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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　(a1)ワイヤレス通信の方法であって、
　(a2)サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　各リソースブロック内の異なるシンボルおよびトーンにわたるかのうちの少なくとも１
つにおいて、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースを、基地局によっ
て無線フレーム内でスタガリングすることと、
　(a3)ユーザ機器（ＵＥ）に前記無線フレームを前記基地局によって送信することと、
　(a4)前記ＵＥからのチャンネル状態報告を前記基地局によって受信することと、
　(a4-1)ここにおいて、前記チャンネル状態報告が、前記スタガリングされたＣＳＩ－Ｒ
Ｓのリソースに基づく、を備え、
　(a4-2)ここにおいて、干渉報告が、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソー
スと無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づき、ここにおいて
、無認可スペクトル干渉に関する情報は経時的に蓄積される、
　(a4-3)ここにおいて、前記干渉報告は、前記無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳ
のリソースに対する干渉のないＣＱＩと、前記無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－
ＲＳのリソースに対する干渉ＣＱＩとを提供する別々の報告を含む、方法。
【請求項２】
　前記受信されたチャンネル状態報告に基づいて前記ＵＥによる使用のための１つまたは
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複数のリソースを決定することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　リソーススタガリングパターンと、
　ＩＭＲリソース構成とのうちの少なくとも１つを他の基地局に前記基地局によって示す
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　各リソースブロック内の異なるシンボルおよびトーンにわたるかのうちの少なくとも１
つにおいて、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースを、基地局によっ
て無線フレーム内でスタガリングするための手段と、
　ユーザ機器（ＵＥ）に前記無線フレームを前記基地局によって送信するための手段と、
　前記ＵＥからのチャンネル状態報告を前記基地局によって受信するための手段と、ここ
において、前記チャンネル状態報告が、前記スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳのリソース
に基づく、を備え、
　ここにおいて、干渉報告が、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソースと無
認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づき、ここにおいて、無認
可スペクトル干渉に関する情報は経時的に蓄積される、
　ここにおいて、前記干渉報告は、前記無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソ
ースに対する干渉のないＣＱＩと、前記無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳの
リソースに対する干渉ＣＱＩとを提供する別々の報告を含む、ワイヤレス通信装置。
【請求項５】
　前記受信されたチャンネル状態報告に基づいて前記ＵＥによる使用のための１つまたは
複数のリソースを決定するための手段をさらに含む、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　リソーススタガリングパターンと、
　ＩＭＲリソース構成とのうちの少なくとも１つを他の基地局に前記基地局によって示す
ための手段をさらに含む、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　請求項１～３のいずれか一項に係る方法を行うように実行可能である命令を備える、コ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　基地局からの無線フレームをユーザ機器（ＵＥ）によって受信することと、ここにおい
て、前記無線フレームが、
　サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　異なるリソースブロックに対するスロットにわたる複数のシンボルの中の少なくとも１
つにおいてスタガリングされたチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソース
を有する、
　前記スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳのリソースに基づいてチャンネル推定および/ま
たは干渉推定を前記ＵＥによって実行することと、
　チャンネル推定および/または干渉推定に基づいてチャンネル状態報告を前記ＵＥによ
って生成することと、を備え、
　ここにおいて、干渉報告が、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソースと無
認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づき、ここにおいて、無認
可スペクトル干渉に関する情報は経時的に蓄積される、
　ここにおいて、前記干渉報告は、前記無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソ
ースに対する干渉のないＣＱＩと、前記無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳの
リソースに対する干渉ＣＱＩとを提供する別々の報告を含む、方法。
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【請求項９】
　前記基地局に前記チャンネル状態報告を前記ＵＥによって送信することをさらに含む、
請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信装置であって、
　基地局からの無線フレームをユーザ機器（ＵＥ）によって受信するための手段と、ここ
において、前記無線フレームが、
　サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　異なるリソースブロックに対するスロットにわたる複数のシンボルの中の少なくとも１
つにおいてスタガリングされたチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソース
を有する、
　前記スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳのリソースに基づいてチャンネル推定および/ま
たは干渉推定を前記ＵＥによって実行するための手段と、
　前記基地局によって送信された無線フレーム内のチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ
－ＲＳ）のリソースに基づいて１つまたは複数の干渉報告を前記ＵＥによって生成するた
めの手段と、を備え、
　前記１つまたは複数の干渉報告が、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソー
スと無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づき、ここにおいて
、無認可スペクトル干渉に関する情報は経時的に蓄積される、
　ここにおいて、前記１つまたは複数の干渉報告は、前記無認可スペクトル干渉のないＣ
ＳＩ－ＲＳのリソースに対する干渉のないＣＱＩと、前記無認可スペクトル干渉を経験す
るＣＳＩ－ＲＳのリソースに対する干渉ＣＱＩとを提供する別々の報告を含む、ワイヤレ
ス通信装置。
【請求項１１】
　前記基地局に前記１つまたは複数の干渉報告を前記ＵＥによって送信するための手段を
さらに含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　請求項８～９のいずれか一項に係る方法を行うように実行可能である命令を備える、コ
ンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１３年８
月２３日に出願された「ＣＳＩ　ＡＮＤ　ＡＣＫ　ＲＥＰＯＲＴＩＮＧ　ＥＮＨＡＮＣＥ
ＭＥＮＴＳ　ＩＮ　ＬＴＥ－Ｕ」と題する米国仮特許出願第６１／８６９，５３２号、お
よび２０１４年８月２０日に出願された「ＣＳＩ　ＡＮＤ　ＡＣＫ　ＲＥＰＯＲＴＩＮＧ
　ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴＳ　ＩＮ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＷＩＴＨ　ＵＮＬＩＣＥＮＳ
ＥＤ　ＳＰＥＣＴＲＵＭ」と題する米国実用特許出願第１４／４６４，４０９号の利益を
主張する。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、無認
可スペクトルを用いるロングタームエボリューション（ＬＴＥ：long term evolution）
／ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ：LTE（登録商標）-Advanced）におけるチャンネル状
態情報（ＣＳＩ）および肯定応答（ＡＣＫ）報告強化に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]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。
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これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。その
ようなネットワークは、通常、多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリ
ソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。そのようなネ
ットワークの一例はユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：Univer
sal Terrestrial Radio Access Network）である。ＵＴＲＡＮは、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））によってサポートされる第３世代（３Ｇ）モ
バイルフォン技術である、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（ＵＭ
ＴＳ：Universal Mobile Telecommunications System）の一部として定義される無線アク
セスネットワーク（ＲＡＮ）である。多元接続ネットワークフォーマットの例としては、
符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク
、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワ
ーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のための通信を
サポートすることができるいくつかの基地局またはノードＢを含み得る。ＵＥは、ダウン
リンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク（または順方向リ
ンク）は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）は
ＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]基地局は、ＵＥにダウンリンク上でデータと制御情報とを送信すること、および
／またはＵＥからアップリンク上でデータと制御情報とを受信することができる。ダウン
リンク上では、基地局からの送信は、隣接基地局からの送信、または他のワイヤレス無線
周波数（ＲＦ）送信機からの送信による干渉に遭遇することがある。アップリンク上では
、ＵＥからの送信は、隣接基地局と通信する他のＵＥのアップリンク送信からの干渉、ま
たは他のワイヤレスＲＦ送信機からの干渉に遭遇することがある。この干渉は、ダウンリ
ンクとアップリンクの両方で性能を劣化させることがある。
【０００６】
　[0006]モバイルブロードバンドアクセスに対する需要が増加し続けるにつれて、干渉お
よび輻輳ネットワークの可能性は、より多くのＵＥが長距離ワイヤレス通信ネットワーク
にアクセスし、より多くの短距離ワイヤレスシステムがコミュニティにおいて展開される
ようになるとともに増大する。モバイルブロードバンドアクセスに対する増大する需要を
満たすためだけでなく、モバイル通信のユーザエクスペリエンスを進化および向上させる
ためにもＵＭＴＳ技術を進化させる研究および開発が続けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、基地局からの送信をユーザ機器（ＵＥ）
によって受信することを含む。方法は、基地局から受信された送信の間に無認可スペクト
ル干渉が存在するかどうかをＵＥによって決定することをさらに含む。方法はまた、送信
を復号することをＵＥによって試みることを含む。方法は、送信を復号することを試みた
結果に関する情報と無認可スペクトル干渉に関する情報とを含む応答をＵＥによって生成
することをさらに含む。方法は、基地局に応答をＵＥによって送ることをさらに含む。
【０００８】
　[0008]一態様では、ワイヤレス通信装置は、基地局からの送信をユーザ機器（ＵＥ）に
よって受信するための手段を含む。装置は、基地局から受信された送信の間に無認可スペ
クトル干渉が存在するかどうかをＵＥによって決定するための手段をさらに含む。装置は
また、送信を復号することをＵＥによって試みるための手段を含む。装置は、送信を復号
することを試みた結果に関する情報と無認可スペクトル干渉に関する情報とを含む応答を
ＵＥによって生成するための手段をさらに含む。装置は、基地局に応答をＵＥによって送
るための手段をさらに含む。
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【０００９】
　[0009]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、基地局からの送信をユーザ機器（ＵＥ）によって受
