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(57)【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、
ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
ス番号と、前記データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信すること
と、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数の
データサブフレームについてのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックを
受信することと、ここにおいて、前記ＨＡＲＱフィードバックは、肯定応答（ＡＣＫ）ま
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たは否定応答（ＮＡＣＫ）を介して前記１つまたは複数のデータサブフレームの各々が前
記ＵＥによって受信され、復号されたかどうかを示す、
前記１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックが前記Ｕ
Ｅによって送信されないと決定することに応答して、前記ＵＥが順序が乱れて前記データ
フレームを受信したと決定することと、
を備える、方法。
【請求項２】
前記ＵＥに前記無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームに対応するシーケン
ス番号と、前記後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信す
ることと、
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前記後続のデータフレームのための前記シーケンス番号が、前記指定された順序で前記
ＵＥによって受信されると、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記後続のデ
ータフレームの前記１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバ
ックを受信することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数のデータサブフレー
ムについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することが、
前記１つまたは複数のデータサブフレームの各々について別個のＨＡＲＱフィードバッ
クメッセージを受信することを備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数のデータサブフレー
ムについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することが、
前記データフレーム中に、前記１つまたは複数のデータサブフレームのサブセットにつ
いてのＨＡＲＱフィードバックを受信することと、
次のデータフレーム中に、前記１つまたは複数のデータサブフレームの残りのサブセッ
トについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することと
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数のデータサブフレー
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ムについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することが、
１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、前記１つまたは複数
のデータサブフレームの各々についてのＨＡＲＱフィードバックを受信すること、ここに
おいて、各対応するアップリンクサブフレームが、前記データフレーム中に、または次の
データフレーム中に発生する、
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
前記無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行することと、
前記無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、前記データフレーム
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中に前記無認可スペクトルにアクセスすることと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
無認可スペクトルを介したチャネルアクセスを要求するために送信要求（ＲＴＳ）信号
を送信することと、
前記無認可スペクトルが利用可能であるとき、前記ＲＴＳ信号に応答して、送信可（Ｃ
ＴＳ）信号を受信することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記無認可スペクトルが送信のために利用可能であるとき、送信可（ＣＴＳ）信号を送
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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９】
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
ス番号と、前記データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信するため
の手段と、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数の
データサブフレームについてのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックを
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受信するための手段と、ここにおいて、前記ＨＡＲＱフィードバックは、肯定応答（ＡＣ
Ｋ）または否定応答（ＮＡＣＫ）を介して前記１つまたは複数のデータサブフレームの各
々が前記ＵＥによって受信され、復号されたかどうかを示す、
前記１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックが前記Ｕ
Ｅによって送信されないと決定することに応答して、前記ＵＥが順序が乱れて前記データ
フレームを受信したと決定するための手段と、
を備える、装置。
【請求項１０】
ワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
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ス番号と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックとを送信することと、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＨＡＲＱフィードバックに応答して、前記ＵＥから前記無認可ス
ペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを受信することと、ここにおい
て、前記ＨＡＲＱフィードバックが、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセー
ジを備え、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフ
レームを受信することが、前記１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各
々について別個のデータサブフレームを受信することを備える、
前記１つまたは複数のデータサブフレームが前記ＵＥによって送信されないと決定する
ことに応答して、前記ＵＥが順序が乱れて前記データフレームを受信したと決定すること
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と、
を備える、方法。
【請求項１１】
前記ＵＥに前記無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームに対応するシーケン
ス番号と、後続のＨＡＲＱフィードバックとを送信することと、
前記後続のデータフレームのための前記シーケンス番号が、前記指定された順序で前記
ＵＥによって受信されると、前記後続のＨＡＲＱフィードバックに応答して、前記ＵＥか
ら前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数の追加のデータサブフレームを受信す
ることと
をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
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【請求項１２】
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを
受信することが、
１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、前記１つまたは複数
のデータサブフレームの各々を受信すること、ここにおいて、各対応するアップリンクサ
ブフレームが、前記データフレーム中に発生する、
を備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
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ス番号と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックとを送信するための手
段と、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＨＡＲＱフィードバックに応答して、前記ＵＥから前記無認可ス
ペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを受信するための手段と、ここ
において、前記ＨＡＲＱフィードバックが、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメ
ッセージを備え、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータ
サブフレームを受信することが、前記１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセー
ジの各々について別個のデータサブフレームを受信することを備える、
前記１つまたは複数のデータサブフレームが前記ＵＥによって送信されないと決定する
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ことに応答して、前記ＵＥが順序が乱れて前記データフレームを受信したと決定するため
の手段と、
を備える、装置。
【請求項１４】
請求項１乃至８または１０乃至１２のうちの１つの前記方法の全てのステップを実施す
るようにコンピュータ実行可能なプログラム命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
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[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８月１１日に出
願された、「ＨＡＲＱ
ＳＰＥＣＴＲＵＭ

ＤＥＳＩＧＮ

ＦＯＲ

ＵＴＩＬＩＺＩＮＧ

ＬＴＥ

ＩＮ

ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ

ＩＮＤＩＶＩＤＵＡＬ

ＡＣＫ/ＮＡＣＫ」と

題する、Ｄａｍｎｊａｎｏｖｉｃらによる米国特許出願第１４／４５６，８６６号、およ
び２０１３年８月１３日に出願された、「ＨＡＲＱ
Ｎ

ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ

ＡＬ

ＳＰＥＣＴＲＵＭ

ＤＥＳＩＧＮ

ＵＴＩＬＩＺＩＮＧ

ＦＯＲ

ＬＴＥ

Ｉ

ＩＮＤＩＶＩＤＵ

ＡＣＫ/ＮＡＣＫ」と題する、Ｄａｍｎｊａｎｏｖｉｃらによる米国仮特許出願第

６１／８６５，５０７号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
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[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（multiple‑access）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）など、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（ＷＬ
ＡＮ）のアクセスポイントは、ＷｉＦｉ（登録商標）ノードなど、いくつかのＷＬＡＮア
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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ＵＥ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混雑し始めるにつれて、事業者は、容量を増加する方法
に注目し始めた。１つの手法には、セルラーネットワークのトラフィックおよび／または
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シグナリングの一部をオフロードするためのＷＬＡＮの使用があり得る。認可スペクトル
（a licensed spectrum）で動作するセルラーネットワークとは異なり、ＷｉＦｉネット
ワークは、概して、無認可スペクトル（an unlicensed spectrum）で動作するので、ＷＬ
ＡＮ（またはＷｉＦｉネットワーク）は魅力的である。ただし、セルラーデバイスとＷｉ
Ｆｉデバイスの両方による無認可スペクトルの使用には、無認可スペクトルへのアクセス
を獲得するために競合ベースプロトコル（a contention‑based protocol）の使用が必要
になり得る。したがって、複数のデータフレームを介して無認可スペクトルを介して通信
しようとするデバイスは、データフレーム間の送信ギャップ（たとえば、無認可スペクト
ルをキャプチャし、複数の隣接データフレーム中に、デバイスが無認可スペクトルを介し
て通信するのを妨げる他のデバイスによって生じる、ギャップ）を考慮しなければならな
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いことがある。
【発明の概要】
【０００５】
[0005]説明する特徴は、一般に、ワイヤレス通信のための１つまたは複数の改善された
方法、システム、および／または装置に関する。より詳細には、説明する特徴は、複数の
データフレームを介して無認可スペクトルを介して通信しようとするデバイスがデータフ
レーム間の送信ギャップを考慮しなければならないことがあるワイヤレス通信システムに
おける、データサブフレームおよび／またはハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybr
id automatic repeat request）フィードバックを含むデータフレームの送信に関する。
【０００６】
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[0006]例示的な例の第１のセットでは、ワイヤレス通信のための方法を与える。ワイヤ
レス通信のための方法は、ＵＥに無認可スペクトルを介して、データフレームに対応する
シーケンス番号と、データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信する
ことを備え得る。本方法は、データフレームに対応するシーケンス番号が、指定された順
序でＵＥによって受信されると、ＵＥから無認可スペクトルを介して、１つまたは複数の
データサブフレームについてのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックを
受信することを含む。
【０００７】
[0007]いくつかの例では、データフレームに対応するシーケンス番号が、順序が乱れて
（out of order）ＵＥによって受信されると、ＨＡＲＱフィードバックが１つまたは複数
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のデータサブフレームについてＵＥによって送信されないことがある。本方法は、ＵＥに
無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームに対応するシーケンス番号と、後続の
データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信することと、後続のデー
タフレームのためのシーケンス番号が、指定された順序でＵＥによって受信されると、Ｕ
Ｅから無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブ
フレームについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することとをさらに含み得る。
【０００８】
[0008]他の例では、本方法は、１つまたは複数のデータサブフレームの各々について別
個のＨＡＲＱフィードバックメッセージを受信することを備え得る。１つまたは複数のデ
ータサブフレームについて無認可スペクトルを介してＨＡＲＱフィードバックメッセージ
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を受信することは、データフレーム中に（during the data frame）、１つまたは複数の
データサブフレームのサブセットについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することと、
次のサブフレーム中に（during a next subframe）、１つまたは複数のデータサブフレー
ムの残りのサブセットについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することとを備え得る。
また別の例では、ＵＥから無認可スペクトルを介してＨＡＲＱフィードバックを受信する
ことは、各１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレーム中に、１つまたは複数の
データサブフレームの各々についてのＨＡＲＱフィードバックを受信することを備え得る
。各対応するアップリンクサブフレームは、データフレーム中に、または次のデータフレ
ーム中に発生し得る。本方法は、無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにクリア
チャネルアセスメント（ＣＣＡ：clear channel assessment）を実行することと、無認可
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スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、データフレーム中に、無認可スペ
クトルにアクセスすることとをさらに含み得る。いくつかの例では、本方法は、無認可ス
ペクトルを介したチャネルアクセスを要求および予約するために送信要求（ＲＴＳ：a re
quest to send）信号を送信することを備え得る。そのような事例では、無認可スペクト
ルが送信のために利用可能であるとき、送信可（ＣＴＳ：a clear to send）信号が受信
され得る。追加または代替として、本方法は、無認可スペクトルが利用可能であるとき、
ＣＴＳ信号を送信することを備え得る。
【０００９】
[0009]例示的な例の第２のセットでは、ワイヤレス通信のための装置を与える。本装置
は、ＵＥに無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケンス番号と、デ
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ータフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信するための手段を含み得る
。本装置は、データフレームに対応するシーケンス番号が、指定された順序でＵＥによっ
て受信されると、ＵＥから無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレ
ームについてのＨＡＲＱフィードバックを受信するための手段をさらに備え得る。いくつ
かの例では、本装置は、例示的な例の第１のセットに関して上記で説明したワイヤレス通
信のための方法の１つまたは複数の態様を実装し得る。
【００１０】
[0010]例示的な例の第３のセットでは、ワイヤレス通信のための方法を与える。本方法
は、ＵＥに無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケンス番号と、Ｈ
ＡＲＱフィードバックとを送信することを含み得る。本方法は、データフレームに対応す

10

るシーケンス番号が、指定された順序でＵＥによって受信されると、ＨＡＲＱフィードバ
ックに応答して、ＵＥから無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレ
ームを受信することを含む。データフレームに対応するシーケンス番号が、順序が乱れて
ＵＥによって受信されると、１つまたは複数のデータサブフレームが、ＵＥによって送信
されないことがある。
【００１１】
[0011]いくつかの例では、本方法は、ＵＥに無認可スペクトルを介して、後続のデータ
フレームに対応するシーケンス番号と、後続のＨＡＲＱフィードバックとを送信すること
と、後続のデータフレームのためのシーケンス番号が、指定された順序でＵＥによって受
信されると、後続のＨＡＲＱフィードバックに応答して、ＵＥから無認可スペクトルを介

20

して、１つまたは複数の追加のデータサブフレームを受信することとをさらに含み得る。
ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージを含み
得、ＵＥから無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを受信す
ることは、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各々について別個のデ
ータサブフレームを受信することを含み得る。ＵＥから無認可スペクトルを介して、１つ
または複数のデータサブフレームを受信することは、１つまたは複数の対応するアップリ
ンクサブフレームの各々中に、１つまたは複数のデータサブフレームの各々を受信するこ
と、ここにおいて、各対応するアップリンクサブフレームが、データフレーム中に発生す
る、を含み得る。ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のアップリンク許可（upli
nk grants）を含み得る。本方法は、無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにＣ
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ＣＡを実行することと、無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、デ
ータフレーム中に、無認可スペクトルにアクセスすることとを含み得る。
【００１２】
[0012]例示的な例の第４のセットでは、ワイヤレス通信のための装置を与える。ワイヤ
レス通信のための装置は、ＵＥに無認可スペクトルを介して、データフレームに対応する
シーケンス番号と、ＨＡＲＱフィードバックとを送信するための手段を含み得る。本装置
は、データフレームに対応するシーケンス番号が、指定された順序でＵＥによって受信さ
れると、ＨＡＲＱフィードバックに応答して、ＵＥから無認可スペクトルを介して、１つ
または複数のデータサブフレームを受信することをさらに備え得る。いくつかの例では、
本装置は、例示的な例の第３のセットに関して上記で説明したワイヤレス通信のための方
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法の１つまたは複数の態様を実装し得る。
【００１３】
[0013]説明する方法および装置の適用性のさらなる範囲は、以下の詳細な説明、特許請
求の範囲、および図面から明らかになろう。当業者には詳細な説明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、詳細な説明および特定の例は、例示として与
えられるものにすぎない。
【００１４】
[0014]以下の図面を参照すれば、本発明の性質および利点のさらなる理解が得られ得る
。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、
同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要

50

(7)

JP 6509859 B2 2019.5.8

素同士を区別する第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
のみが明細書において使用される場合、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構成要素のうちのいずれか１つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[0015]ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２Ａ】[0016]様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）を使用するための展開シナリオの例を示す図。
【図２Ｂ】[0017]様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用するス
タンドアロンモードの一例を示す図。
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【図３】[0018]無認可フレーム／間隔、およびたとえば、ＬＴＥ無線フレームを含む期間
フレーム構造（a period frame structure）に対するそれらの関係の様々な例を示す図。
【図４】[0019]ダウンリンク動作モード中の無認可フレーム／間隔の例示的な使用を示す
図。
【図５】ダウンリンク動作モード中の無認可フレーム／間隔の例示的な使用を示す図。
【図６】[0020]アップリンク動作モード中の無認可フレーム／間隔の例示的な使用を示す
図。
【図７】アップリンク動作モード中の無認可フレーム／間隔の例示的な使用を示す図。
【図８Ａ】[0021]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ｅＮＢ
などのデバイスの例のブロック図。
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【図８Ｂ】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ｅＮＢなどの
デバイスの例のブロック図。
【図９Ａ】[0022]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、ＵＥ
などのデバイスの例のブロック図。
【図９Ｂ】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、ＵＥなどの
デバイスの例のブロック図。
【図１０】[0023]様々な実施形態による、ｅＮＢアーキテクチャの一例を示すブロック図
。
【図１１】[0024]様々な実施形態による、ＵＥアーキテクチャの一例を示すブロック図。
【図１２】[0025]様々な実施形態による、多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムの一例
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を示すブロック図。
【図１３】[0026]様々な実施形態による、（たとえば、ｅＮＢの観点から）ダウンリンク
動作モードで無認可スペクトルを使用するワイヤレス通信のための方法の例のフローチャ
ート。
【図１４】様々な実施形態による、（たとえば、ｅＮＢの観点から）ダウンリンク動作モ
ードで無認可スペクトルを使用するワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図１５】[0027]様々な実施形態による、（たとえば、ＵＥの観点から）ダウンリンク動
作モードで無認可スペクトルを使用するワイヤレス通信のための方法の一例のフローチャ
ート。
【図１６】[0028]様々な実施形態による、（たとえば、ｅＮＢの観点から）アップリンク
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動作モードで無認可スペクトルを使用するワイヤレス通信のための方法の一例のフローチ
ャート。
【図１７】[0029]（たとえば、ＵＥの観点から）アップリンク動作モードで無認可スペク
トルを使用するワイヤレス通信のための方法の一例のフローチャート。
【詳細な説明】
【００１６】
[0030]ＬＴＥ通信のために無認可スペクトルが使用される方法、システム、および装置
について説明する。一般に、事業者は、セルラーネットワークにおいて常に増大する輻輳
レベルを軽減するために無認可スペクトルを使用するための主なメカニズムとして、Ｗｉ
Ｆｉに注目してきた。しかしながら、無認可スペクトルにおけるＬＴＥ（登録商標）に基
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づくニューキャリアタイプ（ＮＣＴ：a new carrier type）は、キャリアグレードＷｉＦ
ｉに適合し得、それにより、無認可スペクトルまたは共有スペクトルにおけるＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ−Ａ通信を、ネットワーク輻輳を軽減することを目的としたＷｉＦｉソリューション
の代替とする。無認可スペクトルまたは共有スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａ通信
は、多くのＬＴＥ概念を活用し得、無認可スペクトルにおける効率的な動作をもたらすと
ともに規制上の要件を満たすために、ネットワークまたはネットワークデバイスの物理レ
イヤ（ＰＨＹ）およびメディアアクセス制御（ＭＡＣ）の態様にいくつかの変更をもたら
し得る。無認可スペクトルは、たとえば、６００メガヘルツ（ＭＨｚ）から６ギガヘルツ
（ＧＨｚ）までの範囲にわたる。場合によっては、無認可スペクトルまたは共有スペクト
ルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ−ＡはＷｉＦｉよりも有意に良好に働き得る。たとえば、（単
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一または複数の事業者のための）無認可展開または共有展開（an unlicensed or shared
deployment）におけるすべてのＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａが、すべてのＷｉＦｉ展開に比較され
るとき、または高密度スモールセル展開があるとき、無認可展開または共有展開における
ＬＴＥ／ＬＴＥ−ＡはＷｉＦｉよりも有意に良好に働き得る。無認可展開または共有展開
におけるＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａはまた、無認可展開または共有展開におけるＬＴＥ／ＬＴＥ
−Ａが（単一または複数の事業者のための）ＷｉＦｉと混合される場合などの他の場合に
はＷｉＦｉよりも良好に働き得る。
【００１７】
[0031]説明する特徴は、データサブフレームおよび／またはＨＡＲＱフィードバックを
含むデータフレームの送信に関する。デバイスが複数のデータフレームを介して無認可ス
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ペクトルを介して通信しようとするワイヤレス通信システムでは、デバイスは、データフ
レーム間の送信ギャップを考慮しなければならないことがある。これらの送信ギャップを
考慮するために、無認可スペクトルを介した送信のデータフレームにはシーケンス番号が
割り当てられ得る。データフレームは、次いで、シーケンス番号の指定された順序に従っ
て、シーケンス番号とともに送信され得る。場合によっては、連続するシーケンス番号が
、送信ギャップによって分離されたデータフレームに割り当てられ得る。デバイスが指定
された順序でデータフレームを受信すると、デバイスは、それに応答してＨＡＲＱフィー
ドバックおよび／またはデータサブフレームを送信し得る。デバイスが指定された順序で
データフレームを受信しない（たとえば、デバイスが、送信中の第２番目のデータフレー
ムを受信する前に、送信中の第３番目のデータフレームを受信する）と、デバイスは、い
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かなるデータサブフレームまたはＨＡＲＱフィードバックも送信せず、それによって、デ
バイスが順序が乱れてデータフレームを受信したことをシグナリングし得る。
【００１８】
[0032]本明細書で説明する技法は、ＬＴＥに限定されず、同じく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ
、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ−ＦＤＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通
信システムに使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばし
ば互換的に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上無線
アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial Radio Access）などの無線技術を実装し得
る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ−２０００、ＩＳ−９５、およびＩＳ−８５６規格をカバ
ーする。ＩＳ−２０００リリース０およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０００

１Ｘ、１Ｘ

などと呼ばれる。ＩＳ−８５６（ＴＩＡ−８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ２０００
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１ｘ

ＥＶ−ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ：High Rate Packet Data）などと呼ばれる
。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））とＣＤＭＡの他の変形態とを
含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：
Global System for Mobile Communications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡ
システムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、発
展型ＵＴＲＡ（Ｅ−ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ−Ｆｉ（登
録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０
、Ｆｌａｓｈ−ＯＦＤＭなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ−ＵＴＲＡは、
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：Universal Mobi

50

(9)

JP 6509859 B2 2019.5.8

le Telecommunication System）の一部である。ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴ
Ｅ−Ａ：LTE‑Advanced）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（登録商標）：3rd Generation Partnership
Project）という名称の組織からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭ
Ｂ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
らの文書に記載されている。本明細書で説明した技法は、上記のシステムおよび無線技術
、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。ただし、以下の説明では、例と
してＬＴＥシステムについて説明し、以下の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用され
るが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。

10

【００１９】
[0033]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載された範囲、適用
可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱すること
なく、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実施形態は、適
宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説
明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略
、または組み合わせられ得る。また、いくつかの実施形態に関して説明する特徴は、他の
実施形態において組み合わせられ得る。
【００２０】
[0034]最初に図１を参照すると、図に、ワイヤレス通信システム１００の一例が示され
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ている。システム１００は、複数のアクセスポイント（たとえば、基地局、ｅＮＢ、また
は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またはいくつかのアクセスポイント１０５（たとえば、
基地局またはｅＮＢ）の一部であり得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下でＵ
Ｅ１１５と通信し得る。アクセスポイント１０５のうちのいくつかは、バックホール１３
２を通してコアネットワーク１３０と制御情報および／またはユーザデータを通信し得る
。一例では、アクセスポイント１０５のうちのいくつかは、ワイヤードまたはワイヤレス
通信リンクであり得るバックホールリンク１３４を介して互いと直接または間接的に通信
し得る。システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上での動作をサ
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ポートし得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で変調された信号を同時に送
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。各変調された信号は、異なるキャリア上で送られ得
、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、データな
どを搬送し得る。
【００２１】
[0035]アクセスポイント１０５は、１つまたは複数のアクセスポイントアンテナを介し
て、ＵＥ１１５とワイヤレス通信し得る。アクセスポイント１０５の各々は、それぞれの
カバレージエリア１１０に対する通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、アクセ
スポイント１０５は、基地局、基地トランシーバ局（ＢＴＳ：base transceiver station
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）、無線基地局、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set
）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：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好適な用語で呼ばれることがある。アクセス
ポイントのためのカバレージエリア１１０は、カバレージエリアの一部分のみを構成する
セクタ（図示せず）に分割され得る。システム１００は、異なるタイプのアクセスポイン
ト１０５（たとえば、マクロ基地局、マイクロ基地局、および／またはピコ基地局）を含
み得る。アクセスポイント１０５はまた、セルラーおよび／またはＷＬＡＮ無線アクセス
技術などの異なる無線技術を利用し得る。アクセスポイント１０５は同じまたは異なるア
クセスネットワークまたは事業者展開（operator deployments）に関連付けられ得る。同
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じもしくは異なるタイプのアクセスポイント１０５のカバレージエリアを含み、同じもし
くは異なる無線技術を利用し、および／または同じもしくは異なるアクセスネットワーク
に属する、異なるアクセスポイント１０５のカバレージエリアは重複し得る。
【００２２】
[0036]いくつかの例では、システム１００は、無認可スペクトルまたは共有スペクトル
におけ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／ＬＴ
Ｅ−Ａ通信システム（またはネットワーク）を含み得る。他の実施形態では、システム１
００は、無認可スペクトルと、認可スペクトル、無認可スペクトルまたは共有スペクトル
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をサ
ポートし得る。ＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａ通信システムでは、発展型ノードＢまたはｅＮＢとい

10

う用語は、概して、アクセスポイント１０５について説明するために使用され得る。シス
テム１００は、異なるタイプのｅＮＢが様々な地理的領域に対するカバレージを与える、
異機種ＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａネットワークであり得る。たとえば、各ｅＮＢ１０５は、マク
ロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプのセルに対する通信カバレ
ージを与え得る。ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイプのセルなどのスモ
ールセルは、低電力ノードすなわちＬＰＮを含み得る。マクロセルは、概して、比較的大
きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイ
ダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、概
して、比較的小さい地理的エリアをカバーすることになり、ネットワークプロバイダのサ
ービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは
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、概して、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制
限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グルー
プ（ＣＳＧ：closed subscriber group）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）
による制限付きアクセスをも可能にし得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと
呼ばれることがある。ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮＢと呼ばれることがある。また
、フェムトセルのためのｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれることがあ
る。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポート
し得る。
【００２３】
[0037]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
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てｅＮＢ１０５と通信し得る。ｅＮＢ１０５はまた、たとえば、バックホールリンク１３
４（たとえば、Ｘ２など）を介して、および／またはバックホール１３２を介して（たと
えば、コアネットワーク１３０を介して）、直接的または間接的に、互いに通信し得る。
ワイヤレス通信システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作
の場合、ｅＮＢは同様のフレームおよび／またはゲーティングタイミング（gating timin
g）を有し得、異なるｅＮＢからの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の
場合、ｅＮＢは異なるフレームおよび／またはゲーティングタイミングを有し得、異なる
ｅＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明する技法は、同期
動作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
【００２４】
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[0038]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され得、各Ｕ
Ｅ１１５は固定または移動であり得る。ＵＥ１１５は、当業者によって、モバイルデバイ
ス、モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、
リモートユニット、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、
モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハン
ドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの
他の好適な用語で呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、携帯情報端末（
ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレ
ットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、時計または眼鏡など
のウェアラブルアイテム、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥ
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１１５は、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーなどと通信することが可
能であり得る。ＵＥ１１５はまた、セルラーもしくは他のＷＷＡＮアクセスネットワーク
、またはＷＬＡＮアクセスネットワークなど、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。
【００２５】
[0039]システム１００に示された通信リンク１２５は、（たとえば、ＵＥ１１５からｅ
ＮＢ１０５への）アップリンク（ＵＬ）送信を搬送するためのアップリンクおよび／また
は（たとえば、ｅＮＢ１０５からＵＥ１１５への）ダウンリンク（ＤＬ）送信を搬送する
ためのダウンリンクを含み得る。ＵＬ送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもあり、Ｄ
Ｌ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
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（たとえば、ＬＴＥ）、無認可スペクトルもしくは共有スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ−Ａ、またはその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（たとえば、ＬＴＥ）、無認可スペクトルもしくは共有スペクトルにおけるＬＴＥ
／ＬＴＥ−Ａ、またはその両方を使用して行われ得る。
【００２６】
[0040]システム１００のいくつかの例では、無認可スペクトルまたは共有スペクトルに
おけるＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａのための様々な展開シナリオが、認可スペクトルにおけるＬＴ
Ｅ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足ダウンリンクモード（
a supplemental downlink mode）と、ＬＴＥのダウンリンク容量と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
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ンモードと、基地局（たとえば、ｅＮＢ）とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンクおよびアッ
プリンク通信が無認可スペクトルにおいて行われ得るスタンドアロンモードとを含めてサ
ポートされ得る。基地局またはｅＮＢ１０５ならびにＵＥ１１５は、これらのまたは同様
の動作モードのうちの１つまたは複数をサポートし得る。ＯＦＤＭＡ通信信号は、無認可
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通信リンク１２
５中で使用され得、一方、ＳＣ−ＦＤＭＡ通信信号は、無認可および／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通信リンク１２５中で使用され得る。シス
テム１００などのシステムにおける無認可スペクトルまたは共有スペクトルの展開シナリ
オまたは動作モードにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａの実装形態、ならびに無認可スペクトル
または共有スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａの動作に関する他の特徴および機能に

30

関するさらなる詳細を、図２〜図１６に関して以下に与える。
【００２７】
[0041]次に図２Ａ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
または共有スペクトルにおいてＬＴＥ／ＬＴＥ−ＡをサポートするＬＴＥネットワークの
ための補助ダウンリンクモードおよびキャリアアグリゲーションモードの例を示す。シス
テム２００は、図１のシステム１００の部分の一例であり得る。さらに、基地局２０５は
図１の基地局１０５の一例であり得、一方、ＵＥ２１５、２１５−ａ、および２１５−ｂ
は図１のＵＥ１１５の例であり得る。
【００２８】
[0042]システム２００における補助ダウンリンクモードの例では、基地局２０５は、ダ
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ウンリンク２２０を使用してＵＥ２１５にＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得る。ダウンリン
ク２２０は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ１に関連付けられる。基地局２０５は、
双方向リンク２２５を使用して同じＵＥ２１５にＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、双方向
リンク２２５を使用してそのＵＥ２１５からＳＣ−ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方
向リンク２２５は、認可スペクトルにおける周波数Ｆ４に関連付けられる。無認可スペク
トルの中のダウンリンク２２０および認可スペクトルの中の双方向リンク２２５は、同時
に動作し得る。ダウンリンク２２０は、基地局２０５のためにダウンリンク容量のオフロ
ードを与え得る。いくつかの例では、ダウンリンク２２０は、（たとえば、１つのＵＥに
アドレス指定された）ユニキャストサービスのために使用され、または（たとえば、いく
つかのＵＥにアドレス指定された）マルチキャストサービスのために使用され得る。この
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シナリオは、認可スペクトルを使用し、トラフィックおよび／またはシグナリング輻輳の
一部を軽減する必要がある、あらゆるサービスプロバイダ（たとえば、従来のモバイルネ
ットワーク事業者またはＭＮＯ）に対して生じ得る。
【００２９】
[0043]システム２００におけるキャリアアグリゲーションモードの一例では、基地局２
０５は、双方向リンク２３０を使用してＵＥ２１５−ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得
、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ２１５−ａからＳＣ−ＦＤＭＡ通信信号を受信
し得る。双方向リンク２３０は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ１に関連付けられる
。基地局２０５はまた、双方向リンク２３５を使用して同じＵＥ２１５−ａにＯＦＤＭＡ
通信信号を送信し得、双方向リンク２３５を使用して同じＵＥ２１５−ａからＳＣ−ＦＤ
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ＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２３５は、認可スペクトルにおける周波数Ｆ２
に関連付けられる。双方向リンク２３０は、基地局２０５のためにダウンリンク容量およ
びアップリンク容量のオフロードを与え得る。上記で説明した補助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
輻輳の一部を軽減する必要がある、あらゆるサービスプロバイダ（たとえば、ＭＮＯ）に
対して生じ得る。
【００３０】
[0044]システム２００におけるキャリアアグリゲーションモードの別の例では、基地局
２０５は、双方向リンク２４０を使用してＵＥ２１５−ｂにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し
得、双方向リンク２４０を使用して同じＵＥ２１５−ｂからＳＣ−ＦＤＭＡ通信信号を受
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信し得る。双方向リンク２４０は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ３に関連付けられ
る。基地局２０５はまた、双方向リンク２４５を使用して同じＵＥ２１５−ｂにＯＦＤＭ
Ａ通信信号を送信し得、双方向リンク２４５を使用して同じＵＥ２１５−ｂからＳＣ−Ｆ
ＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２４５は、認可スペクトルにおける周波数Ｆ
２に関連付けられる。双方向リンク２４０は、基地局２０５のためにダウンリンク容量お
よびアップリンク容量のオフロードを与え得る。この例および上記で与えた例は、説明の
ために提示したものであり、容量オフロードのために認可スペクトルまたは無認可スペク
トルにおいてＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａ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。
【００３１】
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[0045]上記で説明したように、認可スペクトルまたは無認可スペクトルにおいてＬＴＥ
／ＬＴＥ−Ａを使用することによって提供される容量オフロードから利益を得ることがあ
る典型的なサービスプロバイダは、ＬＴＥスペクトルを用いる従来のＭＮＯである。これ
らのサービスプロバイダにとって、運用上の構成は、認可スペクトル上でＬＴＥ１次コン
ポーネントキャリア（ＰＣＣ：primary component carrier）を使用し、無認可スペクト
ル上で無認可または共有スペクトルの２次コンポーネントキャリア（ＳＣＣ：secondary
component carrier）においてＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａを使用するブートストラップモード（
たとえば、補助ダウンリンク、キャリアアグリゲーション）を含み得る。
【００３２】
[0046]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、概して、ＬＴＥ（
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たとえば、双方向リンク２２５、２３５、および２４５）で通信され得、一方、データは
、概して、無認可スペクトルまたは共有スペクトル（たとえば、双方向リンク２３０およ
び２４０）においてＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａで通信され得る。無認可スペクトルまたは共有ス
ペクトルにおいてＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａを使用するときにサポートされるキャリアアグリゲ
ーション機構は、ハイブリッド周波数分割複信−時分割複信（ＦＤＤ−ＴＤＤ）キャリア
アグリゲーション、またはコンポーネントキャリアにわたって異なる対称性を伴うＴＤＤ
−ＴＤＤキャリアアグリゲーションの範疇に入り得る。
【００３３】
[0047]図２Ｂに、無認可スペクトルまたは共有スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａ
のためのスタンドアロンモードの一例を示すワイヤレス通信システム２５０を示す。シス
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テム２５０は、図１のシステム１００の部分の一例であり得る。さらに、基地局２０５は
、図１および／または図２Ａを参照しながら説明した基地局１０５および／または２０５
の一例であり得、一方、ＵＥ２１５−ｃは、図１および／または図２ＡのＵＥ１１５およ
び／または２１５の一例であり得る。
【００３４】
[0048]システム２５０におけるスタンドアロンモードの例では、基地局２０５は、双方
向リンク２５５を使用してＵＥ２１５−ｃにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、双方向リン
ク２５５を使用してＵＥ２１５−ｃからＳＣ−ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リ
ンク２５５は、図２Ａに関して上記で説明した無認可スペクトルにおける周波数Ｆ３に関
連付けられ得る。スタンドアロンモードは、スタジアム内アクセス(in‑stadium access)
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（たとえば、ユニキャスト、マルチキャスト）などの非従来型ワイヤレスアクセスシナリ
オにおいて使用され得る。この動作モードの典型的なサービスプロバイダは、認可スペク
トルを有しないスタジアムオーナー、ケーブル会社、イベントホスト、ホテル、企業また
は大規模会社であり得る。
【００３５】
[0049]いくつかの例では、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照しながら説明し
たｅＮＢ１０５および／もしくは２０５または図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参
照しながら説明したＵＥ１１５および／もしくは２１５などの送信デバイスは、無認可ス
ペクトルのチャネルへのアクセスを獲得するためにゲーティング間隔(a gating interval
)を使用し得る。ゲーティング間隔は、ＥＴＳＩ（ＥＮ３０１

８９３）において指定さ
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れているＬＢＴプロトコルに基づくリスンビフォートーク（ＬＢＴ：Listen Before Talk
）などの競合ベースプロトコルの適用を定義し得る。ＬＢＴプロトコルの適用を定義する
ゲーティング間隔を使用するとき、ゲーティング間隔は、送信デバイスがクリアチャネル
アセスメント（ＣＣＡ）を実行する必要があるときを示し得る。ＣＣＡの結果は、無認可
スペクトルのチャネルが利用可能であるか、または使用中であるかを送信デバイスに示す
。チャネルが利用可能である（たとえば、使用「可」である(

clear

for use)）こと

をＣＣＡが示すと、ゲーティング間隔は、通常はあらかじめ定義された送信期間の間、送
信デバイスがチャネルを使用することを許可し得る。チャネルが利用可能でない（たとえ
ば、使用中または予約済みである）ことをＣＣＡが示すと、ゲーティング間隔は、送信デ
バイスが送信期間中にチャネルを使用するのを妨げ得る。
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【００３６】
[0050]場合によっては、送信デバイスが、周期的にゲーティング間隔を生成し、周期的
フレーム構造の少なくとも１つの境界とゲーティング間隔の少なくとも１つの境界とを同
期させることが有用であり得る。たとえば、無認可スペクトルにおいてセルラーダウンリ
ンクのための周期的ゲーティング間隔を生成し、セルラーダウンリンクに関連する周期的
フレーム構造（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム）の少なくとも１つの境界と周期的ゲーテ
ィング間隔の少なくとも１つの境界とを同期させることが有用であり得る。そのような同
期の例を図３に示す。
【００３７】
[0051]図３に、無認可スペクトルにおけるセルラーダウンリンクのための無認可フレー
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ム／間隔（unlicensed frame/interval）３０５、３１５、および／または３２５の例３
００を示す。無認可フレーム／間隔３０５、３１５、および／または３２５は、無認可ス
ペクトルを介した送信をサポートするｅＮＢによって周期的ゲーティング間隔として使用
され得る。そのようなｅＮＢの例としては、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照
しながら説明したアクセスポイント１０５および／またはｅＮＢ２０５があり得る。無認
可フレーム／間隔３０５、３１５、および／または３２５は、図１、図２Ａ、および／ま
たは図２Ｂを参照しながら説明したシステム１００、２００、および／または２５０とと
もに使用され得る。
【００３８】
[0052]例として、無認可フレーム／間隔３０５の持続時間（duration）を、セルラーダ
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ウンリンクに関連する周期的フレーム構造のＬＴＥ無線フレーム３１０に等しい（または
それにほぼ等しい）ものとして示してある。いくつかの例では、「ほぼ等しい」は、無認
可フレーム／間隔３０５の持続時間が周期的フレーム構造の持続時間のサイクリックプレ
フィックス（ＣＰ）持続時間内にあることを意味する。
【００３９】
[0053]無認可フレーム／間隔３０５の少なくとも１つの境界は、ＬＴＥ無線フレームＮ
−１〜Ｎ＋１を含む周期的フレーム構造の少なくとも１つの境界と同期され得る。場合に
よっては、無認可フレーム／間隔３０５は、周期的フレーム構造のフレーム境界と整合さ
れた境界を有し得る。他の場合には、無認可フレーム／間隔３０５は、周期的フレーム構
造のフレーム境界と同期されているが、それからオフセットされている境界を有し得る。

10

たとえば、無認可フレーム／間隔３０５の境界は、周期的フレーム構造のサブフレーム境
界と整合されるか、または周期的フレーム構造のサブフレーム中間点境界（subframe mid
point boundaries）（たとえば、特定のサブフレームの中間点（midpoints））と整合さ
れ得る。
【００４０】
[0054]場合によっては、周期的フレーム構造は、ＬＴＥ無線フレームＮ−１〜Ｎ＋１を
含み得る。各ＬＴＥ無線フレーム３１０は、たとえば、１０ミリ秒の持続時間を有し得、
無認可フレーム／間隔３０５も、１０ミリ秒の持続時間を有し得る。これらの場合、無認
可フレーム／間隔３０５の境界は、ＬＴＥ無線フレームのうちの１つ（たとえば、ＬＴＥ
無線フレーム（Ｎ））の境界（たとえば、フレーム境界、サブフレーム境界、またはサブ
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フレーム中間点境界）と同期され得る。
【００４１】
[0055]例として、無認可フレーム／間隔３１５および３２５の持続時間を、セルラーダ
ウンリンクに関連する周期的フレーム構造の持続時間の約数（sub‑multiples）（または
それのほぼ約数）であるものとして示してある。いくつかの例では、「〜のほぼ約数」は
、無認可フレーム／間隔３１５、３２５の持続時間が周期的フレーム構造の約数（たとえ
ば、１／２または１／１０）の持続時間のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）持続時間
内にあることを意味する。たとえば、無認可フレーム／間隔３１５は、５ミリ秒の持続時
間を有し得、無認可フレーム／間隔３２５は、１または２ミリ秒の持続時間を有し得る。
【００４２】
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[0056]図４に、無認可フレーム／間隔４０５、４０５−ａの例示的な使用４００を示す
。いくつかの例では、無認可フレーム／間隔４０５、４０５−ａは、図１、図２Ａ、およ
び／または図２Ｂを参照しながら説明したｅＮＢ１０５および／または２０５のうちの１
つまたは複数によって使用されるフレームの例であり得る。無認可フレーム／間隔４０５
は、ＣＣＡスロット期間４１０、送信要求（ＲＴＳ）信号期間４１５、送信可（ＣＴＳ）
信号期間４２０、シーケンス番号（またはシーケンス番号期間）４２５、および／または
いくつかのデータサブフレーム４３０、４３１、４３２、４３３を含み得る。場合によっ
ては、無認可フレーム／間隔４０５は、５または１０ミリ秒の持続時間を有し得る。
【００４３】
[0057]ＣＣＡスロット期間４１０は、１つまたは複数のＣＣＡスロットを含み得る。場
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合によっては、複数のＣＣＡスロットのうちの１つは、無認可スペクトルの利用可能性を
決定するためのＣＣＡを実行するためにｅＮＢによって擬似ランダムに選択され得る。複
数のＣＣＡスロットは、同じ事業者展開の複数のｅＮＢの一部または全部が複数のＣＣＡ
スロットのうちの共通する１つの中でＣＣＡを実行し、異なる事業者展開の複数のｅＮＢ
が複数のＣＣＡスロットのうちの異なる複数の中でＣＣＡを実行するように擬似ランダム
に（pseudo‑randomly）選択され得る。無認可フレーム／間隔４０５の連続するインスタ
ンスでは、複数のＣＣＡスロットの擬似ランダム選択は、異なる事業者展開が複数のＣＣ
Ａスロットのうちの最初のスロットを選択するという結果になり得る。このようにして、
いくつかの事業者展開の各々は、ＣＣＡを実行する最初の機会を与えられ得る（たとえば
、第１の事業者展開が、１つの無認可フレーム／間隔中の最初のＣＣＡスロットを選択し
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得、第２の事業者展開が、後続のフレーム／間隔中の最初のＣＣＡスロットを選択し得る
など）。いくつかの事例では、複数のＣＣＡスロットはそれぞれ、約２０マイクロ秒の持
続時間を有し得る。
【００４４】
[0058]ｅＮＢが、無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにＣＣＡを実行し、無
認可スペクトルが利用可能であると決定すると、ｅＮＢは、１つまたは複数のデータサブ
フレーム４３０、４３１、４３２、４３３を送信するための送信期間（a transmission p
eriod）を予約し得る。場合によっては、複数の協調ｅＮＢ（coordinated eNBs）（たと
えば、２つ以上の協調ｅＮＢ）は、送信期間を予約し、データを送信し得る。２つ以上の
ｅＮＢによる送信期間の同時使用は、直交送信、多重化送信、ならびに／または協調ｅＮ

10

Ｂのセットによって採用される他の時間および／もしくは周波数共有機構（frequency sh
aring mechanism）の使用の結果として可能になり得る。
【００４５】
[0059]随意に、ＲＴＳ信号期間４１５およびＣＴＳ信号期間４２０は、（たとえば、Ｃ
ＣＡを使用するのではなく、または、そうすることとともに）無認可スペクトルを介した
チャネルアクセスを要求し、予約するために使用され得る。
【００４６】
[0060]ＵＥに１つまたは複数のデータサブフレーム４３０、４３１、４３２、４３３の
各々を送信すると、ＵＥは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバック４４
５、４４６、４４７、４４８でｅＮＢに応答し得る。例として、ＨＡＲＱフィードバック
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４４５、４４６、４４７、４４８は、ｅＮＢに、（たとえば、肯定応答（ＡＣＫ）または
否定応答（ＮＡＣＫ）を介して）１つまたは複数のデータサブフレーム４３０、４３１、
４３２、４３３がＵＥによってうまく受信され、復号されたかどうかを示し得る。場合に
よっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のデータサブフレーム４３０、４
３１、４３２、４３３の各々について別個のＨＡＲＱフィードバックメッセージ４４５、
４４６、４４７、４４８として送信され得る。各ＨＡＲＱフィードバックメッセージ（た
とえば、メッセージ４４５）は、ＵＥによる対応するデータサブフレーム４３０の受信に
続く復号遅延（a decoding delay）４４０の後に送信され得る。
【００４７】
[0061]様々な例によれば、ＵＥは、データフレーム４０５に対応するそのシーケンス番
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号（ＳＥＱ＃１）が指定された順序で受信された（たとえば、データフレーム４０５が送
信中の最初のデータフレームとして受信された）と決定した後にＨＡＲＱフィードバック
メッセージ４４５、４４６、４４７、４４８を送信し得る。その後、ｅＮＢは、ＣＣＡス
ロット期間（slot period）４１０−ａ、ＲＴＳ信号期間（signal period）４１５−ａ、
ＣＴＳ信号期間４２０−ａ、シーケンス番号（またはシーケンス番号期間）４２５−ａ、
および／またはいくつかのデータサブフレーム４３０−ａ、４３１−ａ、４３２−ａ、４
３３−ａを含む後続のデータフレーム４０５−ａを送信し得る。ＵＥが、後続のデータフ
レーム４０５−ａのシーケンス番号（ＳＥＱ＃２）を受信すると、ＵＥは、後続のデータ
フレーム４０５−ａが、指定された順序で受信された（たとえば、後続のデータフレーム
４０５−ａが送信中の第２番目のデータフレームとして受信された）と決定し、それぞれ
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の復号遅延（たとえば、遅延４４０−ａ）に続いてデータサブフレーム４３０−ａ、４３
１−ａ、４３２−ａ、４３３−ａに対するＨＡＲＱフィードバックメッセージ４４５−ａ
、４４６−ａ、４４７−ａ、４４８−ａを送信することに進み得る。
【００４８】
[0062]図５に、無認可フレーム／間隔５０５、５０５−ａの例示的な使用５００を示す
。いくつかの例では、無認可フレーム／間隔５０５、５０５−ａは、図１、図２Ａ、およ
び／または図２Ｂを参照しながら説明したｅＮＢ１０５および／または２０５のうちの１
つまたは複数によって使用されるフレームの例であり得る。無認可フレーム／間隔５０５
は、ＣＣＡスロット期間５１０、ＲＴＳ信号期間５１５、ＣＴＳ信号期間５２０、シーケ
ンス番号（またはシーケンス番号期間）５２５、および／またはいくつかのデータサブフ
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レーム５３０、５３１、５３２、５３３を含み得る。場合によっては、無認可フレーム／
間隔５０５は、５または１０ミリ秒の持続時間を有し得る。
【００４９】
[0063]ＣＣＡスロット期間５１０は、１つまたは複数のＣＣＡスロットを含み得る。場
合によっては、複数のＣＣＡスロットのうちの１つは、無認可スペクトルの利用可能性を
決定するためのＣＣＡを実行するためにｅＮＢによって擬似ランダムに選択され得る。複
数のＣＣＡスロットは、同じ事業者展開の複数のｅＮＢの一部または全部が複数のＣＣＡ
スロットのうちの共通する１つの中でＣＣＡを実行し、異なる事業者展開の複数のｅＮＢ
が複数のＣＣＡスロットのうちの異なる複数の中でＣＣＡを実行するように擬似ランダム
に選択され得る。無認可フレーム／間隔４０５の連続するインスタンスでは、複数のＣＣ
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Ａスロットの擬似ランダム選択は、異なる事業者展開が複数のＣＣＡスロットのうちの最
初のスロットを選択するという結果になり得る。このようにして、いくつかの事業者展開
の各々は、ＣＣＡを実行する最初の機会を与えられ得る（たとえば、第１の事業者展開が
、１つの無認可フレーム／間隔中の最初のＣＣＡスロットを選択し得、第２の事業者展開
が、後続のフレーム／間隔中の最初のＣＣＡスロットを選択し得るなど）。いくつかの事
例では、複数のＣＣＡスロットはそれぞれ、約２０マイクロ秒の持続時間を有し得る。
【００５０】
[0064]ｅＮＢが、無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにＣＣＡを実行し、無
認可スペクトルが利用可能であると決定すると、ｅＮＢは、１つまたは複数のデータサブ
フレーム５３０、５３１、５３２、５３３を送信するための送信期間を予約し得る。場合
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によっては、複数の協調ｅＮＢ（たとえば、２つ以上の協調ｅＮＢ）は、送信期間を予約
し、データを送信し得る。２つ以上のｅＮＢによる送信期間の同時使用は、直交送信、多
重化送信、ならびに／または協調ｅＮＢのセットによって採用される他の時間および／も
しくは周波数共有機構の使用の結果として可能になり得る。
【００５１】
[0065]随意に、ＲＴＳ信号期間５１５およびＣＴＳ信号期間５２０は、（たとえば、Ｃ
ＣＡを使用するのではなく、または、そうすることとともに）無認可スペクトルを介した
チャネルアクセスを要求し、予約するために使用され得る。
【００５２】
[0066]ＵＥに１つまたは複数のデータサブフレーム５３０、５３１、５３２、５３３の
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各々を送信すると、ＵＥは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバック５４
５、５４６、５４７、５４８でｅＮＢに応答し得る。例として、ＨＡＲＱフィードバック
５４５、５４６、５４７、５４８は、ｅＮＢに、（たとえば、肯定応答（ＡＣＫ）または
否定応答（ＮＡＣＫ）を介して）１つまたは複数のデータサブフレーム５３０、５３１、
５３２、５３３がＵＥによってうまく受信され、復号されたかどうかを示し得る。場合に
よっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のデータサブフレーム５３０、５
３１、５３２、５３３の各々について別個のＨＡＲＱフィードバックメッセージ５４５、
５４６、５４７、５４８として送信され得る。各ＨＡＲＱフィードバックメッセージ（た
とえば、メッセージ５４５）は、ＵＥによる対応するデータサブフレーム５３０の受信に
続く復号遅延５４０の後に送信され得る。
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【００５３】
[0067]様々な例によれば、ＵＥは、指定された順序でデータフレーム５０５に対応する
そのシーケンス番号（ＳＥＱ＃１）が受信された（たとえば、データフレーム５０５が送
信中の最初のデータフレームとして受信された）と決定した後にＨＡＲＱフィードバック
メッセージ５４５、５４６、５４７、５４８を送信し得る。その後、ｅＮＢは、ＣＣＡス
ロット期間５１０−ａ、ＲＴＳ信号期間５１５−ａ、ＣＴＳ信号期間５２０−ａ、シーケ
ンス番号（またはシーケンス番号期間）５２５−ａ、および／またはいくつかのデータサ
ブフレーム５３０−ａ、５３１−ａ、５３２−ａ、５３３−ａを含む後続のデータフレー
ム５０５−ａを送信し得る。ＵＥが、後続のデータフレーム５０５−ａのシーケンス番号
（ＳＥＱ＃３）を受信すると、ＵＥは、後続のデータフレーム５０５−ａが順序が乱れて
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受信された（たとえば、後続のデータフレーム５０５−ａがＵＥによって受信された第２
番目のデータフレームであるが、それのシーケンス番号（ＳＥＱ＃３）が、それが送信中
の第３番目のデータフレームであることを示す）と決定し、１つまたは複数のデータサブ
フレーム５３０−ａ、５３１−ａ、５３２−ａ、５３３−ａについてのＨＡＲＱフィード
バックを送信しないことがある。ｅＮＢは、いかなるＨＡＲＱフィードバックも受信しな
いので、シーケンス番号ＳＥＱ＃２に対応するデータフレーム（またはデータフレームの
コンテンツ）、ならびにデータフレーム５０５−ａ（またはデータフレーム５０５−ａの
コンテンツ）を再送信し得る。
【００５４】
[0068]図６に、無認可フレーム／間隔６０５、６０５−ａの例示的な使用６００を示す
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。いくつかの例では、無認可フレーム／間隔６０５、６０５−ａは、図１、図２Ａ、およ
び／または図２Ｂを参照しながら説明したｅＮＢ１０５および／または２０５のうちの１
つまたは複数によって使用されるフレームの例であり得る。無認可フレーム／間隔６０５
は、ＣＣＡスロット期間６１０、ＲＴＳ信号期間６１５、ＣＴＳ信号期間６２０、シーケ
ンス番号（またはシーケンス番号期間）６２５および／またはアップリンク許可を含むい
くつかのＨＡＲＱフィードバックメッセージ６３０、６３１、６３２、６３３を含み得る
。場合によっては、無認可フレーム／間隔６０５は、５または１０ミリ秒の持続時間を有
し得る。
【００５５】
[0069]ＣＣＡスロット期間６１０は、１つまたは複数のＣＣＡスロットを含み得る。場

