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(57)【要約】
　実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域における
第１のセルと、アンライセンスド帯域における第２のセ
ルとを有する。前記基地局は、前記第２のセルにおいて
発見参照信号を送信する制御を実行する制御部を備える
。前記制御部は、前記発見参照信号を送信する前に、前
記アンライセンスド帯域においてチャネルが空いている
か否かを確認する制御と、前記アンライセンスド帯域に
おける空きチャネルにおいて前記発見参照信号を送信す
る制御と、を実行する。前記発見参照信号は、セル固有
参照信号、プライマリ同期信号、セカンダリ同期信号、
及び、チャネル状態情報参照信号を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライセンスド帯域における第１のセルと、アンライセンスド帯域における第２のセルと
を有する基地局であって、
　前記第２のセルにおいて発見参照信号を送信する制御を実行する制御部を備え、
　前記制御部は、
　　前記発見参照信号を送信する前に、前記アンライセンスド帯域においてチャネルが空
いているか否かを確認する制御と、
　　前記アンライセンスド帯域における空きチャネルにおいて前記発見参照信号を送信す
る制御と、を実行し、
　前記発見参照信号は、セル固有参照信号、プライマリ同期信号、セカンダリ同期信号、
及び、チャネル状態情報参照信号を含むことを特徴とする請求項１に記載の基地局。
【請求項２】
　ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可能なユーザ端末と前記アン
ライセンスド帯域において通信可能な基地局であって、
　前記アンライセンスド帯域内の所定周波数における干渉電力を測定する制御部と、
　前記干渉電力の測定結果に基づいて、前記所定周波数において参照信号を送信する送信
部と、を備え、
　前記制御部は、所定時間内における前記参照信号の送信回数が第１閾値未満である場合
、前記所定周波数の使用を中止し、前記アンライセンスド帯域内の他の周波数を干渉電力
の測定対象とすることを特徴とする基地局。
【請求項３】
　前記送信部は、所定時間内における前記参照信号の送信回数が第２閾値以上である場合
に、前記ユーザ端末へデータを送信することを特徴とする請求項２に記載の基地局。
【請求項４】
　ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可能なユーザ端末と前記アン
ライセンスド帯域において通信可能な基地局であって、
　前記アンライセンスド帯域内の所定周波数における干渉電力を測定する制御部と、
　前記干渉電力の測定結果に基づいて、前記所定周波数において参照信号を送信する送信
部と、を備え、
　前記制御部は、所定時間内における前記参照信号の送信回数が閾値未満である場合、前
記参照信号の送信方法を変更することを特徴とする基地局。
【請求項５】
　前記制御部は、前記所定時間内における前記参照信号の送信回数が前記閾値未満である
場合、前記所定時間内における前記干渉電力の測定回数を増加させることを特徴とする請
求項４に記載の基地局。
【請求項６】
　前記制御部は、前記所定時間内における前記参照信号の送信回数が前記閾値未満である
場合、前記参照信号の送信方法を変更する前よりも、前記参照信号の送信電力を低減させ
ると共に前記参照信号の送信時間を長くすることを特徴とする請求項４に記載の基地局。
【請求項７】
　ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可能なユーザ端末を有する移
動通信システムにおいて用いられる基地局であって、
　前記アンライセンスド帯域における前記移動通信システムのデータ送受信に使用可能な
複数の周波数のうち所定周波数における干渉電力を測定する制御部と、
　前記干渉電力の測定結果に基づいて参照信号を送信する送信部と、を備え、
　前記アンライセンスド帯域は、前記複数の周波数と、前記複数の周波数以外の未使用周
波数と、を含み、
　前記送信部は、前記未使用周波数において前記参照信号を送信することを特徴とする基
地局。
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【請求項８】
　ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可能なユーザ端末と前記アン
ライセンスド帯域において通信可能な基地局であって、
　前記アンライセンスド帯域は、複数の周波数チャネルを含み、
　前記複数の周波数チャネルそれぞれは、周波数方向に分割された複数の周波数リソース
を含み、
　前記基地局は、
　周波数リソース単位で前記干渉電力を測定する制御部と、
　前記干渉電力の測定結果に基づいて、前記複数の周波数リソースに含まれる所定の周波
数リソースを用いて参照信号を送信する送信部と、を備え、
　前記制御部は、前記所定の周波数リソースを示すリソース情報を前記ユーザ端末に通知
することを特徴とする基地局。
【請求項９】
　ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可能なユーザ端末と前記ライ
センスド帯域において通信可能な基地局であって、
　前記アンライセンスド帯域における干渉電力を測定する制御部と、
　前記アンライセンスド帯域において参照信号を送信する送信部と、を備え、
　前記制御部は、前記参照信号の送信タイミングを任意のタイミングにスケジューリング
することを特徴とする基地局。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記参照信号の送信タイミングを示すスケジューリング情報を前記ライ
センスド帯域において前記ユーザ端末に通知することを特徴とする請求項９に記載の基地
局。
【請求項１１】
　ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可能な通信装置であって、
　前記アンライセンスド帯域内の所定周波数における干渉電力を測定する制御部と、
　前記干渉電力の測定結果に基づく前記所定周波数における無線信号の干渉電力が第１閾
値未満である場合、前記所定周波数において参照信号を送信する送信部と、を備え、
　前記第１閾値は、前記所定周波数において前記参照信号と異なるデータ信号を送信可能
か否かを判定するために用いられる第２閾値よりも高い値であることを特徴とする通信装
置。
【請求項１２】
　前記送信部は、前記データ信号の送信電力よりも低い送信電力で前記参照信号を送信す
ることを特徴とする請求項１１に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、前記所定周波数における干渉電力に応じて、前記参照信号の送信電力を
決定することを特徴とする請求項１１に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、アンライセンスド帯域において通信可能な基地局、ライセンスド帯域におい
て通信可能な基地局、及び、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信可
能な通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）では、急増するトラフィック需要に応え
るべく、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）を高度化する仕様策定が進
められている（例えば非特許文献１参照）。
【０００３】
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　また、急増するトラフィック需要に応えるために、免許を要する周波数帯域（ライセン
スド帯域）を用いた通信だけでなく、免許不要な周波数帯域（アンライセンスド帯域（Ｕ
ｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｂａｎｄ／Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ））を用いた
通信が注目されている。
【０００４】
　ここで、法律（例えば、日本における電波法）上、アンライセンスド帯域を用いて無線
信号を送信する場合、無線信号を送信する前にＣＣＡ（Ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　Ａ
ｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）を実行することが要求されている。具体的には、基地局は、アンラ
イセンスド帯域における干渉電力を測定する。測定結果が良好な場合（具体的には、干渉
電力が低い場合）、アンライセンスド帯域において無線信号を送信できる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様書「ＴＳ３６．３００　Ｖ１２．４．０」　２０１５
年１月７日
【発明の概要】
【０００６】
　一実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域における第１のセルと、アンライセンス
ド帯域における第２のセルとを有する。前記基地局は、前記第２のセルにおいて発見参照
信号を送信する制御を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記発見参照信号を送信
する前に、前記アンライセンスド帯域においてチャネルが空いているか否かを確認する制
御と、前記アンライセンスド帯域における空きチャネルにおいて前記発見参照信号を送信
する制御と、を実行する。前記発見参照信号は、セル固有参照信号、プライマリ同期信号
、セカンダリ同期信号、及び、チャネル状態情報参照信号を含む。
【０００７】
　一実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通信
可能なユーザ端末と前記アンライセンスド帯域において通信可能である。前記基地局は、
前記アンライセンスド帯域内の所定周波数における干渉電力を測定する制御部と、前記干
渉電力の測定結果に基づいて、前記所定周波数において参照信号を送信する送信部と、を
備える。前記制御部は、所定時間内における前記参照信号の送信回数が第１閾値未満であ
る場合、前記所定周波数の使用を中止し、前記アンライセンスド帯域内の他の周波数を干
渉電力の測定対象とする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、各実施形態に係るＬＴＥシステムの構成図である。
【図２】図２は、各実施形態に係るＵＥのブロック図である。
【図３】図３は、各実施形態に係るｅＮＢのブロック図である。
【図４】図４は、各実施形態に係るプロトコルスタック図である。
【図５】図５は、各実施形態に係る無線フレームの構成図である。
【図６】図６は、第１実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図７】図７は、第１実施形態に係るｅＮＢ２００の動作例１を説明するための図である
。
【図８】図８は、第１実施形態に係るｅＮＢ２００の動作例１を説明するための図である
。
【図９】図９は、第１実施形態に係るｅＮＢ２００の動作例２を説明するための図である
。
【図１０】図１０は、第１実施形態に係るｅＮＢ２００の動作例２を説明するための図で
ある。
【図１１】図１１は、第３実施形態に係る動作を説明するための図である。
【図１２】図１２は、第３実施形態に係る動作を説明するための図である。
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【図１３】図１３は、第４実施形態に係る参照信号の送信周波数の一例を示す図である。
【図１４】図１４は、第４実施形態に係る参照信号の送信周波数の一例を示す図である。
【図１５】図１５は、第４実施形態に係る参照信号の送信周波数の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、ＤＲＳ送信前のリッスン失敗を説明するための図である。
【図１７】図１７は、ＬＡＡ　ＤＲＳ　ＲＳＲＰ測定を説明するための図である。
【図１８】図１８は、既存のチャネルマッピング（左）及び提案するチャネルマッピング
の一例（右）を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　［実施形態の概要］
　ユーザ端末がアンライセンスド帯域におけるセル（基地局）を発見するために、基地局
は、アンライセンスド帯域において参照信号（ＤＲＳ：Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）を送信することが想定される。ユーザ端末は、当該参照信号に
対する測定を行うことによって当該セルとの通信環境に関する情報を取得できる。
【００１０】
　しかしながら、基地局は、干渉電力の測定結果が悪い状況が続いた場合、参照信号を長
時間送信できない。その結果、アンライセンスド帯域を有効活用できないという問題があ
る。
【００１１】
　そこで、本出願は、アンライセンスド帯域において参照信号が長時間送信できないこと
を抑制可能とすることを目的とする。
【００１２】
　実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域における第１のセルと、アンライセンスド
帯域における第２のセルとを有する。前記基地局は、前記第２のセルにおいて発見参照信
号を送信する制御を実行する制御部を備える。前記制御部は、前記発見参照信号を送信す
る前に、前記アンライセンスド帯域においてチャネルが空いているか否かを確認する制御
と、前記アンライセンスド帯域における空きチャネルにおいて前記発見参照信号を送信す
る制御と、を実行する。前記発見参照信号は、セル固有参照信号、プライマリ同期信号、
セカンダリ同期信号、及び、チャネル状態情報参照信号を含む。
【００１３】
　第１実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通
信可能なユーザ端末と前記アンライセンスド帯域において通信可能である。前記基地局は
、前記アンライセンスド帯域内の所定周波数における干渉電力を測定する制御部と、前記
干渉電力の測定結果に基づいて、前記所定周波数において参照信号を送信する送信部と、
を備える。前記制御部は、所定時間内における前記参照信号の送信回数が第１閾値未満で
ある場合、前記所定周波数の使用を中止し、前記アンライセンスド帯域内の他の周波数を
干渉電力の測定対象とする。
【００１４】
　第１実施形態において、前記送信部は、所定時間内における前記参照信号の送信回数が
第２閾値以上である場合に、前記ユーザ端末へデータを送信する。
【００１５】
　第２及び第３実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域に
おいて通信可能なユーザ端末と前記アンライセンスド帯域において通信可能である。前記
基地局は、前記アンライセンスド帯域内の所定周波数における干渉電力を測定する制御部
と、前記干渉電力の測定結果に基づいて、前記所定周波数において参照信号を送信する送
信部と、を備える。前記制御部は、所定時間内における前記参照信号の送信回数が閾値未
満である場合、前記参照信号の送信方法を変更する。
【００１６】
　第２実施形態において、前記制御部は、前記所定時間内における前記参照信号の送信回
数が前記閾値未満である場合、前記所定時間内における前記干渉電力の測定回数を増加さ
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せる。
【００１７】
　第３実施形態において、前記制御部は、前記所定時間内における前記参照信号の送信回
数が前記閾値未満である場合、前記参照信号の送信方法を変更する前よりも、前記参照信
号の送信電力を低減させると共に前記参照信号の送信時間を長くする。
【００１８】
　第４実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通
信可能なユーザ端末を有する移動通信システムにおいて用いられる。前記基地局であって
、前記アンライセンスド帯域における前記移動通信システムのデータ送受信に使用可能な
複数の周波数のうち所定周波数における干渉電力を測定する制御部と、前記干渉電力の測
定結果に基づいて参照信号を送信する送信部と、を備える。前記アンライセンスド帯域は
、前記複数の周波数と、前記複数の周波数以外の未使用周波数と、を含む。前記送信部は
、前記未使用周波数において前記参照信号を送信する。
【００１９】
　第５実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通
信可能なユーザ端末と前記アンライセンスド帯域において通信可能である。前記基地局は
、前記アンライセンスド帯域は、複数の周波数チャネルを含む。前記複数の周波数チャネ
ルそれぞれは、周波数方向に分割された複数の周波数リソースを含む。前記基地局は、周
波数リソース単位で前記干渉電力を測定する制御部と、前記干渉電力の測定結果に基づい
て、前記複数の周波数リソースに含まれる所定の周波数リソースを用いて参照信号を送信
する送信部と、を備える。前記制御部は、前記所定の周波数リソースを示すリソース情報
を前記ユーザ端末に通知する。
【００２０】
　第６実施形態に係る基地局は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において通
信可能なユーザ端末と前記ライセンスド帯域において通信可能である。前記基地局は、前
記アンライセンスド帯域における干渉電力を測定する制御部と、前記アンライセンスド帯
域において参照信号を送信する送信部と、を備える。前記制御部は、前記参照信号の送信
タイミングを任意のタイミングにスケジューリングする。
【００２１】
　第６実施形態では、前記制御部は、前記参照信号の送信タイミングを示すスケジューリ
ング情報を前記ライセンスド帯域において前記ユーザ端末に通知する。
【００２２】
　第７実施形態に係る通信装置は、ライセンスド帯域及びアンライセンスド帯域において
通信可能である。前記通信装置は、前記アンライセンスド帯域内の所定周波数における干
