある
）。いくつかの場合、複数の物理キャリアは、物理キャリアが、ワイヤレスデータ送信と
関連付けられる変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）、ワイヤレスデータ送信と（たと
えば、ＭＩＭＯ送信と）関連付けられるランク、またはワイヤレスデータ送信と関連付け
られるトランスポートブロックサイズの少なくとも１つをサポートすることが可能かどう
かの決定に基づいて選択され得る。
【０１７３】
　[0191]いくつかの場合、ブロック１８１０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図
１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１
０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８
１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明され
た物理キャリア特定モジュール１０８０および／もしくは１１２５を使用して実行され得
る。チャネル強度測定結果が、それに依拠する場合、チャネル強度分析サブモジュール１
１３０を使用して分析され得る。
【０１７４】
　[0192]ブロック１８１５において、ブロック１８１０で選択された複数の物理キャリア
の各々の上でＣＣＡが実行され得る。いくつかの場合、ブロック１８１５の動作は、図１
０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明され
たキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４
１、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂおよび／もしく
は図１１を参照して説明されたＣＣＡモジュール１０７５および／もしくは１１１５を使
用して実行され得る。
【０１７５】
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　[0193]ブロック１８２０において、ＣＣＡがブロック１８１５において実行された複数
の物理キャリアから、ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットが特定され得る。サブ
セットは、ＣＣＡが実行された物理キャリアの１つまたは複数、またはすべてを含み得る
。ブロック１８２０において特定される物理キャリアのサブセットが空集合であるとき、
方法１８００はブロック１８６０に飛ぶことができ、ブロック１８６０において、方法１
８００が共有帯域の次の送信間隔に対して繰り返されるまで、待機が発生し得る。
【０１７６】
　[0194]いくつかの場合、ブロック１８２０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図
１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１
０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８
１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明され
た物理キャリア特定モジュール１０８０および／もしくは１１２５を使用して実行され得
る。
【０１７７】
　[0195]ブロック１８２５において、ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの帯域
幅がワイヤレスデータ送信の帯域幅以上であるかどうかが決定され得る。いくつかの場合
、この決定は、ブロック１８０５において特定される仮想キャリアの数を、ＣＣＡが成功
した、物理キャリアのサブセットの中の物理キャリアの数と比較することによって行われ
得る。いくつかの場合、ブロック１８２５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１
４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０
１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１
を使用して、ならびに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明された
仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１０８５および／もしくは１１
３５を使用して実行され得る。
【０１７８】
　[0196]ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信の
帯域幅以上であることがブロック１８２５において決定されるとき、方法１８００はブロ
ック１８３０に続き得る。ブロック１８３０において、ワイヤレスデータ送信と関連付け
られる仮想キャリアの各々は、物理キャリアのサブセットのある物理キャリアにマッピン
グされ得る。このマッピングは、方法１８００を実行するデバイスと、方法１８００を実
行するデバイスによって送信されるワイヤレスデータ送信を受信するように構成されたデ
バイスとの間で共有される、所定のマッピング方式を使用して実施され得る。いくつかの
場合、ブロック１８３０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、およ
び／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、
１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、なら
びに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明された仮想キャリアから
物理キャリアへのマッピングモジュール１０８５および／もしくは１１３５を使用して実
行され得る。
【０１７９】
　[0197]ブロック１８３５において、仮想キャリアがマッピングされる物理キャリアの各
々について（たとえば、仮想キャリアの数に等しい数の物理キャリアについて）、ＣＵＢ
ＳまたはＣＲＳが送信され得る。いくつかの場合、ブロック１８３５の動作は、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキ
ャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、
および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１１を参照して説明された
キャリア予約モジュール１１５０を使用して実行され得る。
【０１８０】
　[0198]ブロック１８４０において、ワイヤレスデータ送信が送信のために準備され得る
。いくつかの場合、ワイヤレスデータ送信を送信のために準備することは、各仮想キャリ
アに対して、物理キャリアの１つのキャリア識別フィールド（ＣＩＦ）に仮想キャリアと
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関連付けられる識別子を挿入することを含み得る。
【０１８１】
　[0199]ブロック１８４５において、ワイヤレスデータ送信が、ワイヤレスデータ送信と
関連付けられる仮想キャリアを通じて送信され得る。方法１８００は次いでブロック１８
６０に続くことができ、ブロック１８６０において、共有帯域の次の送信間隔のために方
法１８００が繰り返されるまで、待機が発生し得る。
【０１８２】
　[0200]いくつかの場合、ブロック１８４０および／またはブロック１８４５における動
作は、図１０Ｂおよび／または図１１を参照して説明されたデータ送信／受信モジュール
１０９０および／または１１１０を使用して実行され得る。
【０１８３】
　[0201]ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信の
帯域幅未満であることがブロック１８２５において決定されるとき、方法１８００はブロ
ック１８５０に続き得る。ブロック１８５０において、ＣＣＡが成功した物理キャリアの
サブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリアの少なくとも
１つの帯域幅（たとえば、一次仮想キャリアの帯域幅）以上であるかどうかが決定され得
る。いくつかの場合、この決定は、ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの中の物
理キャリアの数が１以上であるかどうかを決定することによって行われ得る。いくつかの
場合、ブロック１８５０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、およ
び／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、
１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、なら
びに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明された仮想キャリアから
物理キャリアへのマッピングモジュール１０８５および／もしくは１１３５を使用して実
行され得る。
【０１８４】
　[0202]ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信と
関連付けられる仮想キャリアの少なくとも１つの帯域幅以上であることがブロック１８５
０において決定されるとき、方法１８００はブロック１８５５に続き得る。ブロック１８
５５において、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる少なくとも１つの仮想キャリアの
各々は、物理キャリアのサブセットのそれぞれの物理キャリアにマッピングされ得る。し
かしながら、方法１８００は、少なくとも１つの他の仮想キャリアを物理キャリアのサブ
セットの物理キャリアにマッピングするのを控えることができる。このマッピングは、方
法１８００を実行するデバイスと、方法１８００を実行するデバイスによって送信される
ワイヤレスデータ送信を受信するように構成されたデバイスとの間で共有される、所定の