20

合によっては、複数のＣＣＡスロットのうちの１つは、無認可スペクトルの利用可能性を
決定するためのＣＣＡを実行するためにｅＮＢによって擬似ランダムに選択され得る。複
数のＣＣＡスロットは、同じ事業者展開の複数のｅＮＢの一部または全部が複数のＣＣＡ
スロットのうちの共通の１つのスロットの中でＣＣＡを実行し、異なる事業者展開の複数
のｅＮＢが複数のＣＣＡスロットのうちの異なる複数のスロットの中でＣＣＡを実行する
ように、擬似ランダムに選択され得る。無認可フレーム／間隔６０５の連続する事例では
、複数のＣＣＡスロットの擬似ランダム選択は、異なる事業者展開が複数のＣＣＡスロッ
トのうちの第１番目のスロットを選択することになり得る。このようにして、いくつかの
事業者展開の各々は、ＣＣＡを実行する第１番目の機会が与えられ得る（たとえば、第１
の事業者展開は、１つの無認可フレーム／間隔において第１番目のＣＣＡスロットを選択

30

し得、第２の事業者展開は、後続のフレーム／間隔において第１番目のＣＣＡスロットを
選択し得るなど）。いくつかの事例では、複数のＣＣＡスロットはそれぞれ、約２０マイ
クロ秒の持続時間を有し得る。
【００５６】
[0070]ｅＮＢが、無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにＣＣＡを実行し、無
認可スペクトルが利用可能であると決定すると、ｅＮＢは、１つまたは複数のＨＡＲＱフ
ィードバックメッセージ６３０、６３１、６３２、６３３を送信するための送信期間を予
約し得る。場合によっては、複数の協調ｅＮＢ（たとえば、２つ以上の協調ｅＮＢ）は、
送信期間を予約し、データを送信し得る。２つ以上のｅＮＢによる送信期間の同時使用は
、直交送信、多重化送信、ならびに／または協調ｅＮＢのセットによって採用される他の
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時間および／もしくは周波数共有機構の使用の結果として可能になり得る。
【００５７】
[0071]随意に、ＲＴＳ信号期間６１５およびＣＴＳ信号期間６２０は、（たとえば、Ｃ
ＣＡを使用するのではなく、または、そうすることとともに）無認可スペクトルを介した
チャネルアクセスを要求し、予約するために使用され得る。
【００５８】
[0072]ＵＥに１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージ６３０、６３１、６
３２、６３３の各々を送信すると、ＵＥは、１つまたは複数のデータサブフレーム６４５
、６４６、６４７、６４８を送信することによってｅＮＢに応答し得る。各データサブフ
レーム（たとえば、メッセージ６４５）は、対応するアップリンク許可（たとえば、ＨＡ
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ＲＱフィードバック６３０とともに含まれるアップリンク許可）の受信に続く復号遅延６
４０の後に送信され得る。
【００５９】
[0073]様々な例によれば、ＵＥは、指定された順序でデータフレーム６０５に対応する
そのシーケンス番号（ＳＥＱ＃１）が受信された（たとえば、データフレーム６０５が送
信中の最初のデータフレームとして受信された）と決定した後にデータサブフレーム６４
５、６４６、６４７、６４８を送信し得る。その後、ｅＮＢは、ＣＣＡスロット期間６１
０−ａ、ＲＴＳ信号期間６１５−ａ、ＣＴＳ信号期間６２０−ａ、シーケンス番号（また
はシーケンス番号期間）６２５−ａ、および／またはいくつかのＨＡＲＱフィードバック
メッセージ６３０−ａ、６３１−ａ、６３２−ａ、６３３−ａを含む後続のデータフレー

10

ム６０５−ａを送信し得る。ＵＥが、後続のデータフレーム６０５−ａのシーケンス番号
（ＳＥＱ＃２）を受信すると、ＵＥは、後続のデータフレーム６０５−ａが、指定された
順序で受信された（たとえば、後続のデータフレーム６０５−ａが送信中の第２番目のデ
ータフレームとして受信された）と決定し、それぞれの復号遅延（たとえば、遅延６４０
−ａ）に続いてＨＡＲＱフィードバックメッセージ６３０−ａ、６３１−ａ、６３２−ａ
、６３３−ａに応答して１つまたは複数のデータサブフレーム６４５−ａ、６４６−ａ、
６４７−ａ、６４８−ａを送信することに進み得る。
【００６０】
[0074]図７に、無認可フレーム／間隔７０５、７０５−ａの例示的な使用７００を示す
。いくつかの例では、無認可フレーム／間隔７０５、７０５−ａは、図１、図２Ａ、およ

20

び／または図２Ｂを参照しながら説明したｅＮＢ１０５および／または２０５のうちの１
つまたは複数によって使用されるフレームの例であり得る。無認可フレーム／間隔７０５
は、ＣＣＡスロット期間７１０、ＲＴＳ信号期間７１５、ＣＴＳ信号期間７２０、シーケ
ンス番号（またはシーケンス番号期間）７２５および／またはアップリンク許可を含むい
くつかのＨＡＲＱフィードバックメッセージ７３０、７３１、７３２、７３３を含み得る
。場合によっては、無認可フレーム／間隔７０５は、５または１０ミリ秒の持続時間を有
し得る。
【００６１】
[0075]ＣＣＡスロット期間７１０は、１つまたは複数のＣＣＡスロットを含み得る。場
合によっては、複数のＣＣＡスロットのうちの１つは、無認可スペクトルの利用可能性を
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決定するためのＣＣＡを実行するためにｅＮＢによって擬似ランダムに選択され得る。Ｃ
複数のＣＡスロットは、同じ事業者展開の複数のｅＮＢの一部または全部が複数のＣＣＡ
スロットのうちの共通の１つのスロットの中でＣＣＡを実行し、異なる事業者展開の複数
のｅＮＢが複数のＣＣＡスロットのうちの異なる複数のスロットの中でＣＣＡを実行する
ように、擬似ランダムに選択され得る。無認可フレーム／間隔７０５の連続する事例では
、複数のＣＣＡスロットの擬似ランダム選択は、異なる事業者展開が複数のＣＣＡスロッ
トのうちの第１番目のスロットを選択することになり得る。このようにして、いくつかの
事業者展開の各々は、ＣＣＡを実行する第１番目の機会が与えられ得る（たとえば、第１
の事業者展開は、１つの無認可フレーム／間隔において第１番目のＣＣＡスロットを選択
し得、第２の事業者展開は、後続のフレーム／間隔において第１番目のＣＣＡスロットを
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選択し得るなど）。いくつかの事例では、複数のＣＣＡスロットはそれぞれ、約２０マイ
クロ秒の持続時間を有し得る。
【００６２】
[0076]ｅＮＢが、無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにＣＣＡを実行し、無
認可スペクトルが利用可能であると決定すると、ｅＮＢは、１つまたは複数のＨＡＲＱフ
ィードバックメッセージ７３０、７３１、７３２、７３３を送信するための送信期間を予
約し得る。場合によっては、複数の協調ｅＮＢ（たとえば、２つ以上の協調ｅＮＢ）は、
送信期間を予約し、データを送信し得る。２つ以上のｅＮＢによる送信期間の同時使用は
、直交送信、多重化送信、ならびに／または協調ｅＮＢのセットによって採用される他の
時間および／もしくは周波数共有機構の使用の結果として可能になり得る。
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【００６３】
[0077]随意に、ＲＴＳ信号期間７１５およびＣＴＳ信号期間７２０は、（たとえば、Ｃ
ＣＡを使用するのではなく、または、そうすることとともに）無認可スペクトルを介した
チャネルアクセスを要求し、予約するために使用され得る。たとえば、ｅＮＢは、無認可
スペクトルを介したチャネルアクセスを予約するために送信要求（ＲＴＳ）信号を送信し
、ＲＴＳ信号に応答して、送信のために無認可スペクトルがいつ利用可能であるかを識別
するＣＴＳ信号を受信し得る。追加または代替として、ｅＮＢは、送信のために無認可ス
ペクトルがいつ利用可能であるかを示すためにそれ自体にＣＴＳ信号を送信し得る。
【００６４】
[0078]ＵＥに１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージ７３０、７３１、７

10

３２、７３３の各々を送信すると、ＵＥは、１つまたは複数のデータサブフレーム７４５
、７４６、７４７、７４８を送信することによってｅＮＢに応答し得る。各データサブフ
レーム（たとえば、データサブフレーム７４５）は、対応するアップリンク許可（たとえ
ば、ＨＡＲＱフィードバック７３０とともに含まれるアップリンク許可）の受信に続く復
号遅延７４０の後に送信され得る。
【００６５】
[0079]様々な例によれば、ＵＥは、指定された順序でデータフレーム７０５に対応する
そのシーケンス番号（ＳＥＱ＃１）が受信された（たとえば、データフレーム７０５が送
信中の最初のデータフレームとして受信された）と決定した後にデータサブフレーム７４
５、７４６、７４７、７４８を送信し得る。その後、ｅＮＢは、ＣＣＡスロット期間７１

20

０−ａ、ＲＴＳ信号期間７１５−ａ、ＣＴＳ信号期間７２０−ａ、シーケンス番号（また
はシーケンス番号期間）７２５−ａ、および／またはいくつかのＨＡＲＱフィードバック
メッセージ７３０−ａ、７３１−ａ、７３２−ａ、７３３−ａを含む後続のデータフレー
ム７０５−ａを送信し得る。ＵＥが、後続のデータフレーム７０５−ａのシーケンス番号
（ＳＥＱ＃３）を受信すると、ＵＥは、後続のデータフレーム７０５−ａが順序が乱れて
受信された（たとえば、後続のデータフレーム５０５−ａがＵＥによって受信された第２
番目のデータフレームであるが、それのシーケンス番号（ＳＥＱ＃３）が、それが送信中
の第３番目のデータフレームであることを示す）と決定し、ＨＡＲＱフィードバックメッ
セージ７３０−ａ、７３１−ａ、７３２−ａ、７３３−ａのアップリンク許可に応答して
いかなるデータサブフレームも送信しないことがある。ｅＮＢは、いかなるデータサブフ
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レームも受信しないので、シーケンス番号ＳＥＱ＃２に対応するデータフレーム（または
データフレームのコンテンツ）、ならびにデータフレーム７０５−ａまたはデータフレー
ム７０５−ａのコンテンツを再送信し得る。
【００６６】
[0080]図８Ａを参照すると、ブロック図８００に、様々な例による、ワイヤレス通信に
おいて使用するためのデバイス８０５を示す。いくつかの例では、デバイス８０５は、図
１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照しながら説明したｅＮＢ１０５、および／また
は２０５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス８０５はまた、プロセッサ
であり得る。デバイス８０５は、受信機モジュール８１０、ｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモ

ジュール８２０、および／または送信機モジュール８３０を含み得る。これらの構成要素
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の各々は互いと通信していることがある。
【００６７】
[0081]デバイス８０５の構成要素は、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（ＡＳＩＣ）
で、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の
他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る
。他の例では、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、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ＩＣ）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
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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。
【００６８】
[0082]いくつかの例では、受信機モジュール８１０は、認可スペクトル（たとえば、Ｌ
ＴＥ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８１０は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂ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２５０の１つもしくは複数の通信
リンクなど、認可スペクトルおよび無認可スペクトル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

10

わち、送信）を受信するために使用され得る。
【００６９】
[0083]いくつかの例では、送信機モジュール８３０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８３０は、図１、図２Ａ、および／または
図２Ｂ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
２５０の１つもしく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、送信）
を送信するために使用され得る。
20

【００７０】
[0084]いくつかの例または動作モードでは（たとえば、デバイス８０５とＵＥとの間の
ダウンリンク動作モードでは）、ｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０は、ＵＥに

無認可スペクトルを介してデータフレームに対応するシーケンス番号と、データフレーム
の１つまたは複数のデータサブフレームとを送信し得る。データフレーム４０５に対応す
るシーケンス番号４２５および１つまたは複数のデータサブフレーム４３０、４３１、４
３２、４３３の例示的な送信について、図４を参照しながら説明した。データフレームに
対応するシーケンス番号が指定された順序（たとえば、番号順（numerical order））で
ＵＥによって受信されると、ｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０は、ＵＥから、

１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックを受信し得る。
ＨＡＲＱフィードバックは、無認可スペクトルを介して受信され得る。ＨＡＲＱフィード
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バック４４５、４４６、４４７、４４８の例示的な送信についても、図４を参照しながら
説明した。
【００７１】
[0085]いくつかの例または動作モードでは（たとえば、デバイス８０５とＵＥとの間の
アップリンク動作モードでは）、ｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０は、ＵＥに

無認可スペクトルを介してデータフレームに対応するシーケンス番号と、ＨＡＲＱフィー
ドバックとを送信し得る。場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数
のアップリンク許可を含み得る。データフレーム６０５に対応するシーケンス番号６２５
、およびアップリンク許可６３０、６３１、６３２、６３３を含むＨＡＲＱフィードバッ
クの例示的な送信について、図６を参照しながら説明した。データフレームに対応するシ
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ーケンス番号が指定された順序（たとえば、番号順）でＵＥによって受信されると、ｅＮ
Ｂ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０は、ＨＡＲＱフィードバックに応答してＵＥから

１つまたは複数のデータサブフレームを受信し得る。１つまたは複数のデータサブフレー
ムは、無認可スペクトルを介して受信され得る。１つまたは複数のデータサブフレーム６
４５、６４６、６４７、６４８の例示的な送信について、図６を参照しながら説明した。
【００７２】
[0086]図８Ｂを参照すると、ブロック図８５０に、様々な実施形態による、ワイヤレス
通信において使用するためのデバイス８５５を示す。いくつかの例では、デバイス８５５
は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図８を参照しながら説明したｅＮＢ１０５、
２０５、および／または８０５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス８５
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５はまた、プロセッサであり得る。デバイス８５５は、受信機モジュール８１２、ｅＮＢ
ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８６０、ＣＣＡモジュール８６１、および／または送信機

モジュール８３２を含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通信していることがある
。
【００７３】
[0087]デバイス８５５の構成要素は、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ＡＳＩＣで、個々にまたはまとめて
実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、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

10

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。
【００７４】
[0088]いくつかの例では、受信機モジュール８１２は、認可スペクトル（たとえば、Ｌ
ＴＥ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のための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、ＬＴＥシステムフレーム番号（ＳＦＮ）モジュール８１
４およびＬＴＥフレームシーケンス番号モジュール８１６の形態をとり得る。ＬＴＥ

20

Ｓ

ＦＮモジュール８１４は、ＳＦＮの使用に従ってＬＴＥフレームを受信するために使用さ
れ得、ＬＴＥフレームシーケンス番号モジュール８１６は、シーケンス番号の使用に従っ
て無認可スペクトルフレームまたは共有スペクトルフレーム中でＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａを受
信するために使用され得る。無認可スペクトル動作または共有スペクトル動作においてＬ
ＴＥ／ＬＴＥ−Ａのためにデバイス８５５が使用されるとき、ＬＴＥ

ＳＦＮモジュール

８１４は、（点線によって示すように）随意であり得る。モジュール８１４および／また
は８１６を含む受信機モジュール８１２は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂ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２５０の１つ
もしくは複数の通信リンクなど、認可スペクトルおよび無認可スペクトルを含むワイヤレ

30

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、送信）を受信するために使用され得る。
【００７５】
[0089]いくつかの例では、送信機モジュール８３２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のた
めの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、ＬＴＥ

ＳＦＮモジュ

ール８３４およびＬＴＥフレームシーケンス番号モジュール８３６の形態をとり得る。Ｌ
ＴＥ

ＳＦＮモジュール８３４は、ＳＦＮの使用に従ってＬＴＥフレームを受信するため

に使用され得、ＬＴＥフレームシーケンス番号モジュール８３６は、シーケンス番号の使

40

用に従って無認可スペクトルフレームまたは共有スペクトルフレーム中でＬＴＥ／ＬＴＥ
−Ａを受信するために使用され得る。ＬＴＥ動作のためにデバイス８５５が使用されると
き、ＬＴＥ

ＳＦＮモジュール８３４は、（点線によって示すように）随意であり得る。

モジュール８３４および８３６を含む送信機モジュール８３２は、図１、図２Ａ、および
／または図２Ｂ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２５０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。
【００７６】
[0090]いくつかの例では、ＣＣＡモジュール８６１は、無認可スペクトルの利用可能性
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を決定するためにＣＣＡを実行し得る。無認可スペクトルが利用可能であるという決定が
行われると、無認可スペクトルは、ＣＣＡが適用されるデータフレーム中にアクセスされ
得る。ＣＣＡモジュール８６１は、それが無認可スペクトルにアクセスしたいと望む間、
データフレームごとにそれぞれのＣＣＡを実行し得る。
【００７７】
[0091]ｅＮＢ
ｅＮＢ

ＬＴＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８６０は、図８Ａを参照しながら説明した

ＨＡＲＱモジュール８２０の一例であり得、ＲＴＳ／ＣＴＳモジュール

８６２、シーケンス番号モジュール８６３、ＤＬ
またはＵＬ

ＨＡＲＱモジュール８６４、および／

ＨＡＲＱモジュール８６６を含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通
10

信していることがある。
【００７８】
[0092]ＲＴＳ／ＣＴＳモジュール８６２は、ＲＴＳ／ＣＴＳメッセージおよび／または
自分宛のＣＴＳメッセージ（self‑addressed CTS messages）を使用して無認可スペクト
ルを介したチャネルアクセスを予約するために使用され得る。いくつかの例では、ＲＴＳ
／ＣＴＳモジュール８６２は、（たとえば、ＣＣＡモジュール９６１を使用するのではな
く、または、そうすることとともに）無認可スペクトルを介したチャネルアクセスを要求
し、予約するために使用され得る。たとえば、ＲＴＳ／ＣＴＳモジュール８６２は、無認
可スペクトルを介したチャネルアクセスを予約するために送信要求（ＲＴＳ）信号を送信
し得る。他の例では、ＲＴＳ／ＣＴＳモジュール８６２は、無認可スペクトルの利用可能
性を決定するために、または無認可スペクトルを介したチャネルアクセスを要求するため