渉電力を測定する制御部と、前記干渉電力の測定結果に基づく前記所定周波数における無
線信号の干渉電力が第１閾値未満である場合、前記所定周波数において参照信号を送信す
る送信部と、を備える。前記第１閾値は、前記所定周波数において前記参照信号と異なる
データ信号を送信可能か否かを判定するために用いられる第２閾値よりも高い値である。
【００２３】
　第７実施形態では、前記送信部は、前記データ信号の送信電力よりも低い送信電力で前
記参照信号を送信する。
【００２４】
　第７実施形態では、前記制御部は、前記所定周波数における干渉電力に応じて、前記参
照信号の送信電力を決定する。
【００２５】
　［第１実施形態］
　以下において、本出願の内容をＬＴＥシステムに適用する場合の実施形態を説明する。
【００２６】
　（システム構成）
　図１は、実施形態に係るＬＴＥシステムの構成図である。図１に示すように、実施形態
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に係るＬＴＥシステムは、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００、Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０、及びＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒ
ｅ）２０を備える。
【００２７】
　ＵＥ１００は、ユーザ端末に相当する。ＵＥ１００は、移動型の通信装置であり、接続
先のセル（サービングセル）との無線通信を行う。ＵＥ１００の構成については後述する
。
【００２８】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、無線アクセスネットワークに相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は
、ｅＮＢ２００（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）を含む。ｅＮＢ２００は、基地局に相
当する。ｅＮＢ２００は、Ｘ２インターフェイスを介して相互に接続される。ｅＮＢ２０
０の構成については後述する。
【００２９】
　ｅＮＢ２００は、１又は複数のセルを管理しており、自セルとの接続を確立したＵＥ１
００との無線通信を行う。ｅＮＢ２００は、無線リソース管理（ＲＲＭ）機能、ユーザデ
ータのルーティング機能、モビリティ制御・スケジューリングのための測定制御機能など
を有する。「セル」は、無線通信エリアの最小単位を示す用語として使用される他に、Ｕ
Ｅ１００との無線通信を行う機能を示す用語としても使用される。
【００３０】
　ＥＰＣ２０は、コアネットワークに相当する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０及びＥＰＣ２０によ
りＬＴＥシステムのネットワーク（ＬＴＥネットワーク）が構成される。ＥＰＣ２０は、
ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒ
ｖｉｎｇ－Ｇａｔｅｗａｙ）３００を含む。ＥＰＣ２０は、ＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）を含んでもよい。
【００３１】
　ＭＭＥは、ＵＥ１００に対する各種モビリティ制御などを行う。Ｓ－ＧＷは、ユーザデ
ータの転送制御を行う。ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３００は、Ｓ１インターフェイスを介してｅＮ
Ｂ２００と接続される。
【００３２】
　ＯＡＭは、オペレータによって管理されるサーバ装置であり、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０の保
守及び監視を行う。
【００３３】
　図２は、ＵＥ１００のブロック図である。図２に示すように、ＵＥ１００は、複数のア
ンテナ１０１、無線送受信機１１０、ユーザインターフェイス１２０、ＧＮＳＳ（Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１３０、バ
ッテリ１４０、メモリ１５０、及びプロセッサ１６０を備える。ＵＥ１００は、ＧＮＳＳ
受信機１３０を有していなくてもよい。また、メモリ１５０をプロセッサ１６０と一体化
し、このセット（すなわち、チップセット）を制御部を構成するプロセッサ１６０’とし
てもよい。
【００３４】
　アンテナ１０１及び無線送受信機１１０は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受
信機１１０は、プロセッサ１６０が出力するベースバンド信号（送信信号）を無線信号に
変換してアンテナ１０１から送信する。また、無線送受信機１１０は、アンテナ１０１が
受信する無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換してプロセッサ１６０に出力す
る。
【００３５】
　無線送受信機１１０は、無線送受信機１１０Ａ及び無線送受信機１１０Ｂを有する。無
線送受信１１０Ａは、ライセンスド帯域において無線信号を送受信し、無線送受信１１０
Ｂは、アンライセンスド帯域において無線信号を送受信する。
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【００３６】
　ユーザインターフェイス１２０は、ＵＥ１００を所持するユーザとのインターフェイス
であり、例えば、ディスプレイ、マイク、スピーカ、及び各種ボタンなどを含む。ユーザ
インターフェイス１２０は、ユーザからの操作を受け付けて、該操作の内容を示す信号を
プロセッサ１６０に出力する。ＧＮＳＳ受信機１３０は、ＵＥ１００の地理的な位置を示
す位置情報を得るために、ＧＮＳＳ信号を受信して、受信した信号をプロセッサ１６０に
出力する。バッテリ１４０は、ＵＥ１００の各ブロックに供給する電力を蓄える。
【００３７】
　メモリ１５０は、プロセッサ１６０により実行されるプログラム、及びプロセッサ１６
０による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ１６０は、ベースバンド信号の変
調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ１５０に記憶さ
れるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、を含む。プロセッサ１６０は、さらに、音声・映像信号の符号化・
復号を行うコーデックを含んでもよい。プロセッサ１６０は、制御部に相当し、後述する
各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００３８】
　図３は、ｅＮＢ２００のブロック図である。図３に示すように、ｅＮＢ２００は、複数
のアンテナ２０１、無線送受信機２１０、ネットワークインターフェイス２２０、メモリ
２３０、及びプロセッサ２４０を備える。なお、メモリ２３０をプロセッサ２４０と一体
化し、このセット（すなわち、チップセット）を制御部を構成するプロセッサ２４０’と
してもよい。
【００３９】
　アンテナ２０１及び無線送受信機２１０は、無線信号の送受信に用いられる。無線送受
信機２１０は、ライセンスド帯域において無線信号を送受信する。或いは、無線送受信機
２１０は、ライセンスド帯域だけでなくアンライセンスド帯域において無線信号を送受信
できてもよい。無線送受信機２１０は、プロセッサ２４０が出力するベースバンド信号（
送信信号）を無線信号に変換してアンテナ２０１から送信する。また、無線送受信機２１
０は、アンテナ２０１が受信する無線信号をベースバンド信号（受信信号）に変換してプ
ロセッサ２４０に出力する。
【００４０】
　ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイスを介して隣接ｅＮＢ２
００と接続され、Ｓ１インターフェイスを介してＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３００と接続される。
ネットワークインターフェイス２２０は、Ｘ２インターフェイス上で行う通信及びＳ１イ
ンターフェイス上で行う通信に用いられる。
【００４１】
　メモリ２３０は、プロセッサ２４０により実行されるプログラム、及びプロセッサ２４
０による処理に使用される情報を記憶する。プロセッサ２４０は、ベースバンド信号の変
調・復調及び符号化・復号などを行うベースバンドプロセッサと、メモリ２３０に記憶さ
れるプログラムを実行して各種の処理を行うＣＰＵと、を含む。プロセッサ２４０は、制
御部に相当し、後述する各種の処理及び各種の通信プロトコルを実行する。
【００４２】
　図４は、ＬＴＥシステムにおける無線インターフェイスのプロトコルスタック図である
。図４に示すように、無線インターフェイスプロトコルは、ＯＳＩ参照モデルの第１層乃
至第３層に区分されており、第１層は物理（ＰＨＹ）層である。第２層は、ＭＡＣ（Ｍｅ
ｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）層を含む。第３層は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ）層を含む。
【００４３】
　物理層は、符号化・復号、変調・復調、アンテナマッピング・デマッピング、及びリソ
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ースマッピング・デマッピングを行う。ＵＥ１００の物理層とｅＮＢ２００の物理層との
間では、物理チャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００４４】
　ＭＡＣ層は、データの優先制御、及びハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）による再送処理
などを行う。ＵＥ１００のＭＡＣ層とｅＮＢ２００のＭＡＣ層との間では、トランスポー
トチャネルを介してユーザデータ及び制御信号が伝送される。ｅＮＢ２００のＭＡＣ層は
、上下リンクのトランスポートフォーマット（トランスポートブロックサイズ、変調・符
号化方式）、ＵＥ１００への割当リソースブロックを決定（スケジューリング）するスケ
ジューラを含む。
【００４５】
　ＲＬＣ層は、ＭＡＣ層及び物理層の機能を利用してデータを受信側のＲＬＣ層に伝送す
る。ＵＥ１００のＲＬＣ層とｅＮＢ２００のＲＬＣ層との間では、論理チャネルを介して
ユーザデータ及び制御信号が伝送される。
【００４６】
　ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮・伸張、及び暗号化・復号化を行う。
【００４７】
　ＲＲＣ層は、制御信号を取り扱う制御プレーンでのみ定義される。ＵＥ１００のＲＲＣ
層とｅＮＢ２００のＲＲＣ層との間では、各種設定のための制御信号（ＲＲＣメッセージ
）が伝送される。ＲＲＣ層は、無線ベアラの確立、再確立及び解放に応じて、論理チャネ
ル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルを制御する。ＵＥ１００のＲＲＣとｅＮ
Ｂ２００のＲＲＣとの間に接続（ＲＲＣ接続）がある場合、ＵＥ１００はＲＲＣコネクテ
ィッド状態であり、そうでない場合、ＵＥ１００はＲＲＣアイドル状態である。
【００４８】
　ＲＲＣ層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）層は、セ
ッション管理及びモビリティ管理などを行う。
【００４９】
　図５は、ＬＴＥシステムで使用される無線フレームの構成図である。ＬＴＥシステムは
、下りリンク（ＤＬ）にはＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、上りリンク（ＵＬ）にはＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がそれぞれ適用される。
【００５０】
　図５に示すように、無線フレームは、時間方向に並ぶ１０個のサブフレームで構成され
る。各サブフレームは、時間方向に並ぶ２個のスロットで構成される。各サブフレームの
長さは１ｍｓであり、各スロットの長さは０．５ｍｓである。各サブフレームは、周波数
方向に複数個のリソースブロック（ＲＢ）を含み、時間方向に複数個のシンボルを含む。
各リソースブロックは、周波数方向に複数個のサブキャリアを含む。１つのサブキャリア
及び１つのシンボルによりリソースエレメントが構成される。ＵＥ１００に割り当てられ
る無線リソースのうち、周波数リソースはリソースブロックにより構成され、時間リソー
スはサブフレーム（又はスロット）により構成される。
【００５１】
　（アンライセンスド帯域を利用した通信）
　以下において、本実施形態に係るアンライセンスド帯域を利用した通信について説明す
る。
【００５２】
　ＵＥ１００は、セルラネットワークオペレータに免許が付与されたライセンスド帯域（
Ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ／Ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）だけでなく、免許
不要で利用できるアンライセンスド帯域（Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｂａｎｄ／Ｕｎｌｉｃ
ｅｎｓｅｄ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ）を利用した通信を行うことができる。
【００５３】
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　具体的には、第１に、ＵＥ１００は、キャリアアグリゲーション（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ：ＣＡ）によって、アンライセンスド帯域を利用した通信を行うこ
とができる。
【００５４】
　ＣＡでは、ＬＴＥとの後方互換性を確保しながら広帯域化を実現すべく、ＬＴＥにおけ
るキャリア（周波数帯）をコンポーネントキャリアと位置付け、ＵＥ１００が複数のコン
ポーネントキャリア（複数のサービングセル）を同時に使用して通信を行う。ＣＡにおい
て、ＵＥがＲＲＣ接続を開始する際に所定の情報の提供を行うセルはプライマリセル（Ｐ
Ｃｅｌｌ）と称される。例えば、プライマリセルは、ＲＲＣ接続確立／再確立／ハンドオ
ーバ時にＮＡＳモビリティ情報（例えば、ＴＡＩ）の提供を行ったり、ＲＲＣ接続再確立
／ハンドオーバ時にセキュリティ情報の提供を行ったりする。一方、プライマリセルと対
をなす補助的なサービングセルはセカンダリセル（ＳＣｅｌｌ）と称される。セカンダリ
セルは、プライマリセルと一緒に形成される。
【００５５】
　アンライセンスド帯域を利用した通信にＣＡを利用する場合、アンライセンスド帯域内
の所定周波数（キャリア）をセカンダリセルとして利用するケースがある。以下において
、所定周波数をセカンダリセルとして利用する場合、当該セカンダリセルは、Ｕ－ＳＣｅ
ｌｌと称される。
【００５６】
　第２に、ＵＥ１００は、二重接続方式（Ｄｕａｌ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ：ＤＣ）
によって、アンライセンスド帯域を利用した通信を行うことができる。
【００５７】
　ＤＣでは、ＵＥ１００には、複数のｅＮＢ２００から無線リソースが割り当てられる。
ＤＣは、ｅＮＢ間キャリアアグリゲーション（ｉｎｔｅｒ－ｅＮＢ　ＣＡ）と称されるこ
ともある。
【００５８】
　ＤＣでは、ＵＥ１００との接続を確立する複数のｅＮＢ２００のうち、マスタｅＮＢ（
ＭｅＮＢ）のみが当該ＵＥ１００とのＲＲＣ接続を確立する。これに対し、当該複数のｅ
ＮＢ２００のうちセカンダリｅＮＢ（ＳｅＮＢ）は、ＲＲＣ接続をＵＥ１００と確立せず
に、追加的な無線リソースをＵＥ１００に提供する。ＭｅＮＢとＳｅＮＢとの間にはＸｎ
インターフェイスが設定される。Ｘｎインターフェイスは、Ｘ２インターフェイス又は新
たなインターフェイスである。
【００５９】
　ＤＣでは、ＵＥ１００は、ＭｅＮＢが管理するＮ個のセル及びＳｅＮＢが管理するＭ個
のセルを同時に利用したキャリアアグリゲーションが可能である。また、ＭｅＮＢが管理
するＮ個のセルからなるグループは、マスタセルグループ（ＭＣＧ）と称される。また、
ＳｅＮＢが管理するＭ個のセルからなるグループは、セカンダリセルグループ（ＳＣＧ）
と称される。また、ＳｅＮＢが管理するセルのうち、少なくとも上りリンクの制御信号（
ＰＵＣＣＨ）の受信機能を持つセルは、ＰＳＣｅｌｌと称される。ＰＳＣｅｌｌは、ＰＣ
ｅｌｌと同様のいくつかの機能を有するが、例えば、ＵＥ１００とＲＲＣ接続を行わず、
ＲＲＣメッセージを送信しない。なお、アンライセンスド帯域における所定周波数（キャ
リア）がＳＣｅｌｌとして利用される場合には、当該ＳＣｅｌｌは、Ｕ－ＳＣｅｌｌと称
され、ＰＳＣｅｌｌとして利用される場合には、当該ＳＣｅｌｌは、Ｕ－ＰＳＣｅｌｌと
称される。
【００６０】
　ここで、アンライセンスド帯域を利用した通信の一形態として、ＬＡＡ（ＬＡＡ：Ｌｉ
ｃｅｎｓｅｄ－Ａｓｓｉｔｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ）を利用することが想定される。ＬＡＡで
は、ＵＥ１００は、ライセンスド帯域で運用されるセル（以下、ライセンスドセル）とア
ンライセンスド帯域で運用されるセル（以下、アンライセンスドセル）と通信を行う。ラ
イセンスドセルは、ＰＣｅｌｌとして使用され、アンライセンスドセルは、ＳＣｅｌｌ（
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又はＰＳＣｅｌｌ）として使用されてもよい。ＵＥ１００がライセンスドセル及びアンラ
イセンスドセルと通信を行う場合、当該ライセンスドセル及び当該アンライセンスドセル
は、１つのノード（例えば、ｅＮＢ２００）によって管理されていてもよい。なお、当該
ライセンスドセル及び当該アンライセンスドセルは、１つのｅＮＢ２００によって管理（
制御）されている場合、アンライセンスドセル（及びライセンスドセル）は、無線送受信