信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードを含む。プログラ
ムコードは、基地局から受信された送信の間に無認可スペクトル干渉が存在するかどうか
をＵＥによって決定することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコード
をさらに含む。プログラムコードはまた、送信を復号することをＵＥによって試みること
を、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードを含む。プログラムコードは
、送信を復号することを試みた結果に関する情報と無認可スペクトル干渉に関する情報と
を含む応答をＵＥによって生成することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるた
めのコードをさらに含む。プログラムコードは、基地局に応答をＵＥによって送ることを
、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。
【００１０】
　[0010]一態様では、ユーザ機器（ＵＥ）は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくと
も１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、基地
局からの送信をＵＥによって受信するように構成される。少なくとも１つのプロセッサは
、基地局から受信された送信の間に無認可スペクトル干渉が存在するかどうかをＵＥによ
って決定するようにさらに構成される。少なくとも１つのプロセッサはまた、送信を復号
することをＵＥによって試みるように構成される。少なくとも１つのプロセッサは、送信
を復号することを試みた結果に関する情報と無認可スペクトル干渉に関する情報とを含む
応答をＵＥによって生成するようにさらに構成される。少なくとも１つのプロセッサは、
基地局に応答をＵＥによって送るようにさらに構成される。
【００１１】
　[0011]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、経時的にユーザ機器（ＵＥ）からの応答
を基地局によって受信することを含み、応答は、基地局によってＵＥに送られた送信の肯
定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＫ）のうちの少なくとも一方を含み、応答は、送
信中にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を含む。方法は、ＵＥ
によって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を基地局によって経時的に蓄積す
ることをさらに含む。方法はまた、経時的にＵＥによって経験された無認可スペクトル干
渉の重大度を、経時的に蓄積された情報に基づいて基地局によって決定することを含む。
方法は、経時的にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重大度に基づいて基地
局によって補正動作を取ることをさらに含む。
【００１２】
　[0012]一態様では、ワイヤレス通信装置は、経時的にユーザ機器（ＵＥ）からの応答を
基地局によって受信するための手段を含み、応答は、基地局によってＵＥに送られた送信
の肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＫ）のうちの少なくとも一方を含み、応答は
、送信中にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を含む。装置は、
ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を基地局によって経時的に蓄
積するための手段をさらに含む。装置はまた、経時的にＵＥによって経験された無認可ス
ペクトル干渉の重大度を、経時的に蓄積された情報に基づいて基地局によって決定するた
めの手段を含む。装置は、経時的にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重大
度に基づいて基地局によって補正動作を取るための手段をさらに含む。
【００１３】
　[0013]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、経時的にユーザ機器（ＵＥ）からの応答を基地局に
よって受信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードを含み、
応答は、基地局によってＵＥに送られた送信の肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡ
Ｋ）のうちの少なくとも一方を含み、応答は、送信中にＵＥによって経験された無認可ス
ペクトル干渉に関する情報を含む。プログラムコードは、ＵＥによって経験された無認可
スペクトル干渉に関する情報を、基地局によって経時的に蓄積することを、１つまたは複
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数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。プログラムコードはまた、経時
的にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重大度を、経時的に蓄積された情報
に基づいて基地局によって決定することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるた
めのコードを含む。プログラムコードは、経時的にＵＥによって経験された無認可スペク
トル干渉の重大度に基づいて基地局によって補正動作を取ることを、１つまたは複数のコ
ンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。
【００１４】
　[0014]一態様では、基地局は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、経時的にユーザ機
器（ＵＥ）からの応答を基地局によって受信するように構成され、応答は、基地局によっ
てＵＥに送られた送信の肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＫ）のうちの少なくと
も一方を含み、応答は、送信中にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する
情報を含む。少なくとも１つのプロセッサは、ＵＥによって経験された無認可スペクトル
干渉に関する情報を基地局によって経時的に蓄積するようにさらに構成される。少なくと
も１つのプロセッサはまた、経時的にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重
大度を、経時的に蓄積された情報に基づいて基地局によって決定するように構成される。
少なくとも１つのプロセッサは、経時的にＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉
の重大度に基づいて基地局によって補正動作を取るようにさらに構成される。
【００１５】
　[0015]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、基地局からのチャンネル状態条件報告要
求をユーザ機器（ＵＥ）によって受信することを含む。方法は、無認可スペクトル干渉が
存在するかどうかをＵＥによって決定することをