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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局に関する複数のパラメータを備えるシステム情報ブロックを生成することと、こ
こにおいて、前記複数のパラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢ
Ｔ）パラメータと、少なくとも１つのアクセスパラメータとを備える、
　日和見的なシステム情報ブロック送信に関連付けられた間隔に対応する複数のサブフレ
ームにおいて免許不要無線周波数スペクトル帯域のコンポーネントキャリアについて複数
のクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実施することと、
　前記複数のＣＣＡのうちの対応するＣＣＡが成功した前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の前記コンポーネントキャリアを介して前記複数のサブフレームのうちの少なくと
も１つのサブフレームの間に前記システム情報ブロックを送信することと
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介してさらに送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＣＥＴサブフレームが周期的であり、前記システム情報ブロックを送信することが
、
　前記ＣＥＴの各インスタンスにおいて前記システム情報ブロックを送信すること
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を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータを動的に修正することと、
　次のＣＥＴサブフレームにおいて前記システム情報ブロックの更新バージョンを送信す
ることと
をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　様々な時間間隔で前記システム情報ブロックの様々な冗長バージョンを送信することを
さらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのアクセスパラメータが、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別
子、およびセルグローバル識別子（ＣＧＩ）から構成されるグループから選択される、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータが、拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）カウンタパラメー
タ、ＣＣＡエネルギーしきい値、および基地局再同期用のガード期間から構成されるグル
ープから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記基地局におけるＥＣＣＡ手順が、ユニキャスト送信およびブロードキャスト送信に
ついて同一である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのアクセスパラメータが、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記システム情報ブロックが、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられ
た前記コンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　免許不要無線周波数スペクトル帯域のコンポーネントキャリアを介して日和見的なシス
テム情報ブロック送信に関連付けられた間隔に対応する複数のサブフレームのうちの少な
くとも１つのサブフレームの間にシステム情報ブロックを受信すること
を備え、
　前記システム情報ブロックが、基地局に関する複数のパラメータを備え、前記複数のパ
ラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）パラメータと、少なく
とも１つのアクセスパラメータとを備える、
ワイヤレス通信のための方法。
【請求項１２】
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して受信される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記システム情報ブロック内で受信された前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータに基
づいて、ＬＢＴ動作を調整すること
をさらに備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　様々な時間間隔で前記システム情報ブロックの様々な冗長バージョンを受信することを
さらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのアクセスパラメータが、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別
子、およびセルグローバル識別子（ＣＧＩ）から構成されるグループから選択される、請
求項１１に記載の方法。
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【請求項１６】
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータが、拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）カウンタパラメー
タ、ＣＣＡエネルギーしきい値、および基地局再同期用のガード期間から構成されるグル
ープから選択される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのアクセスパラメータが、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を備え
る、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記システム情報ブロックが、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられ
た前記コンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ、請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと結合されたメモリと
を備え、前記プロセッサが、
　基地局に関する複数のパラメータを備えるシステム情報ブロックを生成することと、こ
こにおいて、前記複数のパラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢ
Ｔ）パラメータと、少なくとも１つのアクセスパラメータとを備える、
　日和見的なシステム情報ブロック送信に関連付けられた間隔に対応する複数のサブフレ
ームにおいて免許不要無線周波数スペクトル帯域のコンポーネントキャリアについて複数
のクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実施することと、
　前記複数のＣＣＡの対応するＣＣＡが成功した前記免許不要無線周波数スペクトル帯域
の前記コンポーネントキャリアを介して前記複数のサブフレームのうちの少なくとも１つ
のサブフレームの間に前記システム情報ブロックを送信することと
を行うように構成される、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２０】
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介してさらに送信される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＣＥＴサブフレームが周期的であり、前記システム情報ブロックを送信するように
構成された前記プロセッサが、
　前記ＣＥＴの各インスタンスにおいて前記システム情報ブロックを送信すること
を行うように構成された前記プロセッサを備える、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記プロセッサが、
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータを動的に修正することと、
　次のＣＥＴサブフレームにおいて前記システム情報ブロックの更新バージョンを送信す
ることと
を行うように構成される、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくともアクセスパラメータが、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別子、お
よびセルグローバル識別子（ＣＧＩ）から構成されるグループから選択される、請求項１
９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータが、拡張クリアチャネルアセスメント（ＥＣＣ
Ａ）カウンタパラメータ、ＣＣＡエネルギーしきい値、および基地局再同期用のガード期
間から構成されるグループから選択される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２５】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと結合されたメモリと