機を有するＲＲＨ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｈｅａｄ）によって形成されてもよい。
或いは、ライセンスセルは、ｅＮＢ２００に管理され、アンライセンスドセルは、当該ｅ
ＮＢ２００とは異なる無線通信装置に管理されていてもよい。ｅＮＢ２００と当該無線通
信装置とは、所定のインターフェイス（Ｘ２インターフェイス又はＳ１インターフェイス
）を介して後述する各種情報のやり取りを行うことができる。ライセンスセルを管理する
ｅＮＢ２００は、ＵＥ１００から取得した情報を無線通信装置に通知してもよいし、無線
通信装置から取得した情報をＵＥ１００に通知してもよい。
【００６１】
　アンライセンスド帯域においては、ＬＴＥシステムとは異なるシステム（無線ＬＡＮ等
）又は他のオペレータのＬＴＥシステムとの干渉を回避するために、無線信号を送信する
前にＣＣＡ（Ｃｌｅａｒ　ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）を実行すること（い
わゆる、ＬＢＴ（Ｌｉｓｔｅｎ　Ｂｅｆｏｒ　Ｔａｌｋ））が要求されている。具体的に
は、ＣＣＡでは、ｅＮＢ２００は、アンライセンスド帯域内の周波数（キャリア）が空い
ているか否かを確認するために、干渉電力を測定する。ｅＮＢ２００は、干渉電力の測定
結果に基づいて、空きチャネルであることが確認された周波数（キャリア）に含まれる無
線リソースをＵＥ１００に割り当てる（スケジューリング）。ｅＮＢ２００は、アンライ
センスドセルを介して、アンライセンスドセルにおけるスケジューリングを行う。或いは
、ｅＮＢ２００は、ライセンスドセルを介して、アンライセンスドセルにおけるスケジュ
ーリングを行ってもよい（すなわち、クロスキャリアスケジューリング）。
【００６２】
　ここで、ｅＮＢ２００が、干渉電力を測定した後、アンライセンスド帯域内の周波数に
おいて参照信号を送信するケースを想定する。ＵＥ１００は、ｅＮＢ２００から送信され
る参照信号に対する測定を行い、測定結果をｅＮＢ２００が管理に報告できる。ｅＮＢ２
００は、測定結果に基づいて、アンライセンスド帯域におけるＵＥ１００との通信の可否
又はアンライセンスド帯域における通信品質の判定を行うことができる。
【００６３】
　しかしながら、ｅＮＢ２００は、干渉電力の測定結果が悪い状況が続いた場合（すなわ
ち、干渉電力が継続して高い場合）、参照信号を長時間送信できない。その結果、アンラ
イセンスド帯域を有効活用できないという問題がある。
【００６４】
　そこで、以下に示す方法により、上述した問題を解決する。
【００６５】
　以下において、ｅＮＢ２００による動作を、ｅＮＢ２００が管理するセルによる動作と
して適宜説明する。また、以下において、１つのｅＮＢ２００がライセンスド帯域におけ
る周波数（ライセンスドセル）及びアンライセンスド帯域における周波数（アンライセン
スドセル）によってＵＥ１００と通信を行うケースを中心に説明するが、これに限られな
いことに留意すべきである。
【００６６】
　（第１実施形態に係る動作）
　次に、第１実施形態に係る動作について、図６を用いて説明する。図６は、第１実施形
態に係る動作を説明するための図である。
【００６７】
　ｅＮＢ２００は、無線信号を周期的に（例えば、Ｘｍｓ間隔で）送信するように設定さ
れている。しかしながら、ｅＮＢ２００は、アンライセンスド帯域内の所定周波数におけ
る干渉電力を測定した結果、干渉電力が閾値を超えていた場合（干渉を検知した場合）、
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無線信号の送信を中止する。
【００６８】
　図６に示すように、ｔ１において、ｅＮＢ２００は、アンライセンスド帯域内の周波数
ｆ１における干渉電力を測定する。ｅＮＢ２００は、測定結果に基づいて参照信号を送信
する。ｅＮＢ２００は、干渉電力が閾値未満であるため、周波数ｆ１において参照信号を
送信する。
【００６９】
　ここで、参照信号は、例えば、発見参照信号（ＤＲＳ：Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）である。ＤＲＳは、同期信号（プライマリ同期信号（ＰＳＳ
）及び／又はセカンダリ同期信号（ＳＳＳ））、セル参照信号、チャネル状態情報参照信
号（ＣＳＩ－ＲＳ）、下りリンクにおける復調参照信号（ＤＬ－ＤＭＲＳ）の少なくとも
いずれかの信号を含む。従って、ＤＲＳは、セルの識別、同期、チャネル状況の観測の少
なくともいずれかに用いられる。
【００７０】
　ｔ２において、ｅＮＢ２００は、ｔ１と同様に、アンライセンスド帯域内の周波数ｆ１
における干渉電力を測定し、測定結果に基づいて参照信号を送信する。
【００７１】
　ｔ３において、ｅＮＢ２００は、ｔ１と同様に、アンライセンスド帯域内の周波数ｆ１
における干渉電力を測定する。ｅＮＢ２００は、干渉電力が閾値以上であるため、参照信
号の送信を中止する。
【００７２】
　ここで、ｅＮＢ２００は、所定時間内における参照信号の送信回数が第１閾値未満であ
る場合、周波数ｆ１の使用を中止し、アンライセンスド帯域内の他の周波数を干渉電力の
測定対象とする。実施形態では、ｅＮＢ２００は、送信回数が第１閾値以上であると判定
し、周波数ｆ２を干渉電力の測定対象とする。
【００７３】
　ｔ４において、ｅＮＢ２００は、ｔ１と同様に、アンライセンスド帯域内の周波数ｆ２
における干渉電力を測定し、測定結果に基づいて参照信号を送信する。ｅＮＢ２００は、
干渉電力が閾値未満であるため、周波数ｆ２において参照信号を送信する。
【００７４】
　これにより、ｅＮＢ２００は、干渉が検知されない周波数において参照信号を継続して
送信できる。一方、ｅＮＢ２００は、干渉が検知される可能性が高い周波数において干渉
電力の測定を継続しない。その結果、アンライセンスド帯域において参照信号が長時間送
信できないことを抑制できる。
【００７５】
　次に、第１実施形態に係るｅＮＢ２００の動作例について図７から図１０を用いて説明
する。図７及び図８は、第１実施形態に係るｅＮＢ２００の動作例１を説明するための図
である。図９及び図１０は、第１実施形態に係るｅＮＢ２００の動作例２を説明するため
の図である。
【００７６】
　（Ａ）動作例１
　まず、測定対象となる周波数（キャリア）の変更方法について、図７を用いて説明する
。
【００７７】
　図７に示すように、ステップＳ１０１において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳタイマを０に
設定する。
【００７８】
　ステップＳ１０２において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳタイマの値がＤＲＳ送信タイミン
グと等しいか否かを判定する。ＤＲＳ送信タイミングは、例えば、Ｘ［ｍｓ］に設定され
ている。ＤＲＳタイマの値がＤＲＳ送信タイミングと等しくない場合（Ｎ）、ステップＳ
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１０３の処理が実行される。一方、ＤＲＳタイマの値がＤＲＳ送信タイミングと等しい場
合（Ｙ）、ステップＳ１０４の処理が実行される。
【００７９】
　ステップＳ１０３において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳタイマの値を１増加させる。次に
、ｅＮＢ２００は、ステップＳ１０２の処理を実行する。
【００８０】
　ステップＳ１０４において、ｅＮＢ２００は、所定周波数における干渉電力が閾値未満
であるか否かを判断する。干渉電力が閾値未満である場合（Ｙ）、ステップＳ１０５の処
理が実行される。一方、干渉電力が閾値以上である場合（Ｎ）、ステップＳ１０６の処理
が実行される。
【００８１】
　ステップＳ１０５において、ｅＮＢ２００は、所定周波数において参照信号を送信する
。また、ｅＮＢ２００は、参照信号（ＤＲＳ）が送信できなかった回数を示す未送信カウ
ンタを０に設定する。
【００８２】
　ステップＳ１０６において、ｅＮＢ２００は、未送信カウンタの数を１増加させる。
【００８３】
　ここで、未送信カウンタが閾値を超えた場合（すなわち、参照信号の送信回数が閾値未
満である場合）、ｅＮＢ２００は、現在の干渉電力の測定対象である所定周波数の使用を
中止する。ｅＮＢ２００は、アンライセンスド帯域内の他の周波数を測定対象とする。
【００８４】
　次に、ｅＮＢ２００がＵＥ１００へデータを送信するか否かの判定方法について、図８
を用いて説明する。
【００８５】
　図８に示すように、ステップＳ１５１において、ｅＮＢ２００は、データタイマの値を
０に設定する。
【００８６】
　ステップＳ１５２において、ｅＮＢ２００は、データタイマの値がデータ送信タイミン
グと等しいか否かを判定する。データ送信タイミングは、例えば、Ｙ［ｍｓ］に設定され
ている。データタイマの値がデータ送信タイミングと等しくない場合（Ｎ）、ステップＳ
１５３の処理が実行される。一方、データタイマの値がデータ送信タイミングと等しい場
合（Ｙ）、ステップＳ１５４の処理が実行される。
【００８７】
　ステップＳ１５３において、ｅＮＢ２００は、データタイマの値を１増加させる。次に
、ｅＮＢ２００は、ステップＳ１５２の処理を実行する。
【００８８】
　ステップＳ１５４において、ｅＮＢ２００は、所定周波数における干渉電力が閾値未満
であるか否かを判断する。干渉電力が閾値未満である場合（Ｙ）、ステップＳ１５５の処
理が実行される。一方、干渉電力が閾値以上である場合（Ｎ）、ｅＮＢ２００は、処理を
終了する。
【００８９】
　ステップＳ１５５において、ｅＮＢ２００は、参照信号（ＤＲＳ）が送信できなかった
回数を示す未送信カウンタが閾値未満であるか否かを判定する。未送信カウンタが閾値未
満である場合（Ｙ）、ステップＳ１５６の処理が実行される。一方、未送信カウンタが閾
値以上である場合（Ｎ）、ｅＮＢ２００は、処理を終了する。
【００９０】
　参照信号の送信回数が少ない場合、ＵＥ１００が参照信号を一定期間受信できないこと
によって、ｅＮＢ２００とＵＥ１００との間で同期がとれていない可能性がある。このた
め、ｅＮＢ２００は、所定時間内において参照信号の送信回数が多い場合（参照信号の送
信回数が閾値を超えた場合）にのみデータを送信することによって、ＵＥ１００が受信で
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きない無駄なデータの送信を省略することができる。
【００９１】
　（Ｂ）動作例２
　まず、測定対象となる周波数（キャリア）の変更方法について、図９を用いて説明する
。
【００９２】
　図９に示すように、ステップＳ２０１において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ送信状態が「
送信」であるか否かを判定する。ＤＲＳ送信状態が「送信」である場合（「Ｙｅｓ」）、
ステップＳ２０２の処理が実行される。一方、ＤＲＳ送信状態が「送信」でない場合（「
Ｎｏ」）、ステップＳ２０７の処理が実行される。
【００９３】
　ステップＳ２０２において、ｅＮＢ２００は、所定周波数における干渉電力の測定を行
う。
【００９４】
　ステップＳ２０３において、ｅＮＢ２００は、干渉電力の測定結果に基づいて、ＤＲＳ
を送信可能か否かを判定する。ＤＲＳ送信可能である場合（Ｙｅｓ）、ステップＳ２０４
の処理が実行される。一方、ＤＲＳ送信不能である場合（Ｎｏ）、ステップＳ２０７の処
理が実行される。
【００９５】
　ステップＳ２０４において、ｅＮＢ２００は、所定周波数においてＤＲＳを送信する。
ｅＮＢ２００は、ＤＲＳの送信回数を１増加することによって、ＤＲＳ送信回数を更新す
る。
【００９６】
　ステップＳ２０５において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ送信回数が閾値（ｐ）以上である
か否かを判定する。ＤＲＳ送信回数が閾値以上である場合、ステップＳ２０６の処理が実
行される。ＤＲＳ送信回数が閾値未満である場合、ステップＳ２０７の処理が実行される
。
【００９７】
　所定時間内に、ＤＲＳ送信回数が閾値（ｐ）に達した場合、所定時間においてＤＲＳの
送信の試行を停止する。これにより、ＤＲＳを必要以上に送信することを抑制できる。な
お、所定時間においてＤＲＳの送信の試行のタイミングは、一定の規則に従う。
【００９８】
　ステップＳ２０６において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ送信状態を「停止」にする。
【００９９】
　ステップＳ２０７において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ試行回数を１増加することによっ
て、ＤＲＳ試行回数を更新する。
【０１００】
　ステップＳ２０８において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ試行回数が閾値（ｍ）以上である
か否かを判定する。ＤＲＳ試行回数が閾値以上である場合（Ｙｅｓ）、ステップＳ２０９
の処理が実行される。ＤＲＳ試行回数が閾値未満である場合（Ｎｏ）、ｅＮＢ２００は、
処理を終了する。
【０１０１】
　ステップＳ２０９において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ試行回数を０にすることによって
、ＤＲＳ試行回数を更新する。また、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ送信回数を０にすることに
よって、ＤＲＳ送信回数を更新する。また、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ送信状態を「送信」
にする。
【０１０２】
　なお、閾値（ｍ）は、所定時間内にＤＲＳの送信を試行する回数である。閾値（ｍ）は
、後述する閾値（ｎ）よりも大きい値である。
【０１０３】
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　次に、ｅＮＢ２００がＵＥ１００へデータを送信するか否かの判定方法について、図１
０を用いて説明する。
【０１０４】
　図１０に示すように、ステップＳ２５１において、ｅＮＢ２００は、データ送信タイミ
ングであるか否かを判定する。データ送信タイミングである場合、ステップＳ２５２の処
理が実行される。一方、データ送信タイミングでない場合、ｅＮＢ２００は、処理を終了
する。
【０１０５】
　ステップＳ２５２において、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ送信回数が閾値（ｎ）以上である
か否かを判定する。ＤＲＳ送信回数が閾値以上である場合、ステップＳ２５３の処理が実
行される。一方、ＤＲＳ送信回数が閾値未満である場合、ｅＮＢ２００は、処理を終了す
る。
【０１０６】
　ステップＳ２５３において、ｅＮＢ２００は、データを送信する。なお、データを送信
は、干渉電力が閾値未満である場合に、行われる。
【０１０７】
　このように、ｅＮＢ２００は、所定時間内において参照信号の送信回数が多い場合（参
照信号の送信回数が閾値を超えた場合）に、データを送信することができる。また、ｅＮ
Ｂ２００は、参照信号の送信回数が閾値（ｐ）以上である場合、参照信号の送信を停止す
る（ステップＳ２０５、Ｓ２０６）。これにより、参照信号を必要以上に送信しないこと
で、他の無線通信装置のデータ送信機会を増やすことができる。
【０１０８】
　［第２実施形態］
　次に、第２実施形態について説明する。上述した実施形態と同様の部分は、説明を適宜
省略する。
【０１０９】
　第２実施形態では、所定時間内における参照信号の送信回数が閾値未満である場合、参
照信号の送信方法を変更する。具体的には、干渉電力の測定回数（ＣＡＡの回数）を増加
させる。
【０１１０】
　例えば、ｅＮＢ２００は、参照信号をＸｍｓ間隔で送信するように設定されていると仮
定する。ｅＮＢ２００は、干渉電力の測定結果に基づいて参照信号を送信できないことが
多い場合、所定時間内における参照信号の送信回数が閾値未満に達する。この場合、ｅＮ
Ｂ２００は、所定時間内における干渉電力の測定回数を増加させる。すなわち、ｅＮＢ２
００は、干渉電力の測定頻度を増加させる。これによって、ｅＮＢ２００は、干渉電力の
測定の母数が増加するため、干渉電力の閾値未満となる測定結果の数が増加する可能性が
ある。その結果、参照信号を送信できる回数が増加するため、アンライセンスド帯域にお
いて参照信号が長時間送信できないことを抑制し得る。
【０１１１】
　なお、ｅＮＢ２００は、干渉電力の測定頻度を増加させた場合、干渉電力の測定タイミ
ングをランダムに設定してもよい。これにより、他の無線通信装置が周期的に無線信号を
送信する場合、干渉電力の閾値未満となる測定結果の数が増加する。その結果、参照信号
を送信できる回数が増加するため、参照信号が長時間送信できないことを抑制し得る。
【０１１２】
　［第３実施形態］
　次に、第３実施形態について、図１１及び図１２を用いて説明する。図１１及び図１２
は、第３実施形態に係る動作を説明するための図である。上述した各実施形態と同様の部
分は、説明を適宜省略する。
【０１１３】
　第３実施形態では、所定時間内における参照信号の送信回数が閾値未満である場合、参
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照信号の送信電力及び送信時間を変更する。
【０１１４】
　図１１（Ａ）に示すように、参照信号の送信方法を変更する前は、ｅＮＢ２００は、参
照信号を周期的に（Ｘ［ｍｓ］間隔で）送信するように設定されている。
【０１１５】
　一方、図１１（Ｂ）に示すように、参照信号の送信方法を変更した場合、ｅＮＢ２００
は、参照信号の送信方法を変更する前よりも、参照信号の送信電力を低減させると共に、
参照信号の送信時間を長くする。例えば、ｅＮＢ２００は、Ｘ［ｍｓ］の間中、低電力で
参照信号を拡散して送信する。例えば、参照信号の送信電力は、拡散した参照信号を合計
した送信電力が、通常の参照信号の送信電力となるような値である。或いは、参照信号の
送信電力は、他の無線通信装置が、当該参照信号に基づいて干渉を検知できない値（干渉
電力と判定する閾値未満の値）である。
【０１１６】
　図１２に示すように、ｅＮＢ２００は、ＷＴ５００からの無線信号によって干渉を検知