20

にＲＴＳ信号を送信し得る。それに応答して、ＲＴＳ／ＣＴＳモジュール８６２は、送信
のために無認可スペクトルがいつ利用可能であるかを識別する送信可（ＣＴＳ）信号を受
信し得る。追加または代替として、ＲＴＳ／ＣＴＳモジュール８６２は、送信のために無
認可スペクトルがいつ利用可能であるかを示すためにそれ自体にＣＴＳ信号を送信し得る
。
【００７９】
[0093]いくつかの例では、シーケンス番号モジュール８６３は、無認可スペクトルを介
して送信されるべきいくつかのデータフレームの各々のためのシーケンス番号を生成し得
る。例として、シーケンス番号は、番号順で、またはデバイス８５５が通信するＵＥ（ま
たは複数のＵＥ）に知られているか、もしくはそれに搬送される何らかの他の順序で生成

30

され得る。データフレームの送信と併せてＵＥに送信されると、データフレームに対応す
るシーケンス番号により、ＵＥは、データフレームが指定された順序で受信されたか、ま
たは順序が乱れて受信されたかを決定することが可能になり得る。データフレームが指定
された順序でＵＥによって受信されると、ＵＥは、デバイス８５５にＨＡＲＱフィードバ
ックおよび／または１つもしくは複数のデータサブフレームを送信することによってデバ
イス８５５の送信に応答し得る。データフレームが順序が乱れてＵＥによって受信される
と、ＵＥは、デバイス８５５に応答せず、それによって、デバイス８５５に、消失が発生
した、破損した、またはさもなければ復号可能でないデータフレームをＵＥに再送信する
必要があることをシグナリングし得る。
40

【００８０】
[0094]ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール８６４は、デバイス８５５のダウンリンク動作モード

（たとえば、デバイス８５５とＵＥとの間のダウンリンクモード）において使用され得る
。そのようなモードでは、ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール８６４は、ＵＥに無認可スペクトル

を介してデータフレームに対応するシーケンス番号と、データフレームの１つまたは複数
のデータサブフレームとを送信し得る。シーケンス番号は、シーケンス番号モジュール８
６３から取得され得、シーケンス番号の送信は、送信機モジュール８３２の無認可スペク
トルモジュール８３６を介して行われ得る。ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール８６４を使用して

達成され得る、データフレーム４０５に対応するシーケンス番号４２５、および１つまた
は複数のデータサブフレーム４３０、４３１、４３２、４３３の例示的な送信について、
図４を参照しながら説明した。
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【００８１】
[0095]データフレームに対応するシーケンス番号が指定された順序（たとえば、番号順
）でＵＥによって受信されると、ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール８６４のＨＡＲＱフィードバ

ックモジュール８６５は、ＵＥから、１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨ
ＡＲＱフィードバックを受信し得る。しかしながら、データフレームに対応するシーケン
ス番号が、順序が乱れてＵＥによって受信されると、ＵＥは、１つまたは複数のデータサ
ブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックを送信しないことがあり、ＨＡＲＱフィー
ドバックモジュール８６５は、いかなるＨＡＲＱフィードバックも受信しないことがある
。受信されると、ＨＡＲＱフィードバックは、受信機モジュール８１２の無認可スペクト
ルモジュール８１６を介して無認可スペクトルを介して受信され得る。デバイス８５５に

10

対してＵＥによって行われ得るＨＡＲＱフィードバック４４５、４４６、４４７、４４８
の例示的な送信について、図４を参照しながら説明した。例示的な順序が乱れたシーケン
ス番号５２５−ａおよびＨＡＲＱフィードバックの非送信について、図５を参照しながら
説明した。
【００８２】
[0096]場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックモジュール８６５は、現在のデータフ
レーム中で複数のデータサブフレームのサブセットについてのＨＡＲＱフィードバックを
受信し、次のデータフレーム中に、複数のデータサブフレーム（すなわち、現在のデータ
フレーム中のデータサブフレーム）の残りのサブセットについてのＨＡＲＱフィードバッ
クを受信し得る。すなわち、現在のフレーム中でＨＡＲＱフィードバックを与えるために

20

利用可能なＵＬサブフレームの数が、与えられているＨＡＲＱメッセージの数より小さい
とき、残りのＨＡＲＱメッセージ（まだ与えられないＨＡＲＱメッセージ）は後続のフレ
ーム中のＵＬサブフレーム中で与えられ得る。
【００８３】
[0097]場合によっては、現在のデータフレーム中の複数のデータサブフレームの各々に
ついて別個のＨＡＲＱフィードバックメッセージが受信され得る。ＨＡＲＱフィードバッ
クメッセージは、現在のデータフレームおよび／または次のデータフレーム中で受信され
得る。
【００８４】
[0098]いくつかの例では、ＨＡＲＱフィードバックは、複数の対応するアップリンクサ

30

ブフレームの各々中に、データフレーム中の１つまたは複数のデータサブフレームの各々
について受信され得る。アップリンクサブフレームの一部または全部は、現在のデータフ
レーム中に、および／または次のデータフレーム中に発生し得る。
【００８５】
[0099]ＵＬ

ＨＡＲＱモジュール８６６は、デバイス８５５のアップリンク動作モード

（たとえば、デバイス８５５とＵＥとの間のアップリンクモード）において使用され得る
。そのようなモードでは、ＵＬ

ＨＡＲＱモジュール８６６は、ＵＥに無認可スペクトル

を介してデータフレームに対応するシーケンス番号と、ＨＡＲＱフィードバックとを送信
し得る。シーケンス番号は、シーケンス番号モジュール８６３から取得され得、シーケン
ス番号の送信は、送信機モジュール８３２の無認可スペクトルモジュール８３６を介して

40

行われ得る。場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のアップリン
ク許可を含み得る。データフレーム６０５に対応するシーケンス番号６２５、およびアッ
プリンク許可６３０、６３１、６３２、６３３を含むＨＡＲＱフィードバックの例示的な
送信について、図６を参照しながら説明した。
【００８６】
[0100]データフレームに対応するシーケンス番号が指定された順序（たとえば、番号順
）でＵＥによって受信されると、ＵＬ

ＨＡＲＱモジュール８６６のデータサブフレーム

受信機モジュール８６７は、ＨＡＲＱフィードバックに応答してＵＥから１つまたは複数
のデータサブフレームを受信し得る。しかしながら、データフレームに対応するシーケン
ス番号が、順序が乱れてＵＥによって受信されると、ＵＥは、１つまたは複数のデータサ
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ブフレームを送信しないことがあり、データサブフレーム受信機モジュール８６７は、い
かなるデータサブフレームも受信しないことがある。受信されると、１つまたは複数のデ
ータサブフレームは、受信機モジュール８１２の無認可スペクトルモジュール８１６を介
して無認可スペクトルを介して受信され得る。１つまたは複数のデータサブフレーム６４
５、６４６、６４７、６４８の例示的な送信について、図６を参照しながら説明した。例
示的な順序が乱れたシーケンス番号７２５−ａおよび１つまたは複数のデータサブフレー
ムの非送信について、図７を参照しながら説明した。
【００８７】
[0101]場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のＨＡＲＱフィー
ドバックメッセージを含み得、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各

10

々について別個のデータサブフレームが受信され得る。各ＨＡＲＱフィードバックメッセ
ージは、別個のアップリンク許可を含み得る。
【００８８】
[0102]場合によっては、１つまたは複数のデータサブフレームの各々が、１つまたは複
数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、データサブフレーム受信機モジュー
ル８６７によって受信され得、各対応するアップリンクサブフレームが現在のデータフレ
ーム中に発生し得る。
【００８９】
[0103]図９Ａを参照すると、ブロック図９００に、様々な例による、ワイヤレス通信に
おいて使用するためのデバイス９１５を示す。いくつかの例では、デバイス９１５は、図

20

１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照しながら説明したＵＥ１１５および／または２
１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス９１５はまた、プロセッサであ
り得る。デバイス９１５は、受信機モジュール９１０、ＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュー

ル９２０、および／または送信機モジュール９３０を含み得る。これらの構成要素の各々
は互いに通信していることがある。
【００９０】
[0104]デバイス９１５の構成要素は、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ＡＳＩＣで、
個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の
処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他

30

の例では、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、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ＩＣ）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】
[0105]いくつかの例では、受信機モジュール９１０は、認可スペクトル（たとえば、Ｌ
ＴＥスペクトル）および／または無認可スペクトルの中で伝送を受信するように動作可能
なＲＦ受信機などの無線周波数（ＲＦ）受信機であるか、またはそれを含み得る。受信機
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モジュール９１０は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂ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２５０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】
[0106]いくつかの例では、送信機モジュール９３０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９３０は、図１、図２Ａ、および／または
図２Ｂ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
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２５０の１つもしく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】
[0107]いくつかの例または動作モードでは（たとえば、ｅＮＢとデバイス９１５との間
のダウンリンク動作モードでは）、ＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール９２０は、無認可

スペクトルを介してデータフレームに対応するシーケンス番号と、データフレームの１つ
または複数のデータサブフレームとを受信し得る。データフレーム４０５に対応するシー
ケンス番号４２５、および１つまたは複数のデータサブフレーム４３０、４３１、４３２
、４３３の例示的な送信について、図４を参照しながら説明した。データフレームに対応

10

するシーケンス番号が指定された順序（たとえば、番号順）でデバイス９１５によって受
信されると、ＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール９２０は、１つまたは複数のデータサブ

フレームについてのＨＡＲＱフィードバックを送信し得る。ＨＡＲＱフィードバックは、
無認可スペクトルを介して送信され得る。ＨＡＲＱフィードバック４４５、４４６、４４
７、４４８の例示的な送信についても、図４を参照しながら説明した。
【００９４】
[0108]いくつかの例または動作モードでは（たとえば、ｅＮＢとデバイス９１５との間
のアップリンク動作モードでは）、ＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール９２０は、無認可

スペクトルを介してデータフレームに対応するシーケンス番号と、ＨＡＲＱフィードバッ
クとを受信し得る。場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のアッ

20

プリンク許可を含み得る。データフレーム６０５に対応するシーケンス番号６２５、およ
びアップリンク許可６３０、６３１、６３２、６３３を含むＨＡＲＱフィードバックの例
示的な送信について、図６を参照しながら説明した。データフレームに対応するシーケン
ス番号が指定された順序（たとえば、番号順）でデバイス９１５によって受信されると、
ＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール９２０は、ＨＡＲＱフィードバックに応答して１つま

たは複数のデータサブフレームを送信し得る。１つまたは複数のデータサブフレームは、
無認可スペクトルを介して送信され得る。１つまたは複数のデータサブフレーム６４５、
６４６、６４７、６４８の例示的な送信について、図６を参照しながら説明した。
【００９５】
[0109]図９Ｂを参照すると、ブロック図９５０は、様々な実施形態によるワイヤレス通

30

信に使用するためのデバイス９５５を示す。いくつかの例では、デバイス９５５は、図１
、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図９Ａに関して説明したＵＥ１１５、２１５、および
／または９１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス９５５はまた、プロ
セッサであり得る。デバイス９５５は、受信機モジュール９１２、ＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲ

Ｑモジュール９６０、および／または送信機モジュール９３２を含み得る。これらの構成
要素の各々は互いと通信していることがある。
【００９６】
[0110]デバイス９５５の構成要素は、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ＡＳＩＣで、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

40

コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、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。
【００９７】
[0111]いくつかの例では、受信機モジュール９１２は、認可スペクトル（たとえば、Ｌ
ＴＥ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
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受信機は、認可スペクトルおよび無認可スペクトルのための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、ＬＴＥ

ＳＦＮモジュール９１４およびＬＴＥフレーム

シーケンス番号モジュール９１６の形態をとり得る。ＬＴＥ

ＳＦＮモジュール９１４は

、ＳＦＮの使用に従ってＬＴＥフレームを受信するために使用され得、ＬＴＥフレームシ
ーケンス番号モジュール９１６は、シーケンス番号の使用に従ってＬＴＥフレームを受信
するために使用され得る。ＬＴＥ動作のためにデバイス９５５が使用されるとき、ＬＴＥ
ＳＦＮモジュール９１４は、（点線によって示すように）随意であり得る。モジュール
９１４および９１６を含む受信機モジュール９１２は、図１、図２Ａ、および／または図
２Ｂ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２
５０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

10

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。
【００９８】
[0112]いくつかの例では、送信機モジュール９３２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、ＬＴＥ

ＳＦＮモジュ

ール９３４およびＬＴＥフレームシーケンス番号モジュール９３６の形態をとり得る。Ｌ
ＴＥ

ＳＦＮモジュール９３４は、ＳＦＮの使用に従ってＬＴＥフレームを受信するため

に使用され得、ＬＴＥフレームシーケンス番号モジュール９３６は、シーケンス番号の使

20

用に従って無認可スペクトルフレームまたは共有スペクトルフレーム中でＬＴＥ／ＬＴＥ
−Ａを受信するために使用され得る。無認可スペクトル動作または共有スペクトル動作に
おいてＬＴＥ／ＬＴＥ−Ａのためにデバイス９５５が使用されるとき、ＬＴＥ

ＳＦＮモ

ジュール９３４は、（点線によって示すように）随意であり得る。モジュール９３４およ
び９３６を含む送信機モジュール９３２は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂ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２５０の１つ
もしく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。
30

【００９９】
[0113]ＵＥ
Ｅ

ＬＴＥ

１、ＤＬ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール９６０は、図９Ａを参照しながら説明したＵ

ＨＡＲＱモジュール９２０の一例であり得、シーケンス番号モジュール９６
ＨＡＲＱモジュール９６２、および／またはＵＬ

ＨＡＲＱモジュール９６４

を含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通信していることがある。
【０１００】
[0114]いくつかの例では、シーケンス番号モジュール９６１は、無認可スペクトルを介
して受信されるいくつかのデータフレームの各々のためのシーケンス番号を受信し得る。
シーケンス番号は、受信機モジュール９１２の無認可スペクトルモジュール９１６を介し
て無認可スペクトルを介して受信され得る。例として、シーケンス番号は、番号順で、ま
たはデバイス９５５に知られているか、もしくはそれに搬送される何らかの他の順序で生

40

成され得る。データフレームの受信と併せてデバイス９５５によって受信されると、デー
タフレームに対応するシーケンス番号により、シーケンス番号モジュール９６１は、デー
タフレームがデバイス９５５によって指定された順序で受信されたか、または順序が乱れ
て受信されたかを決定することが可能になり得る。データフレームが指定された順序でデ
バイス９５５によって受信されるとシーケンス番号モジュール９６１が決定すると、デバ
イス９５５は、ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール９６２および／またはＵＬ

ＨＡＲＱモジュー

ル９６４にこれを示し得る。データフレームが順序が乱れてデバイス９５５によって受信
されるとシーケンス番号モジュール９６１が決定すると、デバイス９５５は、ＤＬ
ＲＱモジュール９６２および／またはＵＬ

ＨＡ

ＨＡＲＱモジュール９６４にこれを示し得る

。シーケンス番号モジュール９６１を使用して受信され得る、データフレーム４０５に対
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応するシーケンス番号４２５、および１つまたは複数のデータサブフレーム４３０、４３
１、４３２、４３３の例示的な送信について、図４を参照しながら説明した。データフレ
ーム６０５に対応するシーケンス番号６２５、およびアップリンク許可６３０、６３１、
６３２、６３３を含むＨＡＲＱフィードバックの例示的な送信について、図６を参照しな
がら説明した。
【０１０１】
[0115]ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール９６２は、デバイス９５５のダウンリンク動作モード

（たとえば、ｅＮＢとデバイス９５５との間のダウンリンクモード）において使用され得
る。そのようなモードでは、ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール９６２は、シーケンス番号モジュ

ール９６１から、シーケンス番号が指定された順序で受信されたか、または、順序が乱れ

10

て受信されたかどうかの指示を受信し得る。シーケンス番号は、データフレームとデータ
フレームの１つまたは複数のデータサブフレームとに対応し得る。
【０１０２】
[0116]データフレームに対応するシーケンス番号が指定された順序（たとえば、番号順
）でデバイス９５５によって受信されると、ＤＬ

ＨＡＲＱモジュール９６２のＨＡＲＱ

フィードバックモジュール９６３は、１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨ
ＡＲＱフィードバックを送信し得る。しかしながら、データフレームに対応するシーケン
ス番号が順序が乱れてデバイス９５５によって受信されると、ＨＡＲＱフィードバックモ
ジュール９６３は、１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバ
ックを送信しないことがある。送信されると、ＨＡＲＱフィードバックは、送信機モジュ

20

ール９３２の無認可スペクトルモジュール９３６を介して無認可スペクトルを介して送信
され得る。デバイス９５５によって行われ得るＨＡＲＱフィードバック４４５、４４６、
４４７、４４８の例示的な送信について、図４を参照しながら説明した。例示的な順序が
乱れたシーケンス番号５２５−ａおよびＨＡＲＱフィードバックの非送信について、図５
を参照しながら説明した。
【０１０３】
[0117]場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックモジュール９６３は、現在のデータフ
レーム中で複数のデータサブフレームのサブセットについてのＨＡＲＱフィードバックを
送信し、次のデータフレーム中に、複数のデータサブフレーム（すなわち、現在のデータ
フレーム中のデータサブフレーム）の残りのサブセットについてのＨＡＲＱフィードバッ