マッピング方式を使用して実施され得る。いくつかの場合、特定の１つの仮想キャリア（
または複数のキャリア）を物理キャリアのサブセットのある物理キャリアにマッピングす
るのを控えるという決定は、マッピングされた仮想キャリアの優先順位に対する、マッピ
ングされていない仮想キャリアの優先順位に基づき得る。たとえば、いくつかの場合、一
次仮想キャリアは、任意の他の仮想キャリアがそれぞれの物理キャリアにマッピングされ
る前に、それぞれの物理キャリアにマッピングされ得る。いくつかの場合、ブロック１８
５５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、および／もしくは図１６
を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１４９０
、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１
１を参照して説明された部分送信マッピングサブモジュール１１４０を使用して実行され
得る。
【０１８５】
　[0203]ブロック１８５５においてマッピングを実行した後で、処理は、ブロック１８３
５、１８４０、１８４５、および１８６０に続き得る。ブロック１８３５、１８４０、１
８４５、および１８６０は、上で説明されたように実行され得る動作を含む。
【０１８６】
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　[0204]ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットの帯域幅がワイヤレスデータ送信と
関連付けられる１つの仮想キャリアの帯域幅にも及ばないことがブロック１８５０におい
て決定されるとき、方法１８００はブロック１８６０に続き得る。ブロック１８６０にお
いて、共有帯域の次の送信間隔のために方法１８００が繰り返されるまで、待機が発生し
得る。
【０１８７】
　[0205]方法１８００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法１８
００（ブロック１８３０および／または１８５５において行われるマッピングを含む）は
フレームごとに実行され得る。
【０１８８】
　[0206]したがって、方法１８００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１８００は一実
装形態にすぎず、方法１８００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０１８９】
　[0207]図１９は、ワイヤレス通信のための方法１９００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法１９００は、送信デバイスを参照して以下で説明され、この
送信デバイスは、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを参照して説明されたデバ
イス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５
、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮＢ１０５、２０５、５０５
、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／または、図１、図２Ａ、図２
Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、
５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つであり得る。一実施形態では、ｅＮ
ＢまたはＵＥ１０５、１１５、２０５、２１５、５０５、５１５、１００５、１０５５、
１４０５、１５１５、１６０５、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で
説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つま
たは複数のセットを実行することができる。
【０１９０】
　[0208]ブロック１９０５において、ワイヤレスデータ送信と関連付けられるある数の仮
想キャリアについて、アップリンクグラントが受信され得る。アップリンクグラントは、
ＣＣＡと関連付けられる複数の物理キャリアを特定することができ、ＣＣＡは方法１９０
０を実行するデバイスによって実行され得る。ＵＬグラントにおいて特定される物理キャ
リアの数は、仮想キャリアの数よりも多数の物理キャリアの数であり得る。いくつかの場
合、ブロック１９０５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、および
／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１
１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、ならび
に／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明された物理キャリア特定モ
ジュール１０８０および／もしくは１１２５を使用して実行され得る。
【０１９１】
　[0209]ブロック１９１０において、ブロック１９０５でアップリンクグラントにおいて
特定された複数の物理キャリアの各々の上でＣＣＡが実行され得る。いくつかの場合、ブ
ロック１９０５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、および／もし
くは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５
、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／ま
たは、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明されたＣＣＡモジュール１０７５
および／もしくは１１１５を使用して実行され得る。
【０１９２】
　[0210]ブロック１９１５において、ＣＣＡがブロック１９１０において実行された複数
の物理キャリアから、ＣＣＡが成功した物理キャリアのサブセットが特定され得る。サブ
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セットは、ＣＣＡが実行された物理キャリアの１つまたは複数、またはすべてを含み得る
。いくつかの場合、ブロック１９１５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、
図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５
、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使
用して、ならびに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明された物理
キャリア特定モジュール１０８０および／もしくは１１２５を使用して実行され得る。
【０１９３】
　[0211]ブロック１９２０において、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリ
アの各々は、物理キャリアのサブセットの１つにマッピングされ得る。このマッピングは
、方法１９００を実行するデバイスと、方法１９００を実行するデバイスによって送信さ
れるワイヤレスデータ送信を受信するように構成されたデバイス（たとえば、アップリン
クグラントと提供したｅＮＢ）との間で共有される、所定のマッピング方式を使用して実
施され得る。いくつかの場合、ブロック１９２０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１
、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュー
ル１０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１
６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明
された仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１０８５および／もしく
は１１３５を使用して実行され得る。
【０１９４】
　[0212]方法１９００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法１９
００（ブロック１９２０において行われるマッピングを含む）はフレームごとに実行され
得る。
【０１９５】
　[0213]したがって、方法１９００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１９００は一実
装形態にすぎず、方法１９００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０１９６】
　[0214]図２０は、ワイヤレス通信のための方法２０００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法２０００は、送信デバイスを参照して以下で説明され、この
送信デバイスは、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを参照して説明されたデバ
イス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５
、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮＢ１０５、２０５、５０５
、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／または、図１、図２Ａ、図２
Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、
５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つであり得る。一実施形態では、ｅＮ
ＢまたはＵＥ１０５、１１５、２０５、２１５、５０５、５１５、１００５、１０５５、
１４０５、１５１５、１６０５、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で
説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つま
たは複数のセットを実行することができる。
【０１９７】
　[0215]ブロック２００５において、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリ
アの数よりも多数の複数の物理キャリア上でＣＣＡが実行され得る。いくつかの場合、ブ
ロック２００５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、および／もし
くは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５
、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／ま
たは、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明されたＣＣＡモジュール１０７５
および／もしくは１１１５を使用して実行され得る。
【０１９８】
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　[0216]ブロック２０１０において、ＣＣＡがブロック２００５において実行された複数
の物理キャリアから、ＣＣＡが成功した複数の物理キャリアが特定され得る。いくつかの
場合、ブロック２０１０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、およ
び／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、
１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、なら
びに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明された物理キャリア特定
モジュール１０８０および／もしくは１１２５を使用して実行され得る。
【０１９９】
　[0217]ブロック２０１５において、ワイヤレスデータ送信と関連付けられる仮想キャリ
アの各々は、物理キャリアのサブセットの１つにマッピングされ得る。このマッピングは
、方法２０００を実行するデバイスと、方法２０００を実行するデバイスによって送信さ
れるワイヤレスデータ送信を受信するように構成されたデバイスとの間で共有される、所
定のマッピング方式を使用して実施され得る。いくつかの場合、ＣＣＡが成功した物理キ
ャリアの数が仮想キャリアの数よりも多いと決定すると、ある数の仮想キャリアの各々が
、複数の物理キャリアにマッピングされ得る（たとえば、１つの仮想キャリアが複数の物
理キャリアにマッピングされることがあり、または、１つの仮想キャリアが複数の物理キ
ャリアの第１のセットにマッピングされることがあり、別の仮想キャリアが複数の物理キ
ャリアの第２のセットにマッピングされることがある、など）。いくつかの場合、ブロッ
ク２０１５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１４、図１５、および／もしくは
図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１
４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または
、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照して説明された仮想キャリアから物理キャリア
へのマッピングモジュール１０８５および／もしくは１１３５を使用して実行され得る。
【０２００】
　[0218]ブロック２０２０において、ワイヤレスデータ送信の少なくとも一部分が複数の
物理キャリアを通じて冗長的に送信され得る（すなわち、ワイヤレスデータ送信の少なく
とも一部分が冗長な送信を含み得る）。いくつかの場合、ブロック２０２０における動作
は、図１０Ｂおよび／または図１１を参照して説明されたデータ送信／受信モジュール１
０９０および／または１１１０を使用して実行され得る。
【０２０１】
　[0219]方法２０００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法２０
００（ブロック２０１５において行われるマッピングを含む）はフレームごとに実行され
得る。
【０２０２】
　[0220]したがって、方法２０００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２０００は一実
装形態にすぎず、方法２０００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２０３】
　[0221]図２１は、ワイヤレス通信のための方法２１００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法２１００は、受信デバイスを参照して以下で説明され、この
受信デバイスは、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを参照して説明されたデバ
イス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５
、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮＢ１０５、２０５、５０５
、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／または、図１、図２Ａ、図２
Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、
５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つであり得る。一実施形態では、ｅＮ
ＢまたはＵＥ１０５、１１５、２０５、２１５、５０５、５１５、１００５、１０５５、
１４０５、１５１５、１６０５、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で
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説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つま
たは複数のセットを実行することができる。
【０２０４】
　[0222]ブロック２１０５において、送信デバイス（たとえば、第１のデバイス）による
ワイヤレスデータ送信の前に、および／または方法２１００を実行するデバイス（たとえ
ば、第２のデバイス）によるワイヤレスデータ送信の受信の前に、複数の物理キャリアが
監視され得る。いくつかの実施形態では、第２のデバイスは、第１のデバイスからビット
マップを受信することができ、このビットマップは、第２のデバイスにより監視されるべ
き１つまたは複数の物理キャリアのセットを特定する。いくつかの場合、このビットマッ
プは、免許帯域の制御チャネルを通じて受信され得る。いくつかの場合、ブロック２１０
５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１２、図１４、図１５、および／もしくは図１６を
参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１４９０、
１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、図１０Ｂおよび／もしくは
図１２を参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０および／もしくは１２
１５を使用して、ならびに／または、図１２を参照して説明された監視サブモジュール１
２２０を使用して実行され得る。
【０２０５】
　[0223]ブロック２１１０において、送信デバイスからのシグナリングが、監視された物
理キャリアの１つまたは複数を通じて受信され得る。シグナリングは、送信デバイスによ
るワイヤレスデータ送信の前に、および／または、方法２１００を実行するデバイスによ
るワイヤレスデータ送信の受信の前に、受信され得る。いくつかの場合、シグナリングは
、監視された物理キャリアの１つまたは複数を通じて送信デバイスから受信されるＣＵＢ
ＳまたはＣＲＳを含み得る。いくつかの場合、ブロック２１１０の動作は、図１０Ａ、図
１０Ｂ、図１２、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリ
ア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、およ
び／もしくは１６８１を使用して、図１０Ｂおよび／もしくは図１２を参照して説明され
た物理キャリア特定モジュール１０８０および／もしくは１２１５を使用して、ならびに
／または、図１２を参照して説明されたシグナリング受信および分析サブモジュール１２
２５を使用して実行され得る。
【０２０６】
　[0224]ブロック２１１５において、送信デバイスによるＣＣＡの実行が成功した物理キ
ャリアのサブセットが特定され得る。物理キャリアのサブセットは、送信デバイスから受
信されるシグナリングおよび／または送信デバイスから受信されるビットマップに基づい
て特定され得る。たとえば、物理キャリアのうちの監視されている１つでのシグナリング
の存在は、物理キャリアのうちの監視されている１つのためのＣＣＡの実行に送信デバイ
スが成功したことを示し得る。加えて、または代替的に、送信デバイスから受信されるビ
ットマップは、送信デバイスがＣＣＡの実行に成功した１つまたは複数の物理キャリアの
セットを示し得る。いくつかの場合、ブロック２１１５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、
図１１、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モ
ジュール１０１５、１０６５、１１０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もし
くは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照し
て説明された物理キャリア特定モジュール１０８０および／もしくは１１２５を使用して
実行され得る。
【０２０７】
　[0225]ブロック２１２０において、ワイヤレスデータ送信と関連付けられるある数の仮
想キャリアの各々は、ブロック２１１５において特定される物理キャリアのサブセットの
１つにマッピングされ得る。このマッピングは、送信デバイスと方法２１００を実行する
デバイスとの間で共有される所定のマッピング方式を使用して実施され得る。いくつかの
場合、（たとえば、ワイヤレスデータ送信の少なくとも一部分が冗長な送信を含むとき）
ある仮想キャリアが複数の物理キャリアにマッピングされ得る。いくつかの場合、ブロッ
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ク２１２０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１２、図１４、図１５、および／もしくは
図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１２０５、１
４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または
、図１０Ｂおよび／もしくは図１２を参照して説明された仮想キャリアから物理キャリア
へのマッピングモジュール１０８５および／もしくは１２３５を使用して実行され得る。
【０２０８】
　[0226]ブロック２１２５において、ワイヤレスデータ送信が、物理チャネルの特定され
たサブセットを通じて受信され得る。いくつかの場合、ブロック２１２５における動作は
、図１０Ｂおよび／または図１２を参照して説明されたデータ送信／受信モジュール１０
９０および／または１２１０を使用して実行され得る。
【０２０９】
　[0227]方法２１００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法２１
００（ブロック２１２０において行われるマッピングを含む）はフレームごとに実行され
得る。
【０２１０】
　[0228]したがって、方法２１００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２１００は一実
装形態にすぎず、方法２１００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２１１】
　[0229]図２２は、ワイヤレス通信のための方法２２００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法２２００は、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを
参照して説明されたデバイス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図１
、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮＢ
１０５、２０５、５０５、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／また
は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１７を参照して説明され
たＵＥ１１５、２１５、５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つを参照して
以下で説明される。一実施形態では、ｅＮＢ１０５、２０５、５０５、１００５、１４０
５、および／もしくは１６０５、またはＵＥ１１５、２１５、５１５、１０５５、１５１
５、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で説明される機能を実行するよ
うにデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つまたは複数のセットを実行する
ことができる。
【０２１２】
　[0230]ブロック２２０５において、第１のデバイス（たとえば、ｅＮＢ）によるワイヤ
レスデータ送信のダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセットが特定
され得る。いくつかの例では、ＵＥは、ダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャリ
アのサブセットを特定するＲＲＣシグナリング（たとえば、ＲＲＣメッセージ）を受信す
ることができる。いくつかの場合、ブロック２２０５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図
１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア
管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６０、および
／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および
／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０、１１２５
、１２１５、および／もしくは１３２０を使用して、ならびに／または、図１３を参照し
て説明された物理キャリアサブセット特定サブモジュール１３２５を使用して実行され得
る。
【０２１３】
　[0231]ブロック２２１０において、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した
、物理キャリアのサブセットのうちの物理キャリアが特定され得る。物理キャリアは、第
１のデバイスによるワイヤレスデータ送信のダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キ
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ャリアのサブセットの中の、少なくとも第１の物理キャリアと第２の物理キャリアとを含
む複数の物理キャリアを含み得る。いくつかの場合、ブロック２２１０の動作は、図１０
Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説
明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、
１５６０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１
、図１２、および／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モジュール１
０８０、１１２５、１２１５、および／もしくは１３２０を使用して、ならびに／または
、図１３を参照して説明されたＣＣＡ成功決定サブモジュール１３３０を使用して実行さ
れ得る。
【０２１４】
　[0232]ブロック２２１５において、第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連
付けられるダウンリンク仮想キャリアが、ダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャ
リアのサブセットの中の第１の物理キャリアにマッピングされ得る。いくつかの場合、ブ
ロック２２１５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、およ
び／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、
１１０５、１２０５、１３０５、１５６０、および／もしくは１６８１を使用して、なら
びに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照して説明され
た仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１０８５、１１３５、１２３
５、および／もしくは１３３５を使用して実行され得る。
【０２１５】
　[0233]ブロック２２２０において、物理キャリアのサブセットの中の少なくとも第２の
物理キャリアは、第２のデバイスによるアップリンクワイヤレスデータ送信と関連付けら
れるアップリンク仮想キャリアにマッピングするための物理キャリア候補として特定され
得る。第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した、物理キャリアのサブセットの
中の他の物理キャリアも、アップリンク仮想キャリアにマッピングするための物理キャリ
ア候補として特定され得る。いくつかの場合、物理キャリアのサブセットの中の第１の物
理キャリアは、アップリンク仮想キャリアにマッピングするための物理キャリア候補とし
て特定されないことがある。いくつかの場合、ブロック２２２０の動作は、図１０Ａ、図
１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明され
たキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６
０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１
２、および／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０
、１１２５、１２１５、および／もしくは１３２０を使用して、ならびに／または、図１
３を参照して説明されたアップリンクキャリアからダウンリンクキャリアへのマッピング
サブモジュール１３５０を使用して実行され得る。
【０２１６】
　[0234]ブロック２２２５において、ブロック２２２０で特定された各物理キャリア候補
について第２のデバイスによって実行され得る。いくつかの場合、ブロック２２２５の動
作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６
を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５
、１３０５、１５６０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１
０Ｂ、図１１、および／もしくは図１３を参照して説明されたＣＣＡモジュール１０７５
、１１１５、および／もしくは１３５５を使用して実行され得る。
【０２１７】
　[0235]ブロック２２３０において、第２のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した
物理キャリアが特定され得る。これらの物理キャリアは、第１のデバイスによるワイヤレ
スデータ送信のダウンリンク仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセットの中の第
２の物理キャリアを含み得る。いくつかの場合、ブロック２２３０の動作は、図１０Ａ、
図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明さ
れたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５
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６０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図
１２、および／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８
０、１１２５、１２１５、および／もしくは１３２０を使用して、ならびに／または、図
１３を参照して説明されたＣＣＡ成功決定サブモジュール１３３０を使用して実行され得
る。
【０２１８】
　[0236]ブロック２２３５において、第２のデバイスによるアップリンクワイヤレスデー
タ送信と関連付けられるアップリンク仮想キャリアが、ダウンリンク仮想キャリアに対応
する物理キャリアのサブセットの中の第２の物理キャリアをマッピングされ得る。いくつ
かの場合、ブロック２２３５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、
図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５
、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６０、および／もしくは１６８１を使
用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照
して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１０８５、１１
３５、１２３５、および／もしくは１３３５を使用して実行され得る。
【０２１９】
　[0237]いくつかの実施形態では、方法２２００は、第２のデバイス（たとえば、ＵＥ）
によって実行され得る。
【０２２０】
　[0238]方法２２００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法２２
００（ブロック２２１５および２２３５において行われるマッピングを含む）はフレーム
ごとに実行され得る。
【０２２１】
　[0239]したがって、方法２２００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２２００は一実
装形態にすぎず、方法２２００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２２２】
　[0240]図２３は、ワイヤレス通信のための方法２３００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法２３００は、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを
参照して説明されたデバイス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図１
、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮＢ
１０５、２０５、５０５、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／また
は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１７を参照して説明され
たＵＥ１１５、２１５、５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つを参照して
以下で説明される。一実施形態では、ｅＮＢ１０５、２０５、５０５、１００５、１４０
５、および／もしくは１６０５、またはＵＥ１１５、２１５、５１５、１０５５、１５１
５、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で説明される機能を実行するよ
うにデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つまたは複数のセットを実行する
ことができる。
【０２２３】
　[0241]ブロック２３０５において、第１のデバイスのワイヤレスデータ送信と関連付け
られる複数の仮想キャリアが特定または決定され得る。いくつかの場合、ブロック２３０
５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１４、図１５、および／
もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１
０５、１２０５、１３０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１
を使用して、ならびに／または、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照して説
明された仮想キャリア特定モジュール１１２０、１２３０、および／もしくは１３１５を
使用して実行され得る。
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【０２２４】
　[0242]ブロック２３１０において、物理キャリアの複数の重複しないサブセットが特定
され得る。物理キャリアの重複しないサブセットの各々は、第１のデバイスによるワイヤ
レスデータ送信と関連付けられる複数の仮想キャリアのそれぞれ１つに対応し得る。いく
つかの場合、ブロック２３１０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３
、図１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュー
ル１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１４９０、１５６０、１６４１
、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２
、および／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０、
１１２５、１２１５、および／もしくは１３２０を使用して、ならびに／または、図１３
を参照して説明された物理キャリアサブセット特定サブモジュール１３２５を使用して実
行され得る。
【０２２５】
　[0243]ブロック２３１５において、物理キャリアの各サブセットについて、第１のデバ
イスにより実行されたＣＣＡが物理キャリアのサブセットの少なくとも１つの物理キャリ
アに対して成功したかどうかが決定され得る。いくつかの場合、ブロック２３１５の動作
は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１４、図１５、および／もしくは
図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１
２０５、１３０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６８１を使用し
て、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照して
説明された物理キャリア特定モジュール１０８０、１１２５、１２１５、および／もしく
は１３２０を使用して、ならびに／または、図１３を参照して説明されたＣＣＡ成功決定
サブモジュール１３３０を使用して実行され得る。
【０２２６】
　[0244]ブロック２３２０において、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した
少なくとも１つの物理キャリアを有する、物理の各サブセットについて、物理キャリアの
サブセットに対応する仮想キャリアが、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功し
た少なくとも１つの物理キャリアの少なくとも１つにマッピングされ得る（たとえば、第
１の仮想キャリアが、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した物理キャリアに
マッピングされ得るが、それは、その物理キャリアが第１の仮想キャリアに対応する物理
キャリアのサブセットのメンバーである場合だけである）。いくつかの実施形態では、物
理キャリアのサブセットに対応する仮想キャリアは、第１のデバイスにより実行されたＣ
ＣＡが成功した冗長な物理キャリアにマッピングされ得る。いくつかの場合、ブロック２
３２０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１４、図１５、およ
び／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、
１１０５、１２０５、１３０５、１４９０、１５６０、１６４１、および／もしくは１６
８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１
３を参照して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１０８
５、１１３５、１２３５、および／もしくは１３３５を使用して実行され得る。
【０２２７】
　[0245]ブロック２３２５において、いくつかの実施形態では、ワイヤレスデータ送信と
関連付けられる複数の仮想キャリアは第２の仮想キャリアを含んでよく、方法２３００は
、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが第２の仮想キャリアに対応する物理キャリア
のサブセットの中の物理キャリアに対して成功しなかったという決定に基づいて、第２の
仮想キャリアを物理キャリアにマッピングすることを控えることができる。いくつかの場
合、ブロック２３２５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１４
、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１
５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１４９０、１５６０、１６４１、および
／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および
／もしくは図１３を参照して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモ
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ジュール１０８５、１１３５、１２３５、および／もしくは１３３５を使用して実行され
得る。
【０２２８】
　[0246]ブロック２３３０において、いくつかの実施形態では、第１のデバイスにより実
行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアが、特定の仮想キャリア
のために特定され得る（たとえば、仮想キャリアがマッピングされる物理キャリア以外の
、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリ
アが特定され得る）。ブロック２３３５において、少なくとも１つの追加の物理キャリア
の各々を通じて、信号が送信または受信され得る。方法２３００がｅＮＢによって実行さ
れるとき、たとえば、少なくとも１つの追加の物理キャリアの各々を通じて送信される信
号は、ＣＵＢＳおよび／またはＣＳＩ－ＲＳを含んでよく、または、少なくとも１つの追
加の物理キャリアの各々を通じて受信される信号は、ＳＲＳおよび／またはＣＥＴ（ＳＲ
Ｓを含むＣＥＴを含む）を含み得る。方法２３００がＵＥによって実行されるとき、たと
えば、少なくとも１つの追加の物理キャリアの各々を通じて送信される信号は、ＳＲＳお
よび／またはＣＥＴ（ＳＲＳを含むＣＥＴを含む）を含んでよく、または、少なくとも１
つの追加の物理キャリアの各々を通じて受信される信号は、ＣＵＢＳおよび／またはＣＳ
Ｉ－ＲＳを含み得る。ＣＥＴはまた、物理キャリアに対するＣＣＡの実行が成功したかど
うかとは無関係に、任意の物理キャリアを通じて、およびいくつかの場合は各物理キャリ
ア（または仮想キャリアにマッピングされない各物理キャリア）を通じて、送信（ＵＥの
場合）および／または受信（ｅＮＢの場合）され得る。いくつかの場合、ブロック２３３
０および／または２３３５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図
１４、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１
０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１４９０、１５６０、１６４１、お
よび／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１３を参照して説明された物
理キャリアシグナリングモジュール１３４０を使用して実行され得る。
【０２２９】
　[0247]いくつかの実施形態では、方法２３００は、仮想キャリアを通じてワイヤレスデ
ータ送信を送信することができる送信デバイスによって実行され得る。他の実施形態では
、方法２３００は、仮想キャリアを通じてワイヤレスデータ送信を受信することができる
受信デバイスによって実行され得る。いずれの場合でも、送信デバイスまたは受信デバイ
スは、いくつかの場合、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１４、図
１５、および／または図１６を参照して説明された、ｅＮＢまたはＵＥ１０５、１１５、
２０５、２１５、５０５、５１５、５３５、１００５、１０５５、１４０５、１５１５、
１６０５、および／または１６１５の１つであり得る。
【０２３０】
　[0248]方法２３００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法２３
００（ブロック２３２０において行われるマッピングを含む）はフレームごとに実行され
得る。
【０２３１】
　[0249]したがって、方法２３００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２３００は一実
装形態にすぎず、方法２３００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２３２】
　[0250]図２４は、ワイヤレス通信のための方法２４００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法２４００は、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを
参照して説明されたデバイス１００５および／もしくは１０５５の１つ、ならびに／また
は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１７を参照して説明され
たＵＥ１１５、２１５、５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つを参照して
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以下で説明される。一実施形態では、ＵＥ１１５、２１５、５１５、１０５５、１５１５
、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で説明される機能を実行するよう
にデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つまたは複数のセットを実行するこ
とができる。
【０２３３】
　[0251]ブロック２４０５において、第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連
付けられる複数の仮想キャリアが特定または決定され得る。いくつかの実施形態では、仮
想キャリアの各々がインデックスと関連付けられ得る（たとえば、仮想キャリアが０から
Ｎまでの番号を付けられ得る）。いくつかの場合、ブロック２４０５の動作は、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明
されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１
５６０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１１、図１２、お
よび／もしくは図１３を参照して説明された仮想キャリア特定モジュール１１２０、１２
３０、および／もしくは１３１５を使用して実行され得る。
【０２３４】
　[0252]ブロック２４１０において、仮想キャリアの各々の上で、物理アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）のために、リソースが予約され得る。例として、リソースは、い
くつかの場合、スケジューリング要求（ＳＲ）のためのリソース、受信された送信の肯定
応答および否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）のためのリソース、および周期的なチャネル品
質情報（ＣＱＩ）報告のためのリソースを含み得る。いくつかの場合、物理アップリンク
共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）は、予約されたリソースがＰＵＣＣＨを送信するために使用
されるかどうかとは無関係に、予約されたリソースを通じて送信されないことがある。い
くつかの場合、予約されたリソースはインターレースされたリソースブロックを含み得る
。いくつかの場合、ブロック２４１０の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、
図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール
１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６０、および／もしくは１６
８１を使用して、ならびに／または、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照し
て説明されたＰＵＣＣＨリソース予約モジュール１３４５を使用して実行され得る。
【０２３５】
　[0253]ブロック２４１５において、物理キャリアの複数の重複しないサブセットが特定
され得る。物理キャリアの重複しないサブセットの各々は、ワイヤレスデータ送信と関連
付けられる複数の仮想キャリアのそれぞれ１つに対応し得る。いくつかの場合、ブロック
２４１５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／も
しくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０
５、１２０５、１３０５、１５６０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／
または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照して説明された物理
キャリア特定モジュール１０８０、１１２５、１２１５、および／もしくは１３２０を使
用して、ならびに／または、図１３を参照して説明された物理キャリアサブセット特定サ
ブモジュール１３２５を使用して実行され得る。
【０２３６】
　[0254]ブロック２４２０において、物理キャリアの各サブセットについて、第１のデバ
イスにより実行されたＣＣＡが物理キャリアのサブセットの少なくとも１つの物理キャリ
アに対して成功したかどうかが決定され得る。いくつかの場合、ブロック２４２０の動作
は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を
参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、
１３０５、１５６０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０
Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モ
ジュール１０８０、１１２５、１２１５、および／もしくは１３２０を使用して、ならび
に／または、図１３を参照して説明されたＣＣＡ成功決定サブモジュール１３３０を使用
して実行され得る。
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【０２３７】
　[0255]ブロック２４２５において、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した
少なくとも１つの物理キャリアを有する、物理の各サブセットについて、物理キャリアの
サブセットに対応する仮想キャリアが、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功し
た少なくとも１つの物理キャリアの少なくとも１つにマッピングされ得る（たとえば、第
１の仮想キャリアが、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した物理キャリアに
マッピングされ得るが、それは、その物理キャリアが第１の仮想キャリアに対応する物理
キャリアのサブセットのメンバーである場合だけである）。いくつかの実施形態では、物
理キャリアのサブセットに対応する仮想キャリアは、第１のデバイスにより実行されたＣ
ＣＡが成功した冗長な物理キャリアにマッピングされ得る。いくつかの場合、ブロック２
４２５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もし
くは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５
、１２０５、１３０５、１５６０、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／ま
たは、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１３を参照して説明された仮想キ
ャリアから物理キャリアへのマッピングモジュール１０８５、１１３５、１２３５、およ
び／もしくは１３３５を使用して実行され得る。
【０２３８】
　[0256]ブロック２４３０において、ワイヤレスデータ送信が、物理キャリアにマッピン
グされる仮想キャリアを通じて送信され得る。いくつかの実施形態では、ＰＵＣＣＨは、
第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した物理キャリアの１つにマッピングされ
た仮想キャリアの１つを通じて送信され得る。いくつかの実施形態では、ＰＵＣＣＨは、
最小のインデックスを有する、（第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した物理
キャリアの１つにマッピングされた）仮想キャリアの１つを通じて送信され得る。他の実
施形態では、ＰＵＣＣＨは、ランダムに選択された（たとえば、擬似ランダムに選択され
た）仮想キャリアを通じて送信され得る。ランダムな選択は、乱数生成器によって生成さ
れたインデックスに少なくとも一部基づき得、この乱数生成器はいくつかの場合にはＲＲ
Ｃシグナリングによって初期化され得る。ＰＵＣＣＨを送信するために使用される仮想キ
ャリアは、フレームごとに変化し得る。いくつかの場合、ブロック２４３０の動作は、図
１０Ｂ、図１１、および／または図１３を参照して説明されたデータ送信／受信モジュー
ル１０９０、１１１０、および／または１３１０を使用して実行され得る。
【０２３９】
　[0257]いくつかの実施形態では、方法２４００は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１
０Ａ、図１０Ｂ、図１５、および／または図１６を参照して説明されたＵＥ１１５、２１
５、５１５、１００５、１０５５、１５１５、および／または１６１５の１つのような、
送信デバイスによって実行され得る。
【０２４０】
　[0258]方法２４００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法２４
００（ブロック２４２５において行われるマッピングを含む）はフレームごとに実行され
得る。
【０２４１】
　[0259]したがって、方法２４００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２４００は一実
装形態にすぎず、方法２４００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２４２】
　[0260]図２５は、ワイヤレス通信のための方法２５００の例を示すフローチャートであ
る。明瞭にするために、方法２５００は、図５、図１０Ａ、および／もしくは図１０Ｂを
参照して説明されたデバイス５３５、１００５、および／もしくは１０５５の１つ、図１
、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１４、および／もしくは図１６を参照して説明されたｅＮＢ
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１０５、２０５、５０５、１４０５、および／もしくは１６０５の１つ、ならびに／また
は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１５、および／もしくは図１７を参照して説明され
たＵＥ１１５、２１５、５１５、１５１５、および／もしくは１６１５の１つを参照して
以下で説明される。一実施形態では、ＵＥ１１５、２１５、５１５、１０５５、１５１５
、および／もしくは１６１５のようなデバイスが、以下で説明される機能を実行するよう
にデバイスの機能要素を制御するために、コードの１つまたは複数のセットを実行するこ
とができる。
【０２４３】
　[0261]ブロック２５０５において、第１のデバイス（たとえば、ｅＮＢ）によるワイヤ
レスデータ送信の仮想キャリアに対応する物理キャリアのサブセットが特定され得る。い
くつかの場合、ブロック２５０５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１１、図１２、図１
３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア管理モジュール１０
１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６０、および／もしくは１６８１
を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および／もしくは図１３を
参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０、１１２５、１２１５、および
／もしくは１３２０を使用して、ならびに／または、図１３を参照して説明された物理キ
ャリアサブセット特定サブモジュール１３２５を使用して実行され得る。
【０２４４】
　[0262]ブロック２５１０において、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した
物理キャリアが特定され得る。物理キャリアは、物理キャリアのサブセットの中の複数の
物理キャリアを含み得る。いくつかの場合、ブロック２５１０の動作は、図１０Ａ、図１
０Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明された
キャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６０
、および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２
、および／もしくは図１３を参照して説明された物理キャリア特定モジュール１０８０、
１１２５、１２１５、および／もしくは１３２０を使用して、ならびに／または、図１３
を参照して説明されたＣＣＡ成功決定サブモジュール１３３０を使用して実行され得る。
【０２４５】
　[0263]ブロック２５１５において、第１のデバイスによるワイヤレスデータ送信と関連
付けられる仮想キャリアが、第１のデバイスにより実行されたＣＣＡが成功した、仮想キ
ャリアに対応する物理キャリアのサブセットの中の物理キャリアの少なくとも１つにマッ
ピングされ得る。いくつかの場合、ブロック２５１５の動作は、図１０Ａ、図１０Ｂ、図
１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキャリア
管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６０、および
／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１０Ｂ、図１１、図１２、および
／もしくは図１３を参照して説明された仮想キャリアから物理キャリアへのマッピングモ
ジュール１０８５、１１３５、１２３５、および／もしくは１３３５を使用して実行され
得る。
【０２４６】
　[0264]ブロック２５２０において、仮想キャリアがマッピングされ第１のデバイスによ
り実行されたＣＣＡが成功した物理キャリア以外の、物理キャリアのサブセットの少なく
とも１つの追加の物理キャリアが特定され得る。ブロック２５２５において、少なくとも
１つの追加の物理キャリアの各々のためのチャネル品質情報（ＣＱＩ）が第１のデバイス
に送信され得る。ブロック２５２０および／または２５２５の動作は、図１０Ａ、図１０
Ｂ、図１１、図１２、図１３、図１５、および／もしくは図１６を参照して説明されたキ
ャリア管理モジュール１０１５、１０６５、１１０５、１２０５、１３０５、１５６０、
および／もしくは１６８１を使用して、ならびに／または、図１３を参照して説明された