した場合、参照信号を拡散して送信する。ｅＮＢ２００は、干渉を検知しない場合、通常
の参照信号を送信してもよい。或いは、ｅＮＢ２００は、干渉を検知してから所定期間（
例えば、Ｘ［ｍｓ］のｎ倍の期間）、参照信号を拡散して送信してもよい。
【０１１７】
　これにより、干渉が検知された場合であっても、参照信号を送信可能であるため、参照
信号が長時間送信できないことを抑制できる。
【０１１８】
　［第４実施形態］
　次に、第４実施形態について、図１３から図１５を用いて説明する。図１３から図１５
は、第４実施形態に係る参照信号の送信周波数の一例を示す図である。上述した各実施形
態と同様の部分は、説明を適宜省略する。
【０１１９】
　第４実施形態では、ｅＮＢ２００は、アンライセンスド帯域において移動通信システム
においてデータ送受信に使用可能な複数の周波数以外の未使用周波数において参照信号を
送信する。例えば、アンライセンスド帯域においてチャネル（キャリア）として用いられ
る複数の周波数と異なる周波数（領域）に、参照信号送信用のＤＲＳ領域が設けられても
よい。例えば、全てのｅＮＢ２００（ＬＡＡｅＮＢ２００）が、ＤＲＳ領域で参照信号を
送信する。ＤＲＳ領域では、干渉の検知に関係なく参照信号を送信できる。
【０１２０】
　図１４に示すように、チャネル間に位置するガードバンド内にＤＲＳ領域が設けられて
もよい。例えば、ｅＮＢ２００は、アンライセンスド帯域におけるチャネルである２０Ｍ
Ｈｚ帯の間の周波数（ＤＲＳ領域）において参照信号を送信する。ＤＲＳ領域は、２０Ｍ
Ｈｚ帯の両側に３ＭＨｚの幅で設けられてもよいし、２０ＭＨｚ帯の片側に６ＭＨｚの幅
で設けられてもよい。
【０１２１】
　また、図１５に示すように、アンライセンスド帯域におけるチャネル（２０ＭＨｚ帯）
群の周波数方向における外側の周波数（チャネル）にＤＲＳ領域が設けられてもよい。
【０１２２】
　また、図１５に示すように、ＷＬＡＮチャネルの周波数方向における外側の周波数（チ
ャネル）にＤＲＳ領域が設けられてもよい。
【０１２３】
　これにより、ｅＮＢ２００は、ＤＲＳ領域で参照信号を送信できるため、参照信号が長
時間送信できないことを抑制し得る。
【０１２４】
　［第５実施形態］
　次に、第５実施形態について説明する。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適
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宜省略する。
【０１２５】
　第５実施形態では、アンライセンスド帯域内の複数のチャネル（周波数）のそれぞれは
、周波数方向に分割された周波数リソースを含む。例えば、数のチャネルのそれぞれは、
ＲＢ（リソースブロック）単位又はＲＢよりも大きい単位（例えば、１．４ＭＨｚ単位）
で分割された周波数リソースを含む。
【０１２６】
　ｅＮＢ２００は、周波数リソース毎に干渉の検知を行う。ｅＮＢ２００は、干渉が検知
されない所定の周波数リソースを用いて参照信号を送信する。
【０１２７】
　ｅＮＢ２００は、所定の周波数リソースを示すリソース情報をＵＥ１００に通知しても
よい。例えば、リソース情報は、サブフレームと空き周波数（干渉が検知されなかった周
波数）を示す情報である。例えば、アンライセンスド帯域を利用するＬＴＥのｅＮＢ２０
０間（ＬＡＡ　ｅＮＢ間）でＡｉｒ信号を用いて、リソース情報のやり取りを行ってもよ
い。
【０１２８】
　これにより、各ｅＮＢ２００は、周波数リソース単位で参照信号が送信できる。従って
、チャネル単位で参照信号が送信する場合と比べて、同じ帯域幅であっても、参照信号を
送信できる箇所が増加する。その結果、アンライセンスド帯域において参照信号が長時間
送信できないことを抑制し得る。
【０１２９】
　［第６実施形態］
　次に、第６実施形態について説明する。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適
宜省略する。
【０１３０】
　第６実施形態では、ｅＮＢ２００は、アンライセンスド帯域における参照信号を動的に
スケジューリングする。具体的には、ｅＮＢ２００は、参照信号の送信タイミングを任意
のタイミングにスケジューリングする。ｅＮＢ２００は、参照信号の送信に割り当てたア
ンライセンスド帯域における時間・周波数リソースの前に干渉電力の測定を行う。ｅＮＢ
２００は、干渉電力が閾値未満である場合に、割り当てた時間・周波数リソースを用いて
参照信号を送信する。
【０１３１】
　また、ｅＮＢ２００は、参照信号の送信に割り当てたアンライセンスド帯域における時
間・周波数リソースを示すスケジューリング情報をＵＥ１００に通知する。ｅＮＢ２００
は、ライセンスド帯域において（ＰＤＣＣＨ／ｅＰＤＣＣＨを介して）スケジューリング
情報をＵＥ１００に通知できる。アンライセンスド帯域を利用するＬＴＥのｅＮＢ２００
間（ＬＡＡ　ｅＮＢ間）でＡｉｒ信号を用いて、スケジューリング情報のやり取りを行っ
てもよい。
【０１３２】
　これにより、参照信号が動的にスケジューリングされるため、参照信号が長時間送信で
きないことを抑制できる。
【０１３３】
　［第７実施形態］
　次に、第７実施形態について説明する。上述した各実施形態と同様の部分は、説明を適
宜省略する。
【０１３４】
　第７実施形態では、アンライセンスド帯域において参照信号を送信するケースとアンラ
イセンスド帯域においてデータ信号（ユーザデータなど）を送信するケースとで干渉を検
出するための閾値が異なる。
【０１３５】
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　具体的には、ｅＮＢ２００は、参照信号を送信するために干渉電力の測定（ＣＡＡ）を
行う場合、干渉電力（受信電力）を第１閾値と比較する。一方、ｅＮＢ２００は、データ
信号を送信するために干渉電力の測定（ＣＡＡ）を行う場合、干渉電力（受信電力）を第
２閾値と比較する。ここで、第１閾値は、第２閾値よりも高い値である。従って、参照信
号を送信するために測定された干渉電力（ＲＳ用干渉電力）とデータ信号を送信するため
に測定された干渉電力（データ用干渉電力）とが同じ電力であったとしても、ＲＳ用干渉
電力は、第１閾値未満であり、データ用干渉電力は、第２閾値以上であることがある。こ
の場合、ｅＮＢ２００は、データ信号は送信できないが、参照信号は送信できる。従って
、参照信号の送信回数が増加するため、アンライセンスド帯域において参照信号が長時間
送信できないことを抑制可能である。
【０１３６】
　また、ｅＮＢ２００は、データ信号の送信電力よりも低い送信電力で参照信号を送信し
てもよい。これにより、参照信号が干渉を与える可能性を低減できる。
【０１３７】
　また、ｅＮＢ２００は、参照信号の送信直前の干渉電力（ＣＣＡ結果に基づく干渉電力
）に応じて、参照信号の送信電力を決定してもよい。具体的には、ｅＮＢ２００は、干渉
電力が大きい場合、参照信号の送信電力を小さくし、干渉電力が小さい場合、参照信号の
送信電力を大きくしてもよい。ｅＮＢ２００は、値が異なる複数の閾値を記憶し、閾値に
応じて参照信号の送信電力を決定してもよい。
【０１３８】
　また、ｅＮＢ２００は、参照信号の送信直前の干渉電力に応じて、参照信号の送信電力
だけでなく、データ信号の送信電力も決定してもよい。すなわち、ｅＮＢ２００は、デー
タ信号の送信電力を干渉電力に応じて決定される参照信号の送信電力と対応させてもよい
。この場合、アンライセンスドセルのカバレッジが干渉電力に応じて変化する。従って、
ｅＮＢ２００は、参照信号の送信間隔に応じて周期的にアンライセンスドセルのカバレッ
ジを変更する。なお、参照信号の測定結果（ＲＳＲＰ：受信電力強度）が閾値以上である
ＵＥ１００に対してのみ、アンライセンスドセルがサービングセルとして機能する。
【０１３９】
　これにより、アンライセンスド帯域において参照信号が長時間送信できないことを抑制
可能である。
【０１４０】
　［その他の実施形態］
　上述した各実施形態では、ｅＮＢ２００がアンライセンスド帯域において参照信号を送
信するケースを説明したが、これに限られない。ＵＥ１００がアンライセンスド帯域にお
いて参照信号を送信する場合、ＵＥ１００は、上述したｅＮＢ２００と同様の動作を行う
ことができる。
【０１４１】
　上述した各実施形態は、別個独立に実施されてもよいし、２以上の実施形態を組み合わ
せて実施されてもよい。
【０１４２】
　上述した実施形態では、移動通信システムの一例としてＬＴＥシステムを説明したが、
ＬＴＥシステムに限定されるものではなく、ＬＴＥシステム以外のシステムに本出願の内
容を適用してもよい。
【０１４３】
　［付記］
　（１）導入
　この付記では、ＬＡＡ　ＲＲＭ測定のための参照信号のデザインを述べる。参照信号へ
のアプローチを考慮した他の機能性についての見解も提供する。
【０１４４】
　（２）ＲＲＭ測定のための参照信号のデザイン
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　Ｒｅｌ－１２　ＤＲＳが、アンライセンスド帯域でのＲＲＭ測定において用いられる参
照信号のデザインのための出発点であることが合意された。Ｒｅｌ－１２ＤＲＳデザイン
に基づいて、ｅＮＢは、例外なく、一定の間隔でＰＳＳ／ＳＳＳ／ＣＲＳ（及びＣＳＩ－