30

クを送信し得る。
【０１０４】
[0118]場合によっては、現在のデータフレーム中の複数のデータサブフレームの各々に
ついて別個のＨＡＲＱフィードバックメッセージが送信され得る。ＨＡＲＱフィードバッ
クメッセージは、現在のデータフレームおよび／または次のデータフレーム中で送信され
得る。
【０１０５】
[0119]いくつかの例では、ＨＡＲＱフィードバックは、複数の対応するアップリンクサ
ブフレームの各々中に、データフレーム中の１つまたは複数のデータサブフレームの各々
について送信され得る。アップリンクサブフレームの一部または全部は、現在のデータフ

40

レーム中に、および／または次のデータフレーム中に発生し得る。
【０１０６】
[0120]ＵＬ

ＨＡＲＱモジュール９６４は、デバイス５５５のアップリンク動作モード

（たとえば、ｅＮＢとデバイス９５５との間のアップリンクモード）において使用され得
る。そのようなモードでは、ＵＬ

ＨＡＲＱモジュール９６４は、シーケンス番号モジュ

ール９６１から、シーケンス番号が指定された順序で受信されたか、または、順序が乱れ
て受信されたかどうかの指示を受信し得る。シーケンス番号は、データフレームとデータ
フレームのＨＡＲＱフィードバックとに対応し得る。場合によっては、ＨＡＲＱフィード
バックは、１つまたは複数のアップリンク許可を含み得る。
【０１０７】
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[0121]データフレームに対応するシーケンス番号が指定された順序（たとえば、番号順
）でデバイス９５５によって受信されると、ＵＬ

ＨＡＲＱモジュール９６４のデータサ

ブフレーム送信機モジュール９６５は、ＨＡＲＱフィードバックに応答して１つまたは複
数のデータサブフレームを送信し得る。しかしながら、データフレームに対応するシーケ
ンス番号が順序が乱れてデバイス９５５によって受信されると、データサブフレーム送信
機モジュール９６５は、いかなるデータサブフレームも送信しないことがある。送信され
ると、１つまたは複数のデータサブフレームは、送信機モジュール９３２の無認可スペク
トルモジュール９３６を介して無認可スペクトルを介して送信され得る。１つまたは複数
のデータサブフレーム６４５、６４６、６４７、６４８の例示的な送信について、図６を
参照しながら説明した。例示的な順序が乱れたシーケンス番号７２５−ａおよび１つまた

10

は複数のデータサブフレームの非送信について、図７を参照しながら説明した。
【０１０８】
[0122]場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のＨＡＲＱフィー
ドバックメッセージを含み得、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各
々について別個のデータサブフレームが送信され得る。各ＨＡＲＱフィードバックメッセ
ージは、別個のアップリンク許可を含み得る。
【０１０９】
[0123]場合によっては、１つまたは複数のデータサブフレームの各々が、１つまたは複
数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に送信され得、各対応するアップリンク
サブフレームが現在のデータフレーム中に発生し得る。

20

【０１１０】
[0124]図１０を参照すると、無認可スペクトルまたは共有スペクトルにおけるＬＴＥ／
ＬＴＥ−Ａのために構成されたｅＮＢ１００５を示すブロック図１０００が示されている
。いくつかの例では、ｅＮＢ１００５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図８Ａ、および／また
は図８Ｂを参照しながら説明したｅＮＢまたはデバイス１０５、２０５、８０５、および
／または８５５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。ｅＮＢ１００５は、図１、図
２Ａ、図２Ｂ、図４、図５、図６、図７、図８Ａ、および／または図８Ｂを参照しながら
説明したｅＮＢ

ＬＴＥの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。ｅＮＢ１００５は、プロセッサモジュール１０１０、メモリモジュール１
０２０、（トランシーバモジュール１０５５によって表される）少なくとも１つのトラン

30

シーバモジュール、（アンテナ１０６０によって表される）少なくとも１つのアンテナ、
および／またはｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７０を含み得る。ｅＮＢ１００５はまた、

基地局通信モジュール１０３０とネットワーク通信モジュール１０４０との一方または両
方を含み得る。これらの構成要素の各々は、１つまたは複数のバス１０３５を介して直接
または間接的に互いと通信していることがある。
【０１１１】
[0125]メモリモジュール１０２０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）とを含み得る。メモリモジュール１０２０は、実行された
とき、プロセッサモジュール１０１０に、たとえば、１）ＵＥへの無認可スペクトルを介
したデータフレームに対応するシーケンス番号の送信、および２）１つまたは複数のデー
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タサブフレーム、および／またはシーケンス番号および／またはデータフレームに対応す
るＨＡＲＱフィードバックの送信または受信を含む、認可スペクトルおよび／または無認
可スペクトルにおいて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
能を実行することを行わ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１０２５を記憶し得る。代替的に、ソフト
ウェアコード１０２５は、プロセッサモジュール１０１０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たとき、ｅＮＢ１００５に、本明細書で
説明する様々な機能を実行させるように構成され得る。
【０１１２】
[0126]プロセッサモジュール１０１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
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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１０１０は、トランシーバモジュール１０５５、基地局通信モジ
ュール１０３０、および／またはネットワーク通信モジュール１０４０を介して受信され
た情報を処理し得る。プロセッサモジュール１０１０はまた、図１を参照しながら説明し
たコアネットワーク１３０の態様の一例であり得る、アンテナ１０６０を介した送信のた
めのトランシーバモジュール１０５５に、１つまたは複数の他の基地局またはｅＮＢ１０
０５−ａおよび１００５−ｂへの送信のための基地局通信モジュール１０３０に、ならび
に／またはコアネットワーク１０４５への送信のためのネットワーク通信モジュール１０
４０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１０１０は、単独でまたは
ｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７０とともに、たとえば、１）ＵＥへの無認可スペクトル

10

を介したデータフレームに対応するシーケンス番号の送信、および２）１つまたは複数の
データサブフレーム、および／またはシーケンス番号および／またはデータフレームに対
応するＨＡＲＱフィードバックの送信または受信を含む、認可スペクトルおよび／または
無認可スペクトルにおいてＬＴＥベースの通信を使用する様々な態様を処理し得る。
【０１１３】
[0127]トランシーバモジュール１０５５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１０６０に与え、アンテナ１０６０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。トランシーバモジュール１０５５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。トランシーバモジュール１０５５は、認可スペクトル（たとえば、ＬＴＥスペク
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トル）における通信と、および／または無認可スペクトルにおける通信とをサポートし得
る。トランシーバモジュール１０５５は、たとえば、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、お
よび／または図９Ｂを参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１５、９１５
、および／または９５５のうちの１つまたは複数と、アンテナ１０６０を介して、双方向
に通信するように構成され得る。ｅＮＢ１００５は、一般に、複数のアンテナ１０６０（
たとえば、アンテナアレイ）を含み得る。ｅＮＢ１００５は、ネットワーク通信モジュー
ル１０４０を通してコアネットワーク１０４５と通信し得る。ｅＮＢ１００５は、基地局
通信モジュール１０３０を使用して、ｅＮＢ１００５−ａおよび１００５−ｂなどの他の
基地局またはｅＮＢと通信し得る。
30

【０１１４】
[0128]図１０のアーキテクチャによれば、ｅＮＢ１００５は通信管理モジュール１０５
０をさらに含み得る。通信管理モジュール１０５０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１０５０は、１つまたは複数の
バス１０３５を介してｅＮＢ１００５の他の構成要素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１０５０の機能は、トランシーバモジュール１０５５の構
成要素として、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１０１０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。
【０１１５】
[0129]ｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７０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係して図１、図２Ａ、図２Ｂ、

40

図４、図５、図６、図７、図８Ａ、および／または図８Ｂを参照しながら説明した特徴お
よび／または機能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、ｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７０は、補足ダウンリンクモード（a suppleme

ntal downlink mode）、キャリアアグリゲーションモード、および／またはスタンドアロ
ンモードをサポートするように構成され得る。ｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７０は、Ｌ

ＴＥ通信を処理するように構成されたＬＴＥモジュール１０７５、（無認可スペクトルの
ためのＣＣＡの実行を含む）無認可スペクトル通信または共有スペクトル通信においてＬ
ＴＥ／ＬＴＥ−Ａを処理するように構成されたＬＴＥ無認可モジュール１０８０、および
／または無認可スペクトルにおいてＬＴＥ以外の通信を処理するように構成された無認可
モジュール１０８５を含み得る。ｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７０はまた、たとえば、
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図１、図４、図５、図６、図７、図８Ａ、および／または図８Ｂを参照しながら説明した
ｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱ機能のいずれかを実行するように構成されたＬＴＥ

モジュール１０９０を含み得る。ＬＴＥ

ＨＡＲＱ

ＨＡＲＱモジュール１０９０は、図８Ａおよび

／または図８Ｂ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８２０
および／またはモジュール８６０）の一例であり得る。ｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７

０またはそれの部分は、プロセッサを含み得、および／またはｅＮＢ

ＬＴＥモジュール

１０７０の機能の一部または全部は、プロセッサモジュール１０１０によっておよび／ま
たはプロセッサモジュール１０１０に関連して実行され得る。
【０１１６】
[0130]図１１を参照すると、無認可スペクトルまたは共有スペクトルにおけるＬＴＥ／

10

ＬＴＥ−Ａのために構成されたＵＥ１１１５を示すブロック図１１００が示されている。
ＵＥ１１１５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）、セル
ラー電話、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、電子リーダーなどに含まれるか、またはその一部であり得る。ＵＥ１１１５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部電源（図示せず）を有し
得る。いくつかの例では、ＵＥ１１１５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、および／ま
たは図９Ｂを参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１５、９１５、および
／または９５５のうちの１つまたは複数の一例であり得る。ＵＥ１１１５は、図１、図２
Ａ、図２Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、および／または図１０を参照しながら説明したｅＮＢまた
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はデバイス１０５、２０５、８０５、８５５、および１００５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。
【０１１７】
[0131]ＵＥ１１１５は、プロセッサモジュール１１１０、メモリモジュール１１２０、
（トランシーバモジュール１１７０によって表される）少なくとも１つのトランシーバモ
ジュール、（アンテナ１１８０によって表される）少なくとも１つのアンテナ、および／
またはＵＥ

ＬＴＥモジュール１１４０を含み得る。これらの構成要素の各々は、１つま

たは複数のバス１１３５を介して直接または間接的に互いと通信していることがある。
【０１１８】
[0132]メモリモジュール１１２０は、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含み得る。メモリ
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モジュール１１２０は、実行されたとき、プロセッサモジュール１１１０に、たとえば、
１）無認可スペクトルを介した、データフレームに対応するシーケンス番号の受信、なら
びにおよび２）１つまたは複数のデータサブフレーム、および／またはシーケンス番号お
よび／またはデータフレームに対応するＨＡＲＱフィードバックの送信または受信を含む
、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルにおいて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実行することを行わ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１１
２５を記憶し得る。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
たとき）ＵＥ１１１５に、本明細書で説明する様々なＵＥ機能を実行させるように構成さ

40

れ得る。
【０１１９】
[0133]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、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、トランシーバモジュール１１７０を介して受信された情報、および／また
はアンテナ１１８０を介した送信のためにトランシーバモジュール１１７０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、単独でまたはＵＥ

ＬＴＥモジ

ュール１１４０とともに、たとえば、１）無認可スペクトルを介した、データフレームに
対応するシーケンス番号の受信、および２）１つまたは複数のデータサブフレーム、およ
び／またはシーケンス番号および／またはデータフレームに対応するＨＡＲＱフィードバ
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ックの送信または受信を含む、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルにおいて
ＬＴＥベースの通信を使用する様々な態様を処理し得る。
【０１２０】
[0134]トランシーバモジュール１１７０は、ｅＮＢと双方向に通信するように構成され
得る。トランシーバモジュール１１７０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。トランシーバモジュール１
１７０は、少なくとも１つの認可スペクトル（たとえば、ＬＴＥ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とをサポートし得る。トランシー
バモジュール１１７０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１１８０に与え、アンテナ１１８０から受信されたパケットを復調するように構成され

10

たモデムを含み得る。ＵＥ１１１５は単一のアンテナを含み得るが、ＵＥ１１１５が複数
のアンテナ１１８０を含み得る例があり得る。
【０１２１】
[0135]図１１のアーキテクチャによれば、ＵＥ１１１５は通信管理モジュール１１３０
をさらに含み得る。通信管理モジュール１１３０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１１３０は、１つまたは複数のバス１１３５を介して
ＵＥ１１１５の他の構成要素の一部または全部と通信しているＵＥ１１１５の構成要素で
あり得る。代替として、通信管理モジュール１１３０の機能は、トランシーバモジュール
１１７０の構成要素として、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
20

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。
【０１２２】
[0136]ＵＥ

ＬＴＥモジュール１１４０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係して図１、図２Ａ、図２Ｂ、図
４、図５、図６、図７、図９Ａ、および／または図９Ｂを参照しながら説明した特徴およ
び／または機能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

ＬＴＥモジュール１１４０は、補足ダウンリンクモード、キャリアアグリ

ゲーションモード、および／またはスタンドアロンモードをサポートするように構成され
得る。ＵＥ

ＬＴＥモジュール１１４０は、ＬＴＥ通信を処理するように構成されたＬＴ

Ｅモジュール１１４５、ＬＴＥ通信を処理するように構成されたＬＴＥ無認可モジュール
１１５０、および／または無認可スペクトルにおいてＬＴＥ以外の通信を処理するように
構成された無認可モジュール１１５５を含み得る。ＵＥ

30

ＬＴＥモジュール１１４０はま

た、たとえば、図１、図４、図５、図６、図７、図９Ａ、および／または図９Ｂを参照し
ながら説明したＵＥ
たＬＴＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱ機能のうちのいずれかを実行するように構成され

ＨＡＲＱモジュール１１６０を含み得る。ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール１１６

０は、図９Ａおよび／または図９Ｂ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９２０および／またはモジュール９６０）の一例であり得る。ＵＥ

ＬＴＥ

モジュール１１４０またはそれの部分は、プロセッサを含み得、および／またはＵＥ

Ｌ

ＴＥモジュール１１４０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。
【０１２３】

40

[0137]次に図１２を参照すると、ｅＮＢ１２０５とＵＥ１２１５とを含む多入力多出力
（ＭＩＭＯ）通信システム１２００のブロック図が示されている。ｅＮＢ１２０５および
ＵＥ１２１５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得る。ｅＮＢ１２０５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ
、および／または図１０を参照しながら説明したｅＮＢまたはデバイス１０５、２０５、
８０５、８５５、および／または１００５の１つまたは複数の態様の一例であり得、一方
、ＵＥ１２１５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、および／または図１１を参
照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１５、９１５、９５５、および／また
は１１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。システム１２００に、図１、図２
Ａ、および／または図２Ｂを参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００、２０
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０、および／または２５０の態様を示し得る。
【０１２４】
[0138]ｅＮＢ１２０５は、アンテナ１２３４−ａ〜１２３４−ｘを備え得、ＵＥ１２１
５は、アンテナ１２５２−ａ〜１２５２−ｎを備え得る。システム１２００では、ｅＮＢ
１２０５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り得る。各通
信リンクは「レイヤ」と呼ばれることがあり、通信リンクの「ランク」は、通信のために
使用されるレイヤの数を示し得る。たとえば、ｅＮＢ１２０５が２つの「レイヤ」を送信
する２×２ＭＩＭＯシステムでは、ｅＮＢ１２０５とＵＥ１２１５との間の通信リンクの
ランクは２であり得る。
10

【０１２５】
[0139]ｅＮＢ１２０５において、送信（Ｔｘ）プロセッサ１２２０は、データソースか
らデータを受信し得る。送信プロセッサ１２２０はデータを処理し得る。送信プロセッサ
１２２０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得る。送信（Ｔ
ｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１２３０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）を実行し
得、出力シンボルストリームを送信（Ｔｘ）変調器／復調器１２３２−ａ〜１２３２−ｘ
に与え得る。各変調器／復調器１２３２は、出力サンプルストリームを取得するために、
（たとえば、ＯＦＤＭなどのための）それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。
各変調器／復調器１２３２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、フィルタ処理、およびアッ
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プコンバート）し得る。一例では、変調器／復調器１２３２−ａ〜１２３２−ｘからのＤ
Ｌ信号は、それぞれアンテナ１２３４−ａ〜１２３４−ｘを介して送信され得る。
【０１２６】
[0140]ＵＥ１２１５において、アンテナ１２５２−ａ〜１２５２−ｎは、ｅＮＢ１２０
５からＤＬ信号を受信し得、受信された信号をそれぞれ受信（Ｒｘ）変調器／復調器１２
５４−ａ〜１２５４−ｎに与え得る。各変調器／復調器１２５４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）し得る。各変調器／復調器１２５４はさらに、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）入力サンプルを処理し得る。ＭＩ
ＭＯ検出器１２５６は、すべての変調器／復調器１２５４−ａ〜１２５４−ｎから受信シ
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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
れたシンボルを与え得る。受信（Ｒｘ）プロセッサ１２５８が、検出されたシンボルを処
理し（たとえば、復調し、デインターリーブし、および復号し）、ＵＥ１２１５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１２８０、また
はメモリ１２８２に与え得る。プロセッサ１２８０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係する様々な機能を実行
し得るモジュールまたは機能１２８１を含み得る。たとえば、モジュールまたは機能１２
８１は、図９Ａ、図９Ｂ、および／または図１１を参照しながら説明したＬＴＥ

ＨＡＲ

Ｑモジュール９２０、９６０、および／もしくは１１６０、ならびに／または図１１を参
照しながら説明したＵＥ

ＬＴＥモジュール１１４０の機能の一部または全部を実行し得
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る。
【０１２７】
[0141]アップリンク（ＵＬ）上で、ＵＥ１２１５において、送信（Ｔｘ）プロセッサ１
２６４が、データソースからデータを受信し、処理し得る。送信プロセッサ１２６４はま
た、基準信号用の基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ１２６４からのシンボルは
、適用可能な場合、送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１２６６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／復調器１
２５４−ａ〜１２５４−ｎによって処理され、ｅＮＢ１２０５から受信された送信パラメ
ータに従ってｅＮＢ１２０５に送信され得る。ｅＮＢ１２０５において、ＵＥ１２１５か
らのＵＬ信号がアンテナ１２３４によって受信され、受信（Ｒｘ）変調器／復調器１２３
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２によって処理され、適用可能な場合、ＭＩＭＯ検出器１２３６によって検出され、受信
（Ｒｘ）プロセッサ１２３８によってさらに処理され得る。受信プロセッサ１２３８は、
復号されたデータをデータ出力とプロセッサ１２４０とに与え得る。プロセッサ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
することに関係する様々な態様を実行し得るモジュールまたは機能１２４１を含み得る。
たとえば、モジュールまたは機能１２４１は、図８Ａ、図８Ｂ、および／または図１０を
参照しながら説明したＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０、８６０、および／もしくは１

０９０、図８Ｂを参照しながら説明したＣＣＡモジュール８６１、ならびに／または図１
０を参照しながら説明したｅＮＢ

ＬＴＥモジュール１０７０の機能の一部または全部を
10

実行し得る。
【０１２８】
[0142]ｅＮＢ１２０５の構成要素は、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ＡＳＩＣで、個々にまたはまとめて
実装され得る。言及したモジュールの各々は、システム１２００の動作に関係する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、ＵＥ１２１５の構成要素は、
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ＡＳＩＣで、個々にまたはまとめて実装され得る。言及した構成要素の各々
は、システム１２００の動作に関係する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。
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【０１２９】
[0143]図１３は、ワイヤレス通信のための方法１３００の一例を示すフローチャートで
ある。明快のために、方法１３００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、
図１０、および／または図１２を参照しながら説明したｅＮＢまたはデバイス１０５、２
０５、８０５、８５５、１００５、および／または１２０５のうちの１つと、図１、図２
Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、図１０、および／または図１２を参照しながら説明したＵ
Ｅまたはデバイス１１５、２１５、９１５、９５５、１１１５、および／または１２１５
のうちの１つとを参照しながら以下で説明する。一例では、ｅＮＢは、以下で説明する機
能を実行するためにｅＮＢ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
を実行し得る。
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【０１３０】
[0144]ブロック１３０５において、データフレームに対応するシーケンス番号、および
データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームが、ＵＥに無認可スペクトルを介
して送信され得る。データフレーム４０５に対応するシーケンス番号４２５、および１つ
または複数のデータサブフレーム４３０、４３１、４３２、４３３の例示的な送信につい
て、図４を参照しながら説明した。ブロック１３０５における動作は、場合によっては、
図８Ａ、図８Ｂ、および／または図１０を参照しながら説明したｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲ

Ｑモジュール８２０、８６０、および／もしくは１０９０、図８Ｂを参照しながら説明し
たシーケンス番号モジュール８６３および／もしくはＤＬ

ＨＡＲＱモジュール８６４、

ならびに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは機能１２４１を使用
して実行され得る。
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【０１３１】
[0145]ブロック１３１０において、データフレームに対応するシーケンス番号が、指定
された順序（たとえば、番号順）でＵＥによって受信されると、１つまたは複数のデータ
サブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックがＵＥから無認可スペクトルを介して受
信され得る。ＨＡＲＱフィードバック４４５、４４６、４４７、４４８の例示的な送信に
ついて、図４を参照しながら説明した。
【０１３２】
[0146]場合によっては、別個のＨＡＲＱフィードバックメッセージが、１つまたは複数
のデータサブフレームの各々について受信され得る。場合によっては、ＨＡＲＱフィード
バックが、１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、１つまたは
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複数のデータサブフレームの各々について受信され得、各対応するアップリンクサブフレ
ームが、データフレーム中に、または次のデータフレーム中に発生し得る。
【０１３３】
[0147]ブロック１３１０における動作は、場合によっては、図８Ａ、図８Ｂ、および／
または図１０を参照しながら説明したｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０、８６

０、および／もしくは１０９０、図８Ｂを参照しながら説明したＨＡＲＱフィードバック
モジュール８６５、ならびに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは
機能１２４１を使用して実行され得る。
【０１３４】
[0148]方法１３００のいくつかの例では、方法１３００は、後続のデータフレームに対
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応するシーケンス番号、および後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブフレ
ームのＵＥへの無認可スペクトルを介した送信を続け得る。後続のデータフレームのため
のシーケンス番号が、指定された順序でＵＥによって受信されると、後続のデータフレー
ムの１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックが、次いで
、ＵＥから無認可スペクトルを介して受信され得る。後続のデータサブフレーム４０５−
ａに対応するシーケンス番号４２５−ａ、および後続のデータフレームの１つまたは複数
のデータサブフレーム４３０−ａ、４３１−ａ、４３２−ａ、４３３−ａの例示的な送信
について、図４を参照しながら説明した。ＨＡＲＱフィードバック４４５−ａ、４４６−
ａ、４４７−ａ、４４８−ａの例示的な送信についても、図４を参照しながら説明した。
【０１３５】
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[0149]方法１３００のいくつかの例では、データフレームに対応するシーケンス番号が
、順序が乱れてＵＥによって受信されると、ＨＡＲＱフィードバックが１つまたは複数の
データサブフレームについてＵＥによって送信されないことがある。例示的な順序が乱れ
たシーケンス番号５２５−ａおよびＨＡＲＱフィードバックの非送信について、図５を参
照しながら説明した。
【０１３６】
[0150]いくつかの例では、ＣＣＡは、無認可スペクトルの利用可能性を決定するために
実行され得、無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、無認可スペク
トルは、（たとえば、ブロック１３０５においてシーケンス番号および／またはデータサ
ブフレームを送信するための）データフレーム中にアクセスされ得る。次のデータフレー
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ム中に、無認可スペクトルの利用可能性を決定するために、別のＣＣＡが実行され得、以
下同様である。
【０１３７】
[0151]したがって、方法１３００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１３００は一実
装形態にすぎないこと、および方法１３００の動作は、他の実装形態が可能であるように
、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１３８】
[0152]図１４は、ワイヤレス通信のための方法１４００の一例を示すフローチャートで
ある。明快のために、方法１４００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、
図１０、および／または図１２を参照しながら説明したｅＮＢまたはデバイス１０５、２
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０５、８０５、８５５、１００５、および／または１２０５のうちの１つと、図１、図２
Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、図１０、および／または図１２を参照しながら説明したＵ
Ｅまたはデバイス１１５、２１５、９１５、９５５、１１１５、および／または１２１５
のうちの１つとを参照しながら以下で説明する。一例では、ｅＮＢは、以下で説明する機
能を実行するためにｅＮＢ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
を実行し得る。
【０１３９】
[0153]ブロック１４０５において、データフレームに対応するシーケンス番号、および
データフレームの複数のデータサブフレームが、ＵＥに無認可スペクトルを介して送信さ
れ得る。データフレーム４０５に対応するシーケンス番号４２５、および複数のデータサ
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ブフレーム４３０、４３１、４３２、４３３の例示的な送信について、図４を参照しなが
ら説明した。ブロック１４０５における動作は、場合によっては、図８Ａ、図８Ｂ、およ
び／または図１０を参照しながら説明したｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０、

８６０、および／もしくは１０９０、図８Ｂを参照しながら説明したシーケンス番号モジ
ュール８６３および／もしくはＤＬ

ＨＡＲＱモジュール８６４、ならびに／または図１

２を参照しながら説明したモジュールもしくは機能１２４１を使用して実行され得る。
【０１４０】
[0154]ブロック１４１０および／または１４１５において、データフレームに対応する
シーケンス番号が、指定された順序（たとえば、番号順）でＵＥによって受信されると、
複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックがＵＥから無認可スペクト
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ルを介して受信され得る。ブロック１４１０において、データフレーム中に、ＨＡＲＱフ
ィードバックが、複数のデータサブフレームのサブセットについて（たとえば、データサ
ブフレームのうちの１つまたは複数について）受信され得る。ブロック１４１５において
、次のデータフレーム中に、ＨＡＲＱフィードバックが、複数のデータサブフレームの残
りのサブセットについて（たとえば、データサブフレームのうちの残りの１つまたは複数
について）受信され得る。ＨＡＲＱフィードバック４４５、４４６、４４７、４４８の例
示的な送信について、図４を参照しながら説明した。
【０１４１】
[0155]場合によっては、別個のＨＡＲＱフィードバックメッセージが、複数のデータサ
ブフレームの各々について受信され、ＨＡＲＱフィードバックメッセージのうちの少なく
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とも１つが、データフレーム中に受信され、ＨＡＲＱフィードバックメッセージのうちの
少なくとも１つが、次のデータフレーム中に受信され得る。場合によっては、ＨＡＲＱフ
ィードバックが、複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、複数のデータサ
ブフレームの各々について受信され、対応するアップリンクサブフレームのうちの少なく
とも１つが、データフレーム中に発生し、対応するアップリンクサブフレームのうちの少
なくとも１つが、次のデータフレーム中に発生し得る。
【０１４２】
[0156]ブロック１４１０における動作は、場合によっては、図８Ａ、図８Ｂ、および／
または図１０を参照しながら説明したｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０、８６

０、および／もしくは１０９０、図８Ｂを参照しながら説明したＨＡＲＱフィードバック

30

モジュール８６５、ならびに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは
機能１２４１を使用して実行され得る。
【０１４３】
[0157]方法１４００のいくつかの例では、方法１４００は、後続のデータフレームに対
応するシーケンス番号、および後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブフレ
ームのＵＥへの無認可スペクトルを介した送信を続け得る。後続のデータフレームのため
のシーケンス番号が、指定された順序でＵＥによって受信されると、後続のデータフレー
ムの１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックが、次いで
、ＵＥから無認可スペクトルを介して受信され得る。後続のデータサブフレーム４０５−
ａに対応するシーケンス番号４２５−ａ、および後続のデータフレームの１つまたは複数
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のデータサブフレーム４３０−ａ、４３１−ａ、４３２−ａ、４３３−ａの例示的な送信
について、図４を参照しながら説明した。ＨＡＲＱフィードバック４４５−ａ、４４６−
ａ、４４７−ａ、４４８−ａの例示的な送信についても、図４を参照しながら説明した。
【０１４４】
[0158]方法１４００のいくつかの例では、データフレームに対応するシーケンス番号が
、順序が乱れてＵＥによって受信されると、ＨＡＲＱフィードバックが１つまたは複数の
データサブフレームについてＵＥによって送信されないことがある。例示的な順序が乱れ
たシーケンス番号５２５−ａおよびＨＡＲＱフィードバックの非送信について、図５を参
照しながら説明した。
【０１４５】
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[0159]いくつかの例では、ＣＣＡは、無認可スペクトルの利用可能性を決定するために
実行され得、無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、無認可スペク
トルは、（たとえば、ブロック１３０５においてシーケンス番号および／またはデータサ
ブフレームを送信するための）データフレーム中にアクセスされ得る。次のデータフレー
ム中に、無認可スペクトルの利用可能性を決定するために、別のＣＣＡが実行され得、以
下同様である。
【０１４６】
[0160]したがって、方法１４００はワイヤレス通信を提供し得る。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
10

、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１４７】
[0161]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２Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、
図１０、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、２１
５、９１５、９５５、１１１５、および／または１２１５のうちの１つと、図１、図２Ａ
、図２Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、図１０、および／または図１２を参照しながら説明したｅＮ
Ｂまたはデバイス１０５、２０５、８０５、８５５、１００５、および／または１２０５
のうちの１つと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
を実行するために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

20

行し得る。
【０１４８】
[0162]ブロック１５０５において、データフレームに対応するシーケンス番号、および
データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームが、無認可スペクトルを介して受
信され得る。場合によっては、シーケンス番号は、ｅＮＢからＵＥにおいて受信され得る
。データフレーム４０５に対応するシーケンス番号４２５、および１つまたは複数のデー
タサブフレーム４３０、４３１、４３２、４３３の例示的な送信について、図４を参照し
ながら説明した。
【０１４９】
[0163]ブロック１５１０において、シーケンス番号がＵＥによって指定された順序（た
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とえば、番号順）で受信されたかどうかが決定され得る。
【０１５０】
[0164]ブロック１５０５および／または１５１０における動作は、場合によっては、図
９Ａ、図９Ｂ、および／または図１１を参照しながら説明したＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモ

ジュール９２０、９６０、および／もしくは１１６０、図９Ｂを参照しながら説明したシ
ーケンス番号モジュール９６１および／もしくはＤＬ

ＨＡＲＱモジュール９６２、なら

びに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは機能１２８１を使用して
実行され得る。
【０１５１】
[0165]ブロック１５１５において、データフレームに対応するシーケンス番号が指定さ
れた順序で受信されたとブロック１５１０において決定すると、１つまたは複数のデータ
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サブフレームについてのＨＡＲＱフィードバックが、（たとえば、ＵＥからｅＮＢに）無
認可スペクトルを介して送信され得る。ＨＡＲＱフィードバック４４５、４４６、４４７
、４４８の例示的な送信について、図４を参照しながら説明した。
【０１５２】
[0166]場合によっては、別個のＨＡＲＱフィードバックメッセージが、１つまたは複数
のデータサブフレームの各々について送信され得る。場合によっては、ＨＡＲＱフィード
バックが、１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、１つまたは
複数のデータサブフレームの各々について送信され得、各対応するアップリンクサブフレ
ームが、データフレーム中に、または次のデータフレーム中に発生し得る。
【０１５３】
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[0167]ブロック１５１５における動作は、場合によっては、図９Ａ、図９Ｂ、および／
または図１１を参照しながら説明したＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール９２０、９６０

、および／もしくは１１６０、図９Ｂを参照しながら説明したＨＡＲＱフィードバックモ
ジュール９６３、ならびに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは機
能１２８１を使用して実行され得る。
【０１５４】
[0168]方法１５００のいくつかの例では、方法１５００は、後続のデータフレームに対
応するシーケンス番号、および後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブフレ
ームの無認可スペクトルを介した受信を続け得る。次いで、後続のデータフレームに対応
するシーケンス番号が指定された順序でＵＥによって受信されたかどうかが決定され得る
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。後続のデータフレームのためのシーケンス番号が指定された順序で受信されたと決定す
ると、後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱ
フィードバックが、無認可スペクトルを介して送信され得る。後続のデータサブフレーム
４０５−ａに対応するシーケンス番号４２５−ａ、および後続のデータフレームの１つま
たは複数のデータサブフレーム４３０−ａ、４３１−ａ、４３２−ａ、４３３−ａの例示
的な送信について、図４を参照しながら説明した。ＨＡＲＱフィードバック４４５−ａ、
４４６−ａ、４４７−ａ、４４８−ａの例示的な送信についても、図４を参照しながら説
明した。
【０１５５】
[0169]方法１５００のいくつかの例では、データフレームに対応するシーケンス番号が

20

順序が乱れて受信されたと決定すると、１つまたは複数のデータサブフレームについての
ＨＡＲＱフィードバックを送信しないことが決定され得る。また、データフレームに対応
するシーケンス番号が順序が乱れて受信されたと決定すると、１つまたは複数のデータサ
ブフレームを破棄する（discard）ことが決定され得る。例示的な順序が乱れたシーケン
ス番号５２５−ａおよびＨＡＲＱフィードバックの非送信について、図５を参照しながら
説明した。
【０１５６】
[0170]方法１５００のいくつかの例では、１つまたは複数のデータサブフレームについ
てのＨＡＲＱフィードバックを送信することは、１）データフレーム中に、１つまたは複
数のデータサブフレームのサブセットについてのＨＡＲＱフィードバックを送信すること
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と、２）次のデータフレーム中に、１つまたは複数のデータサブフレームの残りのサブセ
ットについてのＨＡＲＱフィードバックを送信することとを含み得る。
【０１５７】
[0171]したがって、方法１５００はワイヤレス通信を提供し得る。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
、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１５８】
[0172]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２Ａ、図２Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、
図１０、および／または図１２を参照しながら説明したｅＮＢまたはデバイス１０５、２
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０５、８０５、８５５、１００５、および／または１２０５のうちの１つと、図１、図２
Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、図１０、および／または図１２を参照しながら説明したＵ
Ｅまたはデバイス１１５、２１５、９１５、９５５、１１１５、および／または１２１５
のうちの１つとを参照しながら以下で説明する。一例では、ｅＮＢは、以下で説明する機
能を実行するためにｅＮＢ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
を実行し得る。
【０１５９】
[0173]ブロック１６０５において、データフレームに対応するシーケンス番号、および
ＨＡＲＱフィードバックが、ＵＥに無認可スペクトルを介して送信され得る。場合によっ
ては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のアップリンク許可を含み得る。デー
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タフレーム６０５に対応するシーケンス番号６２５、およびアップリンク許可６３０、６
３１、６３２、６３３を含むＨＡＲＱフィードバックの例示的な送信について、図６を参
照しながら説明した。ブロック１６０５における動作は、場合によっては、図８Ａ、図８
Ｂ、および／または図１０を参照しながら説明したｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール

８２０、８６０、および／もしくは１０９０、図８Ｂを参照しながら説明したシーケンス
番号モジュール８６３および／もしくはＵＬ

ＨＡＲＱモジュール８６６、ならびに／ま

たは図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは機能１２４１を使用して実行され
得る。
【０１６０】
[0174]ブロック１６１０において、データフレームに対応するシーケンス番号が指定さ

