
JP 2019-110563 A 2019.7.4

10

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】セルラーネットワークがより混雑し、通信事業
者が無認可スペクトルを使用して通信の効率を向上させ
る場合でも、無認可スペクトルを効果的に使用すること
ができることを保証するような協調を提供する。
【解決手段】基地局が無認可スペクトルにおけるチャネ
ルにアクセスするための競合ベースのダウンリンクチャ
ネルアクセスプロシージャを実行する時間期間を識別す
る。基地局は、様々な基地局がこの時間期間中のそれぞ
れに異なる時間間隔の間のチャネルアクセスを求めるこ
とができるように調整され、次いで、ＵＥに関する競合
ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャは
、チャネルアクセス権を勝ち取った基地局に関連する１
つまたは複数のＵＥを好むように修正される。
【選択図】図１４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別することと、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定することと、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベー
スのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記修正することは、
　前記決定することに応答して前記第１のＵＥにおいてクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行するための時間を調整することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと前記決定することは、
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定するために前記基地局のチ
ャネル使用状況ビーコン信号（ＣＵＢＳ）をモニタすることを備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記調整することは、
　前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するための最も早い利用可能な
ＣＣＡ間隔になるように、前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を変更することを備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定することに応答して前記第
１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るのを好むよ
うに前記第２の基地局に関連する第２のＵＥに関する前記アップリンクチャネルアクセス
プロシージャを修正することをさらに備える、
　請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のＵＥのための前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するこ
とは、前記第２のＵＥが最も早いＣＣＡ間隔の間に前記アップリンクチャネルアクセスプ
ロシージャを実行するようにスケジュールされるときに前記第１のＵＥのためにスケジュ
ールされたＣＣＡ間隔を前記第２のＵＥに割り当てることを備える、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記修正することは、次式のように前記基地局のグループＩＤに基づいて前記第１のＵ
ＥのＣＣＡ間隔を決定するためのマッピング関数ＦU（ｇｒｏｕｐＩＤ，ｔ）を修正する
ことを備え、
【数１】

　ここで、ｇA（ｔ）＝前記第１の基地局の前記グループＩＤであり、
　ｇB（ｔ）＝前記最も早い利用可能なＣＣＡ間隔においてアップリンクＣＣＡを実行し
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たであろう１つまたは複数のＵＥのグループＩＤである、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のＵＥに関する前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するこ
とは、
　前記第１のＵＥのスケジュールされたＣＣＡ間隔と前記最も早い利用可能なＣＣＡ間隔
との間のＣＣＡ間隔の数を決定することと、
　前記第２のＵＥのスケジュールされたＣＣＡ間隔を前記決定された数のＣＣＡ間隔だけ
シフトすることと
　を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記修正することは、次式のように前記基地局のグループＩＤに基づいて前記第１のＵ
ＥのＣＣＡ間隔を決定するためのマッピング関数ＦU（ｇｒｏｕｐＩＤ，ｔ）を修正する
ことを備え、

【数２】

　ここで、ｇA（ｔ）＝前記第１の基地局の前記グループＩＤである、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のＵＥに関する前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するこ
とは、
　アップリンクチャネルアクセスを後続のチャネルアクセス期間まで遅延させることを備
える、
　請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記修正することは、
　複数の利用可能なクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔から前記第１の基地局の
スケジュールされたＣＣＡ間隔を決定することと、
　前記第１の基地局の前記スケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて前記第１のＵＥのＣ
ＣＡ間隔を設定することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の基地局および前記第２の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシ
ージャを実行する前記時間期間は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔を備え、
前記第１の基地局と前記第２の基地局の前記ＣＣＡ間隔は重複せず、前記第１の基地局と
少なくとも１つの他の基地局の前記ＣＣＡ間隔が重複する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定され
、前記第１の基地局および前記少なくとも１つの他の基地局を備える基地局のグループは
同じＣＣＡ間隔を有する、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することは、
　基地局の前記グループのうちの前記基地局の１つが前記チャネルへのチャネルアクセス
権を勝ち取ったと決定することと、
　前記決定することに応答して前記第１のＵＥおよび前記少なくとも１つの他の基地局に
関連する少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間を調整すること
と
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　を備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記調整することは、
　ＣＣＡ間隔のセットから基地局の前記グループに関連するＵＥのＣＣＡ間隔を選択する
ことを備え、ＣＣＡ間隔の前記セットは、基地局の前記グループの外部の１つまたは複数
の基地局に関連する１つまたは複数のＵＥのＣＣＡ間隔よりも早いＣＣＡ間隔を備える、
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別するための手段と、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定するための手段と、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベー
スのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１７】
　前記修正するための手段は、前記決定することに応答して前記第１のＵＥにおいてクリ
アチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するための時間を調整する、請求項１６に記載
の装置。
【請求項１８】
　前記修正するための手段は、前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行す
るための最も早い利用可能なＣＣＡ間隔になるように、前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を変
更する、
　請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記修正するための手段は、複数の利用可能なクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）
間隔から前記第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ間隔を決定し、前記第１の基地局
の前記スケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を設定する
、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１の基地局および前記第２の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシ
ージャを実行する前記時間期間は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔を備え、
前記第１の基地局と前記第２の基地局の前記ＣＣＡ間隔は、重複せず、前記第１の基地局
と少なくとも１つの他の基地局の前記ＣＣＡ間隔が重複する、
　請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定され
、前記第１の基地局および前記少なくとも１つの他の基地局を備える基地局のグループは
同じＣＣＡ間隔を有する、
　請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを前記修正するための手段は、基地局
の前記グループのうちの前記基地局の１つが前記チャネルへのチャネルアクセス権を勝ち
取ったと決定し、前記決定することに応答して前記第１のＵＥおよび前記少なくとも１つ
の他の基地局に関連する少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間
を調整する、
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　請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　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、前記プロセッサは、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別することと、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定することと、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベー
スのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することと
　を行うように構成される、装置。
【請求項２４】
　前記プロセッサは、前記決定することに応答して前記第１のＵＥにおいてクリアチャネ
ルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するための時間を調整することを行うようにさらに構成
される、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記プロセッサは、前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するための
最も早い利用可能なＣＣＡ間隔になるように、前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を変更するこ
とを行うようにさらに構成される、
　請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記プロセッサは、複数の利用可能なクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔から
前記第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ間隔を決定することと、前記第１の基地局
の前記スケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を設定する
こととを行うようにさらに構成される、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第１の基地局および前記第２の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシ
ージャを実行する前記時間期間は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔を備え、
前記第１の基地局と前記第２の基地局の前記ＣＣＡ間隔は重複せず、前記第１の基地局と
少なくとも１つの他の基地局の前記ＣＣＡ間隔が重複する、
　請求項２３に記載の装置。
【請求項２８】
　前記ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定され
、前記第１の基地局および前記少なくとも１つの他の基地局を備える基地局のグループは
同じＣＣＡ間隔を備える、
　請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記プロセッサは、基地局の前記グループのうちの前記基地局の１つが前記チャネルへ
のチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定し、前記決定することに応答して前記第１のＵ
Ｅおよび前記少なくとも１つの基地局に関連する少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣ
Ａを実行するための時間を調整するようにさらに構成される、
　請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するための非一時的コンピュータ可読媒体で
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あって、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別するための命令と、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定するための命令と、
　前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベースのアップリ
ンクチャネルアクセスプロシージャを、前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける
前記チャネルへのアクセス権を得るのを好むように修正するための命令と
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　[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８日に出願
された、「Coupling Uplink and Downlink CCA in LTE-U」と題する、Ｂｈｕｓｈａｎら
による米国特許出願第１４／４８０，５５３号、および２０１３年９月１１日に出願され
た、「Coupling Uplink and Downlink CCA in LTE-U」と題する、Ｂｈｕｓｈａｎらによ
る米国仮特許出願第６１／８７６，６５５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
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、ノードＢ（ＮＢ）または発展型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）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（Ｗ
ＬＡＮ）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ＷＬＡ
Ｎ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）
のための通信をサポートし得、しばしば、同時に複数のＵＥと通信し得る。同様に、各Ｕ
Ｅは、いくつかのアクセスポイントと通信し得、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採用するアクセスポイントと通信し得る。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と通信し得る。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っているので、通信事業者は容量
を増やす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のＷＬＡＮの使用を含み
得る。ＷＬＡＮ（またはＷｉＦｉネットワーク）は、ＷｉＦｉネットワークが、認可スペ
クトル内で動作するセルラーネットワークとは異なり、一般に無認可スペクトル内で動作
し、したがって、スペクトルへの公正なアクセスを可能にするために制定された規則に従
う様々なエンティティによって使用することができるので魅力的な特徴を有する場合があ
る。しかしながら、無認可スペクトルへのアクセスは、無認可スペクトルにアクセスする
ために同じまたは異なる技法を使用する、同じまたは異なる通信事業者展開のアクセスポ
イントが、共存し、無認可スペクトルを効果的に使用することができることを保証するよ
うな協調を必要とし得る。さらに、無認可スペクトルにおいて様々なチャネルを効率的に
使用するための技法が望ましい場合もある。
【発明の概要】
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【０００５】
　[0005]説明する機能は、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シ
ステム、方法、および／またはデバイスに関し、より詳細には、無認可スペクトルを使用
する通信における効率を向上させる場合がある競合ベースのチャネルアクセスプロシージ
ャに関する。実施形態では、基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにアクセスする
ための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時間期間が識
別されてもよい。基地局は、様々な基地局がこの時間期間中のそれぞれに異なる時間間隔
の間のチャネルアクセスを求めることができるように調整されてもよい。次いで、ＵＥに
関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャは、チャネルアクセス権
を勝ち取った基地局に関連する１つまたは複数のＵＥを好むように修正されてもよい。し
たがって、互いに関連するＵＥと基地局がそれぞれ、アップリンク通信およびダウンリン
ク通信に関するチャネルアクセス権を勝ち取る可能性が高い場合があり、システムの効率
が向上する場合がある。
【０００６】
　[0006]いくつかの態様によれば、ワイヤレス通信のための方法が提供される。この方法
は一般に、少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャ
ネルにアクセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実
行する時間期間を識別することと、第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝
ち取ったかあるいは勝ち取る可能性が高いと決定することと、第１の基地局に関連する第
１のＵＥが無認可スペクトルにおけるチャネルへのアクセス権を得るのを好むように第１
のＵＥに関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正すること
とを含む。修正することは、たとえば、決定することに応答して第１のＵＥにおいてクリ
アチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するための時間を調整することを含んでもよい
。いくつかの例では、第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定することは
、第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定するために基地局のチャネル使
用状況ビーコン信号（ＣＵＢＳ）をモニタすることを含んでもよい。
【０００７】
　[0007]いくつかの例では、ＣＣＡを実行するための時間を調整することは、第１のＵＥ
のＣＣＡ間隔をアップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するための最も早い利
用可能なＣＣＡ間隔になるように変更することを含んでもよい。この方法は、第１の基地
局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定することに応答して第１のＵＥが無認可スペ
クトルにおけるチャネルへのアクセス権を得るのを好むように第２の基地局に関連する第
２のＵＥに関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するこ
とを含んでもよい。第２のＵＥに関するアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修
正することは、たとえば、第２のＵＥが最も早い利用可能なＣＣＡ間隔の間にアップリン
クチャネルアクセスプロシージャを実行するようにスケジュールされるときに第１のＵＥ
にスケジュールされたＣＣＡ間隔を第２のＵＥに割り当てることを含んでもよい。いくつ
かの例では、アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することは、次式のよう
に基地局のグループＩＤに基づいて第１のＵＥのＣＣＡ間隔を決定するためにマッピング
関数ＦU（ｇｒｏｕｐＩＤ，ｔ）を修正することを含んでもよい。
【０００８】
【数１】

【０００９】
　ここで、ｇA（ｔ）＝第１の基地局のグループＩＤ、であり、ｇB（ｔ）＝最も早い利用
可能なＣＣＡ間隔においてアップリンクＣＣＡを実行したであろう１つまたは複数のＵＥ
のグループＩＤ、である。
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【００１０】
　[0008]いくつかの例では、第２のＵＥに関するアップリンクチャネルアクセスプロシー
ジャを修正することは、第１のＵＥのスケジュールされたＣＣＡ間隔と最も早い利用可能
なＣＣＡ間隔との間のＣＣＡ間隔の数を決定することと、第２のＵＥのスケジュールされ
たＣＣＡ間隔を所定数のＣＣＡ間隔だけシフトすることとを含んでもよい。そのようなず
らしは、たとえば、次式のように基地局のグループＩＤに基づいて第１のＵＥのＣＣＡ間
隔を決定するためのマッピング関数ＦU（ｇｒｏｕｐＩＤ，ｔ）に従って決定されてもよ
い。
【００１１】
【数２】

【００１２】
　ここで、ｇA（ｔ）＝第１の基地局のグループＩＤ、である。いくつかの例では、第２
のＵＥに関するアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することは、アップリ
ンクチャネルアクセスをその後のチャネルアクセス期間まで遅延させることを含んでもよ
い。
【００１３】
　[0009]さらなる例では、第１のＵＥに関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセ
スプロシージャを修正することは、複数の利用可能なＣＣＡ間隔から第１の基地局のスケ
ジュールされたＣＣＡ間隔を決定することと、第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ
間隔に基づいて第１のＵＥのＣＣＡ間隔を設定することとを含んでもよい。第１の基地局
および第２の基地局がダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時間期間は
、第１の基地局と第２の基地局のＣＣＡ間隔が重複しないＣＣＡ間隔を含んでもよい。他
の例では、第１の基地局と少なくとも１つの他の基地局のＣＣＡ間隔は重複してもよい。
ＣＣＡ間隔は、重複しているときには、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に
基づいて決定されてもよく、第１の基地局および少なくとも１つの他の基地局を含む基地
局のグループは同じＣＣＡ間隔を有してもよい。アップリンクチャネルアクセスを修正す
ることは、基地局のグループのうちの基地局の１つがチャネルへのチャネルアクセス権を
勝ち取ったと決定することと、決定することに応答して第１のＵＥおよび少なくとも１つ
の他の基地局に関連する少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間
を調整することとを含んでもよい。そのような調整は、たとえば、ＣＣＡ間隔のセットか
ら基地局のグループに関連するＵＥのＣＣＡ間隔を選択することを含んでもよく、ＣＣＡ
間隔のセットは、基地局のグループの外部の１つまたは複数の基地局に関連する１つまた
は複数のＵＥのＣＣＡ間隔よりも早いＣＣＡ間隔を備える。
【００１４】
　[0010]別の態様では、ワイヤレス通信のための装置が提供される。この装置は一般に、
少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにアク
セスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時間
期間を識別するための手段と、第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取
ったかあるいは勝ち取る可能性が高いと決定するための手段と、第１の基地局に関連する
第１のＵＥが無認可スペクトルにおけるチャネルへのアクセス権を得るのを好むように第
１のＵＥに関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するた
めの手段とを含む。いくつかの例では、修正するための手段は、決定することに応答して
第１のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間を調整してもよい。追加または代替とし
て、調整するための手段は、第１のＵＥのＣＣＡ間隔をアップリンクチャネルアクセスプ
ロシージャを実行するための最も早い利用可能なＣＣＡ間隔になるように変更してもよい
。修正するための手段は、複数の利用可能なＣＣＡ間隔から第１の基地局のスケジュール
されたＣＣＡ間隔を決定し、第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて第
１のＵＥのＣＣＡ間隔を設定してもよい。