(4) JP 6388966 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

を備え、前記プロセッサが、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域のコンポーネントキャリアを介して日和見的なシス
テム情報ブロック送信に関連付けられた間隔に対応する複数のサブフレームのうちの少な
くとも１つのサブフレームの間にシステム情報ブロックを受信すること
を行うように構成され、
　前記システム情報ブロックが、基地局に関する複数のパラメータを備え、前記複数のパ
ラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）パラメータと、少なく
とも１つのアクセスパラメータとを備える、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２６】
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して受信される、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記プロセッサが、
　前記システム情報ブロック内で受信された前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータに基
づいて、ＬＢＴ動作を調整すること
を行うように構成される、請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記プロセッサが、
　様々な時間間隔で前記システム情報ブロックの様々な冗長バージョンを受信すること
を行うように構成される、請求項２７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年６月１１日に出
願された「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｏｖｅｒ　Ｕｎｌｉｃｅ
ｎｓｅｄ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」と題する、Ｍａｌｌａ
ｄｉらによる米国特許出願第１４／７３６，８６７号、および２０１４年６月１３日に出
願された「Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｏｖｅｒ　Ｕｎｌｉｃｅ
ｎｓｅｄ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」と題する、Ｍａｌｌａ
ｄｉらによる米国仮特許出願第６２／０１２，２３１号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、少なくとも
部分的に免許不要（unlicensed）無線周波数スペクトル帯域を使用するワイヤレス通信に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、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タイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
よび電力）を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な
多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムが含まれる。
【０００４】
　[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のユーザ機器（ＵＥ
）のための通信を同時にサポートする、いくつかの基地局を含む場合がある。基地局は、
（たとえば、基地局からＵＥへの送信のための）ダウンリンクチャネル、および（たとえ
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ば、ＵＥから基地局への送信のための）アップリンクチャネル上で、ＵＥと通信すること
ができる。
【０００５】
　[0005]いくつかの通信モードは、セルラーネットワークの様々な無線周波数スペクトル
帯域（たとえば、認可無線周波数スペクトル帯域および／または免許不要無線周波数スペ
クトル帯域）を介するＵＥとの通信を可能にすることができる。認可無線周波数スペクト
ル帯域を使用するセルラーネットワーク内のデータトラフィックの増加とともに、少なく
とも一部のデータトラフィックを免許不要無線周波数スペクトル帯域にオフローディング
することは、セルラー事業者にデータ送信容量を拡張するための機会を提供することがで
きる。免許不要無線周波数スペクトル帯域にアクセスし、免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して通信するより前に、デバイスは、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのア
クセスを競うために、リッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）手順を実施することができる。
ＬＢＴ手順は、免許不要無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能であるかどうか
を決定するために、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実施することを含む場合が
ある。（たとえば、別のデバイスが免許不要無線周波数スペクトル帯域のチャネルをすで
に使用しているので）免許不要無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能でないと
決定された場合、後で再びチャネルを求めてＣＣＡが実施される場合がある。チャネルが
利用可能である場合、デバイスはそのチャネルを使用してデータの送信を開始することが
できる。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]本開示は、たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してシステム情報
ブロックを送信および受信するための技法と、拡張クリアチャネルアセスメント（ＥＣＣ
Ａ）を実施することにより免許不要無線周波数スペクトル帯域にアクセスするための技法
と、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して同期信号と基準信号とを送信および受信
するための技法と、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してダウンリンク送信の開始
時間を識別するための技法と、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してクリアチャネ
ルアセスメント（ＣＣＡ）除外送信を送信および受信するための技法と、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介してランダムアクセスを実施するための技法と、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介して送信モードを動的に修正するための技法とを含む、免許不要
無線周波数スペクトル帯域を介するワイヤレス通信に関する。
【０００７】
　[0007]ワイヤレス通信のための方法が記載され、方法は、基地局に関する複数のパラメ
ータを備えるシステム情報ブロックを生成することと、ここにおいて、パラメータは、少
なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）パラメータと、少なくとも１つのセル
識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを備える、免許不要無線周波数スペク
トル帯域を介してシステム情報ブロックを送信することとを備える。
【０００８】
　[0008]ワイヤレス通信のための装置が記載され、装置は、基地局に関する複数のパラメ
ータを備えるシステム情報ブロックを生成するための手段と、ここにおいて、パラメータ
は、少なくとも１つのＬＢＴパラメータと、少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも
１つの無線フレーム識別子とを備える、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してシス
テム情報ブロックを送信するための手段とを備える。
【０００９】
　[0009]ワイヤレス通信のための装置が記載され、装置は、プロセッサと、プロセッサと
結合されたメモリとを備え、プロセッサは、基地局に関する複数のパラメータを備えるシ
ステム情報ブロックを生成することと、ここにおいて、パラメータは、少なくとも１つの
ＬＢＴパラメータと、少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識
別子とを備える、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してシステム情報ブロックを送
信することとを行うように構成される。
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【００１０】
　[0010]ワイヤレス通信のための命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体も記載さ
れ、命令は、基地局に関する複数のパラメータを備えるシステム情報ブロックを生成する
ことと、ここにおいて、パラメータは、少なくとも１つのＬＢＴパラメータと、少なくと
も１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを備える、免許不要無線
周波数スペクトル帯域を介してシステム情報ブロックを送信することとを行うように、プ
ロセッサによって実行可能な命令を備える。
【００１１】
　[0011]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様に
よれば、システム情報ブロックは、基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメント
（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を
介して送信される。いくつかの例では、ＣＥＴサブフレームは周期的であり、システム情
報ブロックを送信することは、ＣＥＴの各インスタンスにおいてシステム情報ブロックを
送信することを備える。
【００１２】
　[0012]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様に
よれば、ＣＣＡは日和見的なシステム情報ブロック送信に関連付けられた非ＣＥＴサブフ
レームよりも前に実施されてもよいし、システム情報ブロックは、ＣＣＡが成功すると、
非ＣＥＴサブフレーム上で送信されてもよい。システム情報ブロックの様々な冗長バージ
ョンが、様々な時間間隔で送信され得る。
【００１３】
　[0013]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様は
、ＬＢＴパラメータを動的に修正することと、次のＣＥＴサブフレームにおいてシステム
情報ブロックの更新バージョンを送信することとをさらに備える場合がある。いくつかの
例では、少なくとも１つのセル識別子は、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別子、セ
ルグローバル識別情報（ＣＧＩ）、およびそれらの組合せから構成されるグループから選
択される。
【００１４】
　[0014]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様で
は、少なくとも１つのＬＢＴパラメータは、拡張クリアチャネルアセスメント（ＥＣＣＡ
）カウンタパラメータ、ＣＣＡエネルギーしきい値、基地局再同期用のガード期間、およ
びそれらの組合せから構成されるグループから選択される。いくつかの例では、基地局に
おけるＥＣＣＡ手順は、ユニキャスト送信およびブロードキャスト送信について同一であ
る。
【００１５】
　[0015]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様で
は、無線フレーム識別子は、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を備える。いくつかの例で
は、システム情報ブロックは、免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられたコン
ポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ。
【００１６】
　[0016]ワイヤレス通信のための方法が記載され、方法は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域を介してシステム情報ブロックを受信することを備え、システム情報ブロックは基
地局に関する複数のパラメータを備え、パラメータは、少なくとも１つのリッスンビフォ
アトーク（ＬＢＴ）パラメータと、少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無
線フレーム識別子とを備える。
【００１７】
　[0017]ワイヤレス通信のための装置が記載され、装置は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域を介してシステム情報ブロックを受信するための手段を備え、システム情報ブロッ
クは基地局に関する複数のパラメータを備え、パラメータは、少なくとも１つのＬＢＴパ
ラメータと、少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを
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備える。
【００１８】
　[0018]ワイヤレス通信のための装置が記載され、装置は、プロセッサと、プロセッサと
結合されたメモリとを備え、プロセッサは、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して
システム情報ブロックを受信するように構成され、システム情報ブロックは基地局に関す
る複数のパラメータを備え、パラメータは、少なくとも１つのＬＢＴパラメータと、少な
くとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを備える。
【００１９】
　[0019]ワイヤレス通信のための命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体も記載さ
れ、命令は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してシステム情報ブロックを受信す
るように、プロセッサによって実行可能な命令を備え、システム情報ブロックは基地局に
関する複数のパラメータを備え、パラメータは、少なくとも１つのＬＢＴパラメータと、
少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを備える。
【００２０】
　[0020]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様に
よれば、システム情報ブロックは、基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメント
（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を
介して受信される。ＬＢＴ動作は、システム情報ブロック内で受信された少なくとも１つ
のＬＢＴパラメータに基づいて、調整され得る。
【００２１】
　[0021]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様に
よれば、少なくとも１つのセル識別子は、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別子、セ
ルグローバル識別子（ＣＧＩ）、およびそれらの組合せから構成されるグループから選択
される。
【００２２】
　[0022]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様に
よれば、少なくとも１つのＬＢＴパラメータは、拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）カウンタパラメ
ータ、ＣＣＡエネルギーしきい値、基地局再同期用のガード期間、およびそれらの組合せ
から構成されるグループから選択される。
【００２３】
　[0023]方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの態様に
よれば、少なくとも１つの無線フレーム識別子は、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を備
える。システム情報ブロックは、免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられたコ
ンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ場合がある。
【００２４】
　[0024]上記では、発明を実施するための形態を明らかにするために、本開示による例の
特徴および技術的利点が概説された。さらなる特徴および利点が以下に記載される。開示
される概念および具体例は、本開示の同じ目的を遂行するために他の構造を修正または設
計するための基礎として、容易に利用され得る。そのような等価な構成は、添付の特許請
求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示される概念の特徴、それらの構成と動作の方法
の両方は、関連する利点と一緒に、添付の図にとともに考慮されると、以下の説明からよ
り良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のみのために提供されるものであり、
特許請求の範囲の限定の定義として提供されるものではない。
【００２５】
　[0025]本開示の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照することによって
実現され得る。添付の図では、同様の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有するこ
とができる。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素の間を区別する第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本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
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つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】[0026]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２】[0027]本開示の様々な態様による、免許不要無線周波数スペクトル帯域を使用す
る様々なシナリオの下でＬＴＥ（登録商標）／ＬＴＥ－Ａが展開されるワイヤレス通信シ
ステムを示す図。
【図３】[0028]本開示の様々な態様による、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して
送信されるＬＢＴ無線フレーム内のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信に使用され得る７つのＴＤＤ
構成を示す図。
【図４】[0029]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基地
局のブロック図。
【図５】[0030]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基地
局のブロック図。
【図６】[0031]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用され得るＵＥの
ブロック図。
【図７】[0032]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信に使用され得るＵＥのブロッ
ク図。
【図８】[0033]本開示の様々な態様による、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介する
ＣＥＴサブフレームの間の複数のパラメータの送信を示すタイミング図。
【図９】[0034]本開示の様々な態様による、特定のＴＤＤ構成用の複数のサブフレームを
定義する無線フレームの図。
【図１０】[0035]本開示の様々な態様による、ＥＣＣＡサブフレームを示す無線フレーム
の図。
【図１１】[0036]本開示の様々な態様による、１つまたは複数の同期信号（たとえば、ｅ
ＰＳＳ、ｅＳＳＳ、またはそれらの組合せ）およびｅＣＲＳ信号の周波数および時間にお
ける位置を示す無線フレームの図。
【図１２】[0037]本開示の様々な態様による、無線フレームの間のＤ－ＣＵＢＳの送信を
示す無線フレームの図。
【図１３】[0038]本開示の様々な態様による、いくつかのサブフレームの別のタイミング
図を示す図。
【図１４】[0039]本開示の様々な態様による、アップリンクＣＥＴ（Ｕ－ＣＥＴ）サブフ
レームを示す図。
【図１５】[0040]本開示の様々な態様による、Ｕ－ＣＥＴの拡大されたインターレースを
示す図。
【図１６】[0041]本開示の様々な態様による、ランダムアクセスチャネルに対応する図。
【図１７】[0042]本開示の様々な態様による、アップリンク送信用のＥＣＣＡ手順におい
て使用するための無線サブフレームおよびＥＣＣＡサブフレームの図。
【図１８】[0043]本開示の様々な態様による、アップリンクＳＣ－ＦＤＭＡ送信において
使用するための拡大されたインターレースの図。
【図１９】[0044]本開示の様々な態様による、アップリンクＯＦＤＭＡ送信において使用
するための拡大されたインターレースの図。
【図２０】[0045]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロー
チャート。
【図２１】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図２２】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図２３】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
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【図２４】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図２５】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図２６】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図２７】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図２８】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図２９】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３０】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３１】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３２】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３３】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３４】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３５】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３６】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３７】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３８】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフローチャー
ト。
【図３９】[0046]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのシ
ステムの図。
【図４０】[0047]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのシ
ステムの図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　[0048]免許不要無線周波数スペクトル帯域がワイヤレス通信システムの少なくとも一部
分に使用される技法が記載される。いくつかの例では、免許不要無線周波数スペクトル帯
域は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）通信および／またはＬＴＥアドバンスト
（ＬＴＥ－Ａ）通信に使用される場合がある。免許不要無線周波数スペクトル帯域は、認
可無線周波数スペクトル帯域と組み合わせて、または認可無線周波数スペクトル帯域とは
無関係に使用される場合がある。いくつかの例では、無線周波数スペクトル帯域が免許不
要の用途（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域におけるＷｉ－Ｆｉ（登録商標
）用途および／またはＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも部分的に利用可能なので、
免許不要無線周波数スペクトル帯域は、装置がアクセスを競う必要があり得る無線周波数
スペクトル帯域であり得る。
【００２８】
　[0049]認可無線周波数スペクトル帯域を使用するセルラーネットワークにおけるデータ
トラフィックの増加とともに、少なくとも一部のデータトラフィックを免許不要無線周波
数スペクトル帯域にオフロードすると、セルラー事業者（たとえば、公的地域モバイルネ
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ットワーク（ＰＬＭＮ）、および／またはＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークなどのセルラ
ーネットワークを定義する基地局の協調セットの事業者）に、データ送信容量を拡張する
ための機会を提供することができる。上述されたように、免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して通信する前に、デバイスは、免許不要無線周波数スペクトル帯域にアクセス
するために、リッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）手順を実施することができる。そのよう
なＬＢＴ手順は、免許不要無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能であるかどう
かを決定するために、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実施することを含む場合
がある。
【００２９】
　[0050]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
可能性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明さ
れる要素の機能および構成において変更が行われる場合がある。様々な例は、適宜、様々
な手順または構成要素を省略、置換、または追加する場合がある。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施される場合があり、様々なステップが追加
、省略、または組み合わされる場合がある。また、いくつかの例に関して記載される特徴
は、他の例において組み合わされる場合がある。
【００３０】
　[0051]図１は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム１００の一例を示
す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局１０５（たとえば、１つまたは複数のｅＮ
Ｂの一部またはすべてを形成する基地局）と、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）１１５と、
コアネットワーク１３０とを含む場合がある。基地局１０５のうちのいくつかは、様々な
例ではコアネットワーク１３０の一部または基地局１０５のうちのいくつかの基地局であ
り得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下でＵＥ１１５と通信することができる
。基地局１０５のうちのいくつかは、バックホール１３２を介してコアネットワーク１３
０と制御情報および／またはユーザデータを通信することができる。いくつかの例では、
基地局１０５のうちのいくつかは、有線またはワイヤレスの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、直接的または間接的のいずれかで通信することがで
きる。ワイヤレス通信システム１００は、複数のキャリア（様々な周波数の波形信号）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。各々の変調された信号は、
異なるキャリア上で送られる場合があり、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。
【００３１】
　[0052]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１
１０に通信カバレージを提供することができる。いくつかの例では、基地局１０５は、ア
クセスポイント、トランシーバ基地局（ＢＴＳ）、無線基地局、無線トランシーバ、基本
サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、発展型ノードＢ
（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、ワイヤレスローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント、Ｗｉ－Ｆｉノード、または他の何らかの適切な用語で
呼ばれる場合がある。基地局１０５のためのカバレッジエリア１１０は、カバレッジエリ
アの一部分のみを構成するセクタに分割され得る。ワイヤレス通信システム１００は、様
々なタイプ（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）の
基地局１０５を含む場合がある。基地局１０５はまた、セルラーおよび／またはＷＬＡＮ
の無線アクセス技術などの様々な無線技術を利用することができる。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（たとえば、本明細書では「事業者」と総称
して呼ばれる）事業者展開に関連付けられ得る。同じもしくは異なるタイプの基地局１０
５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、様々な基地局１０５のカバレージエリ
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アは、重複する場合がある。
【００３２】
　[0053]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、第１の無線周波数スペク
トル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信に使用可能
な認可無線周波数スペクトル帯域などの、特定の用途のために特定のユーザに認可される
ので、デバイスがアクセスを競わない無線周波数スペクトル帯域）、ならびに／または、
第２の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用
途などの免許不要の用途に利用可能なので、デバイスがアクセスを競う必要があり得る免
許不要無線周波数スペクトル帯域などの免許不要無線周波数スペクトル帯域、もしくは、
無線周波数スペクトル帯域が競合ベースで２つ以上の事業者による使用に利用可能なので
、デバイスがアクセスを競う必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域）において、
動作または展開の１つまたは複数のモードをサポートすることができる、ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ通信システム（またはネットワーク）を含む場合がある。他の例では、ワイヤレス通
信システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なる１つまたは複数のアクセス技術を使
用して、ワイヤレス通信をサポートすることができる。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システム
では、発展型ノードＢまたはｅＮＢという用語は、たとえば、基地局１０５の複数または
グループを記述するために使用される場合がある。
【００３３】
　[0054]ワイヤレス通信システム１００は、様々なタイプの基地局１０５が様々な地理的
領域にカバレージを提供する、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであるか、またはそれを
含む場合がある。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に通信カバレージを提供することができる。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（
ＬＰＮ）を含む場合がある。マクロセルは、たとえば、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することができる。ピコセルは、たとえば、比較
的小さい地理的エリアをカバーするはずであり、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することができる。フェムトセルも、たと
えば、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーするはずであり、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）内のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアクセスも提供す
ることができる。マクロセルのためのｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれる場合がある。ピ
コセルのためのｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ばれる場合がある。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と呼ばれる場合がある。ｅＮＢは、１つ
または複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポートすることができる。
【００３４】
　[0055]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１アプリケーシ
ョンプロトコルなど）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アプリケーションプロトコ
ルなど）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することができる。同期
動作の場合、ｅＮＢは同様のフレームタイミングおよび／またはゲーティングタイミング
を有することができ、様々なｅＮＢからの送信は時間的にほぼ整合され得る。非同期動作
の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミングおよび／またはゲーティングタイミングを有
することができ、様々なｅＮＢからの送信は時間的に整合されない場合がある。
【００３５】
　[0056]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る。Ｕ
Ｅ１１５は、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
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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、または他の何らかの適切な用語で呼ばれる場合もある。ＵＥ１
１５は、携帯電話、スマートフォン、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。ＵＥ１１５は、マクロｅＮＢ、ピコｅＮ
Ｂ、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、セル
ラーもしくは他のワイヤレスワイドエリアネットワーク（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の、様々なタイプのアクセスネットワーク
を介して通信することも可能であり得る。ＵＥ１１５との通信のいくつかのモードでは、
複数の通信リンク１２５またはチャネル（すなわち、コンポーネントキャリア）を介して
通信が行われ得るし、各チャネルは、ＵＥ１１５といくつかのセル（たとえば、場合によ
ってはそれらのセルが同じまたは異なる基地局１０５によって動作され得る、サービング
セル）のうちの１つとの間のコンポーネントキャリアを使用する。
【００３６】
　[0057]各コンポーネントキャリアは、第１の（たとえば、認可）無線周波数スペクトル
帯域または第２の（たとえば、免許不要）無線周波数スペクトル帯域を介して提供され得
るし、特定の通信モードにおいて使用される１組のコンポーネントキャリアは、すべて第
１の無線周波数スペクトル帯域を介して（たとえば、ＵＥ１１５において）受信され得る
か、すべて第２の無線周波数スペクトル帯域を介して受信され得るか、または第１の無線
周波数スペクトル帯域と第２の無線周波数スペクトル帯域の組合せを介して受信され得る
。
【００３７】
　[0058]ワイヤレス通信システム１００に示された通信リンク１２５は、アップリンク（
ＵＬ）通信（たとえば、ＵＥ１１５から基地局１０５への送信）を搬送するための（コン
ポーネントキャリアを使用する）アップリンクチャネル、および／またはダウンリンク（
ＤＬ）通信（たとえば、基地局１０５からＵＥ１１５への送信）を搬送するための（コン
ポーネントキャリアを使用する）ダウンリンクチャネルを含む場合がある。ＵＬ通信また
は送信は、逆方向リンク通信または送信と呼ばれる場合もあり、ＤＬ通信または送信は、
順方向リンク通信または送信と呼ばれる場合もある。ダウンリンク通信および／またはア
ップリンク通信は、第１の（たとえば、認可）無線周波数スペクトル帯域、第２の（たと
えば、免許不要）無線周波数スペクトル帯域、または両方を使用して行われ得る。
【００３８】
　[0059]ワイヤレス通信システム１００のいくつかの例では、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、第
２の（たとえば、免許不要）無線周波数スペクトル帯域を使用する様々なシナリオの下で
展開される場合がある。展開シナリオは、第１の（たとえば、認可）無線周波数スペクト
ル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク通信が第２の無線周波数スペクトル帯域
にオフロードされ得る補助ダウンリンクモード、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク通信と
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク通信の両方が第１の無線周波数スペクトル帯域から第２
の無線周波数スペクトル帯域にオフロードされ得るキャリアアグリゲーションモード、な
らびに／または基地局１０５とＵＥ１１５との間のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク通信
およびＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク通信が第２の無線周波数スペクトル帯域を使用し
て単独で行われ得るスタンドアロンモードを含む場合がある。基地局１０５ならびにＵＥ
１１５は、いくつかの例では、これらまたは同様の動作モードのうちの１つまたは複数を
サポートすることができる。直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）波形は、第１の（た
とえば、認可）無線周波数スペクトル帯域および／または第２の（たとえば、免許不要）
無線周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク通信用の通信リンク
１２５において使用され得るし、ＯＦＤＭＡ波形、シングルキャリア周波数分割多元接続
（ＳＣ－ＦＤＭＡ）波形、および／またはリソースブロックインターリーブＦＤＭＡ波形
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は、第１の無線周波数スペクトル帯域および／または第２の（たとえば、免許不要）無線
周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク通信用の通信リンク１２
５において使用され得る。
【００３９】
　[0060]図２は、本開示の様々な態様による、免許不要無線周波数スペクトル帯域を使用
する様々なシナリオの下でＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが展開されるワイヤレス通信システム２０
０を示す。より具体的には、図２は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を使用してＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａが展開される、補助ダウンリンクモード、キャリアアグリゲーションモー
ド、および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
参照して記載されたワイヤレス通信システム１００の部分の例であり得る。その上、第１
の基地局１０５－ａ－１および第２の基地局１０５－ａ－２は、図１を参照して記載され
た基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様の例であり得るし、第１のＵＥ１１５－ａ
－１、第２のＵＥ１１５－ａ－２、第３のＵＥ１１５－ａ－３、および第４のＵＥ１１５
－ａ－４は、図１を参照して記載されたＵＥ１１５のうちの１つまたは複数の態様の例で
あり得る。
【００４０】
　[0061]ワイヤレス通信システム２００における補助ダウンリンクモードの例では、第１
の基地局１０５－ａ－１は、ダウンリンクチャネル２２０を使用して第１のＵＥ１１５－
ａ－１にＯＦＤＭＡ波形を送信することができる。ダウンリンクチャネル２２０は、免許
不要無線周波数スペクトル帯域内の周波数Ｆ１と関連付けられ得る。第１の基地局１０５
－ａ－１は、第１の双方向リンク２２５を使用して第１のＵＥ１１５－ａ－１にＯＦＤＭ
Ａ波形を送信することもでき、第１の双方向リンク２２５を使用して第１のＵＥ１１５－
ａ－１からＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受信することができる。第１の双方向リンク２２５は、
認可無線周波数スペクトル帯域内の周波数Ｆ４と関連付けられ得る。免許不要無線周波数
スペクトル帯域内のダウンリンクチャネル２２０および認可無線周波数スペクトル帯域内
の第１の双方向リンク２２５は、同時に動作することができる。ダウンリンクチャネル２
２０は、第１の基地局１０５－ａ－１に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。いくつかの例では、ダウンリンクチャネル２２０は、（たとえば、１つのＵＥに
宛てられる）ユニキャストサービス、または（たとえば、いくつかのＵＥに宛てられる）
マルチキャストサービスに使用される場合がある。この補助ダウンリンクモードは、追加
のダウンリンク帯域幅が必要とされる認可無線周波数スペクトルを使用するサービスプロ
バイダ（たとえば、モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ））によって利用され得る。
【００４１】
　[0062]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、第１の基地局１０５－ａ－１は、第２の双方向リンク２３０を使用して第２のＵＥ
１１５－ａ－２にＯＦＤＭＡ波形を送信することができ、第２の双方向リンク２３０を使
用して第２のＵＥ１１５－ａ－２からＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／ま
たはリソースブロックインターリーブＦＤＭＡ波形を受信することができる。第２の双方
向リンク２３０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域内の周波数Ｆ１と関連付けられ得
る。第１の基地局１０５－ａ－１は、第３の双方向リンク２３５を使用して第２のＵＥ１
１５－ａ－２にＯＦＤＭＡ波形を送信することもでき、第３の双方向リンク２３５を使用
して第２のＵＥ１１５－ａ－２からＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受信することができる。第３の
双方向リンク２３５は、認可無線周波数スペクトル帯域内の周波数Ｆ２と関連付けられ得
る。第２の双方向リンク２３０は、第３の双方向リンク２３５にダウンリンクおよびアッ
プリンクのオフローディングを提供することができる。このキャリアアグリゲーションモ
ードは、追加のダウンリンク帯域幅および追加のアップリンク帯域幅が必要とされる認可
無線周波数スペクトルを使用するサービスプロバイダによって利用され得る。
【００４２】
　[0063]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別の
例では、第１の基地局１０５－ａ－１は、第４の双方向リンク２４０を使用して第３のＵ
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Ｅ１１５－ａ－３にＯＦＤＭＡ波形を送信することができ、第４の双方向リンク２４０を
使用して第３のＵＥ１１５－ａ－３からＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／
またはリソースブロックインターリーブ波形を受信することができる。第４の双方向リン
ク２４０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域内の周波数Ｆ３と関連付けられ得る。第
１の基地局１０５－ａ－１は、第５の双方向リンク２４５を使用して第３のＵＥ１１５－
ａ－３にＯＦＤＭＡ波形を送信することもでき、第５の双方向リンク２４５を使用して第
３のＵＥ１１５－ａ－３からＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受信することができる。第５の双方向
リンク２４５は、認可無線周波数スペクトル帯域内の周波数Ｆ２と関連付けられ得る。第
４の双方向リンク２４０は、第１の基地局１０５－ａ－１にダウンリンク容量およびアッ
プリンク容量のオフロードを提供することができる。この例および上記で提供された例は
、説明のために提示され、容量のオフロードのために認可無線周波数スペクトル帯域内の
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと免許不要無線周波数スペクトル帯域内の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存在する場合がある。
【００４３】
　[0064]上述されたように、免許不要無線周波数スペクトル帯域内でＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
を使用することによって提供される容量のオフロードから利益を得ることができる１つの
タイプのサービスプロバイダは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ認可無線周波数スペクトル帯域への
アクセス権を有する従来のＭＮＯである。これらのサービスプロバイダの場合、運用例に
は、認可無線周波数スペクトル帯域上のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ１次コンポーネントキャリア
（ＰＣＣ）と、免許不要無線周波数スペクトル帯域上の少なくとも１つの２次コンポーネ
ントキャリア（ＳＣＣ）とを使用する、ブートストラップモード（たとえば、補助ダウン
リンク、キャリアアグリゲーション）が含まれ得る。
【００４４】
　[0065]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、たとえば、（たと
えば、第１の双方向リンク２２５、第３の双方向リンク２３５、および第５の双方向リン
ク２４５を介して）認可無線周波数スペクトル内で通信され得るし、データは、たとえば
、（たとえば、第２の双方向リンク２３０および第４の双方向リンク２４０を介して）免
許不要無線周波数スペクトル帯域内で通信され得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域
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
分類に入る場合がある。
【００４５】
　[0066]まだ図２を参照すると、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、第２の基地局１０５－ａ－２は、双方向リンク２５０を使用して第４
のＵＥ１１５－ａ－４にＯＦＤＭＡ波形を送信することができ、双方向リンク２５０を使
用して第４のＵＥ１１５－ａ－４からＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／ま
たはリソースブロックインターリーブＦＤＭＡ波形を受信することができる。双方向リン
ク２５０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域内の周波数Ｆ３と関連付けられ得る。ス
タンドアロンモードは、スタジアム内アクセス（たとえば、ユニキャスト、マルチキャス
ト）などの、非従来型のワイヤレスアクセスシナリオにおいて使用される場合がある。こ
の動作モードのためのサービスプロバイダのタイプの一例は、認可無線周波数スペクトル
帯域へのアクセスをもたないスタジアム所有者、ケーブル会社、イベント主催者、ホテル
、企業、または大企業であり得る。スタンドアロンモードでは、データと制御の両方は、
（たとえば、双方向リンク２５０を介して）免許不要無線周波数スペクトル帯域内で通信
され得る。
【００４６】
　[0067]いくつかの例では、図１および／もしくは図２を参照して記載された基地局１０
５のうちの１つ、ならびに／または図１および／もしくは図２を参照して記載されたＵＥ
１１５のうちの１つなどの送信装置は、免許不要無線周波数スペクトル帯域のチャネルに
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（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域の物理チャネルに）アクセスするために
ゲーティング間隔を使用することができる。ゲーティング間隔は、欧州電気通信標準化機
構（ＥＴＳＩ）（ＥＮ３０１　８９３）において指定されたＬＢＴプロトコルに少なくと
も部分的に基づくＬＢＴプロトコルなどの、競合ベースプロトコルの適用を定義すること
ができる。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、ゲーティ
ング間隔は、送信装置がクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）などの競合手順をいつ実
施する必要があるかを示すことができる。ＣＣＡの結果は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域のチャネルが（ＬＢＴ無線フレームまたはＣＣＡフレームとも呼ばれる）ゲーティ
ング間隔に利用可能であるか、または使用中であるかを送信デバイスに示すことができる
。チャネルが対応するＬＢＴ無線フレームに利用可能である（たとえば、使用のために「
空いている」）ことをＣＣＡが示すと、送信装置は、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢ
Ｓ）を利用することによって、ＬＢＴ無線フレームの一部またはすべての間の免許不要無
線周波数スペクトル帯域のチャネルを予約および／または使用することができる。チャネ
ルが利用可能でない（たとえば、チャネルが別の装置によって使用中であるか予約されて
いる）ことをＣＣＡが示すと、送信装置は、ＬＢＴ無線フレームの間のチャネルを使用す
ることを妨害され得るが、それにもかかわらず、次のＬＢＴ無線フレームの間のチャネル
の利用可能性をチェックすることができる。
【００４７】
　[0068]図３は、本開示の様々な態様による、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介し
て送信されるＬＢＴ無線フレーム内のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信に使用され得る７つのＴＤ
Ｄ構成３０５を示す。ＴＤＤ構成３０５の各々は、２つのＤＬＵＬ間切替えポイント周期
性３１０－ａ、すなわち、５ｍｓ切替えポイント周期性または１０ｍｓ切替えポイント周
期性のうちの１つを有する。より詳細には、０、１、２、および６の番号が付けられたＴ
ＤＤ構成は、５ｍｓ切替えポイント周期性（すなわち、ハーフフレーム切替えポイント周
期性）を有し、３、４、および５の番号が付けられたＴＤＤ構成は、１０ｍｓ切替えポイ
ント周期性を有する。５ｍｓ切替えポイント周期性を有するＴＤＤ構成は、無線フレーム
当たりいくつかのダウンリンク（ＤＬ）サブフレームと、いくつかのアップリンク（ＵＬ
）サブフレームと、２つの特殊（Ｓ）サブフレームとを提供する。１０ｍｓ切替えポイン
ト周期性を有するＴＤＤ構成は、無線フレーム当たりいくつかのＤＬサブフレームと、い
くつかのＵＬサブフレームと、１つのＳサブフレームとを提供する。
【００４８】
　[0069]図４は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基
地局１０５－ｂのブロック図４００を示す。図４の基地局１０５－ｂは、たとえば、図１
および図２に示された基地局１０５のうちの１つであり得る。図４に示された基地局１０
５－ｂは、受信機４０５と、コントローラモジュール４１０と、送信機４１５とを含む。
基地局１０５－ｂはプロセッサを含む場合もある。これらの構成要素の各々は、互いに通
信している場合がある。
【００４９】
　[0070]基地局１０５－ｂの構成要素は、個別にまたは集合的に、ハードウェア内の適用
可能な機能の一部またはすべてを実施するように適合された、１つまたは複数の特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）を用いて実装され得る。代替として、それらの機能は、１つま
たは複数の集積回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実
施される場合がある。他の例では、当技術分野で知られている任意の方式でプログラムさ
れ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、構造化／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
れる場合がある。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
汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットさ
れた、メモリ内で具現化された命令を用いて実装され得る。
【００５０】
　[0071]受信機４０５は、様々な情報チャネル（たとえば、制御チャネル、データチャネ
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ルなど）に関連付けられたパケット、ユーザデータ、および／または制御情報もしくはシ
グナリングなどの情報を受信することができる。受信機４０５は、たとえば、免許不要無
線周波数スペクトル帯域および／または認可無線周波数スペクトル帯域内の１つまたは複
数のＬＴＥコンポーネントキャリアを使用するワイヤレス通信リンクを介して、ワイヤレ
スに情報を受信することができる。情報は、コントローラモジュール４１０および基地局
１０５－ｂの他の構成要素に渡され得る。
【００５１】
　[0072]コントローラモジュール４１０は、たとえば、ＬＴＥコンポーネントキャリアと
波形とを使用する免許不要無線周波数スペクトル帯域を介する情報の送信および受信に関
するいくつかの特徴を実装するように構成され得る。
【００５２】
　[0073]いくつかの例では、コントローラモジュール４１０は、システム情報ブロック（
ＳＩＢ）を生成し、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信するように構成され
る場合がある。本明細書では、ＳＩＢは、発展型ＳＩＢ（ｅＳＩＢ）と呼ばれる場合もあ
る。ＳＩＢは、リッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）パラメータと、セル識別子と、無線フ
レーム識別子とを含む、基地局に関するパラメータを含む場合がある。ＳＩＢは、ＣＣＡ
除外送信（ＣＥＴ）サブフレームなどの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して
、定期的に送信され得る。いくつかの例では、ＳＩＢのうちの１つまたは複数は、免許不
要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ
場合がある。
【００５３】
　[0074]コントローラモジュール４１０は、追加または代替として、免許不要無線周波数
スペクトル帯域にアクセスするために、拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）手順を実施するように構
成される場合がある。ＥＣＣＡ手順は、ＥＣＣＡが成功したことを示すＣＣＡ成功のしき
い値数（「ＥＣＣＡしきい値」）に達するまで、複数回ＣＣＡを実施することを含む場合
がある。いくつかの例では、ＣＣＡ成功のしきい値数は、基地局１０５－ｂによって追跡
されるような、現在の無線フレームおよび／または現在のサブフレームもしくはスロット
の関数であり得る。
【００５４】
　[0075]いくつかの例では、コントローラモジュール４１０は、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域上でのＥＣＣＡの実施に成功した後、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）
境界の前に、基地局１０５－ｂをアイドル状態に維持させることができる。アイドル期間
に続いて、コントローラモジュール４１０は、ＣＵＢＳ境界の直前に免許不要無線周波数
スペクトル帯域上で単一のＣＣＡを実施し、単一のＣＣＡが成功するとＣＵＢＳ境界にお
いてＣＵＢＳを送信することを基地局１０５－ｂに行わせることができる。追加または代
替として、コントローラモジュール４１０は、無線フレームのサブフレーム境界またはス
ロット境界まで、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介する送信を基地局１０５－ｂに
遅延させることができる。このようにして、基地局１０５－ｂによる送信は、無線フレー
ムのサブフレームおよび／またはスロットと整合され得る。
【００５５】
　[0076]いくつかの例では、コントローラモジュール４１０は、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域上で基地局１０５－ｂによって実施されたＥＣＣＡがＣＵＢＳ境界において成
功しなかったと決定し、その決定に応答して、ＣＵＢＳ境界に続く免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域上でＥＣＣＡの実施を続けることができる。ＥＣＣＡの成功に達すると、基
地局１０５－ｂは、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信することができる。
【００５６】
　[0077]コントローラモジュール４１０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して
同期信号および／または基準信号の送信を調整することもできる。場合によっては、同期
信号の送信または基準信号の送信は、ＣＥＴサブフレームの間に行われる場合がある。場
合によっては、基準信号の周期性は、システムフレーム番号（ＳＦＮ）のタイミングを示
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す場合がある。
【００５７】
　[0078]コントローラモジュール４１０はさらに、ワイヤレスデバイス（たとえば、ＵＥ
）が無線リソース制御（ＲＲＣ）接続または他の接続を確立または修正することを可能に
するために、基地局１０５－ｂにおけるランダムアクセス手順を調整することができる。
いくつかの例では、コントローラモジュール４０５は、ワイヤレスデバイス（たとえば、
ＵＥ）からランダムアクセスメッセージを受信し、処理することができる。ランダムアク
セスメッセージのうちの１つまたは複数は、送信側ワイヤレスデバイスに関連付けられた
ＣＥＴの間に受信され得る。ランダムアクセスメッセージは、免許不要無線周波数スペク
トル帯域の様々な周波数領域インターレースを介して受信され得る。
【００５８】
　[0079]送信機４１５は、基地局１０５－ｂの他の構成要素から受信された１つまたは複
数の信号を送信することができる。たとえば、送信機４１５は、パケット、ユーザデータ
、および／または様々なダウンリンクチャネル（たとえば、制御チャネル、データチャネ
ルなど）に関連付けられた制御情報もしくはシグナリングを送信することができる。送信
機４１５は、たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域および／または認可無線周波
数スペクトル帯域内の１つまたは複数のＬＴＥコンポーネントキャリアを使用するワイヤ
レス通信リンクを介して、ワイヤレスに情報を送信することができる。送信される情報は
、コントローラモジュール４１０および基地局１０５－ｂの他の構成要素から受信され得
る。
【００５９】
　[0080]図５は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基
地局１０５－ｃのブロック図５００を示す。基地局１０５－ｃは、たとえば、図１、図２
、または図４に示された基地局１０５のうちの１つであり得るし、図４を参照して記載さ
れた基地局１０５－ｂの１つまたは複数の態様の一例であり得る。図５に示された基地局
１０５－ｃは、受信機４０５と、コントローラモジュール５１０と、送信機４１５とを含
む。コントローラモジュール５１０は、図４を参照して記載されたコントローラモジュー
ル４１０の１つまたは複数の態様の一例であり得る。基地局１０５－ｃはプロセッサを含
む場合もあり、プロセッサは、受信機４０５、コントローラモジュール５１０、または送
信機４１５の１つまたは複数の態様を実装することができる。これらの構成要素の各々は
、互いに通信している場合がある。図５のコントローラモジュール５１０は、無線アクセ
スモジュール５０５と、システム情報ブロック（ＳＩＢ）モジュール５５０と、拡張クリ
アチャネルアセスメント（ＥＣＣＡ）モジュール５１５と、同期信号モジュール５２０と
、基準信号モジュール５２５と、ランダムアクセスモジュール５３０とを含む。
【００６０】
　[0081]受信機４０５は、図４を参照して上述されたように、様々な情報チャネル（たと
えば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連付けられたパケット、ユーザデータ、
および／または制御情報などの情報を受信することができる。情報は、コントローラモジ
ュール５１０および基地局１０５－ｃの他の構成要素に渡され得る。コントローラモジュ
ール５１０は、図４に示されたコントローラモジュール４１０を参照して上述された動作
を実行するように構成され得る。送信機４１５は、基地局１０５－ｃの他の構成要素から
受信された１つまたは複数の信号を送信することができる。
【００６１】
　[0082]無線アクセスモジュール５０５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域および認
可無線周波数スペクトル帯域を介して、パケット、ユーザデータ、および制御データまた
はシグナリングの送信と受信とを可能にするために、受信４０５と送信機４１５とを制御
することができる。たとえば、無線アクセスモジュール５０５は、図１～図３に関して上
述された手順および機能と一致する、ＬＴＥおよびＬＴＥライクの波形、または他のタイ
プのセルラー通信を使用して、免許不要無線周波数スペクトル帯域にアクセスし、免許不
要無線周波数スペクトル帯域を介して通信することに関連する物理レイヤ手順を実施する
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ように構成され得る。詳細には、無線アクセスモジュール５０５は、免許不要無線周波数
スペクトル帯域へのアクセスを競うためにリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）手順の使用
を調整し、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介する他のワイヤレスデバイス（たとえ
ば、ＵＥ）によるアップリンク送信をスケジュールすることができる。いくつかの例では
、無線アクセスモジュール５０５は、受信機４０５および／または送信機４１５内に、ま
たはその構成要素として実装される場合がある。
【００６２】
　[0083]コントローラモジュール５１０のＳＩＢモジュール５５０は、受信機４０５、送
信機４１５、および無線アクセスモジュール５０５と共同して、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域を介する１つまたは複数のＵＥへの基地局１０５－ｃによるＳＩＢ５５０の送
信を調整することができる。いくつかの例では、ＳＩＢ５５０は定期的にブロードキャス
トされ得るし、各ＳＩＢは、基地局１０５－ｃに関するいくつかのパラメータを含む場合
がある。たとえば、ＳＩＢパラメータは、１つまたは複数のＬＢＴパラメータと、１つま
たは複数のセル識別子と、１つまたは複数の無線フレーム識別子とを含む場合がある。い
くつかの例では、ＳＩＢは、免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられたコンポ
ーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ場合がある。
【００６３】
　[0084]いくつかの例では、基地局１０５－ｃは、基地局１０５－ｃに関連付けられたＣ
ＣＡ除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間にＳＩＢを送信することができる。ＣＥＴサブ
フレームは、周期的（たとえば、８０ｍｓごと）であり得るし、ＳＩＢは、ＣＥＴの各イ
ンスタンスにおいて送信され得る。加えて、ＳＩＢモジュール５５０は、日和見的なＳＩ
Ｂ送信に関連付けられた非ＣＥＴサブフレームより前に、基地局１０５－ｃにＣＣＡを実
施させることができる。ＣＣＡが非ＣＥＴサブフレームについて成功した場合、ＳＩＢモ
ジュール５５０は、非ＣＥＴサブフレームの間に日和見的にＳＩＢを送信することができ
る。ＳＩＢは送信間で更新され得る。たとえば、ＳＩＢモジュール５５０は、ＳＩＢ送信
の間でＬＢＴパラメータを動的に修正し、次のＣＥＴサブフレームにおいて、または日和
見的なＳＩＢ送信に関連付けられた次の非ＣＥＴサブフレームにおいて日和見的に、ＳＩ
Ｂの更新バージョン（すなわち、修正されたＬＢＴパラメータを含んでいる）を送信する
ことができる。
【００６４】
　[0085]いくつかの例では、ＳＩＢは、様々な時間間隔でＳＩＢの様々な冗長バージョン
を送信することができる。たとえば、ＳＩＢモジュール５５０は、ＣＥＴサブフレームの
間にＳＩＢの第１の冗長バージョンが送信されること、日和見的なＳＩＢ送信に関連付け
られた非ＣＥＴサブフレームの第１の間隔の間にＳＩＢの第２の冗長バージョンが送信さ
れること、日和見的なＳＩＢ送信に関連付けられた非ＣＥＴサブフレームの間にＳＩＢの
第３の冗長バージョンが送信されることなどを生じさせることができる。
【００６５】
　[0086]いくつかの例では、ＳＩＢ内で基地局１０５－ｃによってシグナリングされるセ
ル識別子は、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者もしくはＰＬＭＮの識別子、セルグロー
バル識別子（ＣＧＩ）、および／またはそれらの組合せから構成されるグループから選択
される場合がある。
【００６６】
　[0087]いくつかの例では、ＳＩＢ内で送信されるＬＢＴパラメータは、基地局１０５－
ｃに送信するようにスケジュールされたＵＥによって使用される、ＥＣＣＡカウンタパラ
メータｑを含む場合がある。スケジュールされたＵＥは、下記でより詳細に説明されるよ
うに、ＥＣＣＡの成功を示す成功したＣＣＡのしきい値数を決定するために、ＥＣＣＡカ
ウンタパラメータｑを使用することができる。追加または代替の例では、ＳＩＢ内でシグ
ナリングされるＬＢＴパラメータは、ＣＣＡエネルギーしきい値を含む場合がある。ＣＣ
Ａエネルギーしきい値は、免許不要無線周波数スペクトル帯域が占有されることを示す、
免許不要無線周波数スペクトル帯域上で測定されるエネルギーのしきい値量を示すことが
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できる。追加または代替として、ＳＩＢ内でシグナリングされるＬＢＴパラメータは、基
地局再同期用のガード期間を含む場合がある。場合によっては、基地局におけるＥＣＣＡ
手順は、ユニキャスト送信およびブロードキャスト送信について同一であり得る。
【００６７】
　[0088]いくつかの例では、ＳＩＢ内でシグナリングされる無線フレーム識別子は、シス
テムフレーム番号（ＳＦＮ）または他の適用可能な無線フレーム識別子を含む場合がある
。
【００６８】
　[0089]コントローラモジュール５１０のＥＣＣＡモジュール５１５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域上でＥＣＣＡを実施するように構成され得る。他の場所で記載される
ように、ＥＣＣＡ手順は、ワイヤレスデバイス（この例では、基地局１０５－ｃ）が、成
功したＣＣＡのしきい値数（「ＥＣＣＡしきい値」）に達するまで、または時間期間が経
過するまで、複数の連続ＣＣＡを実施することに関与する場合がある。時間期間が経過す
る前にＥＣＣＡしきい値に達した場合、ＥＣＣＡは成功と考えられ、ワイヤレスデバイス
は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信するためにアクセスする。ＥＣＣＡ
しきい値は、個々の無線フレームｒ、サブフレームｓ、および／またはスロットの関数で
あり得るし、分布関数に従って１と最大しきい値との間に分布され得る。いくつかの例で
は、同じ事業者展開に関連するすべての基地局は、同じアルゴリズム（すなわち、分布関
数）を使用して、（いつでも基地局の間でＥＣＣＡしきい値の分布をランダム化するよう
に、互い違いの無線フレーム値、サブフレーム値、および／またはスロット値を有する）
所与のサブフレームまたはスロットについてのそれらの個別のＥＣＣＡしきい値を決定す
ることができる。たとえば、基地局１０５－ｃおよび基地局１０５－ｃと同期するデバイ
スの各々は、共通シードに基づく擬似乱数発生器を使用して、所与のサブフレームまたは
スロットについてのそのＥＣＣＡしきい値を生成することができる。
【００６９】
　[0090]挿話として、ＳＩＢ内でスケジュールされたＵＥにシグナリングされるＥＣＣＡ
カウンタパラメータｑは、基地局１０５－ｃへのアップリンク送信用のＥＣＣＡを実施す
るときに、ＵＥによって使用される最大ＥＣＣＡしきい値を示すことができる。いくつか
の例では、基地局１０５－ｃに送信するようにスケジュールされたすべてのＵＥは、同じ
分布関数を使用して、（いつでもスケジュールされたＵＥの間でＥＣＣＡしきい値の分布
をランダム化するように、互い違いの無線フレーム値、サブフレーム値、および／または
スロット値を有する）所与のサブフレームまたはスロットについてのそれらの個別のＥＣ
ＣＡしきい値を決定することができる。
【００７０】
　[0091]ダウンリンク送信のために基地局１０５－ｃによって実施されるＥＣＣＡの説明
に戻ると、ＥＣＣＡモジュール５１５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域上でのＥＣ
ＣＡの実施に成功した後、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）境界の前に、基地局１
０５－ｃをアイドル状態に維持させるように構成され得る。アイドル状態を維持すること
は、ＥＣＣＡの実施に成功した直後のＣＵＢＳの送信を控えることを含む場合がある。こ
のアイドル状態は、基地局１０５－ｃと同期する他の基地局またはワイヤレスデバイス（
たとえば、基地局１０５－ｃと同じ事業者または展開に関連付けられたワイヤレスデバイ
ス）を保護することができる。ＥＣＣＡの成功直後のＣＵＢＳの送信を控えることにより
、基地局１０５－ｃは、免許不要無線周波数スペクトル帯域上の基地局１０５－ｃのＣＵ
ＢＳからの追加ノイズなしに、同期するワイヤレスデバイスが基地局１０５－ｃのＥＣＣ
Ａの成功後にＥＣＣＡの実施を続けることを可能にすることができる。
【００７１】
　[0092]ＥＣＣＡモジュール５１５は、ＣＵＢＳ境界の直前の免許不要無線周波数スペク
トル帯域上で追加の単一のＣＣＡを基地局１０５－ｃに実施させることができる。単一の
ＣＣＡが成功した場合、基地局１０５－ｃは、ＣＵＢＳ境界においてＣＵＢＳを送信する
ことができる。
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【００７２】
　[0093]追加または代替の例では、ＥＣＣＡモジュール５１５は、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域上で基地局１０５－ｃによって実施されたＥＣＣＡが、ＣＵＢＳ境界に至る
まで成功しなかったと決定することができる。そのような例では、ＥＣＣＡモジュール５
１５は、その決定に応答して、ＣＵＢＳ境界に続く免許不要無線周波数スペクトル帯域上
でのＥＣＣＡの実施を基地局１０５－ｃに続けさせることができる。もし、ＥＣＣＡがＣ
ＵＢＳ境界の後に成功したときは、ＥＣＣＡモジュール５１５は、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域を介してＣＵＢＳ送信と他の情報とを送信することができる。いくつかの例
では、基地局１０５－ｃは、基地局１０５－ｃと同じ展開または事業者からの基地局また
は他のワイヤレスデバイスなどの、基地局１０５－ｃと同期する第２のワイヤレスデバイ
スによる送信と同時に、免許不要無線周波数スペクトル帯域上でのＥＣＣＡの実施を続け
ることができる。
【００７３】
　[0094]追加または代替の例では、ＥＣＣＡモジュール５１５は、基地局１０５－ｃによ
る送信を、無線フレームのサブフレーム境界またはスロット境界と整合させることができ
る。したがって、基地局１０５－ｃが免許不要無線周波数スペクトル帯域上でのＥＣＣＡ
の実施に成功すると、ＥＣＣＡモジュール５１５は、少なくとも無線フレームのサブフレ
ーム境界または無線フレームのスロット境界まで、免許不要無線周波数スペクトル帯域を
介する送信を基地局１０５－ｃに遅延させることができる。次いで、基地局１０５－ｃは
、サブフレーム境界またはスロット境界において送信を開始することができる。上記で説
明されたように、場合によっては、基地局１０５－ｃは、別の基地局などの、少なくとも
第２のワイヤレスデバイスと同期することができる。基地局１０５－ｃのサブフレーム境
界および／またはスロット境界は、第２のワイヤレスデバイスの、それぞれサブフレーム
境界および／またはスロット境界と実質的に整合され得る。
【００７４】
　[0095]いくつかの例では、ＥＣＣＡモジュール５１５は、ユニキャスト送信とブロード
キャスト送信の両方に対して同一のＥＣＣＡ手順を実施することができる。
【００７５】
　[0096]コントローラモジュール５１０の同期信号モジュール５２０は、同期信号を生成
し、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信するように構成され得る。いくつか
の例では、１つまたは複数の同期信号は、基地局に関連付けられたＣＣＡ除外送信（ＣＥ
Ｔ）サブフレームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信される場合があ
る。ＣＥＴサブフレームは、（たとえば、８０ｍｓの周期性を有する）周期的であり得る
し、同期信号は、ＣＥＴサブフレームの各インスタンスにおいて送信され得る。同期信号
は、標準ＰＳＳもしくは発展型ＰＳＳ（ｅＰＳＳ）であり得る１次同期信号（ＰＳＳ）、
および／または標準ＳＳＳもしくは発展型ＳＳＳ（ｅＳＳＳ）であり得る２次同期信号（
ＳＳＳ）を含む場合がある。
【００７６】
　[0097]ＣＥＴサブフレームに加えて、同期信号は、日和見的な同期信号送信のためにス
ケジュールされた、またはさもなければ日和見的な同期信号送信に関連付けられた、１つ
または複数の非ＣＥＴサブフレームを介して日和見的に送信され得る。同期信号は、非Ｃ
ＥＴサブフレームが成功するより前にＣＣＡが実施されるときに非ＣＥＴサブフレームを
介して送信され得る。
【００７７】
　[0098]同期信号は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の中心内のいくつかのリソース
ブロック、たとえば、無線周波数スペクトル帯域の６つの中心リソースブロックを介して
送信され得る。いくつかの例では、同期信号は、サブフレームまたはスロットの１番目の
シンボルおよび２番目のシンボルの間に送信される場合がある。同期信号は、各無線フレ
ーム内のサブフレームのサブセット（たとえば、１０個の無線フレームごとのサブフレー
ム０およびサブフレーム５）の間に送信され得る。同期信号は、基地局１０５－ｃについ
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ての物理レイヤセル識別子（ＰＣＩ）情報、ならびにシンボル、スロット、および無線フ
レームの境界情報を含む場合がある。
【００７８】
　[0099]コントローラモジュール５１０の基準信号モジュール５２５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介する基地局１０５－ｃによる基準信号の送信を調整することがで
きる。基準信号モジュール５２５は、たとえば、セル固有基準信号を生成し、基地局１０
５－ｃに関連付けられたＣＥＴサブフレームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を
介してセル固有基準信号を送信することができる。セル固有基準信号（ＣＲＳ）は、発展
型ＣＲＳ（ｅＣＲＳ）と呼ばれる場合もある。
【００７９】
　[0100]いくつかの例では、ＣＥＴサブフレームは、（たとえば、８０ｍｓの周期性を有
する）周期的であり得るし、セル固有基準信号は、ＣＥＴサブフレームの各インスタンス
において送信される場合がある。セル固有基準信号は、ＣＥＴサブフレームと同じ周期性
（たとえば、８０ｍｓ）を有するシーケンスを使用して生成され得る。したがって、セル
固有基準信号は、基地局１０５－ｃのシステムフレーム番号（ＳＦＮ）のタイミングを示
すことができる。
【００８０】
　[0101]ＣＥＴサブフレームに加えて、セル固有基準信号は、日和見的なセル固有基準信
号送信のためにスケジュールされた、またはさもなければ日和見的なセル固有基準信号送
信に関連付けられた、１つまたは複数の非ＣＥＴサブフレームを介して日和見的に送信さ
れ得る。セル固有基準信号は、非ＣＥＴサブフレームが成功するより前にＣＣＡが実施さ
れるときに非ＣＥＴサブフレームを介して送信され得る。
【００８１】
　[0102]いくつかの例では、セル固有基準信号は、サブフレームの１番目、２番目、８番
目、および９番目のシンボルの間に送信される場合がある。セル固有基準信号は、いくつ
かの例では、無線フレームごとの２つのサブフレーム（１０個の無線フレームごとのサブ
フレーム０およびサブフレーム５）の間に送信される場合がある。
【００８２】
　[0103]コントローラモジュール５１０のランダムアクセスモジュール５３０は、ＵＥと
の無線リソース制御（ＲＲＣ）接続を確立または修正するように、ランダムアクセス手順
を調整するように構成され得る。いくつかの例では、ランダムアクセスモジュール５３０
は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して、ワイヤレスデバイス、たとえばＵＥに
よって送信されるランダムアクセスメッセージを受信するように構成される場合がある。
【００８３】
　[0104]いくつかの例では、ランダムアクセスメッセージは、ＵＥのＣＥＴサブフレーム
の間の保証されたランダムアクセス送信機会において受信される場合がある。代替として
、ランダムアクセスメッセージは、ＵＥがＣＣＡの実施に成功することによって、それに
対するチャネルアクセスを得た非ＣＥＴサブフレームの間に受信される場合がある。
【００８４】
　[0105]ランダムアクセスメッセージは、免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付け
られたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶランダムアクセスチャネルを介して送信
され得る。ランダムアクセスモジュール５３０は、ＳＩＢモジュール５５０にＵＥが使用
するための１つまたは複数のランダムアクセスパラメータを供給することができ、ＳＩＢ
モジュール５５０は、ＵＥがランダムアクセスメッセージを送信するより前に、免許不要
無線周波数スペクトル帯域を介してＵＥにランダムアクセスパラメータをブロードキャス
トすることができる。ランダムアクセスパラメータは、保証されたランダムアクセス送信
機会を識別するパラメータ、日和見的なランダムアクセス送信機会を識別するパラメータ
、および／またはそれらの組合せを含む場合がある。
【００８５】
　[0106]いくつかの例では、ランダムアクセスチャネルは、免許不要無線周波数スペクト
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ル帯域のいくつかの周波数領域インターレースを含む場合がある。ランダムアクセスメッ
セージは、ＵＥによって選択されるインターレースのうちの１つを介して受信され得る。
ＵＥは、場合によっては、ランダムアクセスメッセージを送信するための周波数領域イン
ターレースをランダムに選択することができる。
【００８６】
　[0107]いくつかの例では、ランダムアクセスメッセージは、ＲＲＣ接続要求メッセージ
、ＲＲＣ再構成メッセージ、および／または同様のメッセージを含む場合がある。
【００８７】
　[0108]基地局１０５－ｃの構成要素は、ハードウェア内の適用可能な機能の一部または
すべてを実施するように適合された１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個別にまたは集
合的に実装され得る。代替として、それらの機能は、１つまたは複数の集積回路上で、１
つまたは複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実施される場合がある。他の例
では、当技術分野で知られている任意の方式でプログラムされ得る、他のタイプの集積回
路（たとえば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタム
ＩＣ）が使用される場合がある。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プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるように
フォーマットされた、メモリ内で具現化された命令を用いて実装され得る。
【００８８】
　[0109]図６は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信に使用され得るＵＥ１１５
－ｂのブロック図６００を示す。図６のＵＥ１１５－ｂは、たとえば、図１および図２に
示されたＵＥ１１５のうちの１つであり得る。図６に示されたＵＥ１１５－ｂは、受信機
６０５と、コントローラモジュール６１０と、送信機６１５とを含む。ＵＥ１１５－ｂは
プロセッサを含む場合もある。これらの構成要素の各々は、互いに通信している場合があ
る。
【００８９】
　[0110]ＵＥ１１５－ｂの構成要素は、ハードウェア内の適用可能な機能の一部またはす
べてを実施するように適合された１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個別にまたは集合
的に実装され得る。代替として、それらの機能は、１つまたは複数の集積回路上で、１つ
または複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実施される場合がある。他の例で
は、当技術分野で知られている任意の方式でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路
（たとえば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩ
Ｃ）が使用される場合がある。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つ
または複数の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリ内で具現化された命令を用いて実装され得る。
【００９０】
　[0111]受信機６０５は、様々な情報チャネル（たとえば、制御チャネル、データチャネ
ルなど）に関連付けられたパケット、ユーザデータ、および／または制御情報などの情報
を受信することができる。受信機６０５は、たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯
域および／または認可無線周波数スペクトル帯域内の１つまたは複数のＬＴＥコンポーネ
ントキャリアを使用するワイヤレス通信リンクを介して、ワイヤレスに情報を受信するこ
とができる。情報は、コントローラモジュール６１０およびＵＥ１１５－ｂの他の構成要
素に渡され得る。
【００９１】
　[0112]コントローラモジュール６１０は、たとえば、ＬＴＥコンポーネントキャリアと
波形とを使用する免許不要無線周波数スペクトル帯域を介する情報の送信および受信に関
するいくつかの特徴を実装するように構成され得る。
【００９２】
　[0113]いくつかの例では、コントローラモジュール６１０は、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域を介して基地局からＳＩＢを受信するように構成される場合がある。ＳＩＢは
、ＬＢＴパラメータと、セル識別子と、無線フレーム識別子とを含む、基地局に関するパ
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ラメータを含む場合がある。ＳＩＢは、基地局のＣＥＴサブフレームなどの間の免許不要
無線周波数スペクトル帯域を介して、定期的に受信され得る。いくつかの例では、ＳＩＢ
のうちの１つまたは複数は、免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられたコンポ
ーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ場合がある。
【００９３】
　[0114]コントローラモジュール６１０は、追加または代替として、免許不要無線周波数
スペクトル帯域にアクセスするために、ＥＣＣＡ手順を実施するように構成される場合が
ある。ＥＣＣＡ手順は、ＥＣＣＡが成功したことを示すＣＣＡ成功のしきい値数（「ＥＣ
ＣＡしきい値」）に達するまで、複数回ＣＣＡを実施することを含む場合がある。いくつ
かの例では、ＣＣＡ成功のしきい値数は、ＵＥ１１５－ｂによって追跡されるような、現
在の無線フレームおよび／または現在のサブフレームもしくはスロットの関数であり得る
。
【００９４】
　[0115]いくつかの例では、コントローラモジュール６１０は、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域上でのＥＣＣＡの実施に成功した後、ＣＵＢＳ境界の前に、ＵＥ１１５－ｂを
アイドル状態に維持させることができる。アイドル期間に続いて、コントローラモジュー
ル６１０は、ＣＵＢＳ境界の直前に免許不要無線周波数スペクトル帯域上で単一のＣＣＡ
を実施し、単一のＣＣＡが成功するとＣＵＢＳ境界においてＣＵＢＳを送信することを、
ＵＥ１１５－ｂに行わせることができる。追加または代替として、コントローラモジュー
ル６１０は、無線フレームのサブフレーム境界またはスロット境界まで、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介する送信をＵＥ１１５－ｂに遅延させることができる。このよう
にして、ＵＥ１１５－ｂによる送信は、無線フレームのサブフレームおよび／またはスロ
ットと整合され得る。
【００９５】
　[0116]いくつかの例では、コントローラモジュール６１０は、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域上でＵＥ１１５－ｂによって実施されたＥＣＣＡがＣＵＢＳ境界において成功
しなかったと決定し、その決定に応答して、ＣＵＢＳ境界に続く免許不要無線周波数スペ
クトル帯域上でＥＣＣＡの実施を続けるように構成される場合がある。ＥＣＣＡの成功に
達すると、ＵＥ１１５－ｂは、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信すること
ができる。
【００９６】
　[0117]コントローラモジュール６１０はまた、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介
して同期信号および／または基準信号を受信することを調整するように構成され得る。場
合によっては、同期信号または基準信号は、基地局のＣＥＴサブフレームの間に受信され
得る。場合によっては、コントローラモジュール６１０は、受信された基準信号の周期性
に基づいて、システムフレーム番号（ＳＦＮ）のタイミングを決定することができる。
【００９７】
　[0118]コントローラモジュール６１０はまた、データ送信とサブフレーム境界またはス
ロット境界との整合に基づいて、サブフレームまたはスロットの最終シンボルの間の免許
不要無線周波数スペクトル帯域上のダウンリンクＣＵＢＳを検出し、検出されたＣＵＢＳ
に基づいて次のサブフレームまたはスロット内でダウンリンクデータが送信されると決定
し、次のサブフレームまたはスロット内のダウンリンクデータを受信するように構成され
得る。いくつかの例では、コントローラモジュール６１０は、検出されたＣＵＢＳに基づ
いて無線フレームのＴＤＤ比を決定することができる。
【００９８】
　[0119]いくつかの例では、コントローラモジュール６１０は、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域を介してダウンリンクＣＥＴを受信し、ダウンリンクＣＥＴのタイミングを決
定し、ダウンリンクＣＥＴの決定されたタイミングに従ってアップリンクＣＥＴを送信す
るように、さらに構成される場合がある。
【００９９】
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　[0120]コントローラモジュール６１０は、ＲＲＣ接続または他の接続を確立または修正
するように、ＵＥにおけるランダムアクセス手順を調整するようにさらに構成され得る。
いくつかの例では、コントローラモジュール６１０は、ランダムアクセスメッセージを生
成し、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してランダムアクセスメッセージを送信す
ることができる。ランダムアクセスメッセージは、ＵＥのＣＥＴサブフレームの間に、ま
たは日和見的に非ＣＥＴサブフレームの間に送信され得る。場合によっては、コントロー
ラモジュール６１０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域のいくつかの周波数領域イン
ターレースのうちの１つを選択することができ、ここで、各周波数領域インターレースは
、ランダムアクセスチャネルに関連付けられ、選択された周波数領域インターレースを介
してランダムアクセスメッセージを送信している。
【０１００】
　[0121]コントローラモジュール６１０は、追加または代替として、免許不要無線周波数
スペクトル帯域を介する通信リンクに関連付けられた１組のチャネルパラメータを識別し
、１組のチャネルパラメータに基づいてＯＦＤＭ送信モードとＳＣ－ＦＤＭＡ送信モード
との間を選択し、選択された送信モードに従って免許不要無線周波数スペクトル帯域を介
して送信するように構成される場合がある。
【０１０１】
　[0122]送信機６１５は、ＵＥ１１５－ｂの他の構成要素から受信された１つまたは複数
の信号を送信することができる。たとえば、送信機６１５は、パケット、ユーザデータ、
および／または様々なアップリンクチャネル（たとえば、制御チャネル、データチャネル
など）に関連付けられた制御情報もしくはシグナリングを送信することができる。送信機
６１５は、たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域および／または認可無線周波数
スペクトル帯域内の１つまたは複数のＬＴＥコンポーネントキャリアを使用するワイヤレ
ス通信リンクを介して、ワイヤレスに情報を送信することができる。たとえば、送信機６
１５は、基地局１０５へのアップリンク接続上でデータを送信することができる。送信さ
れる情報は、コントローラモジュール６１０およびＵＥ１１５－ｂの他の構成要素から受
信され得る。
【０１０２】
　[0123]図７は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信に使用され得るＵＥ１１５
－ｃのブロック図７００を示す。図７のＵＥ１１５－ｃは、たとえば、図１、図２、また
は図６に示されたＵＥ１１５のうちの１つであり得るし、図６を参照して記載されたＵＥ
１１５－ｂの１つまたは複数の態様の一例であり得る。図７に示されたＵＥ１１５－ｃは
、受信機６０５と、コントローラモジュール７１０と、送信機６１５とを含む。ＵＥ１１
５－ｃはプロセッサを含む場合もある。これらの構成要素の各々は、互いに通信している
場合がある。図７のコントローラモジュール７１０は、無線アクセスモジュール７０５と
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）モジュール７５０と、ＥＣＣＡモジュール７１５と、
同期信号モジュール７２０と、基準信号モジュール７２５と、ダウンリンクＣＵＢＳ（Ｄ
－ＣＵＢＳ）モジュール７３０と、アップリンクＣＥＴタイミングモジュール７３５と、
ランダムアクセスモジュール７４０と、アップリンク送信モードモジュール７４５とを含
む。
【０１０３】
　[0124]ＵＥ１１５－ｃの構成要素は、ハードウェア内の適用可能な機能の一部またはす
べてを実施するように適合された１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個別にまたは集合
的に実装され得る。代替として、それらの機能は、１つまたは複数の集積回路上で、１つ
または複数の他の処理ユニット（またはコア）によって実施される場合がある。他の例で
は、当技術分野で知られている任意の方式でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路
（たとえば、構造化／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩ
Ｃ）が使用される場合がある。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つ
または複数の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリ内で具現化された命令を用いて実装され得る。
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【０１０４】
　[0125]受信機６０５は、上述されたように、様々な情報チャネル（たとえば、制御チャ
ネル、データチャネルなど）に関連付けられたパケット、ユーザデータ、および／または
制御情報などの情報を受信することができる。情報は、コントローラモジュール７１０お
よびＵＥ１１５－ｃの他の構成要素に渡され得る。コントローラモジュール７１０は、図
６を参照して記載されたコントローラモジュール６１０の１つまたは複数の態様の一例で
あり得る。コントローラモジュール７１０は、図６に示されたコントローラモジュール６
１０を参照して上述された動作を実行するように構成され得る。送信機６１５は、上述さ
れたように、ＵＥ１１５－ｃの他の構成要素から受信された１つまたは複数の信号を送信
することができる。
【０１０５】
　[0126]無線アクセスモジュール７０５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域および認
可無線周波数スペクトル帯域を介して、パケット、ユーザデータ、および制御データまた
はシグナリングの送信と受信とを可能にするために、受信機６０５と送信機６１５とを制
御することができる。たとえば、無線アクセスモジュール７０５は、図１～図３に関して
上述された手順および機能と一致する、ＬＴＥおよびＬＴＥライクの波形、または他のタ
イプのセルラー通信を使用して、免許不要無線周波数スペクトル帯域にアクセスし、免許
不要無線周波数スペクトル帯域を介して通信することに関連する物理レイヤ手順を実施す
るように構成され得る。詳細には、無線アクセスモジュール７０５は、免許不要無線周波
数スペクトル帯域へのアクセスを競うためにＬＢＴ手順の使用を調整し、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介する他のワイヤレスデバイス（たとえば、ＵＥ）によるアップリ
ンク送信をスケジュールすることができる。いくつかの例では、無線アクセスモジュール
７０５は、受信機６０５および／または送信機６１５内に、またはその構成要素として実
装される場合がある。
【０１０６】
　[0127]コントローラモジュール７１０のＳＩＢモジュール７５０は、受信機６０５およ
び無線アクセスモジュール７０５と共同して、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介し
て基地局１０５－ｃからＳＩＢ７５０を受信することができる。いくつかの例では、ＳＩ
Ｂ７５０は定期的にブロードキャストされ得るし、各ＳＩＢは、基地局に関するいくつか
のパラメータを含む場合がある。たとえば、ＳＩＢパラメータは、１つまたは複数のＬＢ
Ｔパラメータと、１つまたは複数のセル識別子と、１つまたは複数の無線フレーム識別子
とを含む場合がある。いくつかの例では、ＳＩＢは、免許不要無線周波数スペクトル帯域
に関連付けられたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ場合がある。
【０１０７】
　[0128]いくつかの例では、ＳＩＢは、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフレームの間
に受信され得る。ＣＥＴサブフレームは、周期的（たとえば、８０ｍｓごと）であり得る
し、ＳＩＢは、ＣＥＴの各インスタンスにおいて受信され得る。加えて、ＳＩＢモジュー
ル７５０は、日和見的なＳＩＢ送信に関連付けられた非ＣＥＴサブフレームにおいて受信
され得る。ＳＩＢは、送信間に更新され得るし、ＳＩＢ内のパラメータを変更すると、Ｕ
Ｅ１１５－ｃにおける動作が修正される結果になり得る。たとえば、ＳＩＢモジュール７
５０は、ＳＩＢ内で受信された少なくとも１つのＬＢＴパラメータに基づいて、ＬＢＴ動
作を調整することができる。
【０１０８】
　[0129]いくつかの例では、ＳＩＢは、様々な時間間隔でＳＩＢの様々な冗長バージョン
を含んでいる場合がある。たとえば、ＳＩＢの第１の冗長バージョンは、ＣＥＴサブフレ
ームの間に受信され得るし、ＳＩＢの第２の冗長バージョンは、日和見的なＳＩＢ送信に
関連付けられた非ＣＥＴサブフレームの第１の間隔の間に受信され得るし、ＳＩＢの第３
の冗長バージョンは、日和見的なＳＩＢ送信に関連付けられた非ＣＥＴサブフレームの間
に受信され得るなどである。
【０１０９】



(26) JP 6388966 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　[0130]いくつかの例では、ＳＩＢ内でシグナリングされるセル識別子は、物理セル識別
子（ＰＩＤ）、事業者もしくはＰＬＭＮの識別子、セルグローバル識別子（ＣＧＩ）、お
よび／またはそれらの組合せから構成されるグループから選択される場合がある。
【０１１０】
　[0131]いくつかの例では、ＳＩＢ内で受信されるＬＢＴパラメータは、基地局に送信す
るためＵＥ１１５－ｃによって使用されるＥＣＣＡカウンタパラメータｑを含む場合があ
る。スケジュールされたＵＥ１１５－ｃは、下記でより詳細に説明されるように、ＥＣＣ
Ａの成功を示す成功したＣＣＡのしきい値数（「ＥＣＣＡしきい値」）を決定するために
、ＥＣＣＡカウンタパラメータｑを使用することができる。追加または代替の例では、Ｓ
ＩＢ内でシグナリングされるＬＢＴパラメータは、ＣＣＡエネルギーしきい値を含む場合
がある。ＣＣＡエネルギーしきい値は、免許不要無線周波数スペクトル帯域が占有される
ことを示す、免許不要無線周波数スペクトル帯域上で測定されるエネルギーのしきい値量
を示すことができる。追加または代替として、ＳＩＢ内でシグナリングされるＬＢＴパラ
メータは、基地局再同期用のガード期間を含む場合がある。
【０１１１】
　[0132]いくつかの例では、ＳＩＢ内でシグナリングされる無線フレーム識別子は、シス
テムフレーム番号（ＳＦＮ）または他の適用可能な無線フレーム識別子を含む場合がある
。
【０１１２】
　[0133]コントローラモジュール７１０のＥＣＣＡモジュール７１５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域上でＥＣＣＡを実施するように構成され得る。他の場所で記載される
ように、ＥＣＣＡ手順は、ワイヤレスデバイス（この例では、ＵＥ１１５－ｃ）が、成功
したＣＣＡのしきい値数（「ＥＣＣＡしきい値」）に達するまで、または時間期間が経過
するまで、複数の連続ＣＣＡを実施することに関与する場合がある。時間期間が経過する
前にＥＣＣＡしきい値に達した場合、ＥＣＣＡは成功と考えられ、ワイヤレスデバイスは
、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信するためにアクセスする。ＥＣＣＡし
きい値は、個々の無線フレームｒ、サブフレームｓ、および／またはスロットの関数であ
り得るし、分布関数に従って１と最大しきい値との間に分布され得る。いくつかの例では
、ＵＥ１１５－ｃと同期するすべてのワイヤレスデバイス（たとえば、同じ事業者または
展開に関連するすべてのＵＥ）は、同じアルゴリズム（すなわち、分布関数）を使用して
、（いつでもＵＥの間でＥＣＣＡしきい値の分布をランダム化するように、互い違いの無
線フレーム値、サブフレーム値、および／またはスロット値を有する）所与のサブフレー
ムまたはスロットについてのそれらの個別のＥＣＣＡしきい値を決定することができる。
たとえば、ＵＥ１１５－ｃと同期するＵＥ１１５－ｃおよびワイヤレスデバイスの各々は
、共通シードに基づく擬似乱数発生器を使用して、所与のサブフレームまたはスロットに
ついてのそのＥＣＣＡしきい値を生成することができる。
【０１１３】
　[0134]ＥＣＣＡモジュール７１５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域上でのＥＣＣ
Ａの実施に成功した後、ＣＵＢＳ境界の前に、ＵＥ１１５－ｃをアイドル状態に維持させ
るように、さらに構成され得る。アイドル状態を維持することは、ＥＣＣＡの実施に成功
した直後のＣＵＢＳの送信を控えることを含む場合がある。このアイドル状態は、ＵＥ１
１５－ｃと同期する他のＵＥまたはワイヤレスデバイスを保護することができる。ＥＣＣ
Ａの成功直後のＣＵＢＳの送信を控えることにより、ＵＥ１１５－ｃは、免許不要無線周
波数スペクトル帯域上のＵＥ１１５－ｃのＣＵＢＳからの追加ノイズなしに、同期するワ
イヤレスデバイスがＵＥ１１５－ｃのＥＣＣＡの成功後にＥＣＣＡの実施を続けることを
可能にすることができる。ＥＣＣＡモジュール７１５は、ＣＵＢＳ境界の直前の免許不要
無線周波数スペクトル帯域上で追加の単一のＣＣＡをＵＥ１１５－ｃに実施させることが
できる。単一のＣＣＡが成功した場合、ＵＥ１１５－ｃは、ＣＵＢＳ境界においてＣＵＢ
Ｓを送信することができる。
【０１１４】
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　[0135]追加または代替の例では、ＥＣＣＡモジュール７１５は、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域上でＵＥ１１５－ｃによって実施されたＥＣＣＡがＣＵＢＳ境界に至るまで
成功しなかったと決定することができる。そのような例では、ＥＣＣＡモジュール７１５
は、その決定に応答して、ＣＵＢＳ境界に続く免許不要無線周波数スペクトル帯域上での
ＥＣＣＡの実施をＵＥ１１５－ｃに続けさせることができる。もし、ＥＣＣＡがＣＵＢＳ
境界の後に成功したときは、ＥＣＣＡモジュール７１５は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域を介してＣＵＢＳ送信と他の情報とを送信することができる。いくつかの例では、
ＵＥ１１５－ｃは、ＵＥ１１５－ｃと同じ展開または事業者からの基地局または他のワイ
ヤレスデバイスなどの、ＵＥ１１５－ｃと同期する第２のワイヤレスデバイスによる送信
と同時に、免許不要無線周波数スペクトル帯域上でのＥＣＣＡの実施を続けることができ
る。
【０１１５】
　[0136]追加または代替の例では、ＥＣＣＡモジュール７１５は、ＵＥ１１５－ｃによる
送信を、無線フレームのサブフレーム境界またはスロット境界と整合させることができる
。したがって、ＵＥ１１５－ｃが免許不要無線周波数スペクトル帯域上でのＥＣＣＡの実
施に成功すると、ＥＣＣＡモジュール７１５は、少なくとも無線フレームのサブフレーム
境界または無線フレームのスロット境界まで、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介す
る送信をＵＥ１１５－ｃに遅延させることができる。次いで、ＵＥ１１５－ｃは、サブフ
レーム境界またはスロット境界において送信を開始することができる。上記で説明された
ように、場合によっては、ＵＥ１１５－ｃは、別のＵＥなどの、少なくとも第２のワイヤ
レスデバイスと同期することができる。ＵＥ１１５－ｃのサブフレーム境界および／また
はスロット境界は、第２のワイヤレスデバイスの、それぞれサブフレーム境界および／ま
たはスロット境界と実質的に整合され得る。
【０１１６】
　[0137]コントローラモジュール７１０の同期信号モジュール７２０は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介して同期信号を受信するように構成され得る。いくつかの例では
、１つまたは複数の同期信号は、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフレームの間の免許
不要無線周波数スペクトル帯域を介して受信され得る。ＣＥＴサブフレームは、（たとえ
ば、８０ｍｓの周期性を有する）周期的であり得るし、同期信号は、ＣＥＴサブフレーム
の各インスタンスにおいて受信され得る。同期信号は、標準ＰＳＳもしくは発展型ＰＳＳ
（ｅＰＳＳ）であり得る１次同期信号（ＰＳＳ）、および／または標準ＳＳＳもしくは発
展型ＳＳＳ（ｅＳＳＳ）であり得る２次同期信号（ＳＳＳ）を含む場合がある。
【０１１７】
　[0138]ＣＥＴサブフレームに加えて、同期信号は、日和見的な同期信号送信のためにス
ケジュールされた、またはさもなければ日和見的な同期信号送信に関連付けられた、１つ
または複数の非ＣＥＴサブフレームを介して受信され得る。同期信号は、非ＣＥＴサブフ
レームが成功するより前に基地局によってＣＣＡが実施されると、非ＣＥＴサブフレーム
を介して受信され得る。
【０１１８】
　[0139]同期信号は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の中心内のいくつかのリソース
ブロック、たとえば、無線周波数スペクトル帯域の６つの中心リソースブロックを介して
受信され得る。いくつかの例では、同期信号は、サブフレームまたはスロットの１番目の
シンボルおよび２番目のシンボルの間に受信され得る。同期信号は、各無線フレーム内の
サブフレームのサブセット（たとえば、１０個の無線フレームごとのサブフレーム０およ
びサブフレーム５）の間に受信され得る。同期信号は、基地局についてのＰＣＩ情報、な
らびにシンボル、スロット、および無線フレームの境界情報を含む場合がある。
【０１１９】
　[0140]コントローラモジュール７１０の基準信号モジュール７２５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介して基地局から基準信号を受信することを調整するように構成さ
れ得る。基準信号モジュール７２５は、たとえば、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフ
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レームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してセル固有基準信号を受信するこ
とができる。セル固有基準信号（ＣＲＳ）は、発展型ＣＲＳ（ｅＣＲＳ）と呼ばれる場合
もある。
【０１２０】
　[0141]いくつかの例では、ＣＥＴサブフレームは、（たとえば、８０ｍｓの周期性を有
する）周期的であり得るし、セル固有基準信号は、ＣＥＴサブフレームの各インスタンス
において受信される場合がある。セル固有基準信号は、ＣＥＴサブフレームと同じ周期性
（たとえば、８０ｍｓ）を有するシーケンスを使用して生成され得る。したがって、基準
信号モジュール７２５は、場合によっては、セル固有基準信号の周期性に基づいて、シス
テムフレーム番号（ＳＦＮ）のタイミングを決定するように構成され得る。
【０１２１】
　[0142]基地局のＣＥＴサブフレームに加えて、セル固有基準信号は、日和見的なセル固
有基準信号送信のためにスケジュールされた、またはさもなければ日和見的なセル固有基
準信号送信に関連付けられた、基地局の１つまたは複数の非ＣＥＴサブフレームを介して
日和見的に受信され得る。セル固有基準信号は、非ＣＥＴサブフレームが成功するより前
に基地局によってＣＣＡが実施されると、基地局の非ＣＥＴサブフレームを介して受信さ
れ得る。
【０１２２】
　[0143]いくつかの例では、セル固有基準信号は、サブフレームの１番目、２番目、８番
目、および９番目のシンボルの間に受信され得る。セル固有基準信号は、いくつかの例で
は、無線フレームごとの２つのサブフレーム（１０個の無線フレームごとのサブフレーム
０およびサブフレーム５）の間に受信される場合がある。
【０１２３】
　[0144]コントローラモジュール７１０のＤ－ＣＵＢＳモジュール７３０は、サブフレー
ムまたはスロットの最終シンボルの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域上で、別のワ
イヤレスデバイス（たとえば、基地局）からのＣＵＢＳを検出するように構成され得る。
Ｄ－ＣＵＢＳモジュール７３０は、検出されたＣＵＢＳに基づいて、次のサブフレームま
たはスロット内でダウンリンクデータが送信されると決定し、次のサブフレームまたはス
ロット内のダウンリンクデータの受信を調整するように、さらに構成され得る。この決定
は、ネットワーク内の送信がサブフレーム境界およびスロット境界と整合されているとい
う知識に基づく場合がある。いくつかの例では、ダウンリンクＣＵＢＳは、免許不要無線
周波数スペクトル帯域のコンポーネントキャリア全体の帯域幅に及ぶ場合がある。ダウン
リンクＣＵＢＳに使用されるシーケンスは、セル固有基準信号のシーケンスに基づく場合
がある。いくつかの例では、Ｄ－ＣＵＢＳモジュール７３０は、検出されたＣＵＢＳに基
づいて無線フレームのＴＤＤダウンリンク対アップリンク比を決定するように構成される
場合がある。
【０１２４】
　[0145]コントローラモジュール７１０のアップリンクＣＥＴタイミングモジュール７３
５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してダウンリンクＣＥＴ送信を受信するこ
とを調整するように構成され得る。アップリンクＣＥＴタイミングモジュール７３５は、
ダウンリンクＣＥＴの観測されたタイミングを決定し、ダウンリンクＣＥＴのタイミング
に基づいて、アップリンクＣＥＴがＵＥ１１５－ｃによって送信されるべきタイミングを
決定することができる。次いで、アップリンクＣＥＴタイミングモジュール７３５は、決
定されたダウンリンクＣＥＴの観測されたタイミングおよびアップリンクＣＥＴの転嫁さ
れたタイミングに従って、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してＵＥ１１５－ｃに
アップリンクＣＥＴを送信させることができる。いくつかの例では、アップリンクＣＥＴ
タイミングモジュールは、ダウンリンクＣＥＴとアップリンクＣＥＴとの間の既知または
固定のオフセットに基づいて、アップリンクＣＥＴのタイミングを決定することができる
。アップリンクＣＥＴは、スケジューリング要求（ＳＲ）、サウンディング基準信号（Ｓ
ＲＳ）、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨもしくは拡張ＰＵＣＣＨ（ｅＰＵＣ
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ＣＨ））、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨもしくは拡張ＰＲＡＣＨ（ｅＰＲ
ＡＣＨ））、および／または他の信号もしくはチャネルを含む場合がある。
【０１２５】
　[0146]コントローラモジュール７１０のランダムアクセスモジュール７４０は、ネット
ワークとのＲＲＣ接続を確立または修正するように、ランダムアクセス手順を調整するよ
うに構成され得る。いくつかの例では、ランダムアクセスモジュール７４０は、ランダム
アクセスメッセージを生成し、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してランダムアク
セスメッセージを送信するように構成される場合がある。
【０１２６】
　[0147]いくつかの例では、ランダムアクセスメッセージは、ＵＥ１１５－ｃのＣＥＴサ
ブフレームの間の保証されたランダムアクセス送信機会において送信される場合がある。
代替として、ランダムアクセスメッセージは、ＵＥ１１５－ｃがＣＣＡの実施に成功する
ことによって、それに対するチャネルアクセスを得た、ＵＥ１１５－ｃの非ＣＥＴサブフ
レームの間に送信される場合がある。
【０１２７】
　[0148]ランダムアクセスメッセージは、免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付け
られたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶランダムアクセスチャネルを介して送信
され得る。ランダムアクセスモジュール７４０は、ＵＥ１１５－ｃがランダムアクセスメ
ッセージを送信するより前に、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して基地局によっ
てブロードキャストされたＳＩＢから、１つまたは複数のランダムアクセスパラメータを
受信することができる。ランダムアクセスパラメータは、保証されたランダムアクセス送
信機会を識別するパラメータ、日和見的なランダムアクセス送信機会を識別するパラメー
タ、および／またはそれらの組合せを含む場合がある。
【０１２８】
　[0149]いくつかの例では、ランダムアクセスチャネルは、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域のいくつかの周波数領域インターレースを含む場合がある。ＵＥ１１５－ｃは、ラ
ンダムアクセスメッセージを送信するためにインターレースのうちの１つを選択すること
ができる。ＵＥ１１５－ｃは、場合によっては、ランダムに周波数領域インターレースを
選択することができる。いくつかの例では、ランダムアクセスメッセージは、ＲＲＣ接続
要求メッセージ、ＲＲＣ再構成メッセージ、および／または同様のメッセージを含む場合
がある。
【０１２９】
　[0150]コントローラモジュール７１０のアップリンク送信モードモジュール７４５は、
免許不要無線周波数スペクトル帯域を介する通信リンクに関連付けられた１組のチャネル
パラメータを識別するように構成され得る。チャネルパラメータに基づいて、アップリン
ク送信モードモジュール７４５は、ＵＥ１１５－ｃ用のアップリンク送信モードを選択す
ることができる。送信モードは、ＯＦＤＭ送信モードおよびＳＣ－ＦＤＭＡ送信モードか
ら選択され得る。
【０１３０】
　[0151]たとえば、１組のチャネルパラメータは、通信リンクがＭＩＭＯ送信用に構成さ
れたかどうかを示すＭＩＭＯパラメータを含む場合がある。ＭＩＭＯが使用中であるとき
、アップリンク送信モードモジュール７４５は、ＵＥ１１５－ｃのためにＯＦＤＭ送信モ
ードを選択することができる。同様に、チャネルパラメータは、通信リンクの変調および
コーディング方式がしきい値よりも大きいことを示す変調パラメータを含む場合がある。
しきい値よりも大きい変調およびコーディング方式の場合、アップリンク送信モードモジ
ュール７４５は、ＵＥ１１５－ｃのためにＯＦＤＭ送信モードを選択することができる。
より低次の変調およびコーディング方式の場合、またはＭＩＭＯが使用中ではないシナリ
オの場合、アップリンク送信モードモジュール７４５は、ＵＥ１１５－ｃによるアップリ
ンク送信のためにＳＣ－ＦＤＭＡ送信モードを選択することができる。いくつかの例では
、通信のアップリンク送信モードは、通信リンクのダウンリンク送信モードと一致するよ
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うに選択される場合がある。
【０１３１】
　[0152]図８は、本開示の様々な態様による、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介す
るＣＥＴサブフレーム８０５の間の複数のパラメータの送信を示すタイミング図８００を
示す。パラメータは、基地局、ＵＥ、基地局とＵＥとの間の送信などに関する場合があり
、（単にシステム情報ブロックまたはＳＩＢと呼ばれる場合もある）発展型システム情報
ブロック（ｅＳＩＢ）、（基地局において生成され得る）発展型１次同期信号（ｅＰＳＳ
）および発展型２次同期信号（ｅＳＳＳ）、発展型共通基準信号または発展型セル固有基
準信号（ｅＣＲＳ）などのうちの１つまたは複数を含む場合がある。いくつかの例では、
ｅＳＩＢは、セル発見用のシステム情報を提供することができ、（ＥＣＣＡカウンタパラ
メータ、ＣＣＡエネルギーしきい値、基地局再同期用のガード期間、またはそれらの何ら
かの組合せなどの）ＬＢＴパラメータ、（物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者（たとえば
、ＰＬＭＮ事業者）識別子、セルグローバル識別子（ＣＧＩ）、またはそれらの何らかの
組合せなどの）セル識別子、（システムフレーム番号（ＳＦＮ）などの）無線フレーム識
別子、およびタイミングなどを含む場合がある。したがって、いくつかの例では、（スタ
ンドアロン実装用の）アクセスパラメータと（キャリアアグリゲーション実装用の）ＬＢ
Ｔ／ＣＣＡパラメータの両方を送るために、単一のＣＥＴサブフレームが使用される場合
がある。
【０１３２】
　[0153]述べたように、ＬＢＴ／ＣＣＡパラメータは、送信側装置がＣＵＢＳを開始し、
免許不要無線周波数スペクトル帯域チャネルを介して送信を開始することができる前の、
成功したＣＣＡの数を定義するＥＣＣＡカウンタパラメータを含む場合がある。ＥＣＣＡ
カウンタパラメータについての全体の最大値ｑは、ｅＳＩＢ内で定義され、通知される場
合がある。フレーム／サブフレーム固有ＥＣＣＡカウンタＮは、固有のフレーム／サブフ
レームにおいて使用され得るし、Ｎは１から全体の最大値ｑまでの範囲である。本明細書
では、「フレーム／サブフレーム固有ＥＣＣＡカウンタ」は、前の図（図４～図７）に関
して記載された「ＥＣＣＡしきい値」を指す。フレーム／サブフレーム固有ＥＣＣＡカウ
ンタＮは、（たとえば、無線フレーム識別子に基づく）フレームおよび／またはサブフレ
ーム（たとえば、サブフレーム識別子）の関数であり得る。フレーム／サブフレーム固有
ＥＣＣＡカウンタＮは、時間とともに変化する場合があり、いくつかの例では、１とｑと
の間でランダムに分布される場合がある。フレーム／サブフレーム固有ＥＣＣＡカウンタ
Ｎは、基地局（たとえば、ｅＮＢ）によって計算され得るし、単一のＰＬＭＮからのすべ
ての基地局は、同一ではあるが、時間変化するフレーム／サブフレーム固有ＥＣＣＡカウ
ンタＮを有することができる。共通カウンタＮは、基地局によって共有されたシードに基
づく擬似乱数発生器であり得る、共有されたアルゴリズムを使用して導出され得る。
【０１３３】
　[0154]ＬＢＴ／ＣＣＡパラメータは、ＣＣＡが成功したと見なされるしきい値を定義し
、同様にｅＳＩＢ内で通知され得る、ＣＣＡエネルギーしきい値を含む場合もある。ＬＢ
Ｔ／ＣＣＡパラメータは、基地局再同期用の期間を定義することができ、同様にｅＳＩＢ
内で通知され得る、ガード期間を含む場合もある。
【０１３４】
　[0155]図８に示されたように、ＣＥＴサブフレーム８０５は、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域に関連付けられ得るし、８０ｍｓごとなどのある特定の間隔で基地局によって
送信され、基地局の範囲内のＵＥによって受信され得る。ＣＥＴサブフレーム８０５は、
比較的短く、たとえば、図８に示されたように１ｍｓであり得る。一例では、図８に示さ
れたように、たとえばｅＳＩＢを含むＣＥＴ送信サブフレームは、８０ｍｓ間隔の始めに
（たとえば、サブフレーム０内で）送信され得る。ＣＥＴサブフレーム８０５の送信は、
したがって周期的であり、いくつかの例では、ｅＳＩＢなどのパラメータのうちの１つま
たは複数は、ＣＥＴの各インスタンスにおいて基地局によって送信され得る。
【０１３５】



(31) JP 6388966 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　[0156]上述されたように、いくつかの例では、ＣＥＴサブフレーム８０５の間に送信さ
れるパラメータのうちのいくつかは、ＣＥＴサブフレーム８０５の間のある特定の時間に
日和見的に送信される場合もある。たとえば、ｅＳＩＢは、いくつかの例では、ＣＣＡが
成功した場合、基地局が非ＣＥＴサブフレームより前にＣＣＡを実施した後、非ＣＥＴサ
ブフレーム内で送信される場合がある。ｅＳＩＢのそのような非ＣＥＴ送信は、図８に示
された８０ｍｓ間隔の２０ｍｓ、４０ｍｓ、および６０ｍｓのマーカーなどの、あらかじ
め定義された間隔であり得る。ｅＳＩＢの非ＣＥＴ送信は、動的に修正されたＬＢＴパラ
メータを通信するため、および／または様々な時間間隔でｅＳＩＢの様々な冗長バージョ
ンを供給するために使用され得る。
【０１３６】
　[0157]まだ図８を参照すると、一例では、ＣＥＴサブフレーム８０５の間の（ｅＳＩＢ
などの）パラメータのうちの１つまたは複数の送信は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域に関連付けられたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ場合がある。たとえば、ｅ
ＳＩＢは、２．４ＧＨｚ帯域または５ＧＨｚ帯域用の２０ＭＨｚコンポーネントキャリア
全体、３．５ＧＨｚ帯域用の１０ＭＨｚコンポーネントキャリア全体、９００ＭＨｚ帯域
用の５ＭＨｚコンポーネントキャリア全体などを使用して送信され得る。
【０１３７】
　[0158]図９は、本開示の様々な態様による、特定のＴＤＤ構成用の複数のサブフレーム
を定義する無線フレーム９０５の図９００を示す。図９において、無線フレーム９０５は
１０個のサブフレームを含み、サブフレーム０、１、２、３、４、および５はダウンリン
クサブフレームであり、サブフレーム６は、（短縮ダウンリンクサブフレーム９１０と、
ＥＣＣＡ期間９１５と、Ｕ－ＣＵＢＳ期間９２０とを含む特殊サブフレームであり、サブ
フレーム７および８はアップリンクサブフレームであり、サブフレーム９は、（短縮アッ
プリンクサブフレーム９２５と、ＥＣＣＡ期間９３０と、Ｕ－ＣＵＢＳ期間９３５とを含
む）別の特殊サブフレームである。
【０１３８】
　[0159]図１０に示された図１０００を参照すると、次に、ＥＣＣＡサブフレーム１０３
０がより詳細に記載される。図１０は、ダウンリンク送信用のＥＣＣＡ１００５手順を記
載するが、アップリンク送信用のＥＣＣＡ１００５手順は、いくつかの例では同様であり
得る。ＥＣＣＡサブフレーム１０３０は、複数のＣＣＡ機会１０４０、１０４５を含む場
合があり、それらの各々は２０マイクロ秒（μｓ）の長さであり得る。各ＣＣＡ機会１０
４０、１０４５は、検出されたエネルギーが、（上述されたようにｅＳＩＢ内で通知され
得る）８０ｄＢｍなどのＣＣＡエネルギーよりも小さい場合、成功したと見なされ得る。
ＥＣＣＡ１００５全体は、成功したＣＣＡ機会１０４０の数がフレーム／サブフレーム固
有ＥＣＣＡカウンタよりも大きい場合（成功したＣＣＡ機会は必ずしも連続である必要は
ない）、成功したと見なされ得る。より具体的には、一例では、フレーム／サブフレーム
固有カウンタＮは、ＥＣＣＡ期間の始めに初期化され得るし、ＣＣＡの成功ごとに１だけ
減分され得るし、ＥＣＣＡ１００５全体は、カウンタＮが０に達すると成功したと見なさ
れる。いくつかの例では、基地局におけるＥＣＣＡ１００５手順は、ユニキャスト送信お
よびブロードキャスト送信について同一であり得る。
【０１３９】
　[0160]図１０に示されたように、Ｄ－ＣＵＢＳ境界１０５０は、基地局（たとえば、ｅ
ＮＢ）の間で共有された値（たとえば、Ｎ）に基づいて同期することができ、基地局のＥ
ＣＣＡカウンタＮがＥＣＣＡ境界１０５５において０である場合、新しいＮが生成され得
る。一般に、制御および／またはデータ送信は、１つまたは複数の基地局、ＵＥなどの同
期に基づいて、サブフレーム境界（またはサブフレーム内のスロットの境界）と整合され
得る。たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介する送信は、無線フレームのサ
ブフレーム境界または無線フレームのスロット境界のうちの少なくとも１つまで、ＥＣＣ
Ａの成功後でも遅延され得る。しかしながら、ＥＣＣＡ１００５手順の間の基地局の動作
は、ＵＥには見えず、ＵＥは、サブフレームの最終シンボルスロット内のＤ－ＣＵＢＳ１
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０３５の存在を想定することができるだけであり得る。
【０１４０】
　[0161]図１０は、３つの異なるＥＣＣＡ１００５手順を示し、それらは、３つの異なる
基地局に、３つの異なるＵＥに、または３つの異なる時間期間もしくは３つの異なるチャ
ネルを介する同じ基地局／ＵＥのペアにも対応することができる。各ＣＣＡ機会に対する
チェックマークは成功したＣＣＡ機会１０４０を表すが、Ｘは成功しなかったＣＣＡ機会
１０４５を示す。図１０に示された１番目（上部）のＥＣＣＡ１００５では、Ｄ－ＣＵＢ
Ｓ境界１０５０の前の最終ＣＣＡは、ＥＣＣＡ全体が成功したと見なすために必要とされ
る最終カウントである。このインスタンスでは、ＥＣＣＡ１００５は成句したので、送信
側（たとえば、基地局）は、ＣＵＢＳ境界１０５０においてＣＵＢＳの送信を開始するこ
とができる。
【０１４１】
　[0162]図１０に示された２番目（中央）のＥＣＣＡ１００５では、ＥＣＣＡ１００５は
、Ｄ－ＣＵＢＳ境界１０５０の前にクリアすることができる（すなわち、成功したＣＣＡ
機会１０４０の数が満たされ得る）。このインスタンスでは、しかしながら、送信側は、
同期するＤ－ＣＵＢＳ境界１０５０まで、またはＤ－ＣＵＢＳ境界１０５０の直前にアイ
ドル状態に入ることができ、それにより、成功したＥＣＣＡの直後にＤ－ＣＵＢＳを送信
することを控える。一例では、Ｄ－ＣＵＢＳ境界１０５０の直前に、１つの追加ＣＣＡ機
会がＥＣＣＡサブフレームの最終ＣＣＡスロットにおいて初期化される場合がある。この
追加ＣＣＡが成功した場合、送信側は、Ｄ－ＣＵＢＳ境界１０５０におけるＤ－ＣＵＢＳ
の送信に進むことができる。しかしながら、他の例では、最終ＣＣＡ機会は使用されない
場合があり、アイドリング期間の後、送信側は、成功したＥＣＣＡプロセスに基づいてＤ
－ＣＵＢＳを送信することができる。
【０１４２】
　[0163]図１０に示された３番目（下部）のＥＣＣＡ１００５では、ＥＣＣＡ１００５は
、Ｄ－ＣＵＢＳ境界１０５０によってクリアしない場合がある（すなわち、成功したと見
なされない場合がある）。それにもかかわらず、ＣＣＡ機会は、潜在的な送信側がチャネ
ルにアクセスするように試み続けることを可能にするために、Ｄ－ＣＵＢＳ境界１０５０
の後、進み続けることができる。このインスタンスでは、Ｄ－ＣＵＢＳサブフレーム１０
３５内でＤ－ＣＵＢＳは送信されないが、ＥＣＣＡ１００５プロセスは、それにもかかわ
らず、たとえば、個別の送信側がチャネルを放棄する場合、続けることができる。Ｄ－Ｃ
ＵＢＳ境界１０５０の後のいつか、ＥＣＣＡ１００５プロセスが成功したと見なされる場
合、送信側は、そのとき、Ｄ－ＣＵＢＳを送信し、送信用チャネルの使用を開始すること
ができる。
【０１４３】
　[0164]図１１は、本開示の様々な態様による、無線フレーム１１０５のいくつかのサブ
フレームに関するより詳細な図１１００を示す。無線フレーム１１０５は、図９を参照し
て上述された無線フレーム９０５の態様の一例であり得る。より具体的には、図１１は、
１つまたは複数の同期信号（たとえば、ｅＰＳＳ、ｅＳＳＳ、またはそれらの組合せ）お
よびｅＣＲＳ信号の周波数および時間における位置を示す。図８を参照して上述されたよ
うに、ｅＰＳＳ信号、ｅＳＳＳ信号、およびｅＣＲＳ信号は、８０ｍｓごとにＤ－ＣＥＴ
フレーム内のサブフレーム０内で送信され得る。加えて、これらの信号は、ＥＣＣＡの成
功に基づいて非ＣＥＴサブフレームの間に日和見的に供給され得る、すなわち、それらは
、図１０を参照して上述されたように、送信側がチャネルを取得することに成功した非Ｃ
ＥＴサブフレーム内で供給され得る。
【０１４４】
　[0165]図１１に示されたように、一例では、ｅＰＳＳ、ｅＳＳＳ、およびｅＣＲＳは、
サブフレーム０および５（ｍｏｄ１０）内で日和見的に供給される場合がある。各サブフ
レームは、１４個のＯＦＤＭシンボル１１１０を含む場合がある。より詳細には、図１１
は、ｅＰＳＳがサブフレーム０および／または５（ｍｏｄ１０）のシンボル０の中の６個
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の中央のリソースブロック（ＲＢ）内で供給され、ｅＳＳＳがサブフレーム０および／ま
たは５（ｍｏｄ１０）のシンボル１の中の６個の中央のＲＢ内で供給され、いくつかの例
では、ｅＰＳＳおよびｅＳＳＳがシンボル、スロット、および／または無線フレーム境界
情報とともにＰＣＩを供給することを示す。図１１は、ｅＣＲＳが拡張物理ダウンリンク
制御チャネル（ｅＰＤＣＣＨ）、拡張物理ダウンリンク共有チャネル（ｅＰＤＳＣＨ）、
および拡張物理マルチキャストチャネル（ｅＰＭＣＨ）とともに、サブフレーム０および
／または５（ｍｏｄ１０）のシンボル０、１、７、および８の中で供給され、いくつかの
例では、これらの構成要素がそれらのシンボル１１１０内のコンポーネントキャリア全体
に及び、ｅＣＲＳがＰＣＩ情報を供給することも示す。いくつかの例では、ｅＣＲＳは、
システムフレーム番号（ＳＦＮ）のタイミングを暗黙的に示すことができ、その結果、Ｕ
Ｅは、ｅＣＲＳのシーケンスの周期性に基づいてＳＦＮのタイミングを決定することがで
きる。ｅＣＲＳのシーケンスは、いくつかの例では（たとえば、スタンドアロンモードで
は）、８０ｍｓの周期性を有する場合があり、無線フレーム内のサブフレーム１～４、６
～９においてパンクチャされる場合がある。サブフレームの他のＯＦＤＭシンボル１１１
０（すなわち、シンボル２～６および９～１３）において、ｅＰＤＣＣＨ、ｅＰＤＳＣＨ
、およびｅＰＭＣＨの情報は、コンポーネントキャリアを介して供給され得る。
【０１４５】
　[0166]図１２は、本開示の様々な態様による、図９を参照して上述された無線フレーム
の間のＤ－ＣＵＢＳの送信に関するより詳細な図１２００を示す。図１２に示されたよう
に、Ｄ－ＣＵＢＳ１２３５は、コンポーネントキャリアの全帯域幅を介して供給され得る
。基地局（たとえば、ｅＮＢ）の観点から、Ｄ－ＣＵＢＳ１２３５は、時間的に可変の位
置において、たとえば、ＥＣＣＡが成功するや否や、供給され得る。ＵＥの観点から、Ｄ
－ＣＵＢＳは、候補のサブフレームのシンボル１３（すなわち、最終シンボル１２１０）
において常に供給され得る。Ｄ－ＣＵＢＳのシーケンスは、セル固有ｅＣＲＳシーケンス
に基づく場合があり、Ｄ－ＣＵＢＳは、変化する可能性がある無線フレーム内のＤＬ対Ｕ
Ｌ比に関する情報を含む場合がある。代替として、この情報は、Ｄ－ＣＵＢＳ内に含まれ
ない場合、Ｄ－ＣＵＢＳと同じシンボル１２１０内で供給される場合がある。いくつかの
例では、ＵＥの実装形態は、チャネル状態情報（ＣＳＩ）、測定値などのためにＤ－ＣＵ
ＢＳを使用できることにも留意されたい。
【０１４６】
　[0167]まだ図１２を参照すると、いくつかの例では、ＵＥは、サブフレームまたはスロ
ットの最終シンボル１２１０の間のＣＵＢＳの存在を、検出されたＣＵＢＳに基づいて次
の（すなわち、後続の）サブフレームまたはスロット内でダウンリンクデータが送信され
ることを示すと解釈することができる。それに応じて、ＵＥは、最終シンボル１２１０内
のＣＵＢＳを検出後、次のサブフレームまたはスロット内でダウンリンクデータを受信す
る準備をすることができる。ＵＥは、同じくまたは代替として、検出されたＣＵＢＳに基
づいてＴＤＤ無線フレームのダウンリンク（ＤＬ）対アップリンク（ＵＬ）比を決定する
ことができる－たとえば、ＤＬ対ＵＰ比は、いくつかの例では、無線フレーム内のサブフ
レームまたはスロットの位置に基づいて決定される場合がある。
【０１４７】
　[0168]図１３は、本開示の様々な態様による、無線フレーム１３０５のいくつかのサブ
フレームの別のタイミング図を示す図１３００を示す。図１３に示されたように、ｅＰＤ
ＣＣＨ１３２０、ｅＰＤＳＣＨ、およびｅＰＭＣＨは、１ｍｓのサブフレーム全体に及ぶ
場合がある（ｅＣＲＳ、ｅＰＳＳ、およびｅＳＳＳは簡単のために図１３に示されていな
い）。いくつかの例では、復調に基づくＵＥ固有基準信号（ＵＥＲＳ）は、ｅＰＤＣＣＨ
１３２０、ｅＰＤＳＣＨ、およびｅＰＭＣＨのために使用される場合がある。ＵＥＲＳパ
ターンは、ｅＰＤＣＣＨおよびｅＰＤＳＣＨ用のＴＭ１０パターン上に構築され得るし、
追加のトーンは、場合によってはＮｔ推定に使用される。
【０１４８】
　[0169]図８～図１３は、全体的に、ワイヤレス通信のダウンリンク部分用のプロセスを
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記載したが、記載された多くの概念は、ワイヤレス通信の対応するアップリンク部分にも
適用可能であることが諒解されよう。たとえば、図８および図９を参照して記載されたＣ
ＥＴ手順およびＥＣＣＡ手順は、アップリンク送信にも適用可能である。次に図１４を参
照すると、アップリンクＣＥＴ（Ｕ－ＣＥＴ）１４１０サブフレームを示す図１４００を
示す。Ｕ－ＣＥＴ１４１０は、たとえば、スケジューリング要求（ｅＳＲ）、サウンディ
ング基準信号（ｅＳＲＳ）などを含む場合があり、物理アップリンク制御チャネル（ｅＰ
ＵＣＣＨ）上、物理ランダムアクセスチャネル（ｅＰＲＡＣＨ）上などで送信され得る。
いくつかの例では、Ｕ－ＣＥＴタイミングは、受信されたダウンリンクＣＥＴ（Ｄ－ＣＥ
Ｔ）１４０５のタイミングに基づく場合がある。たとえば、ＵＥは、Ｄ－ＣＥＴ１４０５
を受信することができ、Ｄ－ＣＥＴ１４０５のタイミングを決定することができ、次いで
、決定されたＤ－ＣＥＴ１４０５のタイミングに基づいてＵ－ＣＥＴ１４１０を送信する
ことができる。Ｕ－ＣＥＴ１４１０のタイミングは、いくつかの例では、決定されたＤ－
ＣＥＴ１４０５のタイミングに基づく場合があり（たとえば、Ｕ－ＣＥＴ１４１０のタイ
ミングはＤ－ＣＥＴ１４０５とＵ－ＣＥＴ１４１０との間の固定オフセットに基づく場合
があり）、ならびに／または、Ｄ－ＣＥＴ１４０５は、Ｕ－ＣＥＴ１４１０がいつ送信さ
れるべきか、およびＵ－ＣＥＴ１４１０が従うべきフォーマットに関する情報を提供する
ことができる。
【０１４９】
　[0170]まだ図１４を参照すると、いくつかの例では、ＣＣＡが送信側によって要求され
ない場合があり、Ｕ－ＣＥＴ１４１０は、いかなるデータもなしに、制御および他のシグ
ナリングのみを含む場合がある。図１４に示されたように、いくつかの例では、Ｕ－ＣＥ
Ｔ１４１０は、上述されたＤ－ＣＥＴ１４０５と同様に、関係するコンポーネントキャリ
アの全帯域幅に及ぶ場合がある。
【０１５０】
　[0171]図１５は、図１４からのＵ－ＣＥＴ１４１０の１つの拡大されたインターレース
の図１５００を示す。図１５に示されたように、インターレースのシンボル（１５０５）
０は、ｅＳＲＳおよび／またはｅＳＲ用のリソース要素（ＲＥ）であり得るし、シンボル
（１５０５）３および１０は、ｅＰＲＡＣＨおよび／またはｅＰＵＣＣＨ用の復調基準信
号（ＤＭ－ＲＳ）ＲＥであり得るし、残りのシンボル１５０５は、ｅＰＲＡＣＨ、ｅＰＵ
ＣＣＨ用のデータＲＥである。図１５は、Ｕ－ＣＥＴが１ｍｓの持続時間を有することが
できることも示す。
【０１５１】
　[0172]いくつかの例では、まだ図１５を参照すると、ランダムアクセスメッセージ（た
とえば、ＲＲＣ接続要求、ＲＲＣ再構成メッセージなど）は、ワイヤレスデバイス（たと
えば、ＵＥ）によって生成され、Ｕ－ＣＥＴ１４１０の間の保証されたランダムアクセス
送信機会において免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信される場合がある。い
くつかの例では、そのようなランダムアクセスメッセージは、ＵＥにセルアクセス用の機
構を提供するために、スタンドアロンモードのみで（たとえば、キャリアアグリゲーショ
ンモードではなく）可能にされる場合がある。ランダムアクセスメッセージは、免許不要
無線周波数スペクトル帯域に関連付けられたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ場
合がある、ランダムアクセスチャネル（たとえば、ｅＰＲＡＣＨ）を介して送信され得る
。いくつかの例では、ランダムアクセスメッセージは、ランダムアクセスメッセージを送
信するための１つまたは複数の受信されたアクセスパラメータに基づいて送信される場合
がある。たとえば、パラメータは、（図８を参照して上述された）ｅＳＩＢ内で受信され
る場合があり、パラメータは、保証されたランダムアクセス送信機会を識別するパラメー
タ、日和見的なランダムアクセス送信機会を識別するパラメータなどのうちの１つまたは
複数を含む。保証されたランダムアクセス送信機会は、無線フレーム０（ｍｏｄ８）内で
利用可能であり得るし、日和見的なランダムアクセス送信は、上述されたＥＣＣＡ手順に
よって決定されたチャネルの利用可能性に基づいて、他のフレームまたはサブフレーム内
で利用可能であり得る。
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【０１５２】
　[0173]図１６は、ランダムアクセスチャネルに対応する図１６００を示す。ランダムア
クセスチャネルは、マルチクラスタ、ＳＣ－ＦＤＭＡ構造を有することができ、リソース
ブロック（ＲＢ）レベルはインターリーブされ、周波数において一様に離間している。各
ｅＰＲＡＣＨは、インターレース１６０５または１０個のＲＢ１６１０に及ぶ場合がある
。いくつかの例では、ＵＥは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数領域イ
ンターレースのうちの１つを選択することができ、周波数領域インターレースの各々は、
ランダムアクセスチャネル（たとえば、ｅＰＲＡＣＨ）に関連付けられる。インターレー
ス１６０５の選択は、ランダムに行われ、および／または受信されたアクセスパラメータ
に基づく場合がある（たとえば、ｅＳＩＢは利用可能なｅＰＲＡＣＨインターレースを通
知することができる）。ＵＥは、選択されたインターレース１６０５を介してランダムア
クセスメッセージを送信することもでき、いくつかの例では、Ｕ－ＣＥＴサブフレームの
間、または成功したＥＣＣＡ手順に続く非ＣＥＴフレームの間にそうすることができる。
ランダムアクセスメッセージは、たとえば、ＲＲＣ接続要求、ＲＲＣ再構成要求などであ
り得る。
【０１５３】
　[0174]次に図１７に示された図１７００を参照し、図９に示された無線フレーム９０５
、および図１０に示されたＥＣＣＡサブフレーム１０３０を再び参照して、アップリンク
送信用のＥＣＣＡ手順が次に記載される。上述されたように、アップリンク送信用のＥＣ
ＣＡ手順は、全体的に、ダウンリンク送信用のＥＣＣＡ手順と同様である。たとえば、ダ
ウンリンクＥＣＣＡ内のカウンタと同じである場合も、同じでない場合もあり、上述され
たｅＳＩＢ内で通知され得る、フレーム／サブフレーム固有ＥＣＣＡカウンタＮが存在す
る場合がある。アップリンクＥＣＣＡ手順は、図１０を参照して上述されたように、エネ
ルギーしきい値、ガード期間などを含む場合もある。しかしながら、図１７において、Ｕ
－ＣＵＢＳ１７３５の送信は、いくつかの例では、（図１０の）Ｄ－ＣＵＢＳ１０３５の
送信とは異なる場合がある。たとえば、図１７に示されたように、Ｕ－ＣＵＢＳ１７３５
は、いくつかの例では、ｅＰＵＳＣＨまたはｅＰＵＣＣＨ用のスケジュールされたインタ
ーレース１７１０内でのみ送信され得るし、他のスケジュールされていないインターレー
ス１７１５内では送信されない。さらに、場合によっては、スケジュールされたＵＥのみ
が、Ｕ－ＣＵＢＳ１７３５を送信することを許可され得るが、スケジュールされていない
ＵＥは、前の無線フレームからの保留中ＥＣＣＡの実施を続ける。
【０１５４】
　[0175]図１８は、アップリンクＳＣ－ＦＤＭＡ送信において使用するための１つの拡大
されたインターレース１８０５の図１８００を示す。図１８に示されたように、ｅＰＵＳ
ＣＨおよび／またはｅＰＵＣＣＨ用のＤＭ－ＲＳのＲＥは、シンボル（１８１０）３およ
び１０の間にインターレース１８０５の１２個のリソース要素すべてを介して送信され、
ｅＰＵＳＣＨおよび／またはｅＰＵＣＣＨ用のデータＲＥは、他のシンボル１８１０の間
に送信される。図１９は、アップリンクＯＦＤＭＡ送信において使用するための１つの拡
大されたインターレース１９０５の図１９００を示す。図１９に示されたように、ｅＰＵ
ＳＣＨ用のＤＭ－ＲＳのＲＥは、シンボル（１９１０）５～６および１２～１３の間に１
２個のリソース要素のサブセットのみを介して送信され、データＲＥは、それらのシンボ
ル１９１０の間に、および他のシンボル１９１０の間にも、リソース要素の残りを介して
送信される。
【０１５５】
　[0176]図１８と図１９の両方を参照すると、いくつかの例では、ＯＦＤＭＡは、より高
い変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）ならびにＭＩＭＯ－ＵＥ能力の故に、アップリ
ンク送信に使用される場合がある。これらの例では、ダウンリンクおよりアップリンクの
波形は対称的であり得る（すなわち、通信リンクのアップリンク送信モードは、通信リン
クのダウンリンク送信モードに一致する場合がある）。ＯＦＤＭＡまたはＳＣ－ＦＤＭＡ
のどちらがアップリンク送信に使用されるべきかを決定するために、免許不要無線周波数
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スペクトル帯域を介する通信リンクに関連付けられた１組のチャネルパラメータは、識別
され、１組のパラメータに基づく場合があり、送信側は、ＯＦＤＭＡ送信モードとＳＣ－
ＦＤＭＡ送信モードとの間を選択することができる。たとえば、通信リンクがＭＩＭＯ用
に構成されていることをパラメータが示す場合、ある特定のタイプの送信モード（たとえ
ば、ＯＦＤＭＡ）が使用され得る。別の例として、通信リンク用の変調およびコーディン
グ方式がしきい値よりも大きいことをパラメータが示す場合、ある特定のタイプの送信モ
ード（たとえば、ＯＦＤＭＡ）が使用され得る。
【０１５６】
　[0177]図２０は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２０００を示す。フローチャート２０００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５またはその構成要素によって実装され
得る。いくつかの例では、フローチャート２０００のブロックは、図４、図５、および／
または図３９を参照して記載されるコントローラモジュール４１０、５１０、および／ま
たは３９１０によって実施される場合がある。
【０１５７】
　[0178]ブロック２００５において、基地局は、基地局に関する複数のパラメータを備え
るシステム情報ブロックを生成することができ、パラメータは、少なくとも１つのＬＢＴ
パラメータと、少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子と
を備える。いくつかの例では、ブロック２００５の機能は、図５を参照して上述されたＳ
ＩＢモジュール５５０によって実施される場合がある。
【０１５８】
　[0179]ブロック２０１０において、基地局は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介
してシステム情報ブロックを送信することができる。いくつかの例では、ブロック２０１
０の機能は、図５を参照して上述されたＳＩＢモジュール５５０によって実施される場合
がある。
【０１５９】
　[0180]フローチャート２０００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１６０】
　[0181]図２１は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２１００を示す。フローチャート２１００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート２１００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０１６１】
　[0182]ブロック２１０５において、ＵＥは、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介し
てシステム情報ブロックを受信することができ、システム情報ブロックは基地局に関する
複数のパラメータを備え、パラメータは、少なくとも１つのＬＢＴパラメータと、少なく
とも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを備える。いくつかの
例では、ブロック２１０５の機能は、図７を参照して上述されたＳＩＢモジュール７５０
によって実施される場合がある。
【０１６２】
　[0183]フローチャート２１００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１６３】
　[0184]図２２は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２２００を示す。フローチャート２２００の機能は、図１、図２、図４、図５
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、および図３９を参照して記載される基地局１０５またはその構成要素によって実装され
得る。いくつかの例では、フローチャート２２００のブロックは、図４、図５、および／
または図３９を参照して記載されるコントローラモジュール４１０、５１０、および／ま
たは３９１０によって実施される場合がある。
【０１６４】
　[0185]ブロック２２０５において、基地局は、基地局に関する複数のパラメータを備え
るシステム情報ブロックを生成することができる。いくつかの例では、ブロック２２０５
の機能は、図５を参照して上述されたＳＩＢモジュール５５０によって実施される場合が
ある。
【０１６５】
　[0186]ブロック２２１０において、基地局は、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフレ
ームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してシステム情報ブロックを送信する
ことができる。いくつかの例では、ブロック２２１０の機能は、図５を参照して上述され
たＳＩＢモジュール５５０によって実施される場合がある。
【０１６６】
　[0187]フローチャート２２００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１６７】
　[0188]図２３は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２３００を示す。フローチャート２３００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート２３００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０１６８】
　[0189]ブロック２３０５において、ＵＥは、基地局に関する複数のパラメータを備える
システム情報ブロックを受信することができ、システム情報ブロックは、基地局に関連付
けられたＣＥＴサブフレームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して受信され
る。いくつかの例では、ブロック２３０５の機能は、図７を参照して上述されたＳＩＢモ
ジュール７５０によって実施される場合がある。
【０１６９】
　[0190]フローチャート２３００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１７０】
　[0191]図２４は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２４００を示す。フローチャート２４００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５またはその構成要素によって実装され
得る。いくつかの例では、フローチャート２４００のブロックは、図４、図５、および／
または図３９を参照して記載されるコントローラモジュール４１０、５１０、および／ま
たは３９１０によって実施される場合がある。
【０１７１】
　[0192]ブロック２４０５において、基地局は、基地局に関する複数のパラメータを備え
るシステム情報ブロックを生成することができ、システム情報ブロックは、免許不要無線
周波数スペクトル帯域に関連付けられたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ。いく
つかの例では、ブロック２４０５の機能は、図５を参照して上述されたＳＩＢモジュール
５５０によって実施される場合がある。
【０１７２】
　[0193]ブロック２４１０において、基地局は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介
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してシステム情報ブロックを送信することができる。いくつかの例では、ブロック２４１
０の機能は、図５を参照して上述されたＳＩＢモジュール５５０によって実施される場合
がある。
【０１７３】
　[0194]フローチャート２４００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１７４】
　[0195]図２５は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２５００を示す。フローチャート２５００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート２５００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０１７５】
　[0196]ブロック２５０５において、ＵＥは、基地局に関する複数のパラメータを備える
システム情報ブロックを受信することができ、システム情報ブロックは、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を介して受信され、システム情報ブロックの送信は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域に関連付けられたコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ。いくつ
かの例では、ブロック２５０５の機能は、図７を参照して上述されたＳＩＢモジュール７
５０によって実施される場合がある。
【０１７６】
　[0197]フローチャート２５００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１７７】
　[0198]図２６は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２６００を示す。フローチャート２６００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５もしくはその構成要素によって、また
は図１、図２、図６、図７、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５もしくはその
構成要素によって実装され得る。いくつかの例では、フローチャート２６００のブロック
は、図４～図７を参照して記載されるコントローラモジュール４１０、５１０、６１０、
または７１０によって実施される場合がある。
【０１７８】
　[0199]ブロック２６０５において、ワイヤレスデバイスは、免許不要無線周波数スペク
トル帯域上でのＥＣＣＡの実施に成功した後、ＣＵＢＳ境界の前に、アイドル状態を維持
することができる。いくつかの例では、ブロック２６０５の機能は、図５および図７を参
照して上述されたＥＣＣＡモジュール５１５または７１５によって実施される場合がある
。
【０１７９】
　[0200]ブロック２６１０において、ワイヤレスデバイスは、ＣＵＢＳ境界の直前の免許
不要無線周波数スペクトル帯域上で単一のＣＣＡを実施することができる。いくつかの例
では、ブロック２６１０の機能は、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡモジュ
ール５１５または７１５によって実施される場合がある。
【０１８０】
　[0201]ブロック２６１５において、ワイヤレスデバイスは、単一のＣＣＡが成功すると
、ＣＵＢＳ境界においてＣＵＢＳを送信することができる。いくつかの例では、ブロック
２６１５の機能は、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡモジュール５１５また
は７１５によって実施される場合がある。
【０１８１】
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　[0202]フローチャート２６００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１８２】
　[0203]図２７は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２７００を示す。フローチャート２７００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５もしくはその構成要素によって、また
は図１、図２、図６、図７、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５もしくはその
構成要素によって実装され得る。いくつかの例では、フローチャート２７００のブロック
は、図４～図７、図３９、および図４０を参照して記載されるコントローラモジュール４
１０、５１０、６１０、７１０、３９１０、または４０１０によって実施される場合があ
る。
【０１８３】
　[0204]ブロック２７０５において、ワイヤレスデバイスは、免許不要無線周波数スペク
トル帯域上でワイヤレスデバイスによって実施されたＥＣＣＡが、ＣＵＢＳ境界において
成功しなかったと決定することができる。いくつかの例では、ブロック２７０５の機能は
、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡモジュール５１５または７１５によって
実施される場合がある。
【０１８４】
　[0205]ブロック２７１０において、ワイヤレスデバイスは、その決定に応答して、ＣＵ
ＢＳ境界に続く免許不要無線周波数スペクトル帯域上でのＥＣＣＡの実施を続けることが
できる。いくつかの例では、ブロック２７１０の機能は、図５および図７を参照して上述
されたＥＣＣＡモジュール５１５または７１５によって実施される場合がある。
【０１８５】
　[0206]ブロック２７１５において、ワイヤレスデバイスは、ＥＣＣＡが成功すると、免
許不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信することができる。いくつかの例では、ブ
ロック２７１５の機能は、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡモジュール５１
５または７１５によって実施される場合がある。
【０１８６】
　[0207]フローチャート２７００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１８７】
　[0208]図２８は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２８００を示す。フローチャート２８００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５もしくはその構成要素によって、また
は図１、図２、図６、図７、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５もしくはその
構成要素によって実装され得る。いくつかの例では、フローチャート２８００のブロック
は、図４～図７、図３９、および図４０を参照して記載されるコントローラモジュール４
１０、５１０、６１０、７１０、３９１０、または４０１０によって実施される場合があ
る。
【０１８８】
　[0209]ブロック２８０５において、ワイヤレスデバイスは、無線フレーム識別子および
サブフレーム識別子に基づいて、ＥＣＣＡしきい値を決定することができる。いくつかの
例では、ブロック２８０５の機能は、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡモジ
ュール５１５または７１５によって実施される場合がある。
【０１８９】
　[0210]ブロック２８１０において、ワイヤレスデバイスは、免許不要無線周波数スペク
トル帯域上でＥＣＣＡを実施することができ、ＥＣＣＡは複数のＣＣＡを備える。いくつ
かの例では、ブロック２８１０の機能は、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡ
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モジュール５１５または７１５によって実施される場合がある。少なくともいくつかのＣ
ＣＡが成功した場合、ＥＣＣＡは成功であり得るし、ＣＣＡの数はＥＣＣＡしきい値に基
づく。いくつかの例では、ブロック２８１５の機能は、図５および図７を参照して上述さ
れたＥＣＣＡモジュール５１５または７１５によって実施される場合がある。
【０１９０】
　[0211]フローチャート２８００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１９１】
　[0212]図２９は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート２９００を示す。フローチャート２９００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５もしくはその構成要素によって、また
は図１、図２、図６、図７、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５もしくはその
構成要素によって実装され得る。いくつかの例では、フローチャート２９００のブロック
は、図４～図７、図３９、および図４０を参照して記載されるコントローラモジュール４
１０、５１０、６１０、７１０、３９１０、または４０１０によって実施される場合があ
る。
【０１９２】
　[0213]ブロック２９０５において、ワイヤレスデバイスは、免許不要無線周波数スペク
トル帯域上でのＥＣＣＡの実施に成功することができる。いくつかの例では、ブロック２
９０５の機能は、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡモジュール５１５または
７１５によって実施される場合がある。
【０１９３】
　[0214]ブロック２９１０において、デバイスは、無線フレームのサブフレーム境界また
は無線フレームのスロット境界のうちの少なくとも１つまで、免許不要無線周波数スペク
トル帯域を介する送信を遅延させることができる。いくつかの例では、ブロック２９１０
の機能は、図５および図７を参照して上述されたＥＣＣＡモジュール５１５または７１５
によって実施される場合がある。
【０１９４】
　[0215]フローチャート２９００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１９５】
　[0216]図３０は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３０００を示す。フローチャート３０００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５またはその構成要素によって実装され
得る。いくつかの例では、フローチャート３０００のブロックは、図４、図５、および／
または図３９を参照して記載されるコントローラモジュール４１０、５１０、および／ま
たは３９１０によって実施される場合がある。
【０１９６】
　[0217]ブロック３００５において、基地局は、同期信号を生成することができる。いく
つかの例では、ブロック３００５の機能は、図５を参照して上述された同期信号モジュー
ル５２０によって実施される場合がある。
【０１９７】
　[0218]ブロック３０１０において、基地局は、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフレ
ームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して同期信号を送信することができる
。いくつかの例では、ブロック３０１０の機能は、図５を参照して上述された同期信号モ
ジュール５２０によって実施される場合がある。
【０１９８】
　[0219]フローチャート３０００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
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動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１９９】
　[0220]図３１は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３１００を示す。フローチャート３１００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート３１００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０２００】
　[0221]ブロック３１０５において、ＵＥは、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフレー
ムの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して同期信号を受信することができる。
いくつかの例では、ブロック３１０５の機能は、図７を参照して上述された同期信号モジ
ュール７２０によって実施される場合がある。
【０２０１】
　[0222]フローチャート３１００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２０２】
　[0223]図３２は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３２００を示す。フローチャート３２００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５またはその構成要素によって実装され
得る。いくつかの例では、フローチャート３２００のブロックは、図４、図５、および／
または図３９を参照して記載されるコントローラモジュール４１０、５１０、および／ま
たは３９１０によって実施される場合がある。
【０２０３】
　[0224]ブロック３２０５において、基地局は、セル固有基準信号を生成することができ
る。いくつかの例では、ブロック３２０５の機能は、図５を参照して上述された基準信号
モジュール５２５によって実施される場合がある。
【０２０４】
　[0225]ブロック３２１０において、基地局は、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフレ
ームの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してセル固有基準信号を送信すること
ができる。いくつかの例では、ブロック３２１０の機能は、図５を参照して上述された基
準信号モジュール５２５によって実施される場合がある。
【０２０５】
　[0226]フローチャート３２００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２０６】
　[0227]図３３は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３３００を示す。フローチャート３３００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート３３００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０２０７】
　[0228]ブロック３３０５において、ＵＥは、基地局に関連付けられたＣＥＴサブフレー
ムの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してセル固有基準信号を受信することが
できる。いくつかの例では、ブロック３３０５の機能は、図７を参照して上述された基準
信号モジュール７２５によって実施される場合がある。
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【０２０８】
　[0229]フローチャート３３００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２０９】
　[0230]図３４は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３４００を示す。フローチャート３４００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート３４００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０２１０】
　[0231]ブロック３４０５において、ＵＥは、サブフレームまたはスロットの最終シンボ
ルの間の免許不要無線周波数スペクトル帯域上でダウンリンクＣＵＢＳを検出することが
できる。いくつかの例では、ブロック３４０５の機能は、図７を参照して上述されたＤ＿
ＣＵＢＳモジュール７３０によって実施される場合がある。
【０２１１】
　[0232]ブロック３４１０において、ＵＥは、検出されたＣＵＢＳに基づいて、次のサブ
フレームまたはスロット内でダウンリンクデータが送信されると決定することができる。
いくつかの例では、ブロック３４１０の機能は、図７を参照して上述されたＤ＿ＣＵＢＳ
モジュール７３０によって実施される場合がある。
【０２１２】
　[0233]ブロック３４１５において、ＵＥは、次のサブフレームまたはスロット内でダウ
ンリンクデータを受信することができる。いくつかの例では、ブロック３４１５の機能は
、図７を参照して上述されたＤ＿ＣＵＢＳモジュール７３０および／または受信機６０５
によって実施される場合がある。
【０２１３】
　[0234]フローチャート３４００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２１４】
　[0235]図３５は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３５００を示す。フローチャート３５００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート３５００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０２１５】
　[0236]ブロック３５０５において、ＵＥは、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介し
てダウンリンクＣＥＴを受信することができる。いくつかの例では、ブロック３５０５の
機能は、図７を参照して上述されたアップリンクＣＥＴタイミングモジュール７３５およ
び／または受信機６０５によって実施される場合がある。
【０２１６】
　[0237]ブロック３５１０において、ＵＥは、ダウンリンクＣＥＴのタイミングを決定す
ることができる。いくつかの例では、ブロック３５１０の機能は、図７を参照して上述さ
れたアップリンクＣＥＴタイミングモジュール７３５によって実施される場合がある。
【０２１７】
　[0238]ブロック３５１５において、ＵＥは、決定されたダウンリンクＣＥＴのタイミン
グに従って、アップリンクＣＥＴを送信することができる。いくつかの例では、ブロック
３５１５の機能は、図７を参照して上述されたアップリンクＣＥＴタイミングモジュール



