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(57)【要約】
　免許不要スペクトルを有するロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ
－Ａ）に関してセカンダリセルタイマの設定が開示され
る。ユーザ装置（ＵＥ）において電力を節約するために
、セカンダリセル動作停止タイマを設定することによっ
てセカンダリセルは動作停止され得る。免許不要スペク
トルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａにおいて動作するとき
の送信上の不確定要因のために、クリアチャネルアセス
メント（ＣＣＡ）依存設定、ＣＣＡ独立設定、または、
ＣＣＡ依存設定およびＣＣＡ独立設定の両方の代替スレ
ショルド駆動設定において免許不要スペクトルに関する
動作停止タイマが提供され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信方法であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）に関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時
間の設定を受信することと、
　サービング基地局からの前記セカンダリセルを通じてのチャネル予約信号を検出するこ
とと、
　前記チャネル予約信号に応答して前記動作停止タイマを始動させることと、を備える、
方法。
【請求項２】
　前記動作停止タイマの前記継続時間にわたってスケジューリングされるデータがないこ
とを検出することと、
　前記継続時間に関してスケジューリングされるデータがないことを検出したことに応答
して、前記セカンダリセルを動作停止させることと、をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　データは、
　前記セカンダリセルを通じてダウンリンク許可が受信されるときには、制御チャネルデ
ータ、および
　前記セカンダリセルからクロスキャリアでダウンリンク許可が受信されるときには、デ
ータチャネルデータ、のうちの１つ以上を含む、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　無線通信方法であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）に関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時
間の設定を送信することと、
　前記ＵＥへの送信のために前記セカンダリセルの成功裏のクリアチャネルアセスメント
（ＣＣＡ）検査を検出することと、
　前記成功裏のＣＣＡ検査を検出したことに応答して、前記セカンダリセルに関する動作
停止タイマを始動させることと、を備える、方法。
【請求項５】
　前記動作停止タイマの前記継続時間に関して前記セカンダリセルを通じて前記ＵＥに関
してスケジューリングすべきデータがないことを決定することと、
　前記継続時間に関してスケジューリングすべきデータがないことを決定したことに応答
して、前記セカンダリセルを動作停止させることと、をさらに含む、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　データは、
　前記セカンダリセルを通じてダウンリンク許可が送信されるときには、制御チャネルデ
ータ、および
　前記セカンダリセルからクロスキャリアでダウンリンク許可が送信されるときには、デ
ータチャネルデータ、のうちの１つ以上を含む、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信のために構成された装置であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）に関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時
間の設定を受信するための手段と、
　サービング基地局からの前記セカンダリセルを通じてのチャネル予約信号を検出するた
めの手段と、
　前記チャネル予約信号に応答して前記動作停止タイマを始動させるための手段と、を備
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える、装置。
【請求項８】
　前記動作停止タイマの前記継続時間にわたってスケジューリングされるデータがないこ
とを検出するための手段と、
　前記継続時間に関してスケジューリングされるデータがないことを検出したことに応答
して実行可能な、前記セカンダリセルを動作停止させるための手段と、をさらに含む、
　請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　データは、
　前記セカンダリセルを通じてダウンリンク許可が受信されるときには、制御チャネルデ
ータ、および
　前記セカンダリセルからクロスキャリアでダウンリンク許可が受信されるときには、デ
ータチャネルデータ、のうちの１つ以上を含む、
　請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　無線通信のために構成された装置であって、
　ユーザ装置（ＵＥ）に関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時
間の設定を送信するための手段と、
　前記ＵＥへの送信のための前記セカンダリセルの成功裏のクリアチャネルアセスメント
（ＣＣＡ）検査を検出するための手段と、
　前記成功裏のＣＣＡ検査を検出したことに応答して、前記セカンダリセルに関する動作
停止タイマを始動させるための手段と、を備える、装置。
【請求項１１】
　前記動作停止タイマの前記継続時間に関して前記セカンダリセルを通じて前記ＵＥに関
してスケジューリングすべきデータがないことを決定するための手段と、
　前記継続時間に関してスケジューリングすべきデータがないことを決定したことに応答
して実行可能な、前記セカンダリセルを動作停止させるための手段と、をさらに含む、
　請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　データは、
　前記セカンダリセルを通じてダウンリンク許可が送信されるときには、制御チャネルデ
ータ、および
　前記セカンダリセルからクロスキャリアでダウンリンク許可が送信されるときには、デ
ータチャネルデータ、のうちの１つ以上を含む、
　請求項１１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　　[0001]　本出願は、“ＴＩＭＥＲ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＳＥＣＯ
ＮＤＡＲＹ　ＣＥＬＬＳ　ＩＮ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ　ＵＳＩＮＧ　
ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＳＰＥＣＴＲＵＭ”（免許不要スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａネットワークにおけるセカンダリセルに関するタイマ設定）という名称を有し、２
０１４年３月５日に出願された米国仮特許出願第６１／９４８，４４０号、および“ＴＩ
ＭＥＲ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＦＯＲ　ＳＥＣＯＮＤＡＲＹ　ＣＥＬＬＳ　ＩＮ
　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＮＥＴＷＯＲＫＳ　ＵＳＩＮＧ　ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＳＰＥ
ＣＴＲＵＭ”（免許不要スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークにおけるセ
カンダリセルに関するタイマ設定）という名称を有し、２０１５年２月１０日に出願され
た米国実用特許出願第１４／６１８，６０６号の利益を主張するものであり、それらの全
体がここにおける引用によって明示で組み入れられている。
【技術分野】
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【０００２】
　　[0002]　本開示の態様は、概して、無線通信システムに関するものであり、より具体
的には、免許不要スペクトルを用いるロングタームエボリューション（ＬＴＥ）（登録商
標）／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）ネットワークにおけるセカンダリセルに
関するタイマ設定に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　　[0003]　様々な通信サービス、例えば、声、映像、パケットデータ、メッセージング
、ブロードキャスト、等を提供することを目的として無線通信ネットワークが広範囲にわ
たって配備されている。これらの無線ネットワークは、利用可能なネットワークリソース
を共有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワーク
であることができる。該ネットワークは、通常は多元接続ネットワークであり、利用可能
なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートす
る。該ネットワークの一例は、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ
）である。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標
））によってサポートされる第３世代（３Ｇ）携帯電話技術である、ユニバーサル移動通
信システム（ＵＭＴＳ）の一部であると定義される無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
である。多元接続ネットワークフォーマットの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネッ
トワークと、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワークと、周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）ネットワークと、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワークと、単一キャリアＦＤＭ
Ａ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークと、を含む。
【０００４】
　　[0004]　無線通信ネットワークは、幾つかのユーザ装置（ＵＥ）に関する通信をサポ
ートすることができる幾つかの基地局またはノードＢを含むことができる。ＵＥは、ダウ
ンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信することができる。ダウンリンク（ま
たは順方向リンク）は、基地局からＵＥへの通信リンクを意味し、アップリンク（または
逆方向リンク）は、ＵＥから基地局への通信リンクを意味する。
【０００５】
　　[0005]　基地局は、ＵＥに対してダウンリンクでデータおよび制御情報を送信するこ
とができおよび／またはＵＥからアップリンクでデータおよび制御情報を受信することが
できる。ダウンリンクにおいて、基地局からの送信は、近隣基地局からのまたはその他の
無線通信周波数（ＲＦ）送信機からの送信に起因する干渉を受けることがある。アップリ
ンクにおいて、ＵＥからの送信は、近隣基地局と通信中のその他のＵＥのアップリンク送
信からのまたはその他の無線ＲＦ送信機からの干渉を受けることがある。この干渉は、ダ
ウンリンクおよびアップリンクの両方における性能を劣化させる恐れがある。
【０００６】
　　[0006]　モバイルブロードバンドアクセス要求が増大し続けるのに従い、より多くの
ＵＥがコミュニティに配備されている長距離通信ネットワークおよびより短距離の無線シ
ステムにアクセスするようになることによって干渉および混雑したネットワークの可能性
が増大している。増大し続けるモバイルブロードバンドアクセス要求を満たすだけでなく
移動通信に関するユーザの経験を増大および向上させるためにＵＭＴＳ技術を進歩させる
ことを目的とする研究開発が続いている。
【発明の概要】
【０００７】
　　[0007]　本開示の一態様において、無線通信方法は、ＵＥに関連するセカンダリセル
に関する動作停止タイマ（ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｒ）のための継続時間の
設定を受信することと、サービング基地局からのセカンダリセルを通じてのチャネル予約
信号（ｃｈａｎｎｅｌ　ｒｅｓｅｒｖｉｎｇ　ｓｉｇｎａｌ）を検出することと、チャネ
ル予約信号に応答して動作停止タイマを始動させることと、を含む。
【０００８】
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　　[0008]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信することと、ＵＥへの送信の
ためのセカンダリセルの成功裏のクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）検査を検出する
ことと、成功裏のＣＣＡ検査を検出したことに応答して、セカンダリセルに関する動作停
止タイマを始動させることと、を含む。
【０００９】
　　[0009]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信することと、セカンダリセル
が免許不要スペクトル上にあると決定することと、セカンダリセルに関する動作停止タイ
マを免許不要スペクトルの継続時間に再設定することと、再設定後に動作停止タイマを始
動させることと、を含む。
【００１０】
　　[0010]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信することと、セカンダリセル
が免許不要スペクトル上にあると決定することと、セカンダリセルに関する動作停止タイ
マを免許不要スペクトルの継続時間に再設定することと、再設定後に動作停止タイマを始
動させることと、を含む。
【００１１】
　　[0011]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信することと、継続時間がスレ
ショルドを下回ったことに応答してＣＣＡ依存（ＣＣＡ－ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ）動作停止
タイマ設定を選択することと、継続時間がスレショルドを上回ったことに応答してＣＣＡ
独立（ＣＣＡ－ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ）動作停止タイマ設定を選択することと、選択さ
れた動作停止タイマ設定により動作停止タイマを始動させることと、を含む。
【００１２】
　　[0012]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信することと、継続時間がスレ
ショルドを下回ったことに応答してＵＥに関するＣＣＡ依存動作停止タイマ設定を識別す
ることと、継続時間がスレショルドを上回ったことに応答してＵＥに関するＣＣＡ独立動
作停止タイマ設定を識別することと、識別された動作停止タイマ設定により動作停止タイ
マを始動させることと、を含む。
【００１３】
　　[0013]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、ＵＥにおいて適用すべき動
作停止タイマ方式を識別する指示をサービング基地局から受信することを含み、動作停止
タイマ方式は、ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定、または
ハイブリッドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定のうちのいずれかを含む。方
法は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を
受信することと、識別された動作停止タイマ方式により動作停止タイマを始動させること
と、をさらに含む。
【００１４】
　　[0014]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、ＵＥにおいて適用すべき動
作停止タイマ方式を識別する指示をＵＥに送信することを含み、動作停止タイマ方式は、
ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定、またはハイブリッドの
ＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定のうちのいずれかを含む。方法は、ＵＥに関
連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信することと
、識別された動作停止タイマ方式により動作停止タイマを始動させることと、をさらに含
む。
【００１５】
　　[0015]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、免許不要セカンダリセルの
ためのアップリンク許可（ｇｒａｎｔ）を受信することと、アップリンク送信準備のため
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に免許不要セルでＣＣＡ検査を行うことと、クロスキャリア（ｃｒｏｓｓ－ｃａｒｒｉｅ
ｒ）スケジューリングを介して無線フレームの継続時間の各々においてアップリンク許可
が受信されたときに、無線フレームの継続時間の間に免許不要セカンダリセルにアクセス
するためのクリアＣＣＡ検査を検出できないこと、免許不要セカンダリセルを介してアッ
プリンク許可が受信され、免許不要セカンダリセルでＵＥによってダウンリンク送信が検
出されたときに、無線フレームの継続時間の間に免許不要セカンダリセルにアクセスする
ためのクリアＣＣＡ検査を検出できないこと、または、免許不要セカンダリセルでのダウ
ンリンク送信を検出できないことのいずれかに応答して免許不要セカンダリセルを動作停
止させることと、を含む。
【００１６】
　　[0016]　本開示の追加の態様において、無線通信方法は、免許不要キャリアを通じて
送信機からＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）を周期的に受信することと、予め決定された数の連
続する時間にＣＥＴを復号することができないことに応答して、免許不要キャリアと異な
るアクセス可能なキャリアを介して送信機にメッセージを送信することと、免許不要キャ
リアを動作停止させることと、を含む。
【００１７】
　　[0017]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信するため
の手段と、サービング基地局からのセカンダリセルを通じてのチャネル予約信号を検出す
るための手段と、チャネル予約信号に応答して動作停止タイマを始動させるための手段と
、を含む。
【００１８】
　　[0018]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信するため
の手段と、ＵＥへの送信のためのセカンダリセルの成功裏のＣＣＡ検査を検出するための
手段と、成功裏のＣＣＡ検査を検出したことに応答して、セカンダリセルに関する動作停
止タイマを始動させるための手段と、を含む。
【００１９】
　　[0019]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信するため
の手段と、セカンダリセルが免許不要スペクトル上にあると決定するための手段と、セカ
ンダリセルに関する動作停止タイマを免許不要スペクトル継続時間に再設定するための手
段と、再設定後に動作停止タイマを始動させるための手段と、を含む。
【００２０】
　　[0020]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信するため
の手段と、セカンダリセルが免許不要スペクトル上にあると決定するための手段と、セカ
ンダリセルに関する動作停止タイマを免許不要スペクトル継続時間に再設定するための手
段と、再設定後に動作停止タイマを始動させるための手段と、を含む。
【００２１】
　　[0021]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信するため
の手段と、継続時間がスレショルドを下回ったことに応答してＣＣＡ依存動作停止タイマ
設定を選択するための手段と、継続時間がスレショルドを上回ったことに応答してＣＣＡ
独立動作停止タイマ設定を選択するための手段と、選択された動作停止タイマ設定により
動作停止タイマを始動させるための手段と、を含む。
【００２２】
　　[0022]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信するため
の手段と、継続時間がスレショルドを下回ったことに応答してＵＥに関するＣＣＡ依存動
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作停止タイマ設定を識別するための手段と、継続時間がスレショルドを上回ったことに応
答してＵＥに関するＣＣＡ独立動作停止タイマ設定を識別するための手段と、識別された
動作停止タイマ設定により動作停止タイマを始動させるための手段と、を含む。
【００２３】
　　[0023]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
おいて適用すべき動作停止タイマ方式を識別する指示をサービング基地局から受信するた
めの手段を含み、動作停止タイマ方式は、ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動
作停止タイマ設定、またはハイブリッドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定の
うちのいずれかを含む。装置は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマ
のための継続時間の設定を受信するための手段と、識別された動作停止タイマ方式により
動作停止タイマを始動させるための手段と、をさらに含む。
【００２４】
　　[0024]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、ＵＥに
おいて適用すべき動作停止タイマ方式を識別する指示をＵＥに送信するための手段を含み
、動作停止タイマ方式は、ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設
定、またはハイブリッドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定のうちのいずれか
を含む。装置は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続時
間の設定を送信するための手段と、識別された動作停止タイマ方式により動作停止タイマ
を始動させるための手段と、をさらに含む。
【００２５】
　　[0025]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、免許不
要セカンダリセルのためのアップリンク許可を受信するための手段と、アップリンク送信
準備のために免許不要セカンダリセルでＣＣＡ検査を行うための手段と、クロスキャリア
スケジューリングを介して無線フレームの継続時間の各々においてアップリンク許可が受
信されたときに、無線フレームの継続時間の間に免許不要セカンダリセルにアクセスする
ためのクリアＣＣＡ検査を検出することができないこと、免許不要セカンダリセルセルを
介してアップリンク許可が受信され、免許不要セカンダリセルでＵＥによってダウンリン
ク送信が検出されたときに、無線フレームの継続時間の間に免許不要セカンダリセルにア
クセスするためのクリアＣＣＡ検査を検出することができないこと、または、免許不要セ
カンダリセルでのダウンリンク送信を検出することができないことのいずれかに応答して
免許不要セカンダリセルを動作停止させるための手段と、を含む。
【００２６】
　　[0026]　本開示の追加の態様において、無線通信のために構成された装置は、免許不
要キャリアを通じて送信機からＣＥＴを周期的に受信するための手段と、予め決定された
数の連続する時間にＣＥＴを復号することができないことに応答して実行可能な、免許不
要キャリアと異なるアクセス可能なキャリアを介して受信機によって送信機にメッセージ
を送信するための、および、免許不要キャリアを動作停止させるための手段と、を含む。
【００２７】
　　[0027]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信するためのコードと、サービ
ング基地局からのセカンダリセルを通じてのチャネル予約信号を検出するためのコードと
、チャネル予約信号に応答して動作停止タイマを始動させるためのコードと、を含む。
【００２８】
　　[0028]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信するためのコードと、ＵＥへ
の送信のためのセカンダリセルの成功裏のＣＣＡ検査を検出するためのコードと、成功裏
のＣＣＡ検査を検出したことに応答してセカンダリセルに関する動作停止タイマを始動さ
せるためのコードと、を含む。
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【００２９】
　　[0029]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信するためのコードと、セカン
ダリセルが免許不要スペクトル上にあると決定するためのコードと、セカンダリセルに関
する動作停止タイマを免許不要スペクトルの継続時間に再設定するためのコードと、再設
定後に動作停止タイマを始動させるためのコードと、を含む。
【００３０】
　　[0030]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信するためのコードと、セカン
ダリセルが免許不要スペクトル上にあると決定するためのコードと、セカンダリセルに関
する動作停止タイマを免許不要スペクトルの継続時間に再設定するためのコードと、再設
定後に動作停止タイマを始動させるためのコードと、を含む。
【００３１】
　　[0031]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信するためのコードと、継続時
間がスレショルドを下回ったことに応答してＣＣＡ依存動作停止タイマ設定を選択するた
めのコードと、継続時間がスレショルドを上回ったことに応答してＣＣＡ独立動作停止タ
イマ設定を選択するためのコードと、選択された動作停止タイマ設定により動作停止タイ
マを始動させるためのコードと、を含む。
【００３２】
　　[0032]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥに関連するセカンダリ
セルに関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信するためのコードと、継続時
間がスレショルドを下回ったことに応答してＵＥに関するＣＣＡ依存動作停止タイマ設定
を識別するためのコードと、継続時間がスレショルドを上回ったことに応答してＵＥに関
するＣＣＡ独立動作停止タイマ設定を識別するためのコードと、識別された動作停止タイ
マ設定により動作停止タイマを始動させるためのコードと、を含む。
【００３３】
　　[0033]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥにおいて適用すべき動
作停止タイマ方式を識別する指示をサービング基地局から受信するためのコードを含み、
動作停止タイマ方式は、ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定
、またはハイブリッドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定のうちのいずれかを
含む。コンピュータプログラム製品は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止
タイマのための継続時間の設定を受信するためのコードと、識別された動作停止タイマ方
式により動作停止タイマを始動させるためのコードと、をさらに含む。
【００３４】
　　[0034]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、ＵＥにおいて適用すべき動
作停止タイマ方式を識別する指示をＵＥに送信するためのコードを含み、動作停止タイマ
方式は、ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定、またはハイブ
リッドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定のうちのいずれかを含む。コンピュ
ータプログラム製品は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための
継続時間の設定を送信するためのコードと、識別された動作停止タイマ方式により動作停
止タイマを始動させるためのコードと、をさらに含む。
【００３５】
　　[0035]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
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なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、免許不要セカンダリセルの
ためのアップリンク許可を受信するためのコードと、アップリンク送信準備のために免許
不要セカンダリセルでＣＣＡ検査を行うためのコードと、クロスキャリアスケジューリン
グを介して無線フレームの継続時間の各々においてアップリンク許可が受信されたときに
、無線フレームの継続時間の間に免許不要なセカンダリセルにアクセスするためのクリア
ＣＣＡ検査を検出することができないこと、免許不要なセカンダリセルを介してアップリ
ンク許可が受信され、免許不要セカンダリセルでＵＥによってダウンリンク送信が検出さ
れたときに、無線フレームの継続時間の間に免許不要なセカンダリセルにアクセスするた
めのクリアＣＣＡ検査を検出することができないこと、または、免許不要セカンダリセル
でのダウンリンク送信を検出することができないことのいずれかに応答して免許不要セカ
ンダリセルを動作停止させるためのコードと、を含む。
【００３６】
　　[0036]　本開示の追加の態様において、プログラムコードが記録されている非一時的
なコンピュータ読み取り可能媒体。このプログラムコードは、免許不要キャリアを通じて
送信機からＣＥＴを周期的に受信するためのコードと、予め決定された数の連続する時間
にＣＥＴを復号することができないことに応答して実行可能な、免許不要キャリアと異な
るアクセス可能なキャリアを介して送信機にメッセージを送信するためのコードと、免許
不要キャリアを動作停止させるためのコードと、を含む。
【００３７】
　　[0037]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥに関連するセカンダリセル
に関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信し、サービング基地局からセカン
ダリセルを通じてチャネル予約信号を検出し、およびチャネル予約信号に応答して動作停
止タイマを始動させるように構成される。
【００３８】
　　[0038]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥに関連するセカンダリセル
に関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信し、ＵＥへの送信のためのセカン
ダリセルの成功裏のＣＣＡ検査を検出し、および成功裏のＣＣＡ検査を検出したことに応
答して、セカンダリセルに関する動作停止タイマを始動させるように構成される。
【００３９】
　　[0039]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥに関連するセカンダリセル
に関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信し、セカンダリセルが免許不要ス
ペクトル上にあると決定し、セカンダリセルに関する動作停止タイマを免許不要スペクト
ルの継続時間に再設定し、および再設定後に動作停止タイマを始動させるように構成され
る。
【００４０】
　　[0040]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥに関連するセカンダリセル
に関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信し、セカンダリセルが免許不要ス
ペクトル上にあると決定し、セカンダリセルに関する動作停止タイマを免許不要スペクト
ルの継続時間に再設定し、および再設定後に動作停止タイマを始動させるように構成され
る。
【００４１】
　　[0041]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥに関連するセカンダリセル
に関する動作停止タイマのための継続時間の設定を受信し、継続時間がスレショルドを下
回ったことに応答してＣＣＡ依存動作停止タイマ設定を選択し、継続時間がスレショルド
を上回ったことに応答してＣＣＡ独立動作停止タイマ設定を選択し、および選択された動
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作停止タイマ設定により動作停止タイマを始動させるように構成される。
【００４２】
　　[0042]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥに関連するセカンダリセル
に関する動作停止タイマのための継続時間の設定を送信し、継続時間がスレショルドを下
回ったことに応答してＵＥに関するＣＣＡ依存動作停止タイマ設定を識別し、継続時間が
スレショルドを上回ったことに応答してＵＥに関するＣＣＡ依存動作停止タイマ設定を識
別し、および識別された動作停止タイマ設定により動作停止タイマを始動させるように構
成される。
【００４３】
　　[0043]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥにおいて適用すべき動作停
止タイマ方式を識別する指示をサービング基地局から受信するように構成され、動作停止
タイマ方式は、ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定、または
ハイブリッドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定のうちのいずれかを含む。少
なくとも１つのプロセッサの構成は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タ
イマのための継続時間の設定を受信し、および識別された動作停止タイマ方式により動作
停止タイマを始動させるための構成、をさらに含む。
【００４４】
　　[0044]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、ＵＥにおいて適用すべき動作停
止タイマ方式を識別する指示をＵＥに送信するように構成され、動作停止タイマ方式は、
ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定、またはハイブリッドの
ＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定のうちのいずれかを含む。少なくとも１つの
プロセッサの構成は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継
続時間の設定を送信し、および識別された動作停止タイマ方式により動作停止タイマを始
動させるための構成、をさらに含む。
【００４５】
　　[0045]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、免許不要セカンダリセルのため
のアップリンク許可を受信し、アップリンク送信準備のために免許不要セカンダリセルで
ＣＣＡ検査を行い、クロスキャリアスケジューリングを介して無線フレームの継続時間の
各々においてアップリンク許可が受信されたときに、無線フレームの継続時間の間に免許
不要セカンダリセルにアクセスするためのクリアＣＣＡ検査を検出できないこと、免許不
要セカンダリセルを介してアップリンク許可が受信され、免許不要セカンダリセルでＵＥ
によってダウンリンク送信が検出されたときに、無線フレームの継続時間の間に免許不要
セカンダリセルにアクセスするためのクリアＣＣＡ検査を検出できないこと、または、免
許不要セルでのダウンリンク送信を検出できないことのいずれかに応答して免許不要セカ
ンダリセルを動作停止させるように構成される。
【００４６】
　　[0046]　本開示の追加の態様において、装置は、少なくとも１つのプロセッサと、プ
ロセッサに結合されたメモリと、を含む。プロセッサは、免許不要キャリアを通じて送信
機からＣＥＴを周期的に受信し、および、予め決定された数の連続する時間にＣＥＴを復
号することができないことに応答して、免許不要キャリアと異なるアクセス可能なキャリ
アを介して送信機にメッセージを送信し、および免許不要キャリアを動作停止させるよう
に構成される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】[0047]　図１は、様々な実施形態による無線通信システムの例を示した概略図を
示す。
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【図２Ａ】[0048]　図２Ａは、様々な実施形態による免許不要スペクトルにおいてＬＴＥ
を用いるための配備シナリオの例を示した概略図を示す。
【図２Ｂ】[0049]　図２Ｂは、様々な実施形態による免許不要スペクトルにおいてＬＴＥ
を用いるための他の配備シナリオの例を示した概略図を示す。
【図３】[0050]　図３は、様々な実施形態による要免許スペクトルおよび免許不要スペク
トルにおいて同時並行してＬＴＥを用いるときのキャリアアグリゲーションの例を示した
概略図を示す。
【図４】[0051]　図４は、本開示の一態様により構成された基地局／ｅＮＢおよびＵＥの
設計を概念的に例示したブロック図である。
【図５Ａ】[0052]　図５Ａは、本開示の態様により構成された通信システムにおける一連
の送信無線フレームを例示した送信ストリームである。
【図５Ｂ】[0052]　図５Ｂは、本開示の態様により構成された通信システムにおける一連
の送信無線フレームを例示した送信ストリームである。
【図６Ａ】[0053]　図６Ａは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図６Ｂ】[0053]　図６Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図７Ａ】[0054]　図７Ａは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図７Ｂ】[0054]　図７Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図８Ａ】[0055]　図８Ａは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図８Ｂ】[0055]　図８Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図９Ａ】[0056]　図９Ａは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図９Ｂ】[0056]　図９Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局において
実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。
【図１０】[0057]　図１０は、本開示の一態様を実装するために実行されるブロック例を
示した機能ブロック図である。
【図１１】[0058]　図１１は、本開示の一態様を実装するために実行されるブロック例を
示した機能ブロック図である。
【図１２】[0059]　図１２は、本開示の一態様により構成されたＵＥのコンポーネントを
例示したブロック図である。
【図１３】[0060]　図１３は、本開示の一態様により構成されたｅＮＢのコンポーネント
を例示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４８】
　　[0061]　添付される図面と関係させて以下において示される詳細な説明は、様々な構
成に関する説明であることが意図されており、本開示の適用範囲を限定することは意図さ
れていない。むしろ、詳細な説明は、発明の主題に関する徹底的な理解を提供することを
目的とする具体的な詳細を含む。これらの具体的な詳細はすべての事例において要求され
るわけではないこと、および、幾つかの例において、よく知られた構造およびコンポーネ
ントは、提示の明確化を目的としてブロック図の形態で示されることが当業者にとって明
らかになるであろう。
【００４９】
　　[0062]　オペレータは、これまで、セルラーネットワークにおいて増大し続けている
混雑のレベルを緩和するために免許不要スペクトルを使用するための主要なメカニズムと
してＷｉＦｉをとらえてきている。しかしながら、免許不要スペクトルにまで拡張するＬ
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ＴＥ／ＬＴＥ－Ａに基づく新しいキャリアタイプ（ＮＣＴ）がキャリアグレードのＷｉＦ
ｉと互換可能であり、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡをＷｉＦｉの代替
物にするのを可能にしている。免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＬＴ
Ｅ概念を利用することができ、および、免許不要スペクトルにおいて効率的な動作を提供
するためにおよび規制上の要件を満たすためにネットワークまたはネットワークデバイス
の物理層（ＰＨＹ）およびメディアアクセス制御（ＭＡＣ）の側面の幾つかの変更を導入
することができる。免許不要スペクトルは、例えば、６００メガヘルツ（ＭＨｚ）乃至６
ギガヘルツ（ＧＨｚ）の範囲にわたることができる。幾つかのシナリオにおいて、免許不
要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＷｉＦｉよりもかなり優れた性能を有する
ことができる。例えば、すべてがＷｉＦｉの配備と比較した場合のすべてが免許不要スペ
クトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの配備（単一のまたは複数のオペレータに関して）で
あるとき、または、密な小さいセルの配備が存在するときには、免許不要スペクトルを有
するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＷｉＦｉよりもかなり優れた性能を有することができる。免
許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、その他のシナリオ、例えば、免許不要
スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡがＷｉＦｉと混成される（単一のまたは複数のオ
ペレータに関して）、におけるＷｉＦｉよりも優れた性能を有することができる。
【００５０】
　　[0063]　単一のサービスプロバイダ（ＳＰ）の場合、免許不要スペクトルを有するＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、要免許スペクトルでＬＴＥネットワークと同期化するように構成す
ることができる。しかしながら、複数のＳＰによってある所定のチャネルにおいて配備さ
れた免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、複数のＳＰにわた
って同期するように構成することができる。上記の両方の特徴を組み入れるための１つの
アプローチ法は、ある所定のＳＰに関して免許不要スペクトルを有さないＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａネットワークと免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークとの間
で一定のタイミングオフセットを使用することを含むことができる。免許不要スペクトル
を有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＳＰのニーズに応じてユニキャストおよび
／またはマルチキャストサービスを提供することができる。さらに、免許不要スペクトル
を有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＬＴＥセルが免許不要スペクトルを有する
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａセルに関してアンカーとして行動し、該当するセル情報（例えば、無
線フレームタイミング、共通チャネル構成、システムフレーム番号すなわちＳＦＮ、等）
を提供するブートストラップされたモードで動作することができる。このモードでは、免
許不要スペクトルを有さないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークと免許不要スペクトルを有
するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークとの間で緊密な連携動作が存在することができる。
例えば、ブートストラップされたモードは、上述される補足的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をサポートすることができる。免許不要スペクトルを有
するＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡネットワークのＰＨＹ－ＭＡＣ層は、免許不要スペクトルを有す
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークが免許不要スペクトルを有さないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
ネットワークから独立して動作するスタンドアロンモードで動作することができる。この
場合は、例えば、免許不要スペクトルセルを有する／有さない共配置されたＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－ＡとのＲＬＣレベルのアグリゲーション、または複数のセルおよび／または基地局に
わたるマルチフローに基づいて免許不要スペクトルを有さないＬＴＥと免許不要スペクト
ルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間でゆるい連携動作が存在することができる。
【００５１】
　　[0064]　ここにおいて説明される技法は、ＬＴＥには限定されず、様々な無線通信シ
ステム、例えば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および
その他のシステム、のために使用することもできる。用語“システム”および“ネットワ
ーク”は、しばしば互換可能な形で使用される。ＣＤＭＡシステムは、無線技術、例えば
、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、等を実装することが
できる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ－８５
６規格を網羅する。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１
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Ｘ、等と一般に呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ
ＥＶ－ＤＯ、高レートパケットデータ（ＨＲＰＤ）、等と一般に呼ばれる。ＵＴＲＡは、
ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡのその他の変形を含む
。ＴＤＭＡシステムは、グローバル移動通信システム（ＧＳＭ（登録商標））、等の無線
技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒ
ｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０
２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０
、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡおよびＥ－Ｕ
ＴＲＡは、ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。ＬＴＥおよびＬＴ
Ｅ－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－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは
、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）という名称の組織からの文書
において説明されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、“第３世代パートナーシッ
ププロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の組織からの文書において説明されている
。ここにおいて説明される技法は、上記のシステムおよび無線技術、およびその他のシス
テムおよび無線技術に関して使用することができる。しかしながら、以下の説明は、例を
目的としてＬＴＥシステムについて説明するものであり、以下の説明の多くの部分におい
てはＬＴＥ用語が使用されるが、技法は、ＬＴＥ用途を越えて適用可能である。
【００５２】
　　[0065]　従って、以下の説明は、例を提供するものであり、請求項において示される
範囲、適用性、または構成を制限するものではない。本開示の精神および適用範囲から逸
脱することなしに論じられている要素の機能および配備を変更することができる。様々な
実施形態は、様々な手順またはコンポーネントを適宜省略、代替、または追加することが
できる。例えば、説明される方法は、説明される順序と異なる順序で実施することができ
、および、様々なステップを追加、省略、または結合することができる。さらに、幾つか
の実施形態に関して説明される特徴は、その他の実施形態において結合することができる
。
【００５３】
　　[0066]　最初に図１を参照し、概略図は、無線通信システムまたはネットワーク１０
０の例を示す。システム１００は、基地局（または、セル）１０５と、通信デバイス１１
５と、コアネットワーク１３０と、を含む。基地局１０５は、様々な実施形態においてコ
アネットワーク１３０または基地局１０５の一部であることができる基地局コントローラ
（示されていない）の制御下で通信デバイス１１５と通信することができる。基地局１０
５は、バックホールリンク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することができる。実施形態において、基地局１０５は、直接ま
たは間接的に、有線または無線の通信リンクであることができるバックホールリンク１３
４を通じて互いに通信することができる。システム１００は、複数のキャリア（異なる周
波数の波形信号）での動作をサポートすることができる。マルチキャリア送信機は、変調
された信号を複数のキャリアで同時に送信することができる。例えば、各通信リンク１２
５は、上述される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ることがで
きる。各々の変調された信号は、異なるキャリアで送信することができ、および、制御情
報（例えば、基準信号、制御チャネル、等）、オーバーヘッド情報、データ、等を搬送す
ることができる。
【００５４】
　　[0067]　基地局１０５は、１本以上の基地局アンテナを介してデバイス１１５と無線
で通信することができる。基地局１０５サイトの各々は、各々の地理上のエリア１１０に
関する通信カバレッジを提供することができる。幾つかの実施形態において、基地局１０
５は、ベーストランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ベー
シックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏ
ｄｅＢ（ｅＮＢ）、ホームＮｏｄｅＢ、ホームｅＮｏｄｅＢと呼ぶこと、またはその他の
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何らかの適切な用語で呼ぶことができる。基地局に関するカバレッジエリア１１０は、カ
バレッジエリアの一部分（示されていない）のみを成すセクタに分割することができる。
システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（例えば、マクロ基地局、ミクロ基地局
、および／またはピコ基地局）を含むことができる。異なる技術に関して重なり合うカバ
レッジエリアが存在することができる。
【００５５】
　　[0068]　幾つかの実施形態において、システム１００は、１つ以上の免許不要スペク
トルの動作モードまたは配備シナリオをサポートするＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークで
ある。その他の実施形態において、システム１００は、免許不要スペクトルおよび免許不
要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと異なるアクセス技術、または、要免許スペク
トルおよびＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと異なるアクセス技術を用いる無線通信をサポートするこ
とができる。用語エボルブドノードＢ（ｅＮＢ）およびユーザ装置（ＵＥ）は、概して、
基地局１０５およびデバイス１１５をそれぞれ説明するために使用することができる。シ
ステム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理上の地域に関するカバレッジを提供
する免許不要スペクトルを有するまたは有さないＨｅｔｅｒｏｇｅｎｅｏｕｓＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａネットワークであることができる。例えば、各ｅＮＢ１０５は、マクロセル、ピ
コセル、フェムトセル、および／またはその他のタイプのセルに関する通信カバレッジを
提供することができる。小さいセル、例えば、ピコセル、フェムトセル、および／または
その他のタイプのセル、は、低電力ノードすなわちＬＰＮを含むことができる。マクロセ
ルは、概して、相対的に大きな地理上のエリア（例えば、半径数キロメートル）を網羅し
、ネットワークプロバイダとのサービス加入契約を有するＵＥによる無制限のアクセスを
許容することができる。ピコセルは、概して、相対的にそれよりも小さい地理上のエリア
を網羅し、ネットワークプロバイダとのサービス加入契約を有するＵＥによる無制限のア
クセスを許容することができる。フェムトセルも、概して、相対的に小さい地理上のエリ
ア（例えば、家）を網羅し、無制限のアクセスに加えて、フェムトセルと関連性を有する
ＵＥ（例えば、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）内のＵＥ、家内のユーザのためのＵ
Ｅ、等）による制限されたアクセスを提供することもできる。マクロセルに関するｅＮＢ
は、マクロｅＮＢと呼ぶことができる。ピコセルに関するｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ぶこ
とができる。および、フェムトセルに関するｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたはホームｅＮ
Ｂと呼ぶことができる。ｅＮＢは、１つのまたは複数の（２つ、３つ、４つ、等）セルを
サポートすることができる。
【００５６】
　　[0069]　コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（例えば、Ｓ１、等）を介
してｅＮＢ１０５と通信することができる。ｅＮＢ１０５は、バックホールリンク１３４
（例えば、Ｘ２、等）を介しておよび／またはバックホールリンク１３２を介して（例え
ば、コアネットワーク１３０を通じて）、例えば、直接または間接的に互いに通信するこ
ともできる。システム１００は、同期的なまたは非同期的な動作をサポートすることがで
きる。同期的な動作の場合は、ｅＮＢは、同様のフレームおよび／またはゲーティング（
ｇａｔｉｎｇ）タイミングを有することができ、異なるｅＮＢからの送信は、時間的にほ
ぼ整合させることができる。非同期的な動作の場合は、ｅＮＢは、異なるフレームおよび
／またはゲーテイングタイミングを有することができ、異なるｅＮＢからの送信は、時間
的に整合していない場合がある。ここにおいて説明される技法は、同期的な動作または非