(9) JP 2019-110563 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

【００１５】
　[0011]いくつかの例では、第１の基地局および第２の基地局がダウンリンクチャネルア
クセスプロシージャを実行する時間期間はＣＣＡ間隔を含んでもよく、第１の基地局と第
２の基地局のＣＣＡ間隔は、重複しなくてもよい。他の例では、第１の基地局と少なくと
も１つの他の基地局のＣＣＡ間隔は重複してもよい。ＣＣＡ間隔は、重複しているときに
は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定されてもよく、第１の
基地局および少なくとも１つの他の基地局を含む基地局のグループは同じＣＣＡ間隔を有
してもよい。アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するための手段は、基地
局のグループのうちの基地局の１つがチャネルへのチャネルアクセス権を勝ち取ったと決
定し、決定することに応答して第１のＵＥおよび少なくとも１つの他の基地局に関連する
少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間を調整してもよい。
【００１６】
　[0012]別の態様では、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、プ
ロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリとを含む。プロセッサは、少なくとも
第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにアクセスするた
めの競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時間期間を識別
し、第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち取る可
能性が高いと決定し、第１の基地局に関連する第１のＵＥが無認可スペクトルにおけるチ
ャネルへのアクセス権を得るのを好むように第１のＵＥに関する競合ベースのアップリン
クチャネルアクセスプロシージャを修正するように構成されてもよい。プロセッサは、い
くつかの例では、たとえば、プロセッサに、第１のＵＥのＣＣＡ間隔をアップリンクチャ
ネルアクセスプロシージャを実行するための最も早い利用可能なＣＣＡ間隔になるように
変更させることなどによって、決定することに応答して第１のＵＥにおいてＣＣＡを実行
するための時間を調整するように構成されてもよい。プロセッサは、いくつかの例では、
複数の利用可能なＣＣＡ間隔から第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ間隔を決定し
、第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて第１のＵＥのＣＣＡ間隔を設
定するように構成されてもよい。
【００１７】
　[0013]いくつかの例では、第１の基地局および第２の基地局がダウンリンクチャネルア
クセスプロシージャを実行する時間期間はＣＣＡ間隔を含んでもよく、第１の基地局と第
２の基地局のＣＣＡ間隔は、重複しなくてもよい。他の例では、第１の基地局と少なくと
も１つの他の基地局のＣＣＡ間隔は重複してもよい。ＣＣＡ間隔が重複している場合があ
る例では、ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定
されてもよく、第１の基地局および少なくとも１つの他の基地局を含む基地局のグループ
は同じＣＣＡ間隔を有してもよい。命令は、プロセッサに、基地局のグループのうちの基
地局の１つがチャネルへのチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定させ、決定することに
応答して第１のＵＥおよび少なくとも１つの他の基地局に関連する少なくとも１つの他の
ＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間を調整させるようにプロセッサによって実行可
能であってもよい。
【００１８】
　[0014]別の態様では、非一時的コンピュータ可読記憶媒体が開示される。非一時的コン
ピュータ可読記憶媒体は、少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクト
ルにおけるチャネルにアクセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプ
ロシージャを実行する時間期間を識別するための命令と、第１の基地局がダウンリンクチ
ャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち取る可能性が高いと決定するための命令と
、第１の基地局に関連する第１のＵＥが無認可スペクトルにおけるチャネルへのアクセス
権を得るのを好むように第１のＵＥに関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセス
プロシージャを修正するための命令とを含む、プロセッサによって実行できる命令を記憶
してもよい。命令は、いくつかの例では、たとえば、装置に、第１のＵＥのＣＣＡ間隔を
アップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するための最も早い利用可能なＣＣＡ
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間隔になるように変更させることなどによって、決定することに応答して第１のＵＥにお
いてＣＣＡを実行するための時間を調整するための命令をさらに含んでもよい。
【００１９】
　[0015]いくつかの例では、第１の基地局および第２の基地局がダウンリンクチャネルア
クセスプロシージャを実行する時間期間はＣＣＡ間隔を含んでもよく、第１の基地局と第
２の基地局のＣＣＡ間隔は、重複しなくてもよい。他の例では、第１の基地局と少なくと
も１つの他の基地局のＣＣＡ間隔は重複してもよい。ＣＣＡ間隔が重複している場合があ
る例では、ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定
されてもよく、第１の基地局および少なくとも１つの他の基地局を含む基地局のグループ
は同じＣＣＡ間隔を有してもよい。命令は、いくつかの例では、基地局のグループのうち
の基地局の１つがチャネルへのチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定し、決定すること
に応答して第１のＵＥおよび少なくとも１つの他の基地局に関連する少なくとも１つの他
のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間を調整するための命令を含んでもよい。
【００２０】
　[0016]説明する方法および装置の適用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。当業者には発明を実施するた
めの形態の趣旨および範囲内の様々な変更および改変が明らかになるので、発明を実施す
るための形態および特定の例は、例示として与えられるものにすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　[0017]本発明の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面の参照によって実現され
得る。添付の図面では、同様のコンポーネントまたは特徴が、同じ参照ラベルを有するこ
とがある。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。
第１の参照ラベルだけが本明細書で使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにか
かわらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのいずれにも適用可能で
ある。
【図１】ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用するための展開
シナリオの例を示すワイヤレス通信システムの図。
【図３】様々な実施形態による近隣基地局および関連するＵＥの図。
【図４Ａ】様々な実施形態による、特定の時分割複信（ＴＤＤ）アップリンク（ＵＬ）／
ダウンリンク（ＤＬ）構成に関するＴＤＤフレームおよび関連するサブフレーム、ならび
に競合ベースのチャネルアクセスに関して基地局によって使用される場合があるダウンリ
ンクＣＣＡ間隔の例を示す図。
【図４Ｂ】様々な実施形態による、特定のＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成に関するＴＤＤフレー
ムおよび関連するサブフレーム、ならびに競合ベースのチャネルアクセスに関してＵＥに
よって使用される場合があるアップリンクＣＣＡ間隔の例を示す図。
【図５】様々な実施形態による、チャネルアクセス権を勝ち取る基地局に基づく修正され
たアップリンクＣＣＡ間隔の例を示す図。
【図６】様々な実施形態による、チャネルアクセス権を勝ち取る基地局に基づく修正され
たアップリンクＣＣＡ間隔の別の例を示す図。
【図７】様々な実施形態による、チャネルアクセス権を勝ち取る基地局に基づく修正され
たアップリンクＣＣＡ間隔の別の例を示す図。
【図８】様々な実施形態による、基地局ＣＣＡ間隔の設定に基づく修正されたアップリン
クＣＣＡ間隔の例を示す図。
【図９】様々な実施形態による、チャネルアクセス権を勝ち取る基地局を有する基地局の
グループに基づく修正されたアップリンクＣＣＡ間隔の例を示す図。
【図１０Ａ】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、基地局ま
たはＵＥのようなデバイスの例のブロック図。
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【図１０Ｂ】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、基地局ま
たはＵＥのようなデバイスの例のブロック図。
【図１１】様々な実施形態による、基地局のアーキテクチャの例を示すブロック図。
【図１２】様々な実施形態による、ＵＥのアーキテクチャの例を示すブロック図。
【図１３】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１４】様々な実施形態による、（たとえば、ＵＥにおける）無認可スペクトルを使用
したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図１５】様々な実施形態による、（たとえば、ＵＥにおける）無認可スペクトルを使用
したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図１６】様々な実施形態による、（たとえば、ＵＥにおける）無認可スペクトルを使用
してワイヤレス通信のための方法の別の例のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　[0034]無認可スペクトル（たとえば、ＷｉＦｉ通信のために一般に使用されるスペクト
ル）がセルラー通信（たとえば、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）通信）のため
に使用され得る方法、装置、システム、およびデバイスが説明される。詳細には、本明細
書で開示する技法は、無認可スペクトルを介したＬＴＥ通信に適用され得る。
【００２３】
　[0035]セルラーネットワークからのオフローディングによるトラフィックの増加に伴っ
て、無認可スペクトルがアクセスされることに起因して、事業者がデータ伝送容量を拡張
する機会が生じる場合がある。送信デバイスは、いくつかの展開では、チャネルアクセス
権を得ることと、無認可スペクトルを使用して送信することとを行う前に、チャネルアク
セス権を得るためにリッスンビフォートーク（ＬＢＴ）プロシージャを実行する場合があ
る。そのようなＬＢＴプロシージャは、特定のキャリアが利用できるかどうかを決定する
ためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を含んでもよい。キャリアが利用可能でな
いと決定された場合、ＣＣＡが再び後で実行され得る。さらに、無認可スペクトルの使用
は、無認可スペクトルにアクセスするために同じまたは異なる技法を使用する、同じまた
は異なる通信事業者展開のアクセスポイントが、無認可スペクトル内に共存することを保
証するような協調を必要とし得る。
【００２４】
　[0036]場合によっては、共存は、無認可スペクトルにアクセスしたいと望む異なるデバ
イスまたはノードによって実行されるＣＣＡの協調によって容易にされ得る。ＣＣＡ調整
方法のいくつかでは、ＣＣＡは、無認可スペクトルにアクセスすることを望む場合がある
複数のネットワークエンティティの間で所定の時間期間に行われるように調整されてもよ
い。実施形態では、複数の基地局が無認可スペクトルにおけるダウンリンクチャネルアク
セスに関してＣＣＡを実行する場合がある時間期間が識別されてもよい。ＣＣＡの時間期
間は、複数の時間間隔に分割されてもよく、基地局は、異なる基地局がこの時間期間中の
それぞれに異なる時間間隔の間のチャネルアクセスを求めることができるように調整され
てもよい。次いで、ＵＥに関するアップリンクＣＣＡプロシージャは、チャネルアクセス
権を勝ち取った基地局に関連する１つまたは複数のＵＥを好むように修正されてもよい。
したがって、互いに関連するＵＥと基地局がそれぞれ、アップリンク通信およびダウンリ
ンク通信に関するチャネルアクセス権を勝ち取る可能性が高い場合があり、システムの効
率が向上する場合がある。
【００２５】
　[0037]本明細書で説明される技法はＬＴＥには限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤ
ＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡおよび他のシステムのような、様々なワイヤレス通信
システムにも使用され得る。「システム」と「ネットワーク」という用語は、しばしば互
換的に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサルテレストリア
ルラジオアクセス（ＵＴＲＡ）などのような無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は
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、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格を包含する。ＩＳ－２０００リリ
ース０およびＡは、通常、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６
（ＴＩＡ－８５６）は、通常、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ
（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））
と、ＣＤＭＡの他の変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、グローバルシステムフォー
モバイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実装し得る。Ｏ
ＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕ
ＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１
６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ　８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの
無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミ
ュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴ
ＲＡ、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（登録商標））と称する組織からの文書に記載され
ている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２
」（３ＧＰＰ２）と称する組織からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法
は、上で言及された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のた
めに使用され得る。しかしながら、以下の説明は、例示を目的に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。
【００２６】
　[0038]以下の説明は例を提供するものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用
性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく
、論じられる要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実施形態は、必要
に応じて様々なプロシージャ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、説明される順序とは異なる順序で実行されて
よく、様々なステップが追加され、省略され、または組み合わせられ得る。また、いくつ
かの実施形態に関して説明される特徴は、他の実施形態において組み合わせられ得る。
【００２７】
　[0039]最初に図１を参照すると、図解が、ワイヤレス通信システム１００の例を示す。
ワイヤレス通信システム１００は、複数の基地局（たとえば、アクセスポイント、ｅＮＢ
、またはＷＬＡＮ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のうちのいくつかは、様々
な実施形態では、コアネットワーク１３０またはいくつかの基地局１０５（たとえば、ア
クセスポイントまたは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。基地局１０５のうちのいくつかは、バックホール１３２
を通じて制御情報および／またはユーザデータをコアネットワーク１３０と通信すること
ができる。いくつかの実施形態では、基地局１０５のうちのいくつかは、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、直接的にまたは間接的
に、互いに通信することができる。ワイヤレス通信システム１００は、複数のキャリア（
異なる周波数の波形信号）上での動作をサポートすることができる。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てよく、制御情報（たとえば、
基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、データなどを搬送することができ
る。
【００２８】
　[0040]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レスに通信することができる。基地局１０５の各々は、それぞれのカバレージエリア１１
０に通信カバレッジを与え得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、アクセスポ
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イント、基地送受信機局（ＢＴＳ：base transceiver station）、無線基地局、無線送受
信機、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳ
Ｓ：extended service set）、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ：evolved NodeB）、
ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、ＷＬＡＮアクセスポイント、ＷｉＦｉノード、また
は何らかの他の適切な用語で呼ばれることがある。基地局のためのカバレージエリア１１
０は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタ（図示せず）に分割され得る。ワ
イヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マクロ基地局
、マイクロ基地局、および／またはピコ基地局）を含み得る。基地局１０５はまた、セル
ラー無線アクセス技術および／またはＷＬＡＮ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。基地局１０５は同じまたは異なるアクセスネットワークまたは通信事業
者展開に関連付けられ得る。同じまたは異なるタイプの基地局１０５のカバレージエリア
を含み、同じまたは異なる無線技術を利用し、ならびに／あるいは同じまたは異なるアク
セスネットワークに属する、異なる基地局１０５のカバレージエリアは重複し得る。
【００２９】
　[0041]いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システム１００は、無認可スペクトル
におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに関する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ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システム（またはネットワーク）を含んでもよく
、競合ベースのアクセスプロシージャが競合ベースのプロシージャによってチャネルアク
セス権を取得する基地局１０５に基づいて修正される場合がある調整された競合ベースの
チャネルアクセスプロシージャを基地局１０５およびＵＥ　１１５間で使用してもよい。
他の例では、ワイヤレス通信システム１００は、無認可スペクトルと、無認可スペクトル
におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術とを使用したワイヤレス通信、また
は認可スペクトルと、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術とを使用したワイヤレ
ス通信をサポートしてもよい。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムでは、発展型ノードＢま
たはｅＮＢという用語は、概して、基地局１０５について説明するために使用され得る。
ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域にカバレー
ジを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークまたは無認可スペクトルにおけるＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａであり得る。たとえば、各基地局１０５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のような小さなセルは、低電力ノードすな
わちＬＰＮを含み得る。マクロセルは、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、ネットワークプロバイダと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することができる。ピコセルは、一般に、比較的小さ
い地理的エリアをカバーすることになり、ネットワークプロバイダと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することができる。フェムトセルも、一般に、
比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセス
に加えて、フェムトセルとの関連付けを有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（Ｃ
ＳＧ）中のＵＥ、自宅の中のユーザのＵＥなど）による制限されたアクセスも実現するこ
とができる。マクロセルのためのｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれ得る。ピコセルのため
のｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ばれ得る。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と呼ばれ得る。ｅＮＢは、１つまたは複数（たとえば、２つ、
３つ、４つなど）のセルをサポートすることができる。
【００３０】
　[0042]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
て基地局１０５と通信することができる。基地局１０５はまた、たとえば、バックホール
リンク１３４（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）、直接的にまたは間接的に、互いに
通信することができる。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。同期動作では、基地局は類似するフレームタイミングおよび／またはゲー
テイングタイミングを有することがあり、異なる基地局からの送信は、時間的にほぼ揃え
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られ得る。非同期動作では、基地局は異なるフレームタイミングおよび／またはゲーテイ
ングタイミングを有することがあり、異なる基地局からの送信は、時間的に揃えられない
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かに対し
て使用され得る。
【００３１】
　[0043]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てよく、
各ＵＥ１１５は固定式または移動式であってよい。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、
モバイルデバイス、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、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
は何らかの他の適切な用語で呼ばれ得る。ＵＥ１１５は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、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、コードレス電話、時計または眼鏡のようなウ
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。ＵＥ１１
５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、セルラーまたは他のＷＷＡＮアクセスネットワーク、ある
いは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。
【００３２】
　[0044]ワイヤレス通信システム１００に示された通信リンク１２５は、（たとえば、Ｕ
Ｅ１１５から基地１０５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、基地局１０５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、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、認
可スペクトル、無認可スペクトル、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、認可スペクトル、無認可スペクトル、または両方を使用して行われ得る。
【００３３】
　[0045]ワイヤレス通信システム１００のいくつかの実施形態では、認可スペクトル中の
ＬＴＥダウンリンク容量が無認可スペクトルにオフロードされ得る補助的ダウンリンクモ
ード、ＬＴＥダウンリンク容量とＬＴＥアップリンク容量の両方が認可スペクトルから無
認可スペクトルにオフロードされ得るキャリアアグリゲーションモード、および、基地局
（たとえば、ｅＮＢ）とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンク通信およびＬＴＥアップリンク
通信が無認可スペクトルにおいて起こり得るスタンドアロンモードを含む、無認可スペク
トルにおけるＬＴＥの様々な展開シナリオがサポートされ得る。様々なモードの各々は、
周波数分割複信（ＦＤＤ）または時分割複信（ＴＤＤ）に従って動作してもよい。無認可
スペクトルおよび／または認可スペクトルにおけるＬＴＥダウンリンク送信のためには、
通信リンク１２５においてＯＦＤＭＡ通信信号が使用され得るが、無認可スペクトルおよ
び／または認可スペクトルにおけるＬＴＥアップリンク送信のためには、通信リンク１２
５においてＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号が使用され得る。無認可スペクトルを使用した送信は
、周波数帯域において１つまたは複数のキャリア周波数を使用して搬送され得る。周波数
帯域は、たとえば、複数のキャリア周波数に分割され得、各キャリア周波数は、同じ帯域
幅または異なる帯域幅を有し得る。たとえば、各キャリア周波数は、５ＧＨｚ周波数帯域
のうちの２０ＭＨｚを占有し得る。
【００３４】
　[0046]多くの展開では、上述のように、無認可スペクトルを使用して送信することを求
めるデバイスは、スペクトルがそのような送信における使用のために利用可能であること
、すなわち、スペクトルが１つまたは複数の他のデバイスによってすでに使用中でないこ
とを検証する必要があり得る。したがって、デバイスは、無認可スペクトルを使用して送
信を行う前に、チャネルアクセス権を得るためにリッスンビフォートーク（ＬＢＴ）プロ
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シージャとも呼ばれる競合ベースのチャネルアクセスプロシージャを実行してもよい。た
とえば、ＣＣＡは、無認可スペクトルの利用可能性を決定するために使用され得る。ＣＣ
Ａの実行は、概して、送信を開始するより前に所望のスペクトルが別様に占有されていな
いことを検査することを伴う。いくつかの実施形態では、ＣＣＡ機会は、複数の基地局１
０５にわたって協調され得、１０ミリ秒（ｍｓ）ごとのような周期的な間隔で発生し得る
。基地局１０５のような送信エンティティは、チャネルアクセスを望み、無認可スペクト
ルにおける特定のキャリア周波数が占有されているかどうか決定するためにＣＣＡを実行
し得る。無認可スペクトルにおける特定のキャリア周波数が占有されている場合、基地局
１０５は、関連するキャリア周波数上でチャネルアクセスを再び取得しようと試みる前に
次のＣＣＡ機会まで待つ。ＣＣＡ機会を１０ｍｓおきに実現する展開では、基地局１０５
はその場合、チャネルアクセスを試みる前に１０ｍｓ待つ必要がある。同様に、ＵＥ　１
１５は、基地局１０５にアップリンクデータを送信し、ＣＣＡを同様に実行することを望
む場合がある。
【００３５】
　[0047]いくつかの実施形態では、ＴＤＤは、無認可スペクトルを使用する通信に使用さ
れる場合があり、ここにおいて、特定のＴＤＤフレームに関して、いくつかのサブフレー
ムがダウンリンク通信に使用され、いくつかのサブフレームがアップリンク通信に使用さ
れる。容易に理解されるように、システム効率を向上させ、待ち時間を低減させるには、
基地局１０５と関連するＵＥ　１１５の両方が同じＴＤＤフレームで通信することが望ま
しい。したがって、そのような状況では、基地局１０５とＵＥ　１１５の両方が無認可ス
ペクトルへのアクセス権を得る可能性を高めることが望ましい。本明細書で説明する様々
な実施形態によれば、無認可スペクトルを利用する場合がある展開では、チャネルアクセ
ス権を得た基地局に関連するＵＥ　１１５のチャネルアクセスの成功を好むようにＣＣＡ
機会が修正されてもよい。ワイヤレス通信システム１００のようなシステムにおける無認
可スペクトルのためのＬＴＥ展開シナリオまたは動作モードの実装形態に関する追加の詳
細、さらには無認可スペクトルにおけるＬＴＥの動作に関する他の特徴および機能が、図
２～図１６を参照して以下で与えられる。
【００３６】
　[0048]次に図２を参照すると、ワイヤレス通信システム２００は、無認可スペクトルに
おけるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡをサポートするＬＴＥネットワークに関す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、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２００は、図１を参照して説明したワイヤレス通信システム１００のいく
つかの部分の例であってもよい。その上、基地局２０５は図１の基地局１０５のうちの１
つの例であってもよく、ＵＥ　２１５は図１を参照して説明したＵＥ　１１５の例であっ
てもよい。
【００３７】
　[0049]ワイヤレス通信システム２００における補助的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ＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ２１５に送信す
ることができる。図２の例では、ダウンリンク２２０は、無認可スペクトルにおける周波
数に関連付けられてもよい。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、
認可スペクトル中の周波数と関連付けられ得る。無認可スペクトル中のダウンリンク２２
０および認可スペクトル中の双方向リンク２２５は、同時に動作することができる。ダウ
ンリンク２２０は、基地局２０５のためのダウンリンク容量のオフロードを提供すること
ができる。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に宛てられる）またはマルチキャストサービス（たとえば、いくつか
のＵＥに宛てられる）のために使用され得る。このシナリオは、認可スペクトルを使用し
トラフィックおよび／またはシグナリングの混雑の一部を軽減する必要がある、任意のサ
ービスプロバイダ（たとえば、従来のモバイルネットワーク通信事業者すなわちＭＮＯ）
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について発生し得る。
【００３８】
　[0050]ワイヤレス通信システム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２０５は、双方向リンク２３０を使用してＵＥ２１５－ａにＯＦＤＭＡ通信
信号を送信してもよく、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ２１５－ａからＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ通信信号を受信してもよい。図２の例では、無認可スペクトルにおける周波数に関
連付けられてもよい双方向リンク２３０。基地局２０５はまた、ＯＦＤＭＡ通信信号を同
じＵＥ２１５－ａへ双方向リンク２３５を使用して送信してもよく、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信
信号を同じＵＥ２１５－ａから双方向リンク２３５を使用して受信してもよい。双方向リ
ンク２３５は、認可スペクトル中の周波数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とアップリンク容量のオフロードを提供すること
ができる。上で説明された補助的ダウンリンクのように、このシナリオは、認可スペクト
ルを使用しトラフィックおよび／またはシグナリングの混雑の一部を軽減する必要がある
任意のサービスプロバイダ（たとえば、ＭＮＯ）について発生し得る。いくつかの例によ
れば、双方向リンク２３０は、ＴＤＤ通信を使用して動作してもよい。基地局２０５とＵ
Ｅ　２１５－ａはどちらも双方向リンク２３０を使用してデータを送信するので、各々が
、無認可スペクトル上で双方向リンク２３０を使用してデータを送信する前にＬＢＴプロ
シージャを実行する。
【００３９】
　[0051]ワイヤレス通信システム２００におけるスタンドアロンモードの一例では、基地
局２０５は、双方向リンク２４０を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ２１５－ｂに送信
することができ、双方向リンク２４０を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ２１
５－ｂから受信することができる。いくつかの例によれば、双方向リンク２３０は、ＴＤ
Ｄ通信を使用して動作してもよい。双方向リンク２４０は、基地局２０５のためにダウン
リンク容量とアップリンク容量のオフロードを提供することができる。この例および上記
で提供した例は、例示を目的に提示されており、容量のオフロードのために認可スペクト
ルにおけるＬＴＥと無認可スペクトルにおけるＬＴＥとを組み合わせる他の同様の動作モ
ードまたは展開シナリオがあり得る。
【００４０】
　[0052]上で説明されたように、無認可帯域におけるＬＴＥを使用することによってもた
らされる容量のオフロードから利益を得ることができるサービスプロバイダは、ＬＴＥ領
域を有する従来のＭＮＯであり得る。これらのサービスプロバイダに対しては、動作構成
は、認可スペクトル上のＬＴＥプライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）と無認可ス
ペクトル上のセカンダリ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、補助的ダウンリンク、キャリアアグリゲーション）を含み得る。
【００４１】
　[0053]補助的ダウンリンクモードでは、無認可スペクトル中のＬＴＥに対する制御は、
ＬＴＥアップリンク（たとえば、双方向リンク２２５のアップリンク部分）を通じて輸送
され得る。ダウンリンク容量のオフロードを提供する理由の１つは、データの要求の大部
分がダウンリンク側の消費によって駆り立てられるからである。その上、このモードでは
、ＵＥ２１５が無認可スペクトルにおいて送信していないので、規制上の影響を減らすこ
とがある。
【００４２】
　[0054]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認可スペクトル（た
とえば、双方向リンク２３５）で通信され得るが、データは無認可スペクトル（たとえば
、双方向リンク２３０）で通信され得る。無認可スペクトル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、ハイブリッドの周波数分割二重化－時分割二重化
（ＦＤＤ－ＴＤＤ）キャリアアグリゲーション、または、複数のコンポーネントキャリア
にわたる異なる対称性を伴うＴＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに属し得る。
【００４３】
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　[0055]様々な動作モードのいずれにおいても、無認可スペクトルにおける１つまたは複
数のキャリア周波数上で通信が送信されてもよい。様々な実施形態によれば、上述のよう
に、ＴＤＤ技法に従って通信が送信されてもよい。理解されるように、ＴＤＤ通信におけ
るいくつかのサブフレームは、ダウンリンクデータを含んでもよく、いくつかのサブフレ
ームはアップリンクデータを含んでもよい。したがって、基地局２０５がＴＤＤに従って
ＵＥ　２１５と通信している場合、ＵＥ　２１５と基地局２０５の両方が無認可スペクト
ルにおけるチャネルにアクセスできると有利である場合がある。
【００４４】
　[0056]次に図３を参照すると、複数の基地局３０５－ａおよび３０５－ｂがそれぞれ、
互いに重なり合うカバレージエリア３１０ａおよび３１０ｂを有する場合があるワイヤレ
ス通信システム３００の部分が示されている。この例では、基地局３０５－ａは、ＴＤＤ
通信リンクである場合がある通信リンク３２５－ａを使用してＵＥ　３１５－ａと通信し
てもよい。同様に、基地局３０５－ｂは、ＴＤＤ通信リンクである場合がある通信リンク
３２５－ｂを使用してＵＥ　３１５－ｂと通信してもよい。いくつかの展開によれば、基
地局３０５およびＵＥ　３１５は、各フレーム上で互いに独立してチャネルを求めて競合
する場合がある。その結果、チャネルを勝ち取る基地局３０５は、ダウンリンクパケット
またはアップリンクグラントをＵＥ　３１５に送る場合があるが、ＵＥ　３１５は、フレ
ームのその後の部分においてチャネルを勝ち取れないことがある。たとえば、基地局３０
５－ａはチャネルを勝ち取り、ダウンリンクサブフレームをＵＥ　３１５－ａに送信する
場合があるが、ＵＥ　３１５－ｂがアップリンクデータを送信するためのチャネルを勝ち
取ることがある。そのような場合、ＵＥ　３１５－ａにおいて受信される基地局３０５－
ａからのダウンリンクパケットは、非肯定応答状態になる場合があり、ならびに／あるい
はＴＤＤフレームに関連するアップリンクグラントが未使用状態になる場合がある。
【００４５】
　[0057]非肯定応答状態のダウンリンクパケットは何らかの以後のフレームで肯定応答さ
れることがあるが、この場合、無認可スペクトルのＬＴＥにおけるハイブリッド自動再送
要求（Ｈ－ＡＲＱ）プロセスの効率に影響を与えることなどによって、ワイヤレス通信シ
ステム３００の効率に影響を与える恐れがある追加の遅延を生じることがある。同様に、
アップリンクグラントの未使用状態によって、基地局３０５－ａによってサービスされる
別のＵＥ（図示せず）に割り当てられた可能性があるアップリンク帯域幅が無駄になるこ
とがある。様々な問題によって、図２に関して説明したモードなどのシステムの動作モー
ドに基づくシステム３００の性能が影響を受ける場合があることに留意されたい。たとえ
ば、ダウンリンクパケットの非肯定応答状態は、当該の無認可キャリアが１次コンポーネ
ントキャリア（ＰＣＣ）である無認可スペクトルに関するスタンドアロン展開において生
じる場合があるが、肯定応答が無認可スペクトルを使用してＵＥ　３１５－ａによって送
信されることがある補助ダウンリンクモードでは生じない場合がある。アップリンクグラ
ントの未使用状態は、スタンドアロン展開と、無認可スペクトルが無認可スペクトルにお
ける１次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ）にアンカーされた２次コンポーネントキャリ
ア（ＳＣＣ）であるキャリアアグリゲーション展開との両方において生じる場合がある。
本明細書で説明する様々な実施形態によれば、ＵＥ　３１５－ａのサービング基地局３０
５－ａがチャネル競合に勝っている場合にＵＥ　３１５－ａがＬＢＴフレームにおけるチ
ャネル競合に勝つ機会を増やす技法が提供される。
【００４６】
　[0058]次に図４Ａを参照すると、ＴＤＤ通信４１０を示す例４００が提示されている。
ＬＢＴ固定フレーム期間に対応する場合があるＴＤＤフレーム４１５は、１０ｍｓであっ
てもよく、いくつかのダウンリンクサブフレーム４２０と、いくつかのアップリンクサブ
フレーム４２５と、２種類の特殊なサブフレーム、すなわち、Ｓサブフレーム４３０およ
びＳ’サブフレーム４３５とを含む。Ｓサブフレーム４３０は、ダウンリンクサブフレー
ム４２０とアップリンクサブフレーム４２５との間の遷移として働き、一方、Ｓ’サブフ
レーム４３５は、アップリンクサブフレーム４２５とダウンリンクサブフレーム４２０と
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の間の遷移として働く。Ｓ’サブフレームの間、図１～図３に関して上記で説明した基地
局１０５、２０５、および／または３０５などの基地局によってダウンリンクＣＣＡ（Ｄ
－ＣＣＡ）が実行されてもよい。ＣＣＡが成功した後、基地局が、チャネルを勝ち取った
ことを示すためにチャネル使用状況ビーコン信号（ＣＵＢＳ）４４５を送信してもよい。
【００４７】
　[0059]Ｓ’サブフレーム４３５は、図４Ａにおいて０～１３に番号付けされた１４個の
ＯＦＤＭシンボルを含んでもよい。Ｓ’サブフレームの第１の部分、すなわち、この例で
はシンボル０～５は、無認可スペクトルを使用する場合に必要になることがあるオフタイ
ムとして基地局によって使用されてもよい。したがって、様々な実施形態によれば、基地
局は、この期間の間データを送信しないが、ＵＥは、そのような期間の間にある量のデー
タを送信してもよく、したがって、この期間にはいくつかのアップリンクデータが送信さ
れてもよい。Ｓ’サブフレーム４３５の第２の部分はＤ－ＣＣＡ　４４０に使用されても
よい。図４Ａの例において、Ｓ’サブフレーム４３５は、図４Ａの例ではシンボル６～１
２に含まれる７つのＤ－ＣＣＡ間隔を含む。上述のように、システムにおけるＣＣＡは、
より効率的なシステム動作を実現するように調整されてもよい。いくつかの実施形態では
、無認可スペクトルにおける基地局は、７つの可能な間隔のうちでどの間隔がＤ－ＣＣＡ
を実行するのに使用されるかを決定するために、次式の形式のマッピング関数を評価する
。　
　　　　ＦD（ＧｒｏｕｐＩＤ，ｔ） ∈｛１，２，３，４，５，６，７｝　
　ここで、ＧｒｏｕｐＩＤは、基地局に割り当てられる「展開グループ－ｉｄ」であり、
ｔは、図４Ａの例ではＴＤＤフレーム（ＬＢＴ固定フレーム期間）４１５に対応するＬＢ
Ｔフレーム番号である。
【００４８】
　[0060]次に図４Ｂを参照すると、ＴＤＤ通信４５５を示す例４５０が提示されている。
ＴＤＤフレーム４６０は、図４ＡのＴＤＤフレーム４１５フレーム期間に対応し、ＬＢＴ
固定フレーム期間に対応する場合があり、いくつかのダウンリンクサブフレーム４２０と
、いくつかのアップリンクサブフレーム４２５と、２種類の特殊なサブフレーム、すなわ
ち、Ｓサブフレーム４３０およびＳ’サブフレーム４３５とを含む。上記で説明したよう
に、Ｓサブフレーム４３０は、ダウンリンクサブフレーム４２０とアップリンクサブフレ
ーム４２５との間の遷移として働き、一方、Ｓ’サブフレーム４３５は、アップリンクサ
ブフレーム４２５とダウンリンクサブフレーム４２０との間の遷移として働く。Ｓサブフ
レーム４３０の間、図１～図３に関して上記で説明したＵＥ１１５、２１５、および／ま
たは３１５などのＵＥによってアップリンクＣＣＡ（Ｕ－ＣＣＡ）４６５が実行されても
よい。Ｕ－ＣＣＡ　４６５が成功した後、ＵＥは、ＵＥがチャネルを勝ち取ったことを示
すためにチャネル使用状況ビーコン信号（ＣＵＢＳ）４７０を送信してもよい。
【００４９】
　[0061]Ｓサブフレーム４３０は、図４Ｂにおいて０～１３に番号付けされた１４個のＯ
ＦＤＭシンボルを含んでもよい。この例ではシンボル０～３であるＳサブフレーム４３０
の第１の部分は、ダウンリンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ）４７５であって
もよく、Ｓサブフレーム４３０の第２の部分はガード期間（ＧＰ）４８０であってもよい
。Ｓサブフレーム４３０の第３の部分はＵ－ＣＣＡ　４６５に使用されてもよい。図４Ｂ
の例において、Ｓサブフレーム４３０は、図４Ｂの例ではシンボル６～１２に含まれる７
つのＵ－ＣＣＡ間隔を含む。上述のように、システムにおけるＣＣＡは、より効率的なシ
ステム動作を実現するように調整されてもよい。いくつかの実施形態では、無認可スペク
トルにおけるＵＥは、７つの可能な間隔のうちでどの間隔がＵ－ＣＣＡを実行するのに使
用されるかを決定するために、次式の形式の、Ｄ－ＣＣＡマッピング関数と同様のマッピ
ング関数を評価する。　
　　　　ＦU（ＧｒｏｕｐＩＤ，ｔ） ∈｛１，２，３，４，５，６，７｝　
　ここで、ＧｒｏｕｐＩＤは、ＵＥに割り当てられる「展開グループ－ｉｄ」であり、ｔ
は、図４Ｂの例ではＴＤＤフレーム（ＬＢＴ固定フレーム期間）４６０に対応するＬＢＴ
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フレーム番号である。
【００５０】
　[0062]ＣＣＡマッピング関数は、マッピング関数が直交化特性を有するかそれとも非直
交化特性を有するかに応じて異なる基準に基づいて構成されてもよい。直交ＣＣＡアクセ
スを有する例では、マッピング関数は、次式による直交化特性を有してもよい。　
　　　　　　　ＦD/U（ｘ，ｔ）　≠ ＦD/U（ｙ，ｔ）　
　　　　ＧｒｏｕｐＩＤ ｘ，ｙ ∈｛１，２，３，４，５，６，７｝　
　すべての時間ｔについて、ｘ≠ｙであるときはいつでもそれぞれの異なるグループ－ｉ
ｄを表す。この場合、それぞれに異なるグループ－ｉｄを有する無認可スペクトルにおけ
るＬＴＥノード（基地局／ＵＥ）は、互いに重複しないＣＣＡ時間間隔の間にＣＣＡを実
行してもよい。非ＬＴＥ干渉がない場合、より早いＣＣＡ間隔にマッピングされるグルー
プ－ｉｄを有するノードがチャネルを確保し、次いで、このノードは次のＬＢＴフレーム
にわたってこのチャネルを使用してもよい。様々な展開によれば、このマッピング関数は
、様々な時間インデックスｔにわたって、マッピング｛ＦD/U（ｘ，ｔ），ｔ＝１，２，
３，．．．｝が、それぞれに異なるグループ－ｉｄが適切に長い時間間隔にわたってより
早いＣＣＡ間隔にマッピングされる機会が等しくなる（したがって、他の干渉がない状態
でチャネルを確保する）ように変化するという意味で公正である。
【００５１】
　[0063]同じ事業者／サービスプロバイダによってデプロイされるすべてのＬＴＥノード
が、競合プロセスにおいて互いにプリエンプトしないように同じグループ－ｉｄに割り当
てられてもよい。これによって、同じ展開のＬＴＥノード間において完全な周波数再利用
が可能になり、システムスループットが向上する。直交ＣＣＡマッピングによって、チャ
ネルへのアクセスが相互排他的になるように、様々な展開のＬＴＥノードがそれぞれに異
なるグループ－ｉｄを割り当てられてもよい。
【００５２】
　[0064]非直交ＣＣＡアクセスまたは重複ＣＣＡアクセスを有する例では、マッピング関
数は、７つよりも多くのグループＩＤが使用可能にしてもよい。いくつかの例では、たと
えば、７つよりも多くの展開グループ－ｉｄをサポートすると有用である場合があり、そ
の場合、ＣＣＡマッピング関数の直交特性を維持することは不可能である。そのような場
合、任意の２つのグループ－ｉｄ間の衝突の頻度を減らすことが望ましい。いくつかの実
施形態では、ＣＣＡ機会を厳密に調整せずに展開間の公正なチャネル共有を実現するため
に非直交ＣＣＡシーケンスが使用されてもよい。非直交ＣＣＡマッピングの一例は次式に
よって与えられる。　
　　　　　　　ＦD/U ＝ Ｒ1,7（ｘ，ｙ）　
　　　　ＧｒｏｕｐＩＤ　ｘ ＝　∈｛１，２，．．．２＾１６｝　
　ここで、Ｒ1,7（ｘ，ｔ）は、ＧｒｏｕｐＩＤ　ｘに関して独立して選択される１から
７の間の擬似乱数生成器である。この場合、同じＬＢＴフレームｔにおける様々なＧｒｏ
ｕｐＩＤのＬＴＥノード間に衝突が生じる可能性がある。
【００５３】
　[0065]したがって、ＣＣＡ間隔は、上記のマッピング関数に従って選択され、Ｄ－ＣＣ
Ａ　４４０およびＵ－ＣＣＡ　４６５に使用されてもよい。上述のように、ＵＥは、チャ
ネル競合に勝つ場合があり、ＵＥへのダウンリンクサブフレーム４２０においてデータを
送信する場合があるサービング基地局を有してもよい。そのような場合、ＵＥが次いでア
ップリンクサブフレーム４２５においてデータを送信することが望ましい場合がある。本
明細書で説明する様々な実施形態は、競合に勝つ基地局によってサービスされるＵＥがア
ップリンクサブフレーム４２５の間にデータを送信する改良された機会を実現する。
【００５４】
　[0066]図５は、競合ベースのチャネルアクセスの例５００および様々な実施形態による
競合ベースのプロシージャに施される場合がある修正を示す。例５００では、基地局は、
図４のＳ’サブフレーム４３５の一例であってもよいＳ’サブフレーム５０５のＤ－ＣＣ
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Ａ　５１０部分の間にＤ－ＣＣＡ　５１０を実行してもよい。同様に、ＵＥは、図４のＳ
サブフレーム４３０の一例であってもよいＳサブフレーム５２５のＵ－ＣＣＡ部分の間に
スケジュールされたＵ－ＣＣＡ間隔５３０を有してもよい。いくつかの実施形態では、例
５００のいくつかの部分は、図１、図２、および／または図３を参照しながら説明した基
地局１０５、２０５、３０５および／またはＵＥ１１５、２１５、３１５のうちの１つま
たは複数によって実施されてもよい。
【００５５】
　[0067]Ｄ－ＣＣＡ　５１０の間に、７つまでのグループＩＤを有する基地局（図５のＧ
ｒｐ１～Ｇｒｐ７）が図５にＣＣＡ－Ａ～ＣＣＡ－Ｇとして示されるＣＣＡ時間間隔にマ
ッピングされてもよい。マッピング関数の結果に応じて、様々なグループＩＤがそれぞれ
に異なるＣＣＡ間隔を占有してもよい。この例では、グループＩＤ　４がＣＣＡ－Ａを占
有し、グループＩＤ　１がＣＣＡ－Ｂを占有し、グループＩＤ　７がＣＣＡ－Ｃを占有し
、グループＩＤ　２がＣＣＡ－Ｄを占有し、グループＩＤ　５がＣＣＡ－Ｅを占有し、グ
ループＩＤ　３がＣＣＡ－Ｆを占有し、グループＩＤ　６がＣＣＡ－Ｇを占有する。この
例では、５１５に示されるように、グループＩＤ　２を有する基地局がチャネルを勝ち取
り、次いで、基地局がサブフレーム５０５の残りの部分の間にＣＵＢＳ　５２０を送信す
る。
【００５６】
　[0068]チャネルを勝ち取った基地局のカバレージエリア内のＵＥは、ＣＵＢＳ　５２０
を受信し、ＣＵＢＳ　５２０のペイロードに含まれる情報によってあるいはＣＵＢＳ　５
２０がマッピング関数に基づくグループＩＤ　２に関連するＣＣＡ間隔ＣＣＡ－Ｄの直後
から送信されたと決定することによって、グループＩＤ　２の特定の基地局がチャネルを
勝ち取ったと決定してもよい。上記で説明したように、ＵＥは、Ｕ－ＣＣＡを実行するた
めのＣＣＡ時間間隔を決定するために使用されてもよいＣＣＡマッピング関数を有しても
よい。図５の例では、そのようなマッピング関数に従って（ＣＣＡ－１～ＣＣＡ－７とし
て示される）スケジュールされたＵ－ＣＣＡ間隔５３０が決定され、ＣＣＡ－１～ＣＣＡ
－７がそれぞれ、グループＩＤ　６、４、５、７、２、１、および３にマッピングされて
もよい。上述のように、本例では、グループＩＤ　２の基地局がダウンリンクチャネル競
合に勝っており、したがってグループＩＤ　２におけるＵＥがさらにアップリンクチャネ
ル競合に勝つことが望ましい。グループＩＤ　２のＵＥがＣＣＡ－１　５３５の間にＵ－
ＣＣＡを実行するのを許可された場合、そのような結果の機会が増えることがある。しか
し、マッピング関数によれば、ＣＣＡ－１は、５３５に示されるようにグループＩＤ　６
によって占有され、ＣＣＡ－５は、５４０に示されるようにグループＩＤ　２によって占
有される。
【００５７】
　[0069]いくつかの実施形態によれば、グループＩＤ　２のＵＥは、修正されたＵ－ＣＣ
Ａ間隔５５０を生成するマッピング関数の修正を通じてチャネルへのアクセス権を得るこ
とが好まれてもよい。この実施形態では、グループＩＤ　２を有するＵＥは、そのような
ＵＥに第１のＵ－ＣＣＡ時間間隔５５５を与えることによって好まれてもよい。この実施
形態では、場合によってはこの間隔を占有することがあるグループＩＤ　６を有するＵＥ
が、５６０に示されるようにＵ－ＣＣＡ時間間隔ＣＣＡ－５に移動されてもよい。したが
って、グループＩＤ　１～６を有するＵＥは、Ｕ－ＣＣＡ間隔をスワップし、それによっ
て、グループＩＤ　２を有する基地局がＤ－ＣＣＡ　５１０の間のチャネルを勝ち取るこ
とに基づいてグループＩＤ　２のＵＥを好んでもよい。この例では、グループＩＤ　２を
有するＵＥは、時間間隔５５５においてＵ－ＣＣＡを実行してチャネルアクセス権を得て
、次いで、後続のアップリンクサブフレームが開始するまでＣＵＢＳ　５６５を送信して
もよい。もちろん、図５の特定の例が説明のためのものであることが容易に理解されよう
。当業者には多数の異なる例が容易に認識されよう。
【００５８】
　[0070]そのような実施形態におけるマッピング関数は、上記のように、ダウンリンクチ
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ャネル競合に勝った基地局と同じグループＩＤを有するＵＥを好むように修正されてもよ
い。そのような修正は、ｇA（ｔ）がＬＢＴフレームｔにおけるチャネル競合に勝った基
地局のグループＩＤを示し、ｇB（ｔ）が同じＬＢＴフレームｔにおける最も早いＣＣＡ
間隔においてアップリンクＣＣＡを実行したであろうＵＥのグループＩＤを示すようにす
る（すなわち、ＦU（ｇB（ｔ），ｔ）＝１とする）ことによって決定されてもよい。この
場合、アップリンクに関する修正されたＣＣＡマッピング関数は、グループ－ｉｄ ｇAお
よびｇBについてアップリンクＣＣＡ間隔をスワップし、グループ－ｉｄ ｇB（ｔ）を有
するＵＥが名目上ｇA（ｔ）に割り当てられた以後の間隔においてＣＣＡを実行する間、
グループ－ｉｄ ｇA（ｔ）を有するＵＥが第１のＣＣＡ間隔を占有するのを可能にするこ
とによって修正される。より形式的には、そのような実施形態の修正されたＣＣＡマッピ
ング関数は次式によって与えられてもよい。　
【００５９】
【数３】

【００６０】
　[0071]この手法では、サービング基地局がダウンリンクチャネル競合に勝ったＵＥは、
チャネル競合を勝った基地局がＳサブフレームのＤｗＰＴＳ部分まで（ＤｗＰＴＳ部分を
含む）送信を継続するときはいつでもアップリンクチャネル競合に勝つことが好まれる可
能性があり、近傍のＷｉＦｉノードがＳサブフレームのガード期間の間にチャネルを勝ち
取ることはない。いくつかの例では、送信すべきデータを有する基地局およびＵＥの近傍
のＷｉＦｉノードは、ＵＥがチャネルアクセス権を勝ち取ることが好まれることになる十
分な大きさの競合ウィンドウ（ＣＷ）サイズを有する可能性が高い。第１の条件は、いく
つかの実施形態では、基地局が、当該の無線フレームにおけるＤサブフレームおよびＳサ
ブフレーム（のＤｗＰＴＳ部分）のすべてではないとしても大部分を占有するのに十分な
ダウンリンクデータを有するＬＢＴフレームにおいて、優先的に基地局のＵＥにアップリ
ンクグラントおよびダウンリンクデータを発行する基地局スケジューラによって実現され
てもよい。追加または代替として、基地局は、基地局がＬＢＴフレームの間にデータ／フ
ィードバックを受信するのを予期するＵＥに関するアップリンクチャネル競合プロセスを
保護するためにそのＬＢＴフレームの間、優位に（場合によっては単独で）チャネルを占
有することを選択してもよい。
【００６１】
　[0072]図６は、競合ベースのチャネルアクセスの例６００および様々な実施形態による
競合ベースのプロシージャに施される場合がある修正を示す。例６００では、基地局は、
図４のＳ’サブフレーム４３５の一例であってもよいＳ’サブフレーム６０５のＤ－ＣＣ
Ａ　６１０部分の間にＤ－ＣＣＡ　６１０を実行してもよい。同様に、ＵＥは、図４のＳ
サブフレーム４３０の一例であってもよいＳサブフレーム６２５のＵ－ＣＣＡ部分の間に
Ｕ－ＣＣＡ間隔６３０を有してもよい。いくつかの実施形態では、例６００のいくつかの
部分は、図１、図２、および／または図３を参照しながら説明した基地局１０５、２０５
、３０５および／またはＵＥ１１５、２１５、３１５のうちの１つまたは複数によって実
施されてもよい。
【００６２】
　[0073]Ｄ－ＣＣＡ　６１０の間に、７つまでのグループＩＤを有する基地局（図６のＧ
ｒｐ１～Ｇｒｐ７）が図６にＣＣＡ－Ａ～ＣＣＡ－Ｇとして示されるＣＣＡ時間間隔にマ
ッピングされてもよい。上記で説明したように、マッピング関数の結果に応じて、様々な
グループＩＤがそれぞれに異なるＣＣＡ間隔を占有してもよい。この例では、グループＩ
Ｄ　４がＣＣＡ－Ａを占有し、グループＩＤ　１がＣＣＡ－Ｂを占有し、グループＩＤ　
７がＣＣＡ－Ｃを占有し、グループＩＤ　２がＣＣＡ－Ｄを占有し、グループＩＤ　５が
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ＣＣＡ－Ｅを占有し、グループＩＤ　３がＣＣＡ－Ｆを占有し、グループＩＤ　６がＣＣ
Ａ－Ｇを占有する。この例では、６１５に示されるように、グループＩＤ　２を有する基
地局がチャネルを勝ち取り、次いで、基地局がサブフレーム６０５の残りの部分の間にＣ
ＵＢＳ　６２０を送信する。
【００６３】
　[0074]チャネルを勝ち取った基地局のカバレージエリア内のＵＥは、ＣＵＢＳ　６２０
を受信し、ＣＵＢＳ　６２０のペイロードに含まれる情報によってあるいはＣＵＢＳ　６
２０がマッピング関数に基づくグループＩＤ　２に関連するＣＣＡ間隔ＣＣＡ－Ｄの直後
から送信されたと決定することによって、グループＩＤ　２の特定の基地局がチャネルを
勝ち取ったと決定してもよい。上記で説明したように、ＵＥは、Ｕ－ＣＣＡを実行するた
めのＣＣＡ時間間隔を決定するために使用されてもよいＣＣＡマッピング関数を有しても
よい。図６の例では、そのようなマッピング関数に従って（ＣＣＡ－１～ＣＣＡ－７とし
て示される）スケジュールされたＵ－ＣＣＡ間隔６３０が決定され、ＣＣＡ－１～ＣＣＡ
－７がそれぞれ、グループＩＤ　６、４、５、７、２、１、および３にマッピングされて
もよい。上述のように、本例では、グループＩＤ　２の基地局がダウンリンクチャネル競
合に勝っており、したがってグループＩＤ　２におけるＵＥがさらにアップリンクチャネ
ル競合に勝つことが望ましい。グループＩＤ　２のＵＥがＣＣＡ－１　６３５の間にＵ－
ＣＣＡを実行するのを許可された場合、そのような結果の機会が増えることがある。しか
し、マッピング関数によれば、ＣＣＡ－１は、６３５に示されるようにグループＩＤ　６
によって占有され、ＣＣＡ－５は、６４０に示されるようにグループＩＤ　２によって占
有される。
【００６４】
　[0075]いくつかの実施形態によれば、グループＩＤ　２のＵＥは、修正されたＵ－ＣＣ
Ａ間隔６５０を生成するマッピング関数の修正を通じてチャネルへのアクセス権を得るこ
とが好まれてもよい。この実施形態では、グループＩＤ　２を有するＵＥは、そのような
ＵＥに第１のＵ－ＣＣＡ時間間隔６５５を与え、残りのグループＩＤのＣＣＡ間隔を対応
する数のＣＣＡ間隔だけシフトすることによって好まれてもよい。この実施形態では、各
グループＩＤは、ＣＣＡ間隔４つ分だけ左側にずらされる。この例では、グループＩＤ　
２を有するＵＥは、時間間隔６５５においてＵ－ＣＣＡを実行してチャネルアクセス権を
得て、次いで、後続のアップリンクサブフレームが開始するまでＣＵＢＳ　６６５を送信
してもよい。もちろん、図６の特定の例が説明のためのものであることが容易に理解され
よう。当業者には多数の異なる例が容易に認識されよう。
【００６５】
　[0076]そのような実施形態におけるマッピング関数は、上記のように、ダウンリンクチ
ャネル競合に勝った基地局と同じグループＩＤを有するＵＥを好むように修正されてもよ
い。修正されたＵ－ＣＣＡマッピング関数は、図５と同じ用語を使用して、次式のように
定義されてもよい。　
【００６６】
【数４】