ＲＳ）を送信することが要求される。それは、ｅＮＢは、ＤＲＳを送信するために割り当
てられたライセンスド帯域のリソースを使用するので、問題なく達成することができる。
しかしながら、ライセンスド帯域とは対照的に、１より多い無線システム／ノードは、ア
ンライセンスド帯域を共有することができるだろう。アンライセンスド帯域を共有するこ
とに加えて、各システムは、一部の国／地域で要求される衝突を回避するためにＬＢＴ（
Ｌｉｓｔｅｎ　Ｂｅｆｏｒ　Ｔａｌｋ）を使用する。従って、ＤＲＳは、我々の見解では
、ＤＲＳがアンライセンスド帯域で送信された場合、ＬＢＴが必要である。
【０１４５】
　一つのデザインの観点は、ＬＢＴは必須機能であるべきか否かを検討することである。
ＬＢＴは、ＥＵと日本では必須の機能であるが、ＥＵ規制は、信号の存在のための周波数
を検知することなく、管理及び制御フレームの送信、すなわち、短時間制御シグナリング
送信（Ｓｈｏｒｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
）を許可する。ＥＵ規制によれば、適応型機器の短時間制御シグナリング送信は、５０ミ
リ秒の観察期間内に最大１０％の負荷サイクルを有するべきである。上記の要件に基づい
て、ＤＲＳ送信が条件を満たす場合、ＬＴＥ　ｅＮＢは、ＬＢＴを実行せずにアンライセ
ンスド帯域でＤＲＳを送信することができる。しかしながら、他のシステムとの公正な共
存を取得し、衝突を回避するのに役立つので、ＬＢＴが義務付けられるべきである。ＬＢ
Ｔの義務付けは、また、シンプルなデザインと見なされ、かつ、ＬＡＡが展開されると予
想されるすべての地域のための１つの汎用ソリューションを提供することができるだろう
。
【０１４６】
　提案１：提言1：ＬＡＡのＤＲＳ送信ベースのＲｅｌ－１２　ＤＲＳにＬＢＴ機能性を
適用することに同意すべきである。
【０１４７】
　提案１が合意事項として認められる場合、ＬＢＴ機能性は、使用中チャネル（ｂｕｓｙ
　ｃｈａｎｎｅｌ）が検出された場合、ｅＮＢがそのＤＲＳをアンライセンスド帯域で送
信することを許可しない（図１６参照）。結果として、ｅＮＢがＤＲＳの送信機会のいく
つかの間にＤＲＳを送信していない場合には、測定の精度要件を満たさないかもしれない
。ＲＳＲＰ測定の現在の定義によれば、ＵＥは、発見信号機会として設定されるサブフレ
ーム内のＲＳＲＰを測定しなければならない。これは、ＵＥが設定された無線リソースを
監視しなければならず、かつ、ＤＲＳがこれらのリソースで実際に送信されたかどうかに
かかわらず最終的な測定結果にＵＥがこれらのリソース結果を含めるかもしれないことを
意味する。さらに、ＲＳＲＰを決定するためにＵＥが使用する測定周波数帯内及び測定期
間内のリソースエレメントの数は、対応する測定精度の要件が満たされなければならない
制約を持つＵＥの実装に任されている。従って、報告されたＲＳＲＰが非常に不正確にな
る可能性がある。ＲＳＲＰ測定に基づくＵＥの実装とｅＮＢのＬＢＴ機能性が原因である
いくつかのＤＲＳ送信の利用できないこととの組み合わせは、ＵＥがｅＮＢに正確なアン
ライセンスド帯域の正確な無線環境情報を提供することができないという問題をもたらす
。
【０１４８】
　上述の課題は、ＲＡＮ４で解決しなければならないと考える。１つのアプローチは、Ｒ
ＡＮ１が、現在の測定正確要件が既存の仕様によって満足するかどうかを確かめるための
調査を実行するために、要求ＬＳをＲＡＮ４へ送ることである。現在の仕様が正確な要件
を満たさないケースでは、新たな解決策を検討することができる。以下に候補の選択肢が
いくつかある。
【０１４９】
　選択肢１：ｅＮＢがライセンスド帯域でＤＲＳ測定指示をブロードキャスト／ユニキャ
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ストする。
【０１５０】
　この選択肢では、ｅＮＢは、サブフレームのＲＳＲＰが計算されるべき条件について、
ＵＥにライセンスド帯域を介して通知する。ＲＳＲＰの計算の間、アンライセンスド帯域
でのＲＳＲＰ測定条件についてｅＮＢから提供された情報に従って、ＵＥがＤＲＳ測定を
採用及び修正することが期待される。ｅＮＢがこの情報をＵＥへいつ及びどのように提供
できるかはさらなる課題である。
【０１５１】
　選択肢２：ＬＡＡのためのＲＳＲＰ測定に基づく（ＤＲＳに含まれる）ＣＲＳを規定す
ること。
【０１５２】
　この選択肢２では、ＲＳＲＰを決定するために、ＵＥがＤＲＳ測定を実行する方法にい
くつかの制約が適用される。例えば、ＵＥは、１ＤＲＳバースト毎に１つの測定結果を送
るべきである。ｅＮＢは、どのＤＲＳがアンライセンスド帯域で送信されたかを認識して
いるので、当該ｅＮＢは、特定のＵＥから受信した測定報告が信頼できるかできないかを
決定できる（図１７参照）。
【０１５３】
　提案２：提案１が合意事項として認められる場合、ＲＡＮ１が、現在の測定正確要件が
既存の仕様によって満足するかどうかを要求するＬＳをＲＡＮ４へ送るべきである。
【０１５４】
　（３）ＬＡＡのための機能性の分析
　ＲＲＭ測定とは異なり、他の機能性をサポートするための参照信号は、扱われなかった
。もし提案１が合意事項として認められる場合、ＬＢＴを伴うＲｅｌ－１２　ＤＲＳも同
様に、他の機能性のための出発点であるべきである。ＡＧＣ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｇａ
ｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）設定、粗い同期及びＣＳＩ測定は、ＬＡＡのために上記のＤＲＳ
を使用して実行できると考える。これは、ベースライン解決策であるだろう。しかしなが
ら、ｅＮＢが、ＤＲＳの送信機会のいくつかの間のどこかでＤＲＳを送信しないケースの
ために更なる研究が必要とされる。前で説明したように、この状況は、ＲＲＭ測定に似て
いる。
【０１５５】
　一方、ｅＮＢが、現在仕様化された最大ＤＲＳ間隔よりもＤＲＳを送信できない場合、
少なくとも復調用の細かい周波数／時間推定はできない可能性がある。既存の仕様は、１
６０ｍｓｅｃよりも長いＤＲＳ間隔を保証できない。この課題が次の章で考察される。
【０１５６】
　提案３：ＬＢＴを伴うＲｅｌ－１２　ＤＲＳに基づくＬＡＡ　ＤＲＳも、ＡＧＣ設定、
粗い同期及びＣＳＩ測定に使用されるべきである。
【０１５７】
　（４）同期信号デザイン
　上述の通り、送信に基づくＬＢＴは、様々な国／地域でアンライセンスド帯域において
必要とされる。従って、ｅＮＢが、同じ帯域を共有する隣接ノードによる他の送信の存在
が原因で、長期間、アンライセンスド帯域でＤＲＳを伝送することができない可能性があ
る。一つのアプローチは、２つのＤＲＳ送信の間の期間に関する固定上限、例えば１６０
ｍｓｅｃを設定することである。ｅＮＢが、ＤＲＳを上限よりも長い時間を送信できない
場合、細かい周波数／時間推定が保証されないと想定されるべきである。しかしながら、
干渉が原因でＵＥが正確なＤＲＳ送信のいくつかを検出／デコードできない可能性もある
。この状況は、ＤＲＳ送信に加えて、データ送信の中に他の同期信号を提供することを検
討することを強制する。一つの解決策は、ｅＮＢは、データ領域（例えば、サブフレーム
の最初のシンボル）の前に位置するシンボルで同期信号（ＬＡＡシンク（ＬＡＡ　ｓｙｎ
ｃ））を送信する（図１８参照）。このアプローチは、Ｄ２Ｄ同期信号デザインに非常に
類似している。そのケースでは、ＵＥは、ＤＲＳを用いて粗い同期を実現し、上記ＬＡＡ
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シンクを用いて細かい周波数／時間推定を実現する。この解決策が適用される場合、ＬＡ
ＡシンクがＵＥで受信された最初のサブフレーム内のデータ領域の次に配置されているの
で、ＡＧＣ設定は、ＤＲＳの代わりに、ＬＡＡシンクに基づいて行われる。
【０１５８】
　現在の物理制御チャネル領域がＬＡＡシンクにより置き換わるべきであることを提案す
る。物理制御チャネルを送信するために使用されるリソースエレメントの数は、例えば、
サブフレームにスケジュールされたＵＥの数に応じて変更される。低交通状況のケースで
は、物理制御チャネル領域が十分に占有されていない可能性があり、低リソースエレメン
ト密度及び近隣ノードによってより高い誤検出という結果になるＯＦＤＭシンボルにわた
る結果的な低送信電力をもたらす。近隣ノードがそれぞれの送信のためにチャネルが利用
可能であると仮定する可能性があるので、これは、衝突をもたらす。衝突を回避するため
に、物理制御チャネルはアンライセンスド帯域送信から取り除くべきであり、代わりとし
て、ＬＡＡシンクが送信されるべきであることを提案する。どのようにＬＡＡシンクがデ
ータ領域の直前にマッピングされるかさらなる研究が必要とされる。
【０１５９】
　提案４：現在の物理制御チャネル領域は、このＬＡＡシンクに置き換えるべきである。
【０１６０】
　なお、米国仮出願第６２／１０９９００号（２０１５年１月３０日出願）の全内容が、
参照により、本願明細書に組み込まれている。

【図１】 【図２】
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