同期的な動作のいずれかのために使用することができる。
【００５７】
　　[0070]　ＵＥ１１５は、システム１００全体にわたって分散されており、各ＵＥは、
静止型または移動型であることができる。ＵＥ１１５は、当業者によって、移動局、加入
者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モ
バイルデバイス、ワイヤレスデバイス、無線通信デバイス、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、遠隔端末、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、クライアントと呼ぶこと、または何らかのそ
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の他の適切な用語で呼ぶことができる。ＵＥ１１５は、携帯電話、パーソナルデジタルア
シスタント（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、
タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスロ
ーカルループ（ＷＬＬ）局、等であることができる。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ
、フェムトｅＮＢ、中継局、等と通信することができる。
【００５８】
　　[0071]　システム１００において示される通信リンク１２５は、モバイルデバイス１
１５から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５から
モバイルデバイス１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含むことができる。ダウンリン
ク送信は、順方向リンク送信と呼ぶこともでき、アップリンク送信は、逆方向リンク送信
と呼ぶこともできる。ダウンリンク送信は、要免許スペクトル（例えば、ＬＴＥ）、免許
不要スペクトル（例えば、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）、または両
方（免許不要スペクトルを有する／有さないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）を用いて行うことがで
きる。同様に、アップリンク送信は、要免許スペクトル（例えば、ＬＴＥ）、免許不要ス
ペクトル（例えば、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）、または両方（免
許不要スペクトルを有する／有さないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）を用いて行うことができる。
【００５９】
　　[0072]　システム１００の幾つかの実施形態において、免許不要スペクトルを有する
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに関する様々な配備シナリオをサポートすることができ、要免許スペ
クトルにおけるＬＴＥダウンリンク容量を免許不要スペクトルにオフロードすることがで
きる補足ダウンリンク（ＳＤＬ）モードと、ＬＴＥダウンリンク容量およびアップリンク
容量の両方を要免許スペクトルから免許不要スペクトルにオフロードすることができるキ
ャリアアグリゲーションモードと、基地局（例えば、ｅＮＢ）とＵＥとの間のＬＴＥダウ
ンリンクおよびアップリンク通信が免許不要スペクトルで生じることができるスタンドア
ロンモードと、を含む。基地局１０５およびＵＥ１１５は、これらのまたは同様の動作モ
ードのうちの１つ以上をサポートすることができる。免許不要スペクトルにおけるＬＴＥ
ダウンリンク送信のための通信リンク１２５ではＯＦＤＭＡ通信信号を使用することがで
き、他方、免許不要スペクトルにおけるＬＴＥアップリンク送信のための通信リンク１２
５ではＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を使用することができる。システム、例えば、システム１
００、における免許不要スペクトル配備シナリオまたは動作モードを有するＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａの実装、および、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作に関連す
るその他の特徴および機能に関する追加の詳細が、図２Ａ乃至１３を参照して以下におい
て提供される。
【００６０】
　　[0073]　次に図２Ａを参照し、概略図２００は、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ
／ＬＴＥ－ＡをサポートするＬＴＥネットワークに関する補足的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。概略図２００は、図１のシステム１００
の一部分の例であることができる。さらに、基地局１０５－ａは、図１の基地局１０５の
例であることができ、ＵＥ１１５－ａは、図１のＵＥ１１５の例であることができる。
【００６１】
　　[0074]　概略図２００の補足的ダウンリンクモードの例において、基地局１０５－ａ
は、ダウンリンク２０５を用いてＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信することが
できる。ダウンリンク２０５は、免許不要スペクトルにおける周波数Ｆ１に関連する。基
地局１０５－ａは、双方向リンク２１０を用いて同じＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信
号を送信することができ、および、双方向リンク２１０を用いてそのＵＥ１１５－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２１０は、要免許スペク
トルにおける周波数Ｆ４に関連する。免許不要スペクトルにおけるダウンリンク２０５お
よび要免許スペクトルにおける双方向リンク２１０は、同時並行して動作することができ
る。ダウンリンク２０５は、基地局１０５－ａのためにダウンリンク容量オフロードを提
供することができる。幾つかの実施形態において、ダウンリンク２０５は、（例えば、１
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つのＵＥに向けられた）ユニキャストサービスのためにまたは（例えば、幾つかのＵＥに
向けられた）マルチキャストサービスのために使用することができる。このシナリオは、
要免許スペクトルを使用しおよびトラフィックおよび／またはシグナリング混雑のある程
度を緩和する必要があるサービスプロバイダ（例えば、伝統的なモバイルネットワークオ
ペレータすなわちＭＮＯ）に関して生じることができる。
【００６２】
　　[0075]　概略図２００のキャリアアグリゲーションモードの一例において、基地局１
０５－ａは、双方向リンク２１５を用いてＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信す
ることができ、および、双方向リンク２１５を用いて同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－ＦＤ
ＭＡ通信信号を受信することができる。双方向リンク２１５は、免許不要スペクトルにお
ける周波数Ｆ１に関連する。基地局１０５－ａは、双方向リンク２２０を用いて同じＵＥ
１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信することもでき、および、双方向リンク２２０を
用いて同じＵＥ１１５－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２２０は、要免許スペクトルにおける周波数Ｆ２に関連する。双方向リンク２１５
は、基地局１０５－ａのためにダウンリンクおよびアップリンク容量オフロードを提供す
ることができる。上述される補足的ダウンリンクと同様に、このシナリオは、要免許スペ
クトルを使用しおよびトラフィックおよび／またはシグナリング混雑のある程度を緩和す
る必要があるサービスプロバイダ（例えば、ＭＮＯ）に関して生じることができる。
【００６３】
　　[0076]　概略図２００のキャリアアグリゲーションモードの他の例において、基地局
１０５－ａは、双方向リンク２２５を用いてＵＥ１１５－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信
することができ、および、双方向リンク２２５を用いて同じＵＥ１１５－ａからＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ通信信号を受信することができる。双方向リンク２２５は、免許不要スペクトルに
おける周波数Ｆ３に関連する。基地局１０５－ａは、双方向リンク２３０を用いて同じＵ
Ｅ－１１５ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信することもでき、および、双方向リンク２３０
を用いて同じＵＥ－１１５ａ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、要免許スペクトルにおける周波数Ｆ２に関連する。双方向リンク２２
５は、基地局１０５－ａのためにダウンリンクおよびアップリンク容量オフロードを提供
することができる。この例および上において提供されるそれらは、例示することを目的と
して提示されるものであり、その他の同様の動作モードまたは容量オフロードのために免
許不要スペクトルを有するまたは有さないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを結合する配備シナリオが
存在することができる。
【００６４】
　　[0077]　上述されるように、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを用い
ることによって提供される容量オフロードから利益を得ることができる典型的なサービス
プロバイダは、ＬＴＥスペクトルを有する伝統的なＭＮＯである。これらのサービスプロ
バイダに関して、動作上の構成は、要免許スペクトルにおいてＬＴＥプライマリコンポー
ネントキャリア（ＰＣＣ）および免許不要スペクトルにおいてＬＴＥセカンダリコンポー
ネントキャリア（ＳＣＣ）を使用するブートストラップされたモード（例えば、補足的ダ
ウンリンク、キャリアアグリゲーション）を含むことができる。
【００６５】
　　[0078]　補足的ダウンリンクモードにおいて、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａに関する制御は、ＬＴＥアップリンク（例えば、双方向リンク２１０のアップ
リンク部分）を通じて転送することができる。ダウンリンク容量オフロードを提供する理
由のうちの１つは、データ要求はほとんどがダウンリンク消費によって推進されるためで
ある。さらに、このモードにおいては、ＵＥは免許不要スペクトルにおいて送信していな
いため規制上の影響が存在しないと思われる。ｌｉｓｔｅｎ－ｂｅｆｏｒｅ－ｔａｌｋ（
ＬＢＴ）またはキャリア感知多重アクセス（ＣＳＭＡ）に関する要求事項をＵＥに実装す
る必要がない。しかしながら、ＬＢＴは、例えば、周期的な（例えば、１０ミリ秒ごと）
クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）および／または無線フレーム境界に整合されたｇ
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ｒａｂ－ａｎｄ－ｒｅｌｉｎｑｕｉｓｈメカニズムを用いることによって基地局（例えば
、ｅＮＢ）において実装することができる。
【００６６】
　　[0079]　キャリアアグリゲーションモードにおいて、データおよび制御は、ＬＴＥ（
例えば、双方向リンク２１０、２２０、および２３０）で通信することができ、他方、デ
ータは、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ（例えば、双方向リンク２１５
および２２５）で通信することができる。免許不要スペクトルを有する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メカニズムは、ハイブリッ
ドの周波数分割複信－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有するＴＤＤ－ＦＤＤキャリアアグリゲ
ーションに該当し得る。
【００６７】
　　[0080]　図２Ｂは、免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに関するスタン
ドアロンモードの例を示す概略図２００－ａを示す。概略図２００－ａは、図１のシステ
ム１００の一部分の例であることができる。さらに、基地局１０５－ｂは、図１の基地局
１０５および図２Ａの基地局１０５－ａの例であることができ、他方、ＵＥ１１５－ｂは
、図１のＵＥ１１５および図２ＡのＵＥ１１５－ａの例であることができる。
【００６８】
　　[0081]　概略図２００－ａのスタンドアロンモードの例において、基地局１０５－ｂ
は、双方向リンク２４０を用いてＵＥ１１５－ｂにＯＦＤＭＡ通信信号を送信することが
でき、および、双方向リンク２４０を用いてＵＥ－１１５ｂ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、図２Ａを参照して上述される免許不要
スペクトルにおける周波数Ｆ３に関連する。スタンドアロンモードは、非伝統的な無線ア
クセスシナリオ、例えば、スタジアム内アクセス（例えば、ユニキャスト、マルチキャス
ト）、において使用することができる。この動作モードに関する典型的なサービスプロバ
イダは、要免許スペクトルを有さないスタジアム所有者、ケーブル会社、イベント主催者
、ホテル、企業、および大企業であることができる。これらのサービスプロバイダに関し
て、スタンドアロンモードのための動作構成は、免許不要スペクトルでＰＣＣを使用する
ことができる。さらに、ＬＢＴは、基地局およびＵＥの両方において実装することができ
る。
【００６９】
　　[0082]　次に図３を参照し、概略図３００は、様々な態様により要免許および免許不
要スペクトルにおいて同時並行してＬＴＥを使用するときのキャリアアグリゲーションの
例を示す。概略図３００におけるキャリアアグリゲーション方式は、図２Ａを参照して上
述されるハイブリッドのＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに対応することができ
る。このタイプのキャリアアグリゲーションは、図１のシステム１００の少なくとも一部
分で使用することができる。さらに、このタイプのキャリアアグリゲーションは、図１お
よび図２Ａの基地局１０５および１０５－ａにおいてそれぞれ、および／または図１およ
び図２ＡのＵＥ１１５および１１５－ａにおいてそれぞれ使用することができる。
【００７０】
　　[0083]　この例において、ＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）は、ダウンリンクにおいてＬＴ
Ｅと関係させて実施することができ、第１のＴＤＤ（ＴＤＤ１）は、免許不要スペクトル
を有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと関係させて実施することができ、第２のＴＤＤ（ＴＤＤ２
）は、要免許スペクトルを有するＬＴＥと関係させて実施することができ、および、他の
ＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）は、要免許スペクトルを有するアップリンクにおいてＬＴＥと
関係させて実施することができる。ＴＤＤ１は、結果的には６：４のＤＬ：ＵＬ比になり
、ＴＤＤ２に関する比は７：３である。タイムスケールでは、異なる有効なＤＬ：ＵＬ比
は、３：１、１：３、２：２、３：１、２：２、および３：１である。この例は例示を目
的として提示されたものであり、免許不要スペクトルを有するまたは有さないＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａの動作を結合するその他のキャリアアグリゲーション方式が存在することができ
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る。
【００７１】
　　[0084]　図４は、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つおよびＵＥのうちの１つである
ことができる基地局／ｅＮＢ１０５およびＵＥ１１５の設計のブロック図を示す。ｅＮＢ
１０５は、アンテナ４３４ａ乃至４３４ｔを装備することができ、ＵＥ１１５は、アンテ
ナ４５２ａ乃至４５２ｒを装備することができる。ｅＮＢ１０５において、送信プロセッ
サ４２０は、データソース４１２からデータをおよびコントローラ／プロセッサ４４０か
ら制御情報を受信することができる。制御情報は、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢ
ＣＨ）、物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ハイブリッ
ド自動再送要求インジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）、物理ダウンリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）、等に関するものであることができる。データは、物理ダウンリンク共有チ
ャネル（ＰＤＳＣＨ）、等に関するものであることができる。送信プロセッサ４２０は、
データシンボルおよび制御シンボルをそれぞれ得るためにデータおよび制御情報を処理（
例えば、符号化およびシンボルマッピング）することができる。送信プロセッサ４２０は
、例えば、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）、およびセル
固有基準信号、に関する基準シンボルを生成することもできる。送信（ＴＸ）多入力多出
力（ＭＩＭＯ）プロセッサ４３０は、該当する場合は、データシンボル、制御シンボル、
および／または基準シンボルに対する空間処理（例えば、プリコーディング）を行うこと
ができ、および、変調器（ＭＯＤ）４３２ａ乃至４３２ｔに出力シンボルストリームを提
供することができる。各変調器４３２は、出力サンプルストリームを得るために（例えば
、ＯＦＤＭ、等に関する）各々の出力シンボルストリームを処理することができる。各変
調器４３２は、ダウンリンク信号を得るために出力サンプルストリームをさらに処理する
（例えば、アナログに変換する、増幅する、フィルタリングする、およびアップコンバー
トする）ことができる。変調器４３２ａ乃至４３２ｔからのダウンリンク信号は、アンテ
ナ４３４ａ乃至４３４ｔをそれぞれ介して送信することができる。
【００７２】
　　[0085]　ＵＥ１１５において、アンテナ４５２ａ乃至４５２ｒは、ｅＮＢ１０５から
ダウンリンク信号を受信することができ、および、復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ乃至４
５４ｒに受信された信号をそれぞれ提供することができる。各復調器４５４は、入力サン
プルを得るために各々の受信された信号をコンディショニング（例えば、フィルタリング
、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）することができる。各復調器４５４は、
受信されたシンボルを得るために（例えば、ＯＦＤＭ、等に関する）入力サンプルをさら
に処理することができる。ＭＩＭＯ検出器４５６は、全復調器４５４ａ乃至４５４ｒから
受信されたシンボルを得ること、該当する場合は受信されたシンボルに関するＭＩＭＯ検
出を行うこと、および検出されたシンボルを提供することができる。受信プロセッサ４５
８は、検出されたシンボルを処理（例えば、復調、デインターリーブ、および復号）し、
ＵＥ１１５に関する復号されたデータをデータシンク４６０に提供し、および、コントロ
ーラ／プロセッサ４８０に復号された制御情報を提供することができる。
【００７３】
　　[0086]　アップリンクで、ＵＥ１１５において、送信プロセッサ４６４は、データソ
ース４６２からの（例えば、物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）に関する）デ
ータおよびコントローラ／プロセッサ４８０からの（例えば、物理アップリンク制御チャ
ネル（ＰＵＣＣＨ）に関する）制御情報を受信および処理することができる。送信プロセ
ッサ４６４は、基準信号に関する基準シンボルを生成することもできる。送信プロセッサ
４６４からのシンボルは、該当する場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリ
コーディングし、（例えば、ＳＣ－ＦＤＭＡ、等に関する）復調器４５４ａ乃至４５４ｒ
によってさらに処理し、ｅＮＢ１０５に送信することができる。ｅＮＢ１０５において、
ＵＥ１１５からのアップリンク信号は、ＵＥ１１５によって送信された復号されたデータ
および制御情報を得るために、アンテナ４３４によって受信し、変調器４３２によって処
理し、該当する場合はＭＩＭＯ検出器４３６によって検出し、受信プロセッサ４３８によ
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ってさらに処理することができる。プロセッサ４３８は、データシンク４３９に復号され
たデータをおよびコントローラ／プロセッサ４４０に復号された制御情報を提供すること
ができる。
【００７４】
　　[0087]　コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、ｅＮＢ１０５およびＵＥ
１１５における動作をそれぞれ指示することができる。ｅＮＢ１０５におけるコントロー
ラ／プロセッサ４４０および／またはその他のプロセッサおよびモジュールは、ここにお
いて説明される技法に関する様々なプロセスを実行することまたは実行を指示することが
できる。ＵＥ１１５におけるコントローラ／プロセッサ４８０および／またはその他のプ
ロセッサおよびモジュールは、図６乃至１１において例示される機能ブロック、および／
またはここにおいて説明される技法に関するその他のプロセスを実行することまたは実行
を指示することができる。メモリ４４２および４８２は、ｅＮＢ１０５およびＵＥ１１５
に関するデータおよびプログラムコードをそれぞれ格納することができる。スケジューラ
４４４は、ダウンリンクおよび／またはアップリンクでのデータ送信のためにＵＥをスケ
ジューリングすることができる。
【００７５】
　　[0088]　キャリアアグリゲーション機能において、セカンダリセルは、ＲＲＣ再構成
メッセージを用いて基地局によって半静的に（ｓｅｍｉ－ｓｔａｔｉｃａｌｌｙ）構成さ
れ得る。次に、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）制御要素を用いて高速で基地局によって
セカンダリセルの起動および動作停止が行われ得る。さらに、ＵＥにおける電力を節約す
るために、ＵＥにおけるタイマを用いてセカンダリセルはまた動作停止され得る。デフォ
ルト上は、タイマは、無限大に設定され得るが、様々な無線フレーム長であるように設定
され得る。例えば、タイマは、２、４、８、１６、３２、６４、または１２８の無線フレ
ームのうちの１つに設定され得る。ＵＥは、セカンダリセルに関して設定された数のサブ
フレームの間ダウンリンク許可が受信されない場合はセカンダリセルをモニタリングする
のを停止する。本開示の態様は、免許不要スペクトルの送信の不確定要因を考慮に入れた
免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに関するセカンダリセル動
作停止タイマ設定を提供する。
【００７６】
　　[0089]　本開示の第１の態様において、動作停止タイマ設定は、ＣＣＡの成功に依存
することができる。図５Ａは、本開示の一態様により構成された通信システムにおける一
連の送信無線フレーム１乃至Ｘを有する送信ストリーム５０を例示したブロック図である
。例示されるシステム内のＵＥの動作停止タイマは、ＣＣＡの成功がＵＥによって検出さ
れているときに、特定の連続的な無線フレームの数Ｎに構成または設定され得る。この例
の目的上、ＵＥは、Ｎの無線フレームの継続時間の間タイマを設定する動作停止タイマの
設定５００をフレーム１において受信する。ＣＣＡの成功は、チャネル予約信号の送信を
検出することによって検出され得る。基地局またはその他の送信ノードが成功裏のＣＣＡ
検査を検出したときに、基地局は、データ送信をただちに開始するかまたは次の無線フレ
ームのためにチャネルを予約する信号の送信を開始する。チャネル予約信号は、データ送
信、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）、または、（例えば、成功裏のＣＣＡの後に
）基地局がチャネルで送信する権限を付与されていることを識別する基地局からのその他
のシグネチャ信号であることができる。ＵＥが、５０１においてクリアＣＣＡ検査を検出
後に該チャネル予約信号を検出したときには、５０２において、Ｎの連続する無線フレー
ムに関して動作停止タイマが始動され、従って、チャネル予約信号を検出後にＮの連続す
る無線フレームに関してデータがスケジューリングされないときには、ＵＥは、セカンダ
リセルを動作停止させる。例示されるように、Ｎは、サービング基地局によって４つの無
線フレームとして選択されている。従って、ＵＥがフレーム３乃至６にわたってスケジュ
ーリングされたデータを受信しない場合は、セカンダリセルを動作停止させる。しかしな
がら、動作停止タイマは、成功裏のＣＣＡ結果の検出に依存する。ＵＥがフレーム１にお
いてタイマ設定を受信したときに、タイマは、第１の成功裏のＣＣＡが検出されるまで開
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始しない。該ＣＣＡ依存動作停止タイマ方式を使用することで、タイマ継続時間は、小さ
い無線フレーム数（例えば、２つ、４つ、および８つの無線フレーム）に関して設定され
得る。
【００７７】
　　[0090]データは、セルフスケジューリングがダウンリンク許可のために使用されると
きには制御チャネルデータを意味し、データは、クロスキャリアスケジューリングがダウ
ンリンク許可のために使用されるときにはデータチャネルデータを意味することが注目さ
れるべきである。
【００７８】
　　[0091]　図６Ａおよび６Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局にお
いて実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。ブロック６０３において、サ
ービング基地局は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのための継続
時間の設定を送信する。ブロック６００において、ＵＥは、動作停止タイマのこの設定を
受信し、それに応じてその動作停止タイマを設定する。ブロック６０１において、ＵＥは
、サービング基地局からのセカンダリセルを通じてのチャネル予約信号（例えば、ＣＵＢ
Ｓ、等）を検出し、ブロック６０２において、チャネル予約信号に応答して動作停止タイ
マを始動させる。ブロック６０４において、サービング基地局も、セカンダリセルに関す
る成功裏のＣＣＡを検出し、ブロック６０５において、ＵＥに関するセカンダリセルに関
連する並行動作停止タイマを始動させる。ＵＥが動作停止タイマの継続時間内にセカンダ
リセルを通じてデータのスケジューリングまたは送信を検出しない場合は、ＵＥは、セカ
ンダリセルを動作停止させる。基地局は、それの並行タイマを維持し、タイマの継続時間
中にＵＥに関してデータがスケジューリングされない場合は、セカンダリセルは動作停止
タイマの時間切れ時にＵＥによって動作停止されていると識別する。
【００７９】
　　[0092]　本開示の第２の代替態様において、動作停止タイマの設定は、ＣＣＡの成功
から独立していることができる。図５Ｂに戻り、機能ブロック図は、本開示の一態様によ
り構成された通信システムにおいて一連の無線フレーム１－Ｘを有する送信ストリーム５
１を例示する。５０３において、ＵＥは、サービング基地局から動作停止タイマ設定を受
信する。該ＣＣＡ独立設定においては、免許不要スペクトルにおけるコンポーネントキャ
リアに関する動作停止タイマの値は、チャネルアクセスの不確定要因を考慮に入れるため
に増加される。例えば、２つ、４つ、８つの無線フレームの動作停止タイマは、幾つかの
公共陸上モバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）およびＷｉＦｉノードにおけるチャネルに関
しては小さすぎることがある。図５ＡのＣＣＡ依存動作停止タイマ設定方式において例示
されるように、動作停止タイマが４つの無線フレームの継続時間に設定される場合は、タ