【００６７】
　これによって、必要に応じて、　
【００６８】

【数５】

【００６９】
が成立する。そのような実施形態では、あらゆるグループＩＤに関するアップリンクマッ
ピングが、ダウンリンク競合に勝ったグループ－ｉｄ ｇAに依存し、したがって、影響を
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受けるグループ－ｉｄにおけるＵＥだけでなく各ＵＥがそのマッピング関数を修正する可
能性がある。
【００７０】
　[0077]図７は、競合ベースのチャネルアクセスの例７００および様々な実施形態による
競合ベースのプロシージャに施される場合がある修正を示す。例７００では、基地局は、
図４のＳ’サブフレーム４３５の一例であってもよいＳ’サブフレーム７０５のＤ－ＣＣ
Ａ　７１０部分の間にＤ－ＣＣＡ　７１０を実行してもよい。同様に、ＵＥは、図４のＳ
サブフレーム４３０の一例であってもよいＳサブフレーム７２５のＵ－ＣＣＡ部分の間に
Ｕ－ＣＣＡ間隔７３０を有してもよい。いくつかの実施形態では、例７００のいくつかの
部分は、図１、図２、および／または図３を参照しながら説明した基地局１０５、２０５
、３０５および／またはＵＥ１１５、２１５、３１５のうちの１つまたは複数によって実
施されてもよい。
【００７１】
　[0078]Ｄ－ＣＣＡ　７１０の間に、７つまでのグループＩＤを有する基地局（図７のＧ
ｒｐ１～Ｇｒｐ７）が図７にＣＣＡ－Ａ～ＣＣＡ－Ｇとして示されるＣＣＡ時間間隔にマ
ッピングされてもよい。上記で説明したように、マッピング関数の結果に応じて、様々な
グループＩＤがそれぞれに異なるＣＣＡ間隔を占有してもよい。この例では、グループＩ
Ｄ　４がＣＣＡ－Ａを占有し、グループＩＤ　１がＣＣＡ－Ｂを占有し、グループＩＤ　
７がＣＣＡ－Ｃを占有し、グループＩＤ　２がＣＣＡ－Ｄを占有し、グループＩＤ　５が
ＣＣＡ－Ｅを占有し、グループＩＤ　３がＣＣＡ－Ｆを占有し、グループＩＤ　６がＣＣ
Ａ－Ｇを占有する。この例では、７１５に示されるように、グループＩＤ　２を有する基
地局がチャネルを勝ち取り、次いで、基地局がサブフレーム７０５の残りの部分の間にＣ
ＵＢＳ　７２０を送信する。
【００７２】
　[0079]チャネルを勝ち取った基地局のカバレージエリア内のＵＥは、ＣＵＢＳ　７２０
を受信し、ＣＵＢＳ　７２０のペイロードに含まれる情報によってあるいはＣＵＢＳ　７
２０がマッピング関数に基づくグループＩＤ　２に関連するＣＣＡ間隔ＣＣＡ－Ｄの直後
から送信されたと決定することによって、グループＩＤ　２の特定の基地局がチャネルを
勝ち取ったと決定してもよい。上記で説明したように、ＵＥは、Ｕ－ＣＣＡを実行するた
めのＣＣＡ時間間隔を決定するために使用されてもよいＣＣＡマッピング関数を有しても
よい。図７の例では、そのようなマッピング関数に従って（ＣＣＡ－１～ＣＣＡ－７とし
て示される）スケジュールされたＵ－ＣＣＡ間隔７３０が決定され、ＣＣＡ－１～ＣＣＡ
－７がそれぞれ、グループＩＤ　６、４、５、７、２、１、および３にマッピングされて
もよい。上述のように、本例では、グループＩＤ　２の基地局がダウンリンクチャネル競
合に勝っており、したがってグループＩＤ　２におけるＵＥがさらアップリンクチャネル
競合に勝つことが望ましい。グループＩＤ　２のＵＥがＣＣＡ－１　７３５の間にＵ－Ｃ
ＣＡを実行するのを許可された場合、そのような結果の機会が増えることがある。しかし
、マッピング関数によれば、ＣＣＡ－１は、７３５に示されるようにグループＩＤ　６に
よって占有され、ＣＣＡ－５は、７４０に示されるようにグループＩＤ　２によって占有
される。
【００７３】
　[0080]いくつかの実施形態によれば、グループＩＤ　２のＵＥは、修正されたＵ－ＣＣ
Ａ間隔７５０を生成するマッピング関数の修正を通じてチャネルへのアクセス権を得るこ
とが好まれてもよい。この実施形態では、グループＩＤ　２を有するＵＥは、そのような
ＵＥに第１のＵ－ＣＣＡ時間間隔７５５を与え、異なるグループＩＤを有するＵＥに関す
るＵ－ＣＣＡを遅延させることによって好まれてもよい。もちろん、図６の特定の例が説
明のためのものであることが容易に理解されよう。当業者には多数の異なる例が容易に認
識されよう。
【００７４】
　[0081]したがって、そのような実施形態では、ＵＥ間のアップリンク競合は、ダウンリ
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ンク競合の結果によってゲートされてもよく、ＵＥは、同じ展開の基地局（または代替的
に、それ自体のサービング基地局）がＬＢＴフレームにおけるより早い時間の競合に勝っ
た場合にのみ、ＬＢＴフレームの間のアップリンク上で競合する。これは、他のグループ
－ｉｄを有する他のＵＥがアップリンクグラントまたはダウンリンクパケットに対する応
答を試みているＵＥをプリエンプトすることから防止される。
【００７５】
　[0082]図８は、競合ベースのチャネルアクセスの例８００および様々な実施形態による
競合ベースのプロシージャに施される場合がある修正を示す。例８００では、基地局は、
図４のＳ’サブフレーム４３５の一例であってもよいＳ’サブフレーム８０５のＤ－ＣＣ
Ａ　８１０部分の間にＤ－ＣＣＡ　８１０を実行してもよい。同様に、ＵＥは、図４のＳ
サブフレーム４３０の一例であってもよいＳサブフレーム８２５のＵ－ＣＣＡ部分の間に
Ｕ－ＣＣＡ間隔８３０を有してもよい。いくつかの実施形態では、例８００のいくつかの
部分は、図１、図２、および／または図３を参照しながら説明した基地局１０５、２０５
、３０５および／またはＵＥ１１５、２１５、３１５のうちの１つまたは複数によって実
施されてもよい。
【００７６】
　[0083]Ｄ－ＣＣＡ　８１０の間に、７つまでのグループＩＤを有する基地局（図８のＧ
ｒｐ１～Ｇｒｐ７）が図８にＣＣＡ－Ａ～ＣＣＡ－Ｇとして示されるＣＣＡ時間間隔にマ
ッピングされてもよい。上記で説明したように、マッピング関数の結果に応じて、様々な
グループＩＤがそれぞれに異なるＣＣＡ間隔を占有してもよい。この例では、グループＩ
Ｄ　４がＣＣＡ－Ａを占有し、グループＩＤ　１がＣＣＡ－Ｂを占有し、グループＩＤ　
７がＣＣＡ－Ｃを占有し、グループＩＤ　２がＣＣＡ－Ｄを占有し、グループＩＤ　５が
ＣＣＡ－Ｅを占有し、グループＩＤ　３がＣＣＡ－Ｆを占有し、グループＩＤ　６がＣＣ
Ａ－Ｇを占有する。この例では、８１５に示されるように、グループＩＤ　２を有する基
地局がチャネルを勝ち取り、次いで、基地局がサブフレーム８０５の残りの部分の間にＣ
ＵＢＳ　８２０を送信する。
【００７７】
　[0084]そのような実施形態によれば、ＵＥは、Ｕ－ＣＣＡを実行するためのＣＣＡ時間
間隔を決定するために使用されてもよいＣＣＡマッピング関数を有してもよい。図８の例
では、ＵＥは、Ｄ－ＣＣＡ　８１０のグループＩＤの順序に対応するように決定されても
よい修正されたスケジュールされた（ＣＣＡ－１～ＣＣＡ－７として示される）Ｕ－ＣＣ
Ａ間隔８３０を使用してもよい。したがって、そのような実施形態では、ＣＣＡ－１～Ｃ
ＣＡ－７はそれぞれ、グループＩＤ　４、１、７、２、５、３、および６にマッピングさ
れてもよい。上述のように、本例では、グループＩＤ　２の基地局がダウンリンクチャネ
ル競合に勝っており、したがってグループＩＤ　２におけるＵＥがさらにアップリンクチ
ャネル競合に勝つことが望ましい。そのような結果の機会は、Ｄ－ＣＣＡ８１０において
チャネルを勝ち取れないグループＩＤ　２よりも先のグループＩＤに基づいて増やされて
もよく、したがって、同じグループＩＤのＵＥはＵ－ＣＣＡを実行しない可能性が高い。
【００７８】
　[0085]いくつかの実施形態では、基地局は、ＬＢＴフレームのアップリンク部分の間に
ＵＥからの重大なアップリンクデータが予期されるときはいつでもダウンリンクチャネル
を求めて競合することがある。基地局が競合に勝つ場合、その基地局のダウンリンクＣＣ
Ａ間隔は、ロードされる他の基地局がチャネルを勝ち取るのを妨げることができるほど早
く生じている可能性が高く、同じＣＣＡマッピング関数がアップリンク競合に使用された
場合、対応するＵＥが他のＵＥよりも前にアップリンクチャネルを確保できる可能性が高
くなる。
【００７９】
　[0086]上記の例については、直交ＣＣＡマッピングに関して説明したが、同様の原則が
非直交マッピング関数に当てはまる。図９は、競合ベースのチャネルアクセスの例９００
および様々な実施形態による非直交マッピング関数を用いた競合ベースのプロシージャに
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施される場合がある修正を示す。例９００では、基地局は、図４のＳ’サブフレーム４３
５の一例であってもよいＳ’サブフレーム９０５のＤ－ＣＣＡ　９１０部分の間にＤ－Ｃ
ＣＡ　９１０を実行してもよい。同様に、ＵＥは、図４のＳサブフレーム４３０の一例で
あってもよいＳサブフレーム９２５のＵ－ＣＣＡ部分の間にスケジュールされたＵ－ＣＣ
Ａ間隔９３０を有してもよい。いくつかの実施形態では、例９００のいくつかの部分は、
図１、図２、および／または図３を参照しながら説明した基地局１０５、２０５、３０５
および／またはＵＥ１１５、２１５、３１５のうちの１つまたは複数によって実施されて
もよい。
【００８０】
　[0087]Ｄ－ＣＣＡ　９１０の間に、１６個までのグループＩＤを有する基地局（図９の
Ｇｒｐ１～Ｇｒｐ１６）が図９にＣＣＡ－Ａ～ＣＣＡ－Ｇとして示されるＣＣＡ時間間隔
にマッピングされてもよい。上記で説明したように、マッピング関数の結果に応じて、様
々なグループＩＤがそれぞれに異なるＣＣＡ間隔を占有してもよい。この例では、グルー
プＩＤ　４、１０、および１６がＣＣＡ－Ａを占有し、グループＩＤ　１および１１がＣ
ＣＡ－Ｂを占有し、グループＩＤ　７および１３がＣＣＡ－Ｃを占有し、グループＩＤ　
２および８がＣＣＡ－Ｄを占有し、グループＩＤ　５および１２がＣＣＡ－Ｅを占有し、
グループＩＤ　３、９、および１５がＣＣＡ－Ｆを占有し、グループＩＤ　６および１４
がＣＣＡ－Ｇを占有する。この例では、９１５に示されるように、グループＩＤ　２を有
する基地局がチャネルを勝ち取り、次いで、基地局がサブフレーム９０５の残りの部分の
間にＣＵＢＳ　９２０を送信する。
【００８１】
　[0088]チャネルを勝ち取った基地局のカバレージエリア内のＵＥは、ＣＵＢＳ　９２０
を受信し、ＣＵＢＳ　９２０のペイロードに含まれる情報によってあるいはＣＵＢＳ　９
２０がＣＣＡ間隔ＣＣＡ－Ｄの直後から送信されたと決定することによって、Ｄ－ＣＣＡ
間隔９１５を占有した特定の基地局がチャネルを勝ち取ったと決定してもよい。このＤ－
ＣＣＡ間隔はグループＩＤ　２および８に関連すると決定されてもよい。
【００８２】
　[0089]上記で説明したように、ＵＥは、Ｕ－ＣＣＡを実行するためのＣＣＡ時間間隔を
決定するために使用されてもよいＣＣＡマッピング関数を有してもよい。図９の例では、
そのようなマッピング関数に従って（ＣＣＡ－１～ＣＣＡ－７として示される）スケジュ
ールされたＵ－ＣＣＡ間隔９３０が決定されてもよい。上述のように、本例では、グルー
プＩＤ　２の基地局がダウンリンクチャネル競合に勝っており、したがってグループＩＤ
　２におけるＵＥがさらにアップリンクチャネル競合に
勝つことが望ましい。グループＩＤ　２のＵＥがＣＣＡ－１　９３５の間にＵ－ＣＣＡを
実行するのを許可された場合、そのような結果の機会が増えることがある。しかし、マッ
ピング関数によれば、ＣＣＡ－１は、９３５に示されるようにグループＩＤ　６および８
によって占有され、ＣＣＡ－５は、９４０に示されるようにグループＩＤ　２および１２
によって占有される。
【００８３】
　[0090]いくつかの実施形態によれば、グループＩＤ　２および８のＵＥは、修正された
Ｕ－ＣＣＡ間隔９５０を生成するマッピング関数の修正を通じてチャネルのアクセス権を
得ることが好まれてもよい。この実施形態では、グループＩＤ　２および８を有するＵＥ
は、そのようなＵＥに利用可能な第１のＵ－ＣＣＡ時間間隔９５５および９６０を与える
ことによって好まれてもよい。もちろん、図６の特定の例が説明のためのものであること
が容易に理解されよう。当業者には多数の異なる例が容易に認識されよう。
【００８４】
　[0091]そのような実施形態では、ＵＥのマッピング関数は、チャネルを勝ち取ったＤ－
ＣＣＡ間隔のグループＩＤに基づいて修正されてもよい。いくつかの実施形態では、Ｕ－
ＣＣＡマッピング関数は、Ｄ－ＣＣＡが成功したときに統計的に修正されてもよい。ここ
で、ＧA（ｔ）は、フレームｔにおいてダウンリンクチャネル競合に勝ったすべての展開
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グループ－ｉｄのセットを示すものとする。非直交ＣＣＡマッピングに起因して、セット
ＧA（ｔ）が複数のグループ－ｉｄを有してもよいことに留意されたい。その場合、アッ
プリンクＣＣＡマッピング関数は次式のように修正されてもよい。
【００８５】
【数６】

【００８６】
　ここで、Ｎ ∈｛１，２，３，４，５，６，７｝は、セットＧA（ｔ）の予期されるサイ
ズに基づく構成パラメータである。選択肢Ｎ＝１は、サービング基地局がダウンリンク競
合に勝ったすべてのＵＥが、すべての他のＵＥよりも前に、最初のＣＣＡ間隔においてア
ップリンクチャネルを求めて競合する場合に相当する（Ｒ1,1（ｇ，ｔ）＝１であること
に留意されたい）。そのようにして、Ｕ－ＣＣＡ間隔９５０は、成功したＤ－ＣＣＡの試
みと成功していないＤ－ＣＣＡの試みとの間で区分され、ＵＥは、基地局が成功する順に
サービスされる。追加または代替として、次式に従って、Ｄ－ＣＣＡが成功したシーケン
スのみが修正され、一方、他のシーケンスは修正されなくてもよい。
【００８７】
【数７】