(43) JP 6388966 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

７３５および／または送信機６１５によって実施される場合がある。
【０２１８】
　[0239]フローチャート３５００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２１９】
　[0240]図３６は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３６００を示す。フローチャート３６００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５もしくはその構成要素によって、また
は図１、図２、図６、図７、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５もしくはその
構成要素によって実装され得る。いくつかの例では、フローチャート３６００のブロック
は、図４～図７、図３９、および図４０を参照して記載されるコントローラモジュール４
１０、５１０、６１０、７１０、３９１０、または４０１０によって実施される場合があ
る。
【０２２０】
　[0241]ブロック３６０５において、ワイヤレスデバイスは、ランダムアクセスメッセー
ジを生成することができる。いくつかの例では、ブロック３６０５の機能は、図５および
図７を参照して上述されたランダムアクセスモジュール５３０または７４０によって実施
される場合がある。
【０２２１】
　[0242]ブロック３６１０において、ワイヤレスデバイスは、ＣＥＴの間の保証されたラ
ンダムアクセス送信機会において、免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してランダム
アクセスメッセージを送信することができる。いくつかの例では、ブロック３６１０の機
能は、図５および図７を参照して上述されたランダムアクセスモジュール５３０または７
４０によって実施される場合がある。
【０２２２】
　[0243]フローチャート３６００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２２３】
　[0244]図３７は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３７００を示す。フローチャート３７００の機能は、図１、図２、図４、図５
、および図３９を参照して記載される基地局１０５もしくはその構成要素によって、また
は図１、図２、図６、図７、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５もしくはその
構成要素によって実装され得る。いくつかの例では、フローチャート３７００のブロック
は、図４～図７、図３９、および図４０を参照して記載されるコントローラモジュール４
１０、５１０、６１０、７１０、３９１０、または４０１０によって実施される場合があ
る。
【０２２４】
　[0245]ブロック３７０５において、デバイスは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の
複数の周波数領域インターレースのうちの１つを選択することができ、周波数領域インタ
ーレースの各々は、ランダムアクセスチャネルに関連付けられる。いくつかの例では、ブ
ロック３７０５の機能は、図５および図７を参照して上述されたランダムアクセスモジュ
ール５３０または７４０によって実施される場合がある。
【０２２５】
　[0246]ブロック３７１０において、デバイスは、免許不要無線周波数スペクトル帯域の
選択された周波数領域インターレースを介して、ランダムアクセスメッセージを送信する
ことができる。いくつかの例では、ブロック３７１０の機能は、図５および図７を参照し
て上述されたランダムアクセスモジュール５３０または７４０によって実施される場合が
ある。
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【０２２６】
　[0247]フローチャート３７００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２２７】
　[0248]図３８は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法を示すフロ
ーチャート３８００を示す。フローチャート３８００の機能は、図１、図２、図６、図７
、および図４０を参照して記載されるＵＥ１１５またはその構成要素によって実装され得
る。いくつかの例では、フローチャート３８００のブロックは、図６、図７、および／ま
たは図４０を参照して記載されるコントローラモジュール６１０、７１０、および／また
は４０１０によって実施される場合がある。
【０２２８】
　[0249]ブロック３８０５において、デバイスは、免許不要無線周波数スペクトル帯域を
介する通信リンクに関連付けられた１組のチャネルパラメータを識別することができる。
いくつかの例では、ブロック３８０５の機能は、図７を参照して上述されたアップリンク
送信モードモジュール７４５によって実施される場合がある。
【０２２９】
　[0250]ブロック３８１０において、デバイスは、１組のチャネルパラメータに基づいて
、ＯＦＤＭ送信モードとＳＣ－ＦＤＭＡ送信モードとの間を選択することができる。いく
つかの例では、ブロック３８１０の機能は、図７を参照して上述されたアップリンク送信
モードモジュール７４５によって実施される場合がある。
【０２３０】
　[0251]ブロック３８１５において、デバイスは、選択された送信モードに従って、免許
不要無線周波数スペクトル帯域を介して送信することができる。いくつかの例では、ブロ
ック３８１５の機能は、図７を参照して上述されたアップリンク送信モードモジュール７
４５によって実施される場合がある。
【０２３１】
　[0252]フローチャート３８００の方法は一実装形態にすぎないこと、ならびに本方法の
動作、およびステップは、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
合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２３２】
　[0253]図３９は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
システム３９００の図を示す。システム３９００は、上述された基地局１０５の例であり
得る、基地局１０５－ｄ、３９０５－ａ－１、３９０５－ａ－２を含む。システム３９０
０は、上述されたＵＥ１１５の一例であり得る、ＵＥ１１５－ｄも含む。
【０２３３】
　[0254]基地局１０５－ｄは、アンテナ３９４５と、トランシーバモジュール３９５０と
、メモリ３９８０と、プロセッサモジュール３９７０とを含む場合があり、それらの各々
は、（たとえば、１つまたは複数のバスを介して）互いに、直接的または間接的に通信中
であり得る。トランシーバモジュール３９５０は、ＵＥ１１５－ｄならびに（図３９には
示されていない）他のＵＥと、アンテナ３９４５を介して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３９５０（および／または基地局１０５－ｄの他の構成
要素）はまた、１つまたは複数のネットワークと双方向に通信するように構成され得る。
場合によっては、基地局１０５－ｄは、ネットワーク通信モジュール３９７５を介してコ
アネットワーク１３０－ａおよび／またはコントローラ３９２０と通信することができる
。基地局１０５－ｄは、ｅノードＢ基地局、ホームｅノードＢ基地局、ノードＢ基地局、
および／またはホームノードＢ基地局の一例であり得る。コントローラ３９２０は、基地
局１０５－ｄの中に、場合によってはｅノードＢ基地局などと統合され得る。
【０２３４】
　[0255]基地局１０５－ｄはまた、基地局３９０５－ａ－１および基地局３９０５－ａ－
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２などの他の基地局１０５と通信することができる。基地局１０５－ｄ、３９０５－ａ－
１、３９０５－ａ－２の各々は、様々な無線アクセス技術などの様々なワイヤレス通信技
術を使用して、１つまたは複数のＵＥと通信することができる。場合によっては、基地局
１０５－ｄは、基地局通信モジュール３９６５を利用して、３９０５－ａ－１および／ま
たは３９０５－ａ－２などの他の基地局と通信することができる。いくつかの例では、基
地局通信モジュール３９６５は、基地局１０５－ｄ、３９０５－ａ－１、３９０５－ａ－
２のうちのいくつかの間の通信を実現するために、ＬＴＥワイヤレス通信技術内のＸ２イ
ンターフェースを提供することができる。いくつかの例では、基地局１０５－ｄは、コン
トローラ３９２０および／またはコアネットワーク１３０－ｂを介して、他の基地局と通
信することができる。
【０２３５】
　[0256]メモリ３９８０には、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読取り専用メモ
リ（ＲＯＭ）が含まれ得る。メモリ３９８０はまた、実行されると、本明細書に記載され
た様々な機能（たとえば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど）を
プロセッサモジュール３９７０に実施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３９８５を記憶すること
ができる。代替として、ソフトウェアコード３９８５は、プロセッサモジュール３９７０
によって直接実行可能でない場合があるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、本
明細書に記載された機能をコンピュータに実施させるように構成される場合がある。
【０２３６】
　[0257]プロセッサモジュール３９７０には、インテリジェントハードウェアデバイス、
たとえば、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどが含まれ得る
。トランシーバモジュール３９５０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信用
にアンテナ３９４５に供給し、アンテナ３９４５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む場合がある。基地局１０５－ｄのいくつかの例は単一のアンテ
ナ３９４５を含む場合があるが、基地局１０５－ｄの他の例は、キャリアアグリゲーショ
ンをサポートすることができる複数のリンク用の複数のアンテナ３９４５を含む。たとえ
ば、ＵＥ１１５とのマクロ通信をサポートするために、１つまたは複数のリンクが使用さ
れ得る。
【０２３７】
　[0258]図３９のアーキテクチャによれば、基地局１０５－ｄは、通信管理モジュール３
９６０をさらに含む場合がある。通信管理モジュール３９６０は、他の基地局１０５との
通信を管理することができる。例として、通信管理モジュール３９６０は、バスを介して
基地局１０５－ｄの他の構成要素の一部またはすべてと通信している基地局１０５－ｄの
構成要素であり得る。代替として、通信管理モジュール３９６０の機能は、トランシーバ
モジュール３９５０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３９７０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実装さ
れる場合がある。
【０２３８】
　[0259]図３９の基地局１０５－ｄはコントローラモジュール３９１０も含み、コントロ
ーラモジュール３９１０は、図５を参照して記載されたサブモジュール５０５、５１５、
５２０、５２５、５３０、５５０を含む、図４および図５を参照して上述されたコントロ
ーラモジュール４１０、５１０の一例であり得るし、ならびに／または、それらの機能の
一部もしくはすべてを実装することができる。
【０２３９】
　[0260]図４０は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
システム４０００の図を示す。システム４０００は、上述されたＵＥ１１５の一例であり
得る、ＵＥ１１５－ｅを含む。システム４０００は、上述された基地局１０５の一例であ
り得る、基地局１０５－ｅも含む。
【０２４０】



(46) JP 6388966 B2 2018.9.12

10

20

30

40

50

　[0261]図４０に示されたＵＥ１１５－ｅは、アンテナ４０４０と、トランシーバモジュ
ール４０３５と、プロセッサモジュール４００５と、（ソフトウェア（ＳＷ）４０２０を
含む）メモリ４０１５とを含む場合があり、それらの各々は、（たとえば、１つまたは複
数のバス４０４５を介して）互いに、直接的または間接的に通信することができる。トラ
ンシーバモジュール４０３５は、上述されたように、アンテナ４０４０および／または１
つもしくは複数のワイヤレス通信リンクを介して、１つもしくは複数の基地局１０５－ｅ
、１つもしくは複数のＷＬＡＮアクセスポイント、または他のノードと、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４０３５は、パケットを変調し、変調さ
れたパケットを送信用にアンテナ４０４０に供給し、アンテナ４０４０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む場合がある。ＵＥ１１５－ｅは、いくつ
かの例では単一のアンテナ４０４０を含む場合があるが、ＵＥ１１５－ｅは、代替として
、複数のワイヤレス送信を同時に送信および／または受信することが可能な複数のアンテ
ナ４０４０を有する場合がある。トランシーバモジュール４０３５は、したがって、１つ
もしくは複数の基地局１０５－ｅおよび／または１つもしくは複数の他のアクセスポイン
トと同時に通信することが可能であり得る。
【０２４１】
　[0262]メモリ４０１５には、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭが含まれ得る。メモリ４０１
５は、実行されると、本明細書に記載された様々な機能を実施する（たとえば、オフロー
ディングの決定を行う、および／または実行する）ことをプロセッサモジュール４００５
に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／ファームウェアコード４０２０を記憶することができる。代替として、
ソフトウェア／ファームウェアコード４０２０は、プロセッサモジュール４００５によっ
て直接実行可能でない場合があるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると）本明細
書に記載された機能をコンピュータに実施させるように構成される場合がある。プロセッ
サモジュール４００５には、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などが含まれ得、ＲＡＭおよびＲＯＭが含まれ得る。
【０２４２】
　[0263]ＵＥ１１５－ｅはコントローラモジュール４０１０も含み、コントローラモジュ
ール４０１０は、図７を参照して記載されたサブモジュール７０５、７１５、７２０、７
２５、７３０、７３５、７４０、７４５、７５０を含む、図６および図７を参照して上述
されたコントローラモジュール６１０、７１０の一例であり得るし、ならびに／または、
それらの機能の一部もしくはすべてを実装することができる。
【０２４３】
　[0264]添付の図面とともに上記に記載された発明を実施するための形態は、例を記載し
ており、実装され得るか、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。「
例」および「例示的」という用語は、本明細書で使用されるとき、「例、事例、または例
示として働く」ことを意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利である」ことを意
味するものではない。発明を実施するための形態は、記載される技法の理解をもたらすた
めの具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに
実践され得る。場合によっては、記載される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装置がブロック図の形態で示されている。
【０２４４】
　[0265]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得
る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、
信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子
、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０２４５】
　[0266]本明細書の開示とともに記載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、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェ
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ア構成要素、または本明細書に記載された機能を実施するように設計されたそれらの任意
の組合せを用いて、実装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであ
り得るが、代替として、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、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、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実装され得る。
【０２４６】
　[0267]本明細書に記載された機能は、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に実装され得る。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアに実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令また
はコードとして、非一時的コンピュータ可読媒体に記憶されるか、または非一時的コンピ
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の中にある。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上述さ
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
これらのいずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機
能を実装する特徴はまた、様々な物理的な位置において機能の部分が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にお
いて使用される「または」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」
の列挙が、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち
、ＡおよびＢおよびＣ）を意味するような選言的列挙を示す。
【０２４７】
　[0268]コンピュータ可読媒体は、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、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記
憶媒体は、汎用コンピュータ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利
用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、電気的消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、コンパクト
ディスクＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレ
ージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態の所望
のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得るし、汎用コンピュータ
もしくは専用コンピュータ、または汎用プロセッサ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。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、光ファイバケ
ーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマ
イクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモート
ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、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。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、ＣＤ（disc）、レ
ーザディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（di
sc）（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。
【０２４８】
　[0269]本明細書に記載された技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用され得る
。「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。Ｃ
ＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）な
どの無線技術を実装することができる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００規格と、Ｉ
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Ｓ－９５規格と、ＩＳ－８５６規格とをカバーする。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－８５
６）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、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳ
Ｍ（登録商標））などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、ウル
トラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８
０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥ
Ｅ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装することがで
きる。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。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション
（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴ
Ｓの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、
およびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する組織
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
細書に記載された技法は、上述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
よび無線技術に使用され得る。しかしながら、下記の説明は、例としてＬＴＥシステムを
記載し、下記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の適用
例以外に適用可能である。
【０２４９】
　[0270]本開示の前の説明は、当業者が本開示を作成または使用することが可能になるよ
うに提供される。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、本明細書にお
いて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、例ま
たは事例を示すものであり、言及された例についてのいかなる選好も暗示または要求しな
い。したがって、本開示は、本明細書に記載された例および設計に限定されるべきでなく
、本明細書で開示された原理および新規の特徴に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］
　基地局に関する複数のパラメータを備えるシステム情報ブロックを生成することと、こ
こにおいて、前記複数のパラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢ
Ｔ）パラメータと、少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別
子とを備える、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して前記システム情報ブロックを送信すること
と
を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２］
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して送信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記ＣＥＴサブフレームが周期的であり、前記システム情報ブロックを送信することが
、
　前記ＣＥＴの各インスタンスにおいて前記システム情報ブロックを送信すること
を備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　日和見的なシステム情報ブロック送信に関連付けられた非ＣＥＴサブフレームより前に
ＣＣＡを実施することと、
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　前記ＣＣＡが成功すると、前記非ＣＥＴサブフレーム上で前記システム情報ブロックを
送信することと
をさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータを動的に修正することと、
　次のＣＥＴサブフレームにおいて前記システム情報ブロックの更新バージョンを送信す
ることと
をさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ６］
　様々な時間間隔で前記システム情報ブロックの様々な冗長バージョンを送信することを
さらに備える、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記少なくとも１つのセル識別子が、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別子、セル
グローバル識別子（ＣＧＩ）、およびそれらの組合せから構成されるグループから選択さ
れる、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータが、拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）カウンタパラメー
タ、ＣＣＡエネルギーしきい値、基地局再同期用のガード期間、およびそれらの組合せか
ら構成されるグループから選択される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記少なくとも１つの無線フレーム識別子が、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を備え
る、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記基地局におけるＥＣＣＡ手順が、ユニキャスト送信およびブロードキャスト送信に
ついて同一である、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記システム情報ブロックが、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられ
たコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してシステム情報ブロックを受信すること
を備え、
　前記システム情報ブロックが、基地局に関する複数のパラメータを備え、前記複数のパ
ラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）パラメータと、少なく
とも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを備える、
ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ１３］
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して受信される、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記システム情報ブロック内で受信された前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータに基
づいて、ＬＢＴ動作を調整すること
をさらに備える、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１５］
　様々な時間間隔で前記システム情報ブロックの様々な冗長バージョンを受信することを
さらに備える、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも１つのセル識別子が、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別子、セル
グローバル識別子（ＣＧＩ）、およびそれらの組合せから構成されるグループから選択さ
れる、Ｃ１２に記載の方法。
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［Ｃ１７］
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータが、拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）カウンタパラメー
タ、ＣＣＡエネルギーしきい値、基地局再同期用のガード期間、およびそれらの組合せか
ら構成されるグループから選択される、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記少なくとも１つの無線フレーム識別子が、システムフレーム番号（ＳＦＮ）を備え
る、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記システム情報ブロックが、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域に関連付けられ
たコンポーネントキャリアの全帯域幅に及ぶ、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ２０］
　基地局に関する複数のパラメータを備えるシステム情報ブロックを生成するための手段
と、ここにおいて、前記複数のパラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク
（ＬＢＴ）パラメータと、少なくとも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレー
ム識別子とを備える、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域を介して前記システム情報ブロックを送信するため
の手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ２１］
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して送信される、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記ＣＥＴサブフレームが周期的であり、前記システム情報ブロックを送信するように
構成された前記プロセッサが、
　前記ＣＥＴの各インスタンスにおいて前記システム情報ブロックを送信すること
を行うように構成された前記プロセッサを備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］
　日和見的なシステム情報ブロック送信に関連付けられた非ＣＥＴサブフレームより前に
ＣＣＡを実施するための手段と、
　前記ＣＣＡが成功すると、前記非ＣＥＴサブフレーム上で前記システム情報ブロックを
送信するための手段と
をさらに備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータを動的に修正するための手段と、
　次のＣＥＴサブフレームにおいて前記システム情報ブロックの更新バージョンを送信す
るための手段と
をさらに備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２５］
　前記少なくとも１つのセル識別子が、物理セル識別子（ＰＩＤ）、事業者識別子、セル
グローバル識別子（ＣＧＩ）、およびそれらの組合せから構成されるグループから選択さ
れる、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２６］
　前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータが、拡張クリアチャネルアセスメント（ＥＣＣ
Ａ）カウンタパラメータ、ＣＣＡエネルギーしきい値、基地局再同期用のガード期間、お
よびそれらの組合せから構成されるグループから選択される、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２７］
　免許不要無線周波数スペクトル帯域を介してシステム情報ブロックを受信するための手
段
を備え、



(51) JP 6388966 B2 2018.9.12

10

　前記システム情報ブロックが、基地局に関する複数のパラメータを備え、前記複数のパ
ラメータが、少なくとも１つのリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）パラメータと、少なく
とも１つのセル識別子と、少なくとも１つの無線フレーム識別子とを備える、
ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ２８］
　前記システム情報ブロックが、前記基地局に関連付けられたクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）除外送信（ＣＥＴ）サブフレームの間の前記免許不要無線周波数スペクトル
帯域を介して受信される、Ｃ２７に記載の装置。
［Ｃ２９］
　前記システム情報ブロック内で受信された前記少なくとも１つのＬＢＴパラメータに基
づいて、ＬＢＴ動作を調整するための手段
をさらに備える、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３０］
　様々な時間間隔で前記システム情報ブロックの様々な冗長バージョンを受信するための
手段
をさらに備える、Ｃ２９に記載の装置。
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