10

れた順序（たとえば、番号順）でＵＥによって受信されると、１つまたは複数のデータサ
ブフレームが、ＨＡＲＱフィードバックに応答して、無認可スペクトルを介してＵＥから
受信され得る。１つまたは複数のデータサブフレーム６４５、６４６、６４７、６４８の
例示的な送信について、図６を参照しながら説明した。
【０１６１】
[0175]場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のＨＡＲＱフィー
ドバックメッセージを含み得、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各
々について別個のデータサブフレームが受信され得る。各ＨＡＲＱフィードバックメッセ
ージは、別個のアップリンク許可を含み得る。場合によっては、１つまたは複数のデータ
サブフレームの各々が、１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に
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、受信され得、各対応するアップリンクサブフレームがデータフレーム中に発生し得る。
【０１６２】
[0176]ブロック１６１０における動作は、場合によっては、図８Ａ、図８Ｂ、および／
または図１０を参照しながら説明したｅＮＢ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモジュール８２０、８６

０、および／もしくは１０９０、図８Ｂを参照しながら説明したデータサブフレーム受信
機モジュール８６７、ならびに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしく
は機能１２４１を使用して実行され得る。
【０１６３】
[0177]方法１６００のいくつかの例では、方法１６００は、後続のデータフレームに対
応するシーケンス番号、および後続のＨＡＲＱフィードバックのＵＥへの無認可スペクト
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ルを介した送信を続け得る。後続のデータフレームに対応するシーケンス番号が指定され
た順序でＵＥによって受信されると、１つまたは複数の追加のサブフレームが、次いで、
後続のＨＡＲＱフィードバックを受信したことに応答して、無認可スペクトルを介してＵ
Ｅから受信され得る。後続のデータサブフレーム６０５−ａに対応するシーケンス番号６
２５−ａ、および後続のデータフレームのＨＡＲＱフィードバック６３０−ａ、６３１−
ａ、６３２−ａ、６３３−ａの例示的な送信について、図６を参照しながら説明した。後
続のデータフレームのＨＡＲＱフィードバックを受信したことに応答した１つまたは複数
の追加のデータサブフレーム６４５−ａ、６４６−ａ、６４７−ａ、６４８−ａの例示的
な送信についても、図６を参照しながら説明した。
【０１６４】
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[0178]方法１６００のいくつかの例では、データフレームに対応するシーケンス番号が
、順序が乱れてＵＥによって受信されると、１つまたは複数のデータサブフレームが、Ｕ
Ｅによって送信されないことがある。例示的な順序が乱れたシーケンス番号７２５−ａお
よび１つまたは複数のデータサブフレームの非送信について、図７を参照しながら説明し
た。
【０１６５】
[0179]いくつかの例では、ＣＣＡは、無認可スペクトルの利用可能性を決定するために
実行され得、無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、無認可スペク
トルは、（たとえば、ブロック１７０５においてシーケンス番号および／またはＨＡＲＱ
フィードバックを送信するための）データフレーム中にアクセスされ得る。次のデータフ
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レーム中に、無認可スペクトルの利用可能性を決定するために、別のＣＣＡが実行され得
、以下同様である。
【０１６６】
[0180]したがって、方法１６００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１６００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
、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１６７】
[0181]図１７は、ワイヤレス通信のための方法１７００の一例を示すフローチャートで
ある。明快のために、方法１７００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、
図１０、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、２１
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５、９１５、９５５、１１１５、および／または１２１５のうちの１つと、図１、図２Ａ
、図２Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、図１０、および／または図１２を参照しながら説明したｅＮ
Ｂまたはデバイス１０５、２０５、８０５、８５５、１００５、および／または１２０５
のうちの１つと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
を実行するために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
行し得る。
【０１６８】
[0182]ブロック１７０５において、データフレームに対応するシーケンス番号、および
ＨＡＲＱフィードバックが、無認可スペクトルを介して受信され得る。場合によっては、
シーケンス番号は、ｅＮＢからＵＥにおいて受信され得る。場合によっては、ＨＡＲＱフ
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ィードバックは、１つまたは複数のアップリンク許可を含み得る。データフレーム６０５
に対応するシーケンス番号４２５、およびアップリンク許可６３０、６３１、６３２、６
３３を含むＨＡＲＱフィードバックの例示的な送信について、図６を参照しながら説明し
た。
【０１６９】
[0183]ブロック１７１０において、シーケンス番号がＵＥによって指定された順序（た
とえば、番号順）で受信されたかどうかが決定され得る。
【０１７０】
[0184]ブロック１７０５および／または１７１０における動作は、場合によっては、図
９Ａ、図９Ｂ、および／または図１１を参照しながら説明したＵＥ

ＬＴＥ

ＨＡＲＱモ
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ジュール９２０、９６０、および／もしくは１１６０、図９Ｂを参照しながら説明したシ
ーケンス番号モジュール９６１および／もしくはＵＬ

ＨＡＲＱモジュール９６４、なら

びに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは機能１２８１を使用して
実行され得る。
【０１７１】
[0185]ブロック１７１５において、データフレームに対応するシーケンス番号が指定さ
れた順序で受信されたとブロック１７１０において決定すると、１つまたは複数のデータ
サブフレームが、ＨＡＲＱフィードバックを受信したことに応答して、（たとえば、ＵＥ
からｅＮＢに）無認可スペクトルを介して送信され得る。１つまたは複数のデータサブフ
レーム６４５、６４６、６４７、６４８の例示的な送信について、図６を参照しながら説
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明した。
【０１７２】
[0186]場合によっては、ＨＡＲＱフィードバックは、１つまたは複数のＨＡＲＱフィー
ドバックメッセージを含み得、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各
々について別個のデータサブフレームが送信され得る。各ＨＡＲＱフィードバックメッセ
ージは、別個のアップリンク許可を含み得る。場合によっては、１つまたは複数のデータ
サブフレームの各々が、１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に
、送信され得、各対応するアップリンクサブフレームがデータフレーム中に発生し得る。
【０１７３】
[0187]ブロック１７１５における動作は、場合によっては、図９Ａ、図９Ｂ、および／
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または図１１を参照しながら説明したＵＥ
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ＨＡＲＱモジュール９２０、９６０

、および／もしくは１１６０、図９Ｂを参照しながら説明したデータサブフレーム送信機
モジュール９６５、ならびに／または図１２を参照しながら説明したモジュールもしくは
機能１２８１を使用して実行され得る。
【０１７４】
[0188]方法１７００のいくつかの例では、方法１７００は、後続のデータフレームに対
応するシーケンス番号、および後続のＨＡＲＱフィードバックの無認可スペクトルを介し
た受信を続け得る。次いで、後続のデータフレームに対応するシーケンス番号が指定され
た順序でＵＥによって受信されたかどうかが決定され得る。後続のデータフレームのため
のシーケンス番号が指定された順序で受信されたと決定すると、後続のデータフレームの

10

１つまたは複数の追加のデータサブフレームが、後続のＨＡＲＱフィードバックを受信し
たことに応答して無認可スペクトルを介して送信され得る。後続のデータサブフレーム６
０５−ａに対応するシーケンス番号６２５−ａ、および後続のデータフレームのＨＡＲＱ
フィードバック６３０−ａ、６３１−ａ、６３２−ａ、６３３−ａの例示的な送信につい
て、図６を参照しながら説明した。後続のデータフレームのＨＡＲＱフィードバックを受
信したことに応答した１つまたは複数の追加のデータサブフレーム６４５−ａ、６４６−
ａ、６４７−ａ、６４８−ａの例示的な送信についても、図６を参照しながら説明した。
【０１７５】
[0189]方法１７００のいくつかの例では、データフレームに対応するシーケンス番号が
、順序が乱れて受信されると、１つまたは複数のデータサブフレームが、送信されないこ

20

とがある。例示的な順序が乱れたシーケンス番号７２５−ａおよび１つまたは複数のデー
タサブフレームの非送信について、図７を参照しながら説明した。
【０１７６】
[0190]したがって、方法１７００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１７００は一実
装形態にすぎないこと、および方法１７００の動作は、他の実装形態が可能であるように
、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１７７】
[0191]添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、例示的な例について説明して
おり、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。この説明
全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示の働きをす
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ること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説
明は、説明された技法の理解を与えるために、具体的な詳細を含む。ただし、これらの技
法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明した例の概
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をブロッ
ク図の形式で示す。
【０１７８】
[0192]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、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信
号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界もしくは磁性粒子、
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。
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【０１７９】
[0193]本明細書の開示に関して説明し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、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア
構成要素、または本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組
合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得る
が、代替では、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの
組合せ、たとえば、ＤＳＰおよびマイクロプロセッサの組合せ、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
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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、メモリと電子通信
していることがあり、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。
【０１８０】
[0194]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現され得る。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアで実現される場合、機能は、１つまたは複数の命令また
はコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、またはコンピュータ可読媒体を
介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲およ
び趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記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
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ずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装す
る特徴はまた、機能の一部が異なる物理的な場所で実装されるように分散されることを含
む、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」で始まる項目の列挙中で使用される「または
」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙は、ＡまたはＢま
たはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）
を意味するような選言的列挙を示す。
【０１８１】
[0195]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通信媒体
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と、コンピュータ可読記憶媒体とを含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによ
ってアクセスされ得る任意の媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ−ＲＯＭもしくは他の光ディ
スクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または
命令またはデータ構造の形態の所望のコンピュータ可読プログラムコードを搬送または記
憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセ
ッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。さらに、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、より対線、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
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たは他の遠隔ソースから送信される場合、その同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、よ
り対線、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が媒体の
定義に含められる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コ
ンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディス
ク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディ
スク（disk）、およびＢｌｕ−ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（
disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光
学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１８２】
[0196]本開示のこれまでの説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能に
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するために提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり、本明細
書で定義された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態
に適用され得る。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例ま
たは一事例を示すものであり、言及された例についての選好を暗示せず、または必要とし
ない。したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されるべきでな
く、本明細書で開示され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］
ワイヤレス通信のための方法であって、
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ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
ス番号と、前記データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信すること
と、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数の
データサブフレームについてのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックを
受信することと
を備える、方法。
［Ｃ２］
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、順序が乱れて前記ＵＥによって

10

受信されると、ＨＡＲＱフィードバックが前記１つまたは複数のデータサブフレームにつ
いて前記ＵＥによって送信されない、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
前記ＵＥに前記無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームに対応するシーケン
ス番号と、前記後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信す
ることと、
前記後続のデータフレームのための前記シーケンス番号が、前記指定された順序で前記
ＵＥによって受信されると、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記後続のデ
ータフレームの前記１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバ
ックを受信することと
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をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数のデータサブフレー
ムについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することが、
前記１つまたは複数のデータサブフレームの各々について別個のＨＡＲＱフィードバッ
クメッセージを受信することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数のデータサブフレー
ムについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することが、
前記データフレーム中に、前記１つまたは複数のデータサブフレームのサブセットにつ
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いてのＨＡＲＱフィードバックを受信することと、
次のデータフレーム中に、前記１つまたは複数のデータサブフレームの残りのサブセッ
トについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することと
を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数のデータサブフレー
ムについてのＨＡＲＱフィードバックを受信することが、
１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、前記１つまたは複数
のデータサブフレームの各々についてのＨＡＲＱフィードバックを受信すること、ここに
おいて、各対応するアップリンクサブフレームが、前記データフレーム中に、または次の
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データフレーム中に発生する、
を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
前記無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行することと、
前記無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、前記データフレーム
中に前記無認可スペクトルにアクセスすることと
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
無認可スペクトルを介したチャネルアクセスを要求するために送信要求（ＲＴＳ）信号
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を送信することと、
前記無認可スペクトルが利用可能であるとき、前記ＲＴＳ信号に応答して、送信可（Ｃ
ＴＳ）信号を受信することと
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
前記無認可スペクトルが送信のために利用可能であるとき、送信可（ＣＴＳ）信号を送
信すること
をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
ワイヤレス通信のための装置であって、

10

ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
ス番号と、前記データフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信するため
の手段と、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記１つまたは複数の
データサブフレームについてのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックを
受信するための手段と
を備える、装置。
［Ｃ１１］
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、順序が乱れて前記ＵＥによって

20

受信されると、ＨＡＲＱフィードバックが前記１つまたは複数のデータサブフレームにつ
いて前記ＵＥによって送信されない、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１２］
前記ＵＥに前記無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームに対応するシーケン
ス番号と、前記後続のデータフレームの１つまたは複数のデータサブフレームとを送信す
るための手段と、
前記後続のデータフレームのための前記シーケンス番号が、前記指定された順序で前記
ＵＥによって受信されると、前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、前記後続のデ
ータフレームの前記１つまたは複数のデータサブフレームについてのＨＡＲＱフィードバ
ックを受信するための手段と

30

をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１３］
前記１つまたは複数のデータサブフレームの各々について別個のＨＡＲＱフィードバッ
クメッセージを受信するための手段
をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１４］
前記データフレーム中に、前記１つまたは複数のデータサブフレームのサブセットにつ
いてのＨＡＲＱフィードバックを受信するための手段と、
次のデータフレーム中に、前記１つまたは複数のデータサブフレームの残りのサブセッ
トについてのＨＡＲＱフィードバックを受信するための手段と

40

をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１５］
１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、前記１つまたは複数
のデータサブフレームの各々についてのＨＡＲＱフィードバックを受信するための手段、
ここにおいて、各対応するアップリンクサブフレームが、前記データフレーム中に、また
は次のデータフレーム中に発生する、
をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１６］
前記無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行するための手段と、
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前記無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、前記データフレーム
中に、前記無認可スペクトルにアクセスするための手段と
をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１７］
無認可スペクトルを介したチャネルアクセスを要求するために送信要求（ＲＴＳ）信号
を送信するための手段と、
前記無認可スペクトルが送信のために利用可能であるとき、前記ＲＴＳ信号に応答して
、送信可（ＣＴＳ）信号を受信するための手段と
をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１８］

10

前記無認可スペクトルが利用可能であるとき、送信可（ＣＴＳ）信号を送信するための
手段
をさらに備える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１９］
ワイヤレス通信のための方法であって、
ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
ス番号と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックとを送信することと、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＨＡＲＱフィードバックに応答して、前記ＵＥから前記無認可ス
ペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを受信することと

20

を備える、方法。
［Ｃ２０］
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、順序が乱れて前記ＵＥによって
受信されると、前記１つまたは複数のデータサブフレームが前記ＵＥによって送信されな
い、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２１］
前記ＵＥに前記無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームに対応するシーケン
ス番号と、後続のＨＡＲＱフィードバックとを送信することと、
前記後続のデータフレームのための前記シーケンス番号が、前記指定された順序で前記
ＵＥによって受信されると、前記後続のＨＡＲＱフィードバックに応答して、前記ＵＥか
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ら前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数の追加のデータサブフレームを受信す
ることと
をさらに備える、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２２］
前記ＨＡＲＱフィードバックが、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージ
を備え、
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを
受信することが、前記１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各々につい
て別個のデータサブフレームを受信することを備える、
Ｃ１９に記載の方法。
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［Ｃ２３］
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを
受信することが、
１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、前記１つまたは複数
のデータサブフレームの各々を受信すること、ここにおいて、各対応するアップリンクサ
ブフレームが、前記データフレーム中に発生する、
を備える、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２４］
前記無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行することと、
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(45)
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前記無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、前記データフレーム
中に、前記無認可スペクトルにアクセスすることと
をさらに備える、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２５］
ワイヤレス通信のための装置であって、
ユーザ機器（ＵＥ）に無認可スペクトルを介して、データフレームに対応するシーケン
ス番号と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）フィードバックとを送信するための手
段と、
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、指定された順序で前記ＵＥによ
って受信されると、前記ＨＡＲＱフィードバックに応答して、前記ＵＥから前記無認可ス

10

ペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを受信するための手段と
を備える、装置。
［Ｃ２６］
前記データフレームに対応する前記シーケンス番号が、順序が乱れて前記ＵＥによって
受信されると、前記１つまたは複数のデータサブフレームが前記ＵＥによって送信されな
い、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２７］
前記ＵＥに前記無認可スペクトルを介して、後続のデータフレームに対応するシーケン
ス番号と、後続のＨＡＲＱフィードバックとを送信するための手段と、
前記後続のデータフレームのための前記シーケンス番号が、前記指定された順序で前記

20

ＵＥによって受信されると、前記後続のＨＡＲＱフィードバックに応答して、前記ＵＥか
ら前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数の追加のデータサブフレームを受信す
るための手段と
をさらに備える、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２８］
前記ＨＡＲＱフィードバックが、１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージ
を備え、
前記ＵＥから前記無認可スペクトルを介して、１つまたは複数のデータサブフレームを
受信するための手段が、前記１つまたは複数のＨＡＲＱフィードバックメッセージの各々
について別個のデータサブフレームを受信するための、プロセッサによって実行可能な命

30

令を備える、
Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ２９］
１つまたは複数の対応するアップリンクサブフレームの各々中に、前記１つまたは複数
のデータサブフレームの各々を受信するための手段、ここにおいて、各対応するアップリ
ンクサブフレームが、前記データフレーム中に発生する、
をさらに備える、Ｃ２５に記載の装置。
［Ｃ３０］
前記無認可スペクトルの利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行するための手段と、
前記無認可スペクトルが利用可能であるという決定が行われると、前記データフレーム
中に、前記無認可スペクトルにアクセスするための手段と
をさらに備える、Ｃ２５に記載の装置。
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