イマが時間切れになり、セカンダリセルは、第１の成功裏のＣＣＡがフレーム１８におい
て達成される前にでも動作が停止される。従って、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定方式で
は、継続時間は、セカンダリセルが免許不要スペクトルにあるときにはより長い継続時間
が選択される。
【００８０】
　　[0093]　例えば、免許不要スペクトルが特定のセカンダリセルに関して検出されたと
きには、動作停止タイマは、増加されたタイマ値（例えば、１６、３２、６４、または１
２８の無線フレーム）に設定される。従って、５０３において動作停止タイマが設定され
るときには、ＵＥは、動作停止タイマに関連するセカンダリセルが要免許スペクトルにあ
るかまたは免許不要スペクトルにあるかを検出する。セルが免許不要スペクトルにある場
合は、ＵＥは、一組の免許不要継続時間値からタイマ継続時間Ｎを選択する。免許不要の
動作停止タイマの継続時間の組は、より長い継続時間（例えば、１６、３２、６４の無線
フレーム、等）である。免許不要タイマ継続時間がいったん選択された時点で、ＵＥは、
より長い免許不要継続時間を用いて動作停止タイマを再設定して始動させる。Ｎの無線フ
レーム内にダウンリンク送信が検出されない場合は、ＵＥは、セカンダリセルを動作停止
させる。ＵＥが、５０５において、ＵＥによって再設定された３２の無線フレームの継続
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時間内にあるフレーム１８中に第１のクリアＣＣＡを検出する。フレーム１８よりも後か
らフレーム３２までデータがスケジューリングされず送信もされない場合は、ＵＥは、第
２のセルを動作停止させる。
【００８１】
　　[0094]　図７Ａおよび７Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局にお
いて実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。ブロック７０４において、サ
ービング基地局は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマの設定を送信
する。ブロック７００において、ＵＥは、動作停止タイマの継続時間を含む設定信号を受
信する。ブロック７０１において、ＵＥは、セカンダリセルが要免許スペクトル内にある
かまたは免許不要スペクトル内にあるかを決定する。ブロック７０２において、セカンダ
リセルが免許不要スペクトル内にあると決定されたときには、ＵＥは、免許不要スペクト
ル継続時間を用いて動作停止タイマを再設定する。免許不要スペクトル継続時間は、短い
継続時間選択肢よりも長い（例えば、１６の無線フレームよりも大きい）ことができる。
ブロック７０５において、サービング基地局は、セカンダリセルが免許不要スペクトル上
にあることを認識し、さらに、ブロック７０６において、より長い免許不要スペクトル継
続時間を用いてそれの並行な動作停止タイマを再設定する。ブロック７０３および７０７
において、ＵＥおよびサービング基地局は、それぞれ、免許不要スペクトル継続時間への
再設定後にそれらの動作停止タイマを始動させる。動作停止タイマの時間切れ前にデータ
が受信されない場合は、ＵＥは、セカンダリセルを動作停止させることができる。サービ
ング基地局は、ＵＥへの送信をスケジューリングするためのデータなしでそれの並行する
動作停止タイマが時間切れになった後に、セカンダリセルがＵＥによって動作停止されて
いると識別する。
【００８２】
　　[0095]　本開示の第３の代替態様において、ＣＣＡ依存態様とＣＣＡ独立態様との間
の選択は、スレショルドタイマ値に基づく。例えば、動作停止タイマがより小さい値（例
えば、２つ、４つ、または８つの無線フレーム）に設定された場合は、ＣＣＡ依存タイマ
設定が使用される。このように、動作停止タイマは、成功裏のＣＣＡの検出（例えば、チ
ャネル予約信号の検出）時点にのみ始動される。そうでない場合、動作停止タイマがより
大きい値（例えば、１６以上の無線フレーム）に設定された場合は、ＣＣＡ独立タイマ設
定が使用される。
【００８３】
　　[0096]　図８Ａおよび８Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地局にお
いて実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。ブロック８０４において、サ
ービング基地局は、特定のＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タイマのため
の継続時間の設定を送信する。ブロック８００において、ＵＥは、動作停止タイマの設定
を受信する。ブロック８０２において、設定された継続時間が予め決定されたスレショル
ド長を満たすかどうかの決定がＵＥによって行われる。設定継続時間が小さいまたは少な
い数の無線フレームである場合は、ＵＥは、ブロック８０２において、ＣＣＡ依存動作停
止タイマ設定を選択する。設定継続時間が大きいまたはより多い数の無線フレームである
場合は、ＵＥは、ブロック８０３においてＣＣＡ独立動作停止タイマ設定を選択する。基
地局側では、基地局も、ブロック８０６において、設定された継続時間が予め決定された
スレショルドを満たすかどうかの決定を行う。そうでない場合で、継続時間がより小さい
場合は、ブロック８０７において、基地局は、それの並行する動作停止タイマに関するＣ
ＣＡ依存タイマ設定を識別する。設定された継続時間がより大きい場合は、ブロック８０
８において、基地局は、それの並行な動作停止タイマのためのＣＣＡ独立動作停止タイマ
設定を識別する。ブロック８０４および８０９において、ＵＥおよびサービング基地局は
、それぞれ、選択されたまたは識別された動作停止タイマ設定によりそれらの動作停止タ
イマを始動させる。
【００８４】
　　[0097]　追加の代替態様において、３つのすべての代替態様がサポートされ得、基地
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局は、代替態様のうちのいずれが使用されるべきであるかを、ＲＲＣ再設定メッセージを
通じてＵＥに示す。図９Ａおよび９Ｂは、本開示の態様を実装するためにＵＥおよび基地
局において実行されるブロック例を示した機能ブロック図である。ブロック９０３におい
て、サービング基地局は、ＵＥにおいて適用すべき動作停止タイマ方式を識別する指示を
ＵＥに送信する。その指示は、図５Ａ、６Ａ、および６Ｂにおいて例示されるＣＣＡ依存
動作停止タイマ設定、図５Ｂ、７Ａ、および７Ｂにおいて例示されるＣＣＡ独立動作停止
タイマ設定、または、図８Ａおよび８Ｂにおいて例示されるハイブリッドのＣＣＡ依存／
ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定を識別することができる。ブロック９００において、ＵＥ
は、いずれの動作停止タイマ方式を適用すべきかを識別する指示を受信する。ブロック９
０４において、サービング基地局は、ＵＥに関連するセカンダリセルに関する動作停止タ
イマの継続時間の設定を送信する。ブロック９０１において、ＵＥは、動作停止タイマに
関する設定された継続時間を受信する。ブロック９０２および９０５において、ＵＥおよ
びサービング基地局は、それぞれ、図５乃至８において例示されるように、識別された動
作停止タイマ方式によりそれらの動作停止タイマを始動させる。
【００８５】
　　[0098]　上記の３つの代替策に関して説明される様々な態様は、免許不要スペクトル
を有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに関する補足的ダウンリンクモードおよびスタ
ンドアロンモードに適用することができる。キャリアアグリゲーションモードにおける免
許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに適用可能な追加の態様は、
アップリンク送信に関する不確実性を取り扱うための追加の特徴を含むことができる。セ
カンダリセルを通じてのアップリンク通信に関して、セカンダリセルは、ある数Ｍの無線
フレーム後の特定のコンディションの下でアップリンク動作停止タイマを用いて動作停止
され得る。例えば、ＵＥがクロスキャリアスケジューリングされ、各無線フレームにおい
てアップリンク許可を連続的に受信した後にＭの無線フレームに関してアップリンクチャ
ネルにアクセスすることができないときには、ＵＥは、セカンダリセルを動作停止させる
ことができる。さらに、ＵＥがセルフスケジューリングされ、ダウンリンク送信を検出し
てアップリンク許可を受信した後にＭの無線フレームに関してアップリンクチャネルにア
クセスすることができないときには、ＵＥは、またセカンダリセルを動作停止させること
ができる。さらに、ＵＥは、セカンダリセルでダウンリンクトラフィック／活動が検出さ
れないときにセカンダリセルを動作停止させことができる。概して、アップリンク動作停
止タイマのために設定された無線フレーム数Ｍは、ダウンリンク動作停止タイマのために
構成された無線フレーム数Ｎと等しくないことが注目されるべきである。より大量のダウ
ンリンクトラフィックが存在するときには、Ｍは、典型的には、ダウンリンク送信のため
にリソースをより素早く解放するために小さくなる。そうでない場合は、Ｍは、値の点で
Ｎに近いものであり得る。
【００８６】
　　[0099]　図１０は、本開示の１つの態様を実装するために実行されるブロック例を示
した機能ブロック図である。ブロック１０００において、ＵＥは、免許不要セカンダリセ
ルのためのアップリンク許可を受信する。アップリンク送信準備のために、ＵＥは、ブロ
ック１００１において、免許不要セカンダリセルセルに関するＣＣＡ検査を行う。ブロッ
ク１００２において、免許不要セカンダリセルでダウンリンク送信が検出されるかどうか
の決定が行われる。免許不要セカンダリセルでダウンリンク送信、従って、活動、が検出
されない場合は、ブロック１００６において、ＵＥは、免許不要セカンダリセルを動作停
止させる。免許不要セカンダリセルで活動が検出された場合は、ブロック１００３におい
て、クリアＣＣＡが検出されているかどうかに関する他の決定が行われる。そうである場
合は、ＵＥは、ブロック１０００においてそれのアップリンク送信を行い、プロセスの始
めに戻ることができる。他方、クリアＣＣＡが検出されていない場合で、ブロック１００
４において、免許不要セカンダリキャリアでアップリンク許可がセルフスケジューリング
された場合は、ブロック１００６において、ＵＥは、免許不要セカンダリキャリアを動作
停止させる。他方、アップリンク許可がクロスキャリアスケジューリングされた場合は、
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ブロック１００５において、動作停止タイマの継続時間内に各フレームでアップリンク許
可が受信されているかどうかの決定が行われる。そうでない場合は、ＵＥは、ブロック１
０００からプロセスを継続する。他方、動作停止タイマの継続時間内に各フレームでアッ
プリンク許可が受信されているが、ＵＥが継続時間内に免許不要セカンダリセルにアクセ
スすることができていない場合は、ブロック１００６において、ＵＥは、免許不要セカン
ダリセルを動作停止させる。
【００８７】
　　[00100]　本開示の追加の態様は、ダウンリンクＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）の取り扱
いを提供する。ＣＣＡは、様々な規制上の要件の対象となる自律的送信のために必要でな
い。これらの送信は、ＣＥＴと呼ばれ、定期的に、例えば８０ｍｓごとに、スケジューリ
ングすることができ、サブフレームの一部分の継続時間を有する。ＣＥＴは、ダウンリン
ク送信およびアップリンク送信の両方において存在することができ、システム情報および
その他の関連する情報（例えば、グループ電力制御、等）を搬送することができる。本開
示の態様は、ＵＥが該ダウンリンクＣＥＴを正確に復号することができないときに動作停
止タイマを使用することを提供する。例えば、ＵＥがＭの連続する無線フレームに関して
ダウンリンクＣＥＴを正確に復号することができない場合は、ＵＥは、特定のセカンダリ
セルでＣＥＴは復号されることができないことのメッセージをアップリンク（他のセルの
要免許または免許不要アップリンクのいずれか）で基地局に送信し、セルを動作停止させ
ることができる。
【００８８】
　　[00101]　本開示の追加の態様は、またキャリアアグリゲーションモードおよびスタ
ンドアロンモードにおける免許不要スペクトルを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワーク
においてアップリンクＣＥＴの取り扱いを提供する。ダウンリンクＣＥＴの取り扱いと同
様に、本開示の態様は、基地局が該アップリンクＣＥＴを正確に復号することができない
ときに動作停止タイマを使用することを提供する。例えば、基地局がＭの連続する無線フ
レームの間にアップリンクＣＥＴを正確に復号することができない場合は、基地局は、Ｃ
ＥＴは復号されることができないことのメッセージをＵＥに送信し（他のセルの要免許ま
たは免許不要ダウンリンクのいずれか）、セルを動作停止させることができる。スタンド
アロンモードで動作するときには、プライマリセルは動作停止されることができないこと
が注目されるべきである。
【００８９】
　　[00102]　図１１は、ＣＥＴを取り扱う際に本開示の一態様を実装するために実行さ
れるブロック例を示した機能ブロック図である。ブロック１１００において、受信機は、
受信機としてのＵＥ、またはＵＥ送信の受信機としての基地局のいずれかであることがで
き、免許不要キャリアを通じて送信機からＣＥＴを周期的に受信する。送信機は、ＵＥに
ダウンリンクデータを送信するときには基地局であることができ、基地局にアップリンク
データを送信するときにはＵＥであることができる。ＣＥＴは、定期的にスケジューリン
グされた間隔で、例えば８０ｍｓごとに、送信され、幾つかの数の連続する送信にわたっ
てＣＥＴが復号されることができない場合は、該ＣＥＴが送信されるセカンダリセルが適
切でないおそれがある。従って、ブロック１１０１において、ＣＥＴ送信が予め決定され
た数の連続する送信に関して適切に復号されていないかどうかの決定が行われる。適切に
復号されていない場合で、幾つかが成功裏に復号されている場合は、受信機は、ブロック
１１００においてプロセスに戻る。他方、ＣＥＴが予め決定された数の連続する送信に関
して成功裏に復号されていない場合は、ブロック１１０２において、受信機は、ＣＥＴが
成功裏に復号されていないことを示すメッセージをアクセス可能なキャリアを介して送信
機に送信し、ブロック１１０３において、受信機は、免許不要キャリアを動作停止させる
。送信機にメッセージを成功裏に送信するために、ブロック１１０２において、受信機は
、要免許キャリアまたはＣＥＴを受信中である現在の免許不要キャリアと異なる他の免許
不要キャリアのいずれかを用いてメッセージを送信する。
【００９０】
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　　[00103]　図１２および１３は、本開示の一態様により構成されたＵＥ１２００およ
び基地局１３００のコンポーネントを例示したブロック図である。ＵＥ１２００は、コン
トローラ／プロセッサ４８０を含む。コントローラ／プロセッサ４８０は、メモリ４８２
に格納されたロジックを実行する１つ以上のプロセッサを含み、および、ＵＥ１２００の
特徴および機能を提供するコンポーネントおよびハードウェアを制御する。同様に、基地
局１３００は、コントローラ／プロセッサ４４０を含む。コントローラ／プロセッサ４４
０は、メモリ４４２に格納されたロジックを実行する１つ以上のプロセッサを含み、およ
び、基地局の特徴および機能を提供するコンポーネントおよびハードウェアを制御する。
ＵＥ１２００および基地局１３００は、図５乃至１１においてそれぞれ例示される様々な
態様を通じてプロセスおよび手順を実行し、および機能を実施することができる。例えば
、メモリ４８２および４４２のそれぞれにおけるＣＣＡ検査モジュール１２０１および１
３０１は、ＣＣＡ依存動作停止タイマ設定に関して、免許不要キャリアを通じてのアップ
リンク通信に関するＣＣＡ検査を行うためだけでなく、その他のサービング基地局からの
成功裏のＣＣＡ検査に関して検出するために、コントローラ／プロセッサ４８０および４
４０によって実行され得る。メモリ４８２および４４０における免許不要継続時間１２０
２および１３０２は、ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定でも使用され得る。受信された継続
時間がスレショルドを下回るときには、ＵＥ１２００は、免許不要継続時間１２０２およ
び１３０２からより長い継続時間を選択することができ、基地局１３００は識別すること
ができる。さらに、ＵＥ１２００および基地局１３００の各々は、メモリ４８２および４
４２において、動作停止タイマ方式１２０３および１３０３における様々な動作の機能を
維持することによって、ハイブリッドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立動作停止タイマ設定また
はすべての該動作停止タイマ方式の選択可能な動作を使用することができる。ハイブリッ
ドのＣＣＡ依存／ＣＣＡ独立設定を動作させる際に、コントローラ／プロセッサ４８０お
よび４４０は、ＣＣＡ依存設定方式が小さい継続時間に関して使用されるかまたはＣＣＡ
－独立設定方式が長い継続時間に関して使用されるかを決定するために設定された継続時
間をスレショルドと比較する。従って、図５乃至１１において例示される本開示の様々な
態様は、ＵＥ１２００および基地局１３００の特徴およびコンポーネントを用いて実装さ
れ得る。
【００９１】
　　[00104]　情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを用い
て表すことができることを当業者は理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて
参照されることがあるデータ、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、磁粒子、光学場、光学粒子、またはそれらのあら
ゆる組合せによって表すことができる。
【００９２】
　　[00105]　図６乃至１１の機能ブロックおよびモジュールは、プロセッサ、電子デバ
イス、ハードウェアデバイス、電子コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコ
ード、ファームウェアコード、等、またはそれらのあらゆる組み合わせを備えることがで
きる。
【００９３】
　　[00106]　ここにおける開示と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、回路、およびアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、または両方の組み合わせとして実装可能であることを当業者はさらに認識
するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、上記に
おいては、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステッ
プが、それらの機能の観点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとしてまた
はソフトウェアとして実装されるかは、特定の用途および全体的システムに対する設計上
の制約事項に依存する。当業者は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様
々な形で実装することができるが、該実装決定は、本開示の適用範囲からの逸脱を生じさ
せるものであるとは解釈されるべきではない。ここにおいて説明されるコンポーネント、
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方法、または相互作用の順序または組み合わせは、単なる例であること、および本開示の
様々な態様のコンポーネント、方法、または相互作用は、ここにおいて例示および説明さ
れる形以外のそれらで結合または実施できること、も当業者は容易に認識するであろう。
【００９４】
　　[00107]　ここにおける開示と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、および回路は、ここにおいて説明される機能を果たすように設計された汎用
プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、その他のプログラマブル論理デバ
イス、ディスクリートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジック、ディスク
リートハードウェアコンポーネント、またはそれらのあらゆる組合せ、を用いて実装また
は実行することができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができるが、
代替においては、プロセッサは、従来のどのようなプロセッサ、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ってもよい。プロセッサは、コンピューティン
グデバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰと、１つの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との組合せ、ＤＳＰコアと関連する１つ以上のマイクロプロセッサと
の組合せ、またはあらゆるその他の構成、として実装することも可能である。
【００９５】
　　[00108]　ここにおける開示と関係させて説明される方法またはアルゴリズムのステ
ップは、直接ハードウェア内において、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジ
ュール内において、またはそれらの２つの組み合わせ内において具現化することができる
。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲ
ＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、取り外し可
能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当業界において既知であるその他のあらゆる形態の
記憶媒体において常駐することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体か
ら情報を読み出すことおよび記憶媒体に情報を書き込むことができるような形でプロセッ
サに結合される。代替において、記憶媒体は、プロセッサと一体化させることができる。
プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に常駐することができる。ＡＳＩＣは、ユーザ
端末内に常駐することができる。代替において、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端
末内において個別コンポーネントとして常駐することができる。
【００９６】
　　[00109]　１つ以上の例示的な設計において、説明される機能は、ハードウェア、ソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらのあらゆる組み合わせにおいて実装すること
ができる。ソフトウェアにおいて実装される場合は、それらの機能は、コンピュータ読み
取り可能媒体において１つ以上の命令またはコードとして格納することまたは送信するこ
とができる。コンピュータ読み取り可能媒体は、コンピュータ記憶媒体と、１つの場所か
ら他へのコンピュータプログラムの転送を容易にするあらゆる媒体を含む通信媒体と、の
両方を含む。コンピュータ読み取り可能記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによっ
てアクセス可能なあらゆる利用可能な媒体であることができる。例として、および限定す
ることなしに、該コンピュータ読み取り可能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭまたはその他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の
磁気記憶装置、または、希望されるプログラムコード手段を命令またはデータ構造の形態
で搬送または格納するために用いることができおよび汎用または専用コンピュータ、また
は汎用または専用プロセッサによってアクセス可能なその他の媒体、を備えることができ
る。さらに、接続は、コンピュータ読み取り可能媒体であると適切に呼ぶことができる。
例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、またはデジタ
ル加入者ライン（ＤＳＬ）を用いてウェブサイト、サーバ、またはその他の遠隔ソースか
ら送信される場合は、その同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、またはＤＳＬ
は、媒体の定義の中に含まれる。ここにおいて用いられるときのディスク（ｄｉｓｋおよ
びｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レーザーディスク（登録
商標）（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルディスク（Ｄ
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ＶＤ）（ｄｉｓｃ）と、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイデ
ィスク（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通常は磁気的にデータを複製し、ｄ
ｉｓｃは、レーザを用いて光学的にデータを複製する。上記の組み合わせも、コンピュー
タ読み取り可能媒体の適用範囲内に含められるべきである。
【００９７】
　　[00110]　請求項内を含むここにおいて使用される場合、表現“および／または”は
、２つ以上の項目のリストにおいて使用されるときには、記載される項目のうちのいずれ
か１つそれ自体を採用することができること、または、記載される項目のうちの２つ以上
のあらゆる組み合わせを採用することができることを意味する。例えば、ある構成が、構
成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣを含むとして記述される場合は、その構成は、Ａのみ、
Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組み合わせ、ＡとＣの組み合わせ、ＢとＣの組み合わせ、また
は、Ａ、Ｂ、およびＣの組み合わせを含むことができる。さらに、請求項内を含むここに
おいて使用される場合において、“～のうちの少なくとも１つの”によって始まる項目の
リストにおいて使用される“または”は、離接的リストを示し、従って、例えば、“Ａ、
Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つの”のリストは、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢま
たはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）またはこれらのうち
のいずれかの組み合わせを意味する。
【００９８】
　　[00111]　本開示に関する前の説明は、当業者が本開示を製造または使用することを
可能にするために提供される。本開示に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明確
になるであろう、およびここにおいて定められる一般原理は、本発明の精神または適用範
囲から逸脱せずにその他の変形に対して適用することができる。以上のように、本開示は
、ここにおいて示される例および設計に限定されるものではなく、ここにおいて開示され
る原理および新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきで
ある。
【図１】 【図２Ａ】
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【図２Ｂ】 【図３】

【図４】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６Ａ】

【図６Ｂ】 【図７Ａ】
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【図７Ｂ】 【図８Ａ】

【図８Ｂ】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】
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