物理キャリアシグナリングモジュール１３４０を使用して実行され得る。
【０２４７】
　[0265]いくつかの実施形態では、方法２５００は、仮想キャリアを通じてワイヤレスデ



(59) JP 2016-535472 A 2016.11.10

10

20

30

40

50

ータ送信またはワイヤレスデータ送信の少なくとも一部を受信することができる、第２の
デバイス（たとえば、ＵＥ）によって実行され得る。
【０２４８】
　[0266]いくつかの実施形態では、方法２５００は、第２のデバイスにおいて第１のデバ
イスから、シグナリング（たとえば、ＣＵＢＳおよび／またはＣＲＳ）および／またはビ
ットマップを受信することを含み得る。シグナリングおよび／またはビットマップは、仮
想キャリアがマッピングされる物理キャリアの１つ、および／または、第１のデバイスに
より実行されたＣＣＡが成功した少なくとも１つの追加の物理キャリアを特定するために
、第２のデバイスによって使用され得る。
【０２４９】
　[0267]方法２５００は、共有帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ帯域のような共有免
許帯域またはＷＬＡＮ帯域のような共有免許不要帯域）を通じたある数の送信間隔の各々
に対して繰り返され得る。いくつかの場合、送信間隔は無線フレームであり得、方法２５
００（ブロック２５１５において行われるマッピングを含む）はフレームごとに実行され
得る。
【０２５０】
　[0268]したがって、方法２５００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２５００は一実
装形態にすぎず、方法２５００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成され得
、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２５１】
　[0269]いくつかの場合、図１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、２４、および
／または２５を参照して説明される方法１７００、１８００、１９００、２０００、２１
００、２２００、２３００、２４００、および／または２５００の態様は、組み合わされ
得る。
【０２５２】
　[0270]添付の図面に関して上に記載された発明を実施するための形態は、例示的な実施
形態を説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る実施形態のみを表すも
のではない。本明細書全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、
または例示としての役割を果たすこと」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よ
りも有利である」ことを意味しない。発明を実施するための形態は、説明された技法の理
解をもたらすための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体
的な詳細を伴わずに実践され得る。場合によっては、説明される実施形態の概念を不明瞭
にしないために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形態で示される。
【０２５３】
　[0271]情報および信号は、種々の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。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、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、磁場もしくは磁性粒子
、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０２５４】
　[0272]本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロックおよびモジュ
ールは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡもし
くは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタロジック、個別
ハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明された機能を実行するように設計さ
れたそれらの任意の組合せによって実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロ
プロセッサであり得るが、代替では、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、またはステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピュ
ーティングデバイスの組合せ、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つもしくは複数のマイクロプロセッサ、
または任意の他のそのような構成としても実装され得る。いくつかの場合、プロセッサは
、メモリと電子的に通信していてもよく、メモリは、プロセッサによって実行可能な命令
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【０２５５】
　[0273]本明細書において説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行さ
れるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロ
セッサによって実行され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、またはコンピュータ可読媒体
を介して送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲お
よび趣旨内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上で説明された機能は、プロ
セッサ、ハードウェア、ファームウェア、配線、またはこれらのうちのいずれかの組合せ
によって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特徴はまた、
機能の一部が異なる物理的位置において実装されるように分散されることを含めて、様々
な位置に物理的に配置され得る。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」の列挙が、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。
【０２５６】
　[0274]コンピュータプログラム製品またはコンピュータ可読媒体はともに、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任意の媒体を含む、コンピュ
ータ可読記憶媒体と通信媒体とを含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによっ
てアクセスされ得る任意の媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒
体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディス
クストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、
命令もしくはデータ構造の形態の所望のコンピュータ可読プログラムコードを搬送または
記憶するために使用され、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、任意の接続がコンピ
ュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイ
バケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線および
マイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモー
トソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳ
Ｌ、または赤外線、無線およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれ
る。本明細書で使用されるディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディ
スク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、
デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）
およびブルーレイ（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、一方、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。
【０２５７】
　[0275]本開示の前述の説明は、当業者が本開示を構成または使用することを可能にする
ために与えられる。本開示に対する様々な修正が当業者には容易に明らかとなり、本明細
書において規定された一般原理は、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。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、
一例または一事例を示すものであり、言及された例に対する選好を暗示せず、または必要
としない。したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されるべき
でなく、本明細書で開示された原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられ
るべきである。
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