【００８８】
　これによって、Ｄ－ＣＣＡが成功していない展開がより高い確率でアップリンク競合に
勝つことができる。
【００８９】
　[0092]次に図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２および／または図３を参照して説明された基地局１０５、
２０５、３０５および／またはＵＥ１１５、２１５、３１５の１つまたは複数の態様の例
であり得る。デバイス１００５はまた、プロセッサであり得る。デバイス１００５は、受
信機モジュール１０１０、ＣＣＡ修正モジュール１０２０、および／または送信機モジュ
ール１０３０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。
【００９０】
　[0093]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
一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）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
で実施され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラム
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、全体的にまたは部分的に、１つまたは複
数の汎用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、
メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００９１】
　[0094]いくつかの実施形態では、受信機モジュール１０１０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおける送信を受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）
受信機などのＲＦ受信機であるか、またはそれを含み得る。受信機モジュール１０１０は
、図１、図２、および／または図３を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００
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、２００、および／または３００の１つまたは複数の通信リンクなど、認可スペクトルと
無認可スペクトル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を介し
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、伝送）を受信するために
使用され得る。
【００９２】
　[0095]いくつかの実施形態では、送信機モジュール１０３０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルの中で送信するように動作可能なＲＦ送信機などのＲＦ送信機
であるか、またはそれを含み得る。送信機モジュール１０３０は、図１、図２、および／
または図３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３００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数
の通信リンクを介して、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、伝送
）を送信するために使用され得る。
【００９３】
　[0096]いくつかの実施形態では、ＣＣＡ修正モジュール１０２０は、ダウンリンク競合
に勝つ基地局に基づいて修正されたマッピング関数に従ってＣＣＡを設定しならびに／あ
るいは実行してもよい。ＣＣＡ修正モジュール１０２０が、通信において無認可スペクト
ルが使用されるべきであると決定するときには、チャネル競合に勝った基地局を決定する
ためにダウンリンクＣＣＡがモニタされてもよい。次いで、ダウンリンクチャネルを勝ち
取った基地局に関連するＵＥが、たとえば図４～図９に関して上記で説明したようなアッ
プリンクチャネルを勝ち取ることが好まれることになるように、アップリンクＣＣＡプロ
シージャが修正されてもよい。
【００９４】
　[0097]次に図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
ヤレス通信における使用のためのデバイス１０５５を示す。いくつかの実施形態では、デ
バイス１００５は、図１、図２、および／または図３を参照して説明された基地局１０５
、２０５、３０５および／またはＵＥ１１５、２１５、３１５の１つまたは複数の態様の
例であり得る。デバイス１０５５はまた、プロセッサであり得る。デバイス１０５５は、
受信機モジュール１０１２、ＣＣＡ修正モジュール１０６０、および／または送信機モジ
ュール１０３２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。
【００９５】
　[0098]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全部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩ
Ｃを用いて実現され得る。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施され得る。他の実施形態
では、当技術分野で知られている任意の方法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、メモリに組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００９６】
　[0099]いくつかの実施形態では、受信機モジュール１０１２は、図１０Ａの受信機モジ
ュール１０１０の例であり得る。受信機モジュール１０１２は、認可スペクトルおよび／
または無認可スペクトルにおける送信を受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）受
信機などのＲＦ受信機であるか、またはそれを含み得る。ＲＦ受信機は、認可スペクトル
および無認可スペクトルに対して別個の受信機を含み得る。別個の受信機は、場合によっ
ては、認可スペクトルモジュール１０１４と無認可スペクトルモジュール１０１６との形
態をとり得る。認可スペクトルモジュール１０１４と無認可スペクトルモジュール１０１
６とを含む受信機モジュール１０１２は、図１、図２、および／または図３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３００の１つまたは複
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数の通信リンクなど、認可スペクトルと無認可スペクトル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を介して、様々なタイプのデータおよび／または制御信
号（すなわち、伝送）を受信するために使用され得る。
【００９７】
　[0100]いくつかの実施形態では、送信機モジュール１０３２は、図１０Ａの送信機モジ
ュール１０３０の例であり得る。送信機モジュール１０３２は、認可スペクトルおよび／
または無認可スペクトルの中で送信するように動作可能なＲＦ送信機などのＲＦ送信機で
あるか、またはそれを含み得る。ＲＦ送信機は、認可スペクトルおよび無認可スペクトル
に対して別個の送信機を含み得る。別個の送信機は、場合によっては、認可スペクトルモ
ジュール１０３４と無認可スペクトルモジュール１０３６との形態をとり得る。送信機モ
ジュール１０３２は、図１、図２、および／または図３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３００の１つまたは複数の通信リンクなど
、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を介して、様々なタイプのデー
タおよび／または制御信号（すなわち、伝送）を送信するために使用され得る。
【００９８】
　[0101]ＣＣＡ調整モジュール１０６０は、図１０Ａを参照しながら説明したＣＣＡ修正
モジュール１０２０の一例であってもよく、ＣＣＡ識別モジュール１０６５、チャネル決
定モジュール１０７５、および／またはＣＣＡ調整モジュール１０８０を含んでもよい。
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。
【００９９】
　[0102]いくつかの実施形態では、ＣＣＡ識別１０６５は、ＣＣＡを実行するためにデバ
イスによって使用されるべきである特殊なサブフレームの間のＣＣＡ間隔を決定するため
にＣＣＡマッピングを実行してもよい。ＣＣＡは、無認可スペクトルを介して送信される
通信チャネルに関して識別される特殊なフレームの間に実行されてもよい。チャネル競合
に勝ったデバイスは、基地局がチャネルを勝ち取るときに基地局によって送信される場合
があるＣＵＢＳのモニタに基づいて、チャネル決定モジュール１０７５によって決定され
てもよい。
【０１００】
　[0103]いくつかの実施形態では、ＣＣＡ調整モジュール１０８０は、チャネル決定モジ
ュール１０７５によって識別されるようなチャネル競合に勝ったデバイスのグループＩＤ
に基づいてＣＣＡマッピング関数を修正してもよい。デバイスによってＣＣＡを実行する
ためのＣＣＡ間隔は、ダウンリンクチャネルを勝ち取った基地局に関連するＵＥが、たと
えば図４～図９に関して上記で説明したようにアップリンクチャネルを勝ち取ることが好
まれることになるように、修正されてもよい。
【０１０１】
　[0104]図１１を見ると、無認可スペクトルを介したＬＴＥ通信のために構成された基地
局１１０５を示すブロック図１１００が示されている。いくつかの実施形態では、基地局
１１０５は、図１、図２、図３、図１０Ａ、および／または図１０Ｂを参照して説明され
た基地局またはデバイス１０５、２０５、３０５、１００５、および／または１０５５の
うちの１つまたは複数の態様の例であり得る。基地局１１０５は、図１、図２、図３、図
４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９、図１０Ａ、および／または図１０Ｂに関
して説明されたＣＣＡ協調特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装するように
構成され得る。基地局１１０５は、プロセッサモジュール１１１０、メモリモジュール１
１２０、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１１５５によって表
される）、少なくとも１つのアンテナ（アンテナ１１６０によって表される）、および／
または基地局共有スペクトルモジュール１１７０を含み得る。基地局１１０５はまた、基
地局通信モジュール１１３０およびネットワーク通信モジュール１１４０のうちの一方ま
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１１３５
を介して、直接的または間接的に互いに通信し得る。
【０１０２】
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　[0105]メモリモジュール１１２０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１１２０は、実行されたと
きに、ＣＣＡの実行ならびに／あるいは１つまたは複数のＵＥによって実施されるべき修
正されたＣＣＡマッピング関数の修正またはシグナリングを含む、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおけるＬＴＥベースの通信を使用するための本明細書で説明
する様々な機能をプロセッサモジュール１１１０に実行させるように構成された命令を含
んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１１２５
を記憶してもよい。代替的に、ソフトウェアコード１１２５は、プロセッサモジュール１
１１０によって直接実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行される
と、基地局１１０５に本明細書で説明される機能のうちのいくつかを実行させるように構
成され得る。
【０１０３】
　[0106]プロセッサモジュール１１１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、中央処理ユニット（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１１１０は、送受信機モジュール１１５５、基地局通信モジュー
ル１１３０、および／またはネットワーク通信モジュール１１４０を介して受信された情
報を処理することができる。プロセッサモジュール１１１０はまた、アンテナ１１６０を
通じた送信のために送受信機モジュール１１５５に送られるべき情報、１つまたは複数の
他の基地局またはｅＮＢ１１０５－ａおよび１１０５－ｂへの送信のために基地局通信モ
ジュール１１３０に送られるべき情報、ならびに／あるいは図１を参照して説明されたコ
アネットワーク１３０の態様の例であり得るコアネットワーク１１４５への送信のために
ネットワーク通信モジュール１１４０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１１１０は、ＣＣＡの実行ならびに／あるいは上述のようにチャネルアクセスプロ
シージャを修正するのに使用される場合がある修正されたＣＣＡマッピング関数の修正ま
たはシグナリングを含む、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルにおけるＬＴ
Ｅベースの通信を使用する様々な態様に単独でまたは基地局共有スペクトルモジュール１
１７０とともに対処してもよい。
【０１０４】
　[0107]送受信機モジュール１１５５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１１６０に与え、アンテナ１１６０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。送受信機モジュール１１５５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１１５５は、少なくとも１つの認可スペクトルにおける通信と、少な
くとも１つの無認可スペクトルにおける通信をサポートし得る。送受信機モジュール１１
５５は、たとえば、図１、図２、および／または図３を参照して説明されたＵＥまたはデ
バイス１１５、２１５、および／または３１５のうちの１つまたは複数とアンテナ１１６
０を介して双方向に通信するように構成され得る。基地局１１０５は、通常、複数のアン
テナ１１６０（たとえば、アンテナアレイ）を含み得る。基地局１１０５は、ネットワー
ク通信モジュール１１４０を介してコアネットワーク１１４５と通信し得る。基地局１１
０５は、基地局通信モジュール１１３０を使用して、ｅＮＢ１１０５－ａおよび１１０５
－ｂなどの他の基地局またはｅＮＢと通信し得る。
【０１０５】
　[0108]図１１のアーキテクチャによれば、基地局１１０５はさらに、通信管理モジュー
ル１１５０を含み得る。通信管理モジュール１１５０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１１５０は、１つまたは複数
のバス１１３５を介して、基地局１１０５の他のコンポーネントの一部または全部と通信
し得る。代替として、通信管理モジュール１１５０の機能は、送受信機モジュール１１５
５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１１１０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実装され得る。
【０１０６】



(30) JP 2019-110563 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

　[0109]基地局共有スペクトルモジュール１１７０は、認可スペクトルおよび／または無
認可スペクトルにおいてＬＴＥベースの通信を使用することに関して図１，図２、図３、
図４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９、図１０Ａ、および／または図１０Ｂを
参照して説明された基地局機能または態様の一部または全部を実行および／または制御す
るように構成され得る。たとえば、基地局共有スペクトルモジュール１１７０は、ＣＣＡ
マッピング関数または修正されたＣＣＡマッピング関数に従ってＣＣＡ動作をサポートす
るように構成されてもよい。基地局共有スペクトルモジュール１１７０は、ＬＴＥ通信に
対処するように構成されたＬＴＥモジュール１１７５、無認可スペクトルにおけるＬＴＥ
通信およびＣＣＡに対処するように構成されたＬＴＥ無認可モジュール１１８０、および
／または無認可スペクトルにおけるＬＴＥ以外の通信に対処するように構成された無認可
モジュール１１８５を含んでもよい。基地局共有スペクトルモジュール１１７０はまた、
たとえば、図１、図２、図３、図４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９、図１０
Ａ、および／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ調整機能および／またはＣＣ
Ａ修正機能のうちのいずれかを実行するように構成されたＣＣＡ修正モジュール１１９０
を含んでもよい。ＣＣＡ修正モジュール１１９０は、図１０Ａおよび／または図１０Ｂ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１０２０および／またはモ
ジュール１０６０）の例であり得る。基地局共有スペクトルモジュール１１７０またはそ
れの部分は、プロセッサを含み得、ならびに／あるいは基地局共有スペクトルモジュール
１１７０の機能の一部または全部は、プロセッサモジュール１１１０によっておよび／ま
たはプロセッサモジュール１１１０に関連して実行され得る。
【０１０７】
　[0110]図１２を見ると、無認可スペクトルを介したＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのために構成さ
れたＵＥ１２１５を示すブロック図１２００が示されている。ＵＥ１２１５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、ゲームコンソール、電子リーダなどに含
まれるか、またはその一部であり得る。ＵＥ１２１５は、モバイル動作を容易にするため
に、小型バッテリーなどの内蔵電源（図示せず）を有し得る。いくつかの実施形態では、
ＵＥ１２１５は、図１、図２、図３、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照して説明さ
れたＵＥまたはデバイス１１５、２１５、３１５、１００５、および／または１０５５の
うちの１つまたは複数の例であり得る。ＵＥ１２１５は、図１、図２、図３、図１０Ａ、
図１０Ｂ、および／または図１１を参照して説明された基地局またはデバイス１０５、２
０５、３０５、１００５、１０５５、および／または１１０５のうちの１つまたは複数と
通信するように構成され得る。
【０１０８】
　[0111]ＵＥ１２１５は、プロセッサモジュール１２１０、メモリモジュール１２２０、
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１２７０によって表される）
、少なくとも１つのアンテナ（アンテナ１２８０によって表される）、および／またはＵ
Ｅ共有スペクトルモジュール１２４０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１２３５を介して、直接または間接的に互いに通信し得る。
【０１０９】
　[0112]メモリモジュール１２２０は、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含み得る。メモリ
モジュール１２２０は、実行されると、プロセッサモジュール１２１０に、認可スペクト
ルおよび／または無認可スペクトルにおいてＬＴＥベースの通信を使用するための本明細
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る命令を含む、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１２２５を記憶し得る。代替的に
、ソフトウェアコード１２２５は、プロセッサモジュール１２１０によって直接実行可能
でないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると、）ＵＥ１２１５に本明
細書で説明されるＵＥ機能のうちのいくつかを実行させるように構成され得る。
【０１１０】
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　[0113]プロセッサモジュール１２１０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１２１０は、送受信機モジュール１２７０を介して受信された情報、および／またはア
ンテナ１２８０を介した送信のために送受信機モジュール１２７０へ送られるべき情報を
処理し得る。プロセッサモジュール１２１０は、認可スペクトルおよび／または無認可ス
ペクトルにおいてＬＴＥベースの通信を使用する様々な態様を、単独で、またはＵＥ共有
スペクトルモジュール１２４０とともに、扱うことができる。
【０１１１】
　[0114]送受信機モジュール１２７０は、基地局と双方向に通信するように構成され得る
。送受信機モジュール１２７０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１２７０は、少
なくとも１つの認可スペクトルにおける通信と、少なくとも１つの無認可スペクトルにお
ける通信をサポートし得る。送受信機モジュール１２７０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１２８０に与え、アンテナ１２８０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。ＵＥ１２１５は、単一のアンテ
ナを含み得るが、ＵＥ１２１５が複数のアンテナ１２８０を含み得る実施形態があり得る
。
【０１１２】
　[0115]図１２のアーキテクチャによれば、ＵＥ１２１５はさらに、通信管理モジュール
１２３０を含み得る。通信管理モジュール１２３０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１２３０は、１つまたは複数のバス１２３５を介し
てＵＥ１２１５の他のコンポーネントの一部または全部と通信する、ＵＥ１２１５のコン
ポーネントであり得る。代替として、通信管理モジュール１２３０の機能は、送受信機モ
ジュール１２７０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１２１０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実
装され得る。
【０１１３】
　[0116]ＵＥ共有スペクトルモジュール１２４０は、認可スペクトルおよび／または無認
可スペクトルにおいてＬＴＥベースの通信を使用することに関して図１、図２、図３、図
４Ａ、図４Ｂ、図５、図６、図７、図８、図９、図１０Ａ、および／または図１０Ｂにお
いて説明されたＵＥ機能または態様の一部または全部を実行および／または制御するよう
に構成され得る。たとえば、ＵＥ共有スペクトルモジュール１２４０は、ＣＣＡマッピン
グ関数または修正されたＣＣＡマッピング関数に従ってチャネルアクセス権を得るために
ＣＣＡを実行するように構成されてもよい。ＵＥ共有スペクトルモジュール１２４０は、
ＣＣＡサブフレームが送信されるコンポーネントキャリア上のデータフレームを受信し、
チャネルアクセス権を勝ち取った基地局を決定すること、および／またはダウンリンクチ
ャネルアクセス権を勝ち取った基地局のグループＩＤに基づいて決定されたＣＣＡマッピ
ングに従ってＣＣＡ動作を実行することを行うように構成されてもよい。ＵＥ共有スペク
トルモジュール１２４０は、ＬＴＥ通信を扱うように構成されたＬＴＥモジュール１２４
５、無認可スペクトルにおけるＬＴＥ通信を扱うように構成されたＬＴＥ無認可モジュー
ル１２５０、および／またはＣＣＡ調整モジュール１２５５を含み得る。ＣＣＡ調整モジ
ュール１２５５は、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明した同様のモジ
ュール（たとえば、モジュール１０２０および／またはモジュール１０６０）の一例であ
ってもよく、マッピング関数または修正されたマッピング関数に従ってＣＣＡを実行する
ためのＣＣＡ間隔を調整してもよい。ＵＥ共有スペクトルモジュール１２４０またはそれ
の部分は、プロセッサを含み得、ならびに／あるいはＵＥ共有スペクトルモジュール１２
４０の機能の一部または全部は、プロセッサモジュール１２１０によっておよび／または
プロセッサモジュール１２１０に関連して実行され得る。
【０１１４】
　[0117]次に図１３を参照すると、基地局１３０５とＵＥ　１３１５とを含む多入力多出
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力（ＭＩＭＯ）通信システム１３００のブロック図が示されている。基地局１３０５およ
びＵＥ　１３１５は、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを使用したＬＴＥ
ベースの通信をサポートしてもよい。基地局１３０５は、図１、図２、図３、図１０Ａ、
図１０Ｂ、および／または図１１を参照しながら説明した基地局またはデバイス１０５、
２０５、３０５、１００５、１０５５、および／または１１０５の１つまたは複数の態様
の一例であってもよく、ＵＥ　１３１５は、図１、図２、図３、図１０Ａ、図１０Ｂ、お
よび／または図１２を参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１５、３１５
、１００５、１０５５、および／または１２１５の１つまたは複数の態様の一例であって
もよい。システム１３００は、図１、図２、および／または図３を参照しながら説明した
ワイヤレス通信システム１００、２００、および／または３００の態様を示す場合があり
、図４～図９を参照しながら説明したような無認可スペクトルにおけるチャネルへのチャ
ネルアクセスに関するＣＣＡを実行してもよい。
【０１１５】
　[0118]基地局１３０５は、アンテナ１３３４－ａ～１３３４－ｘを備えてもよく、ＵＥ
　１３１５は、アンテナ１３５２－ａ～１３５２－ｎを備えてもよい。システム１３００
では、基地局１３０５は、複数の通信リンクを介して同時にデータを送ることが可能であ
ってもよい。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、通信のために使用されるレイヤの数を示す場合がある。たとえば、基地局１３０５が
２つの「レイヤ」を送信する２×２ＭＩＭＯシステムでは、基地局１３０５とＵＥ　１３
１５との間の通信リンクのランクは２であってもよい。
【０１１６】
　[0119]基地局１３０５において、送信（Ｔｘ）プロセッサ１３２０は、データソースか
らデータを受け取ってもよい。送信プロセッサ１３２０は、データを処理してもよい。送
信プロセッサ１３２０はまた、基準シンボルおよび／またはセル固有基準信号を生成して
もよい。送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１３３０は、適用可能な場合、データシンボル
、制御シンボル、および／または基準シンボルに対して空間処理（たとえば、プリコーデ
ィング）を実施してもよく、出力シンボルストリームを送信（Ｔｘ）変調器１３３２－ａ
～１３３２－ｘに供給してもよい。各変調器１３３２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
処理してもよい。各変調器１３３２は、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さらに処理（たとえば、アナログ変換、増幅、フィルタ、および
アップコンバート）してもよい。１つの例では、変調器１３３２－ａ～１３３２－ｘから
のＤＬ信号は、それぞれアンテナ１３３４－ａ～１３３４－ｘを介して送信されてもよい
。
【０１１７】
　[0120]ＵＥ　１３１５において、アンテナ１３５２－ａ～１３５２－ｎは、基地局１３
０５からＤＬ信号を受信してもよく、受信された信号をそれぞれ受信（Ｒｘ）復調器１３
５４－ａ～１３５４－ｎに供給してもよい。各復調器１３５４は、入力サンプルを取得す
るために、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバー
ト、およびデジタル化）してもよい。各復調器１３５４は、受信シンボルを取得するため
に、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルをさらに処理してもよい。ＭＩＭ
Ｏ検出器１３５６は、すべての復調器１３５４－ａ～１３５４－ｎから受信シンボルを取
得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボ
ルを供給してもよい。受信（Ｒｘ）プロセッサ１３５８は、検出されたシンボルを処理（
たとえば、復調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ　１３１５のための復号され
たデータをデータ出力に与え、復号された制御情報をプロセッサ１３８０またはメモリ１
３８２に供給してもよい。プロセッサ１３８０は、認可スペクトルおよび／または無認可
スペクトルにおいてＬＴＥベースの通信を使用することに関する様々な機能を実行し得る
モジュールまたは機能１３８１を含み得る。たとえば、モジュールまたは機能１３８１は
、図１０Ａまたは図１０Ｂを参照しながら説明されたＣＣＡ修正モジュール１０２０また
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は１０６０、および／あるいは図１２を参照して説明されたＵＥ共有スペクトルモジュー
ル１２４０の機能の一部または全部を実行し得る。いくつかの実施形態では、モジュール
または機能１３８１は、特殊なサブフレームの間にＵＥ　１３１５がＣＣＡを送信するた
めのＣＣＡタイミングを決定するのに使用されてもよい。
【０１１８】
　[0121]アップリンク（ＵＬ）上で、ＵＥ　１３１５において、送信（Ｔｘ）プロセッサ
１３６４は、データソースからのデータを受信し、処理してもよい。送信プロセッサ１３
６４はまた、基準信号用の基準シンボルを生成してもよい。送信プロセッサ１３６４から
のシンボルは、適用可能な場合、送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１３６６によってプリ
コーディングされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭＡなどのための）送信（Ｔｘ）変調
器１３５４－ａ～１３５４－ｎによって処理され、基地局１３０５から受信された送信パ
ラメータに従って基地局１３０５に送信されてもよい。基地局１３０５において、ＵＥ　
１３１５からのＵＬ信号がアンテナ１３３４によって受信され、受信機（Ｒｘ）復調器１
３３２によって処理され、適用可能な場合はＭＩＭＯ検出器１３３６によって検出され、
受信（Ｒｘ）プロセッサ１３３８によってさらに処理されてもよい。受信プロセッサ１３
３８は、復号データをデータ出力およびプロセッサ１３４０に供給してもよい。プロセッ
サ１３４０は、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルにおいてＬＴＥベースの
通信を使用することに関する様々な態様を実行し得るモジュールまたは機能１３４１を含
み得る。たとえば、モジュールまたは機能１３４１は、図１０Ａまたは図１０Ｂを参照し
ながら説明されたＣＣＡ修正モジュール１０２０または１０６０、あるいは図１１を参照
して説明された基地局共有スペクトルモジュール１１７０の機能の一部または全部を実行
し得る。いくつかの実施形態では、モジュールまたは機能１３４１は、特殊なサブフレー
ムの間に基地局１３０５がＣＣＡを送信するためのＣＣＡタイミングを決定するのに使用
されてもよい。
【０１１９】
　[0122]基地局１３０５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全部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣ
を用いて実現され得る。述べられたモジュールの各々は、システム１３００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、ＵＥ１３１５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応された１つまたは複数のＡＳＩＣによって実装され得る。述べ
られたコンポーネントの各々は、システム１３００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。
【０１２０】
　[0123]図１４は、ワイヤレス通信のための方法１４００の例を示すフローチャートを示
す。明快のために、方法１４００について、図１、図２、図３、図１０Ａ、図１０Ｂ、図
１２、および／または図１３を参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１５
、３１５、１００５、１０５５、１２１５、および／もしくは１３１５のうちの１つを参
照しながら以下で説明する。一例では、ＵＥは、以下で説明する機能を実行するようにＵ
Ｅの機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行してもよい。
【０１２１】
　[0124]ブロック１４０５において、少なくとも第１および第２の基地局が無認可スペク
トルにおけるチャネルにアクセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセス
プロシージャを実行する時間期間が識別されてもよい。いくつかの実施形態では、基地局
の各々はグループＩＤを有し、マッピング関数は、各基地局がチャネルアクセス権を取得
するのを試みるためにＣＣＡを実行すべきであるＣＣＡ間隔を決定してもよい。ブロック
１４０５における動作は、いくつかの場合には、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照
しながら説明したＣＣＡ修正モジュール１０２０および／または１０６０、図１０Ｂを参
照しながら説明したＣＣＡ識別モジュール１０６５、図１２を参照しながら説明したＵＥ
共有スペクトルモジュール１２４０、ならびに／あるいは図１３を参照しながら説明した



(34) JP 2019-110563 A 2019.7.4

10

20

30

40

50

モジュールまたは機能１３８１を使用して実行されてもよい。
【０１２２】
　[0125]ブロック１４１０において、第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を
勝ち取ったかあるいは勝ち取る可能性が高いと決定される。いくつかの実施形態では、Ｃ
ＵＢＳがモニタされ、第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったと決
定するために使用されてもよい。ブロック１４１０における動作は、いくつかの場合には
、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ修正モジュール１０２
０および／または１０６０、図１０Ｂを参照しながら説明したチャネル決定モジュール１
０７５、図１２を参照しながら説明したＵＥ共有スペクトルモジュール１２４０、ならび
に／あるいは図１３を参照しながら説明したモジュールまたは機能１３８１を使用して実
行されてもよい。
【０１２３】
　[0126]ブロック１４１５において、第１の基地局に関連する第１のＵＥに関する競合ベ
ースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャは、第１のＵＥが無認可スペクトルに
おけるチャネルへのアクセス権を得るのを好むように修正される。そのような修正では、
いくつかの実施形態によれば、第１の基地局に関連するＣＣＡ間隔を最も早い利用可能な
ＣＣＡ間隔とスワップしてもよい。そのような修正では、他の実施形態によれば、最も早
い利用可能なＣＣＡ間隔と第１の基地局に関連するＣＣＡ間隔との間のＣＣＡ間隔の数に
基づいてＣＣＡ間隔をずらしてもよい。さらに他の実施形態では、第１の基地局に関連す
るＣＣＡ間隔は、最も早い利用可能なＣＣＡ間隔に設定されてもよく、他の基地局に関連
するＣＣＡは、後続のＣＣＡ期間まで遅延されてもよい。ブロック１４１５における動作
は、いくつかの場合には、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣ
Ａ修正モジュール１０２０および／または１０６０、図１０Ｂを参照しながら説明したＣ
ＣＡ調整モジュール１０８０、図１２を参照しながら説明したＵＥ共有スペクトルモジュ
ール１２４０、ならびに／あるいは図１３を参照しながら説明したモジュールまたは機能
１３８１を使用して実行されてもよい。
【０１２４】
　[0127]したがって、方法１４００は、競合ベースのチャネルアクセスプロシージャがダ
ウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取った基地局に関連するＵＥを好むように修正され
てもよいワイヤレス通信を実現する場合がある。方法１４００は一実装形態にすぎないこ
と、および方法１４００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成されるかまた
は場合によっては修正されてもよいことに留意されたい。
【０１２５】
　[0128]図１５は、ワイヤレス通信のための方法１５００の一例を示すフローチャートで
ある。明快のために、方法１５００について、図１、図２、図３、図１０Ａ、図１０Ｂ、
図１２、および／または図１３を参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１
５、３１５、１００５、１０５５、１２１５、および／もしくは１３１５のうちの１つを
参照しながら以下で説明する。一例では、ＵＥは、以下で説明する機能を実行するように
ＵＥの機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行してもよい。
【０１２６】
　[0129]ブロック１５０５において、少なくとも第１および第２の基地局が無認可スペク
トルにおけるチャネルにアクセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセス
プロシージャを実行する時間期間が識別されてもよい。いくつかの実施形態では、基地局
の各々はグループＩＤを有し、マッピング関数は、各基地局がチャネルアクセス権を取得
するのを試みるためにＣＣＡを実行すべきであるＣＣＡ間隔を決定してもよい。ブロック
１５０５における動作は、いくつかの場合には、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照
しながら説明したＣＣＡ修正モジュール１０２０および／または１０６０、図１０Ｂを参
照しながら説明したＣＣＡ識別モジュール１０６５、図１２を参照しながら説明したＵＥ
共有スペクトルモジュール１２４０、ならびに／あるいは図１３を参照しながら説明した
モジュールまたは機能１３８１を使用して実行されてもよい。
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【０１２７】
　[0130]ブロック１５１０において、第１の基地局が無認可スペクトルにおけるワイヤレ
スチャネルへのチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定するためにチャネル使用状況ビー
コン信号（ＣＵＢＳ）がモニタされてもよい。ブロック１５１０における動作は、いくつ
かの場合には、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ修正モジ
ュール１０２０および／または１０６０、図１０Ｂを参照しながら説明したチャネル決定
モジュール１０７５、図１２を参照しながら説明したＵＥ共有スペクトルモジュール１２
４０、ならびに／あるいは図１３を参照しながら説明したモジュールまたは機能１３８１
を使用して実行されてもよい。
【０１２８】
　[0131]ブロック１５１５において、決定することに応答して第１のＵＥにおいてクリア
チャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するための時間が調整される。そのような調整で
は、いくつかの実施形態によれば、第１の基地局に関連するＣＣＡ間隔を最も早い利用可
能なＣＣＡ間隔とスワップしてもよい。そのような調整では、他の実施形態によれば、最
も早い利用可能なＣＣＡ間隔と第１の基地局に関連するＣＣＡ間隔との間のＣＣＡ間隔の
数に基づいてＣＣＡ間隔をずらしてもよい。さらに他の実施形態では、第１の基地局に関
連するＣＣＡ間隔は、最も早い利用可能なＣＣＡ間隔に設定されてもよく、他の基地局に
関連するＣＣＡは、後続のＣＣＡ期間まで遅延されてもよい。ブロック１５１５における
動作は、いくつかの場合には、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明した
ＣＣＡ修正モジュール１０２０および／または１０６０、図１０Ｂを参照しながら説明し
たＣＣＡ調整モジュール１０８０、図１２を参照しながら説明したＵＥ共有スペクトルモ
ジュール１２４０、ならびに／あるいは図１３を参照しながら説明したモジュールまたは
機能１３８１を使用して実行されてもよい。
【０１２９】
　[0132]したがって、方法１５００は、ＣＣＡ動作が、関連する基地局が無認可スペクト
ルにおけるワイヤレス通信チャネルへのチャネルアクセス権を得たかどうかに基づいてＵ
Ｅに対してそれぞれに異なる時間に実行されるように修正されてもよいワイヤレス通信を
実現する場合がある。方法１５００は一実装形態にすぎないこと、および方法１５００の
動作は、他の実装形態が可能であるように再構成されるかまたは場合によっては修正され
てもよいことに留意されたい。
【０１３０】
　[0133]図１６は、ワイヤレス通信のための方法１６００の一例を示すフローチャートで
ある。明快のために、方法１６００について、図１、図２、図３、図１０Ａ、図１０Ｂ、
図１２、および／または図１３を参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１
５、３１５、１００５、１０５５、１２１５、および／もしくは１３１５のうちの１つを
参照しながら以下で説明する。一例では、ＵＥは、以下で説明する機能を実行するように
ＵＥの機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行してもよい。
【０１３１】
　[0134]ブロック１６０５において、基地局のグループの少なくとも第１および第２の基
地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにアクセスするための競合ベースのダウンリン
クチャネルアクセスプロシージャを実行する互いに重複する時間期間が識別されてもよい
。いくつかの実施形態では、基地局の各々はグループＩＤを有し、マッピング関数は、そ
れぞれに異なるグループＩＤを有する２つ以上の基地局がチャネルアクセス権を取得する
のを試みるためにＣＣＡを実行すべきであるＣＣＡ間隔を決定してもよい。ブロック１６
０５における動作は、いくつかの場合には、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しな
がら説明したＣＣＡ修正モジュール１０２０および／または１０６０、図１０Ｂを参照し
ながら説明したＣＣＡ識別モジュール１０６５、図１２を参照しながら説明したＵＥ共有
スペクトルモジュール１２４０、ならびに／あるいは図１３を参照しながら説明したモジ
ュールまたは機能１３８１を使用して実行されてもよい。
【０１３２】
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　[0135]ブロック１６１０において、基地局のグループのうちの基地局の１つがチャネル
へのチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定される。ブロック１６１０における動作は、
いくつかの場合には、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ修
正モジュール１０２０および／または１０６０、図１０Ｂを参照しながら説明したチャネ
ル決定モジュール１０７５、図１２を参照しながら説明したＵＥ共有スペクトルモジュー
ル１２４０、ならびに／あるいは図１３を参照しながら説明したモジュールまたは機能１
３８１を使用して実行されてもよい。
【０１３３】
　[0136]ブロック１６１５において、たとえば、ＣＣＡ間隔のセットから基地局のグルー
プに関連するＵＥのＣＣＡ間隔が選択され、この場合、ＣＣＡ間隔のセットは、基地局の
グループの外部の１つまたは複数の基地局に関連する１つまたは複数のＵＥのＣＣＡ間隔
よりも早いＣＣＡ間隔を備える。ブロック１６１５における動作は、いくつかの場合には
、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ修正モジュール１０２
０および／または１０６０、図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ調整モジュール１０
８０、図１２を参照しながら説明したＵＥ共有スペクトルモジュール１２４０、ならびに
／あるいは図１３を参照しながら説明したモジュールまたは機能１３８１を使用して実行
されてもよい。
【０１３４】
　[0137]したがって、方法１６００は、非直交ＣＣＡ動作が、ＣＣＡ間隔の間にＣＣＡを
実行する基地局のグループにおける基地局が無認可スペクトルにおけるワイヤレス通信チ
ャネルへのチャネルアクセス権を得たかどうかに基づいてＵＥに対してそれぞれに異なる
時間に実行されるように修正されてもよいワイヤレス通信を実現する場合がある。方法１
６００は一実装形態にすぎないこと、および方法１６００の動作は、他の実装形態が可能
であるように並べ替えられてよく、または別様に修正されてよいことに留意されたい。
【０１３５】
　[0138]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。この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
、または例示として機能すること」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
与える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。いくつかの事例では、説明された実施形態の概念を不明瞭に
することを回避するために、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式で
示されている。
【０１３６】
　[0139]情報および信号は、多種多様な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。
【０１３７】
　[0140]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的な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、個別のゲートもしくはトランジスタ論理、個別のハード
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
ロセッサであってよいが、代替的には、プロセッサは、任意の従来型プロセッサ、コント
ローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であってよい。プロセッサは、コンピュ
ーティングデバイスの組合せ、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。プロセッサは、場合によっては
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、メモリと電子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を記
憶する。
【０１３８】
　[0141]本明細書で説明された機能は、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るか、あるいはコンピュータ可読媒体
を介して送信され得る。他の例および実施態様は、本開示および添付の特許請求の範囲の
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、ハードワイヤリング、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現され得る。機能を
実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理的な場所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」は選言的な列挙を示しており、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうち
の少なくとも１つ」の列挙は、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまた
はＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意味する。
【０１３９】
　[0142]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いずれも、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、汎用または専用のコンピュータに
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も
しく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、もしくは汎用もしくは
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、いかなる
接続も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、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者線（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、光ファイバーケーブル、ツ
イストペア、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は、
媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されているディスク（disk）およびディスク（di
sc）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）、デジタルバーサタイルディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー
（登録商標）ィディスク（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）は通常
、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。
【０１４０】
　[0143]本開示のこれまでの説明は、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。本開示への様々な修正が当業者には容易に明らかであり、本明細
書で定義された一般的な原理は、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、例
または事例を示すものであり、述べられた例に対する選好を何ら暗示せず、または要求し
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る原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべ
きである。
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
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　ワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別することと、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定することと、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベー
スのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することと
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記修正することは、
　前記決定することに応答して前記第１のＵＥにおいてクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行するための時間を調整することを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと前記決定することは、
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定するために前記基地局のチ
ャネル使用状況ビーコン信号（ＣＵＢＳ）をモニタすることを備える、
　Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記調整することは、
　前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するための最も早い利用可能な
ＣＣＡ間隔になるように、前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を変更することを備える、
　Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定することに応答して前記第
１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るのを好むよ
うに前記第２の基地局に関連する第２のＵＥに関する前記アップリンクチャネルアクセス
プロシージャを修正することをさらに備える、
　Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記第２のＵＥのための前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するこ
とは、前記第２のＵＥが最も早いＣＣＡ間隔の間に前記アップリンクチャネルアクセスプ
ロシージャを実行するようにスケジュールされるときに前記第１のＵＥのためにスケジュ
ールされたＣＣＡ間隔を前記第２のＵＥに割り当てることを備える、
　Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記修正することは、次式のように前記基地局のグループＩＤに基づいて前記第１のＵ
ＥのＣＣＡ間隔を決定するためのマッピング関数ＦU（ｇｒｏｕｐＩＤ，ｔ）を修正する
ことを備え、
【数８】

　ここで、ｇA（ｔ）＝前記第１の基地局の前記グループＩＤであり、
　ｇB（ｔ）＝前記最も早い利用可能なＣＣＡ間隔においてアップリンクＣＣＡを実行し
たであろう１つまたは複数のＵＥのグループＩＤである、
　Ｃ６に記載の方法。
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［Ｃ８］
　前記第２のＵＥに関する前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するこ
とは、
　前記第１のＵＥのスケジュールされたＣＣＡ間隔と前記最も早い利用可能なＣＣＡ間隔
との間のＣＣＡ間隔の数を決定することと、
　前記第２のＵＥのスケジュールされたＣＣＡ間隔を前記決定された数のＣＣＡ間隔だけ
シフトすることと
　を備える、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記修正することは、次式のように前記基地局のグループＩＤに基づいて前記第１のＵ
ＥのＣＣＡ間隔を決定するためのマッピング関数ＦU（ｇｒｏｕｐＩＤ，ｔ）を修正する
ことを備え、
【数９】

　ここで、ｇA（ｔ）＝前記第１の基地局の前記グループＩＤである、
　Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記第２のＵＥに関する前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するこ
とは、
　アップリンクチャネルアクセスを後続のチャネルアクセス期間まで遅延させることを備
える、
　Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記修正することは、
　複数の利用可能なクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔から前記第１の基地局の
スケジュールされたＣＣＡ間隔を決定することと、
　前記第１の基地局の前記スケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて前記第１のＵＥのＣ
ＣＡ間隔を設定することと
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記第１の基地局および前記第２の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシ
ージャを実行する前記時間期間は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔を備え、
前記第１の基地局と前記第２の基地局の前記ＣＣＡ間隔は重複せず、前記第１の基地局と
少なくとも１つの他の基地局の前記ＣＣＡ間隔が重複する、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定され
、前記第１の基地局および前記少なくとも１つの他の基地局を備える基地局のグループは
同じＣＣＡ間隔を有する、
　Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することは、
　基地局の前記グループのうちの前記基地局の１つが前記チャネルへのチャネルアクセス
権を勝ち取ったと決定することと、
　前記決定することに応答して前記第１のＵＥおよび前記少なくとも１つの他の基地局に
関連する少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間を調整すること
と
　を備える、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
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　前記調整することは、
　ＣＣＡ間隔のセットから基地局の前記グループに関連するＵＥのＣＣＡ間隔を選択する
ことを備え、ＣＣＡ間隔の前記セットは、基地局の前記グループの外部の１つまたは複数
の基地局に関連する１つまたは複数のＵＥのＣＣＡ間隔よりも早いＣＣＡ間隔を備える、
　Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別するための手段と、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定するための手段と、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベー
スのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正するための手段と
　を備える、装置。
［Ｃ１７］
　前記修正するための手段は、前記決定することに応答して前記第１のＵＥにおいてクリ
アチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するための時間を調整する、Ｃ１６に記載の装
置。
［Ｃ１８］
　前記修正するための手段は、前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行す
るための最も早い利用可能なＣＣＡ間隔になるように、前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を変
更する、
　Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記修正するための手段は、複数の利用可能なクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）
間隔から前記第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ間隔を決定し、前記第１の基地局
の前記スケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を設定する
、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記第１の基地局および前記第２の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシ
ージャを実行する前記時間期間は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔を備え、
前記第１の基地局と前記第２の基地局の前記ＣＣＡ間隔は、重複せず、前記第１の基地局
と少なくとも１つの他の基地局の前記ＣＣＡ間隔が重複する、
　Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定され
、前記第１の基地局および前記少なくとも１つの他の基地局を備える基地局のグループは
同じＣＣＡ間隔を有する、
　Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを前記修正するための手段は、基地局
の前記グループのうちの前記基地局の１つが前記チャネルへのチャネルアクセス権を勝ち
取ったと決定し、前記決定することに応答して前記第１のＵＥおよび前記少なくとも１つ
の他の基地局に関連する少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣＡを実行するための時間
を調整する、
　Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］
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　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、前記プロセッサは、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別することと、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定することと、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベー
スのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正することと
　を行うように構成される、装置。
［Ｃ２４］
　前記プロセッサは、前記決定することに応答して前記第１のＵＥにおいてクリアチャネ
ルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するための時間を調整することを行うようにさらに構成
される、
　Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記プロセッサは、前記アップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するための
最も早い利用可能なＣＣＡ間隔になるように、前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を変更するこ
とを行うようにさらに構成される、
　Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記プロセッサは、複数の利用可能なクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔から
前記第１の基地局のスケジュールされたＣＣＡ間隔を決定することと、前記第１の基地局
の前記スケジュールされたＣＣＡ間隔に基づいて前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を設定する
こととを行うようにさらに構成される、
　Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記第１の基地局および前記第２の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシ
ージャを実行する前記時間期間は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）間隔を備え、
前記第１の基地局と前記第２の基地局の前記ＣＣＡ間隔は重複せず、前記第１の基地局と
少なくとも１つの他の基地局の前記ＣＣＡ間隔が重複する、
　Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記ＣＣＡ間隔は、利用可能なＣＣＡ間隔からの擬似ランダム選択に基づいて決定され
、前記第１の基地局および前記少なくとも１つの他の基地局を備える基地局のグループは
同じＣＣＡ間隔を備える、
　Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記プロセッサは、基地局の前記グループのうちの前記基地局の１つが前記チャネルへ
のチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定し、前記決定することに応答して前記第１のＵ
Ｅおよび前記少なくとも１つの基地局に関連する少なくとも１つの他のＵＥにおいてＣＣ
Ａを実行するための時間を調整するようにさらに構成される、
　Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３０］
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するための非一時的コンピュータ可読媒体で
あって、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
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クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別するための命令と、
　前記第１の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったかあるいは勝ち
取る可能性が高いと決定するための命令と、
　前記第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）に関する競合ベースのアップリ
ンクチャネルアクセスプロシージャを、前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける
前記チャネルへのアクセス権を得るのを好むように修正するための命令と
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月15日(2019.3.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　第１の基地局に関連する第１のユーザ機器（ＵＥ）が、少なくとも前記第１の基地局お
よび第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにアクセスするための競合ベース
のダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時間期間を識別することと、
　前記第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定することと、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１のＵＥを含む複数のＵＥのクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ
）間隔を決定するためのマッピング関数を修正することによって前記第１の基地局に関連
する前記第１のＵＥに関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを
修正すること、前記マッピング関数を前記修正することは、前記第１の基地局がダウンリ
ンクチャネルアクセス権を勝ち取ったとの前記決定することに少なくとも部分的に基づく
、と
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったとの前記決定するこ
とに少なくとも部分的に基づいて前記第１のＵＥによって実行されるべきＣＣＡの時間期
間を調整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ＵＥによって実行されるべき前記ＣＣＡの前記時間期間は、前記競合ベース
のダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するための前記第１の基地局による
ＣＣＡの時間期間と異なる、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マッピング関数を前記修正することは、
　前記マッピング関数に前記第１のＵＥによるＣＣＡを実行するための時間を調整させる
前記第１の基地局のインジケータに少なくとも部分的に基づいて前記第１のＵＥを含む前
記複数のＵＥのＣＣＡ間隔を決定するための前記マッピング関数を修正することをさらに
備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記マッピング関数を前記修正することは、前記マッピング関数に前記第１のＵＥによ
るＣＣＡを実行するための時間と第２のＵＥによるＣＣＡを実行するための時間を調整さ
せる、前記第２の基地局の識別子と前記第１の基地局の識別子とに少なくとも部分的に基
づいて、前記第２の基地局に関連する前記第２のＵＥおよび前記第１のＵＥを含む前記複
数のＵＥのＣＣＡ間隔を決定するための前記マッピング関数を修正することをさらに備え
る、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記マッピング関数における前記第１の基地局の前記識別子は、前記第２の基地局の識
別子と異なる、　請求項５に記載の方法。
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【請求項７】
　前記マッピング関数を前記修正することは、
　前記競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するためのフレー
ム期間の一部における最も早い利用可能なＣＣＡ間隔になるように、前記第１のＵＥのＣ
ＣＡ間隔を変更するように前記マッピング関数を修正することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記マッピング関数を前記修正することは、
　前記第１のＵＥのためのＣＣＡ間隔が前記第２の基地局に関連する第２のＵＥのための
ＣＣＡ間隔とスワップされるように、前記第１のＵＥを含む前記複数のＵＥのＣＣＡ間隔
を決定するための前記マッピング関数を修正することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記マッピング関数を修正することは、
　前記第１のＵＥのためのスケジュールされたＣＣＡ間隔と、競合ベースのアップリンク
チャネルアクセスプロシージャを実行するためのフレーム期間の一部における最も早い利
用可能なＣＣＡ間隔との間のＣＣＡ間隔の数を決定することと
　前記決定されたＣＣＡ間隔の数によって第２のＵＥのためのスケジュールされたＣＣＡ
間隔をシフトすることと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記マッピング関数を前記修正することは、
　第２のＵＥが競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するため
のフレーム期間の一部における最も早い利用可能なＣＣＡ間隔の間にＣＣＡを実行するた
めにスケジュールされるとき、前記第２のＵＥのためにスケジュールされたＣＣＡ間隔に
前記第１のＵＥのためにスケジュールされたＣＣＡ間隔を割り当てることを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記マッピング関数を前記修正することは、
　競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを実行するためのリッスンビ
フォアトーク（ＬＢＴ）固定フレーム期間の一部における最も早い利用可能なＣＣＡ間隔
になるように、前記第１のＵＥのＣＣＡ間隔を変更するように前記マッピング関数を修正
することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＬＢＴ固定フレーム期間は、時間分割多重（ＴＤＤ）フレーム構造に対応する、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと前記決定することは、
　前記第１の基地局がチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定するために、前記第１の基
地局のチャネル使用状況ビーコン信号（ＣＵＢＳ）をモニタすることを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の基地局および前記第２の基地局が前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシ
ージャを実行する前記時間期間は、ＣＣＡ間隔を備え、前記第１の基地局および前記第２
の基地局の前記ＣＣＡ間隔は、重複せず、前記第１の基地局および少なくとも１つの他の
基地局のＣＣＡ間隔は、重複する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ダウンリンクチャネルアクセスプロシージャに関連する前記ＣＣＡ間隔は、利用可
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能なＣＣＡ間隔から、疑似乱数選択に少なくとも部分的に基づいて決定される、
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記マッピング関数を前記修正することは、
　前記少なくとも１つの他の基地局に関連する少なくとも１つの他のＵＥおよび前記第１
のＵＥによってＣＣＡを実行するための時間を調整することを備える、
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１のＵＥが、前記マッピング関数を前記修正することに少なくとも部分的に基づ
いてＣＣＡ間隔におけるＣＣＡ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１８】
　ワイヤレス通信のための第１のＵＥに関連する装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令は、
　少なくとも前記第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネル
にアクセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行す
る時間期間を識別することと、
　前記第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定することと、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１のＵＥを含む複数のＵＥのクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ
）間隔を決定するためのマッピング関数を修正することによって前記第１の基地局に関連
する前記第１のＵＥに関する競合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを
修正すること、ここにおいて、前記マッピング関数の修正は、前記第１の基地局がダウン
リンクチャネルアクセス権を勝ち取ったとの決定に少なくとも部分的に基づく、と
　を前記プロセッサによって実行可能である、装置。
【請求項１９】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）でのワイヤレス通信のためのコードを記憶するための非一時
的コンピュータ可読媒体であって、前記コードは、
　少なくとも第１の基地局および第２の基地局が無認可スペクトルにおけるチャネルにア
クセスするための競合ベースのダウンリンクチャネルアクセスプロシージャを実行する時
間期間を識別することと、
　前記第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝ち取ったと決定することと、
　前記第１のＵＥが前記無認可スペクトルにおける前記チャネルへのアクセス権を得るの
を好むように、前記第１のＵＥを含む複数のＵＥのクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ
）間隔を決定するためのマッピング関数を修正することによって前記第１ＵＥに関する競
合ベースのアップリンクチャネルアクセスプロシージャを修正すること、ここにおいて、
前記マッピング関数の修正は、前記第１の基地局がダウンリンクチャネルアクセス権を勝
ち取ったとの決定に少なくとも部分的に基づく、と
　を行うように実行可能な命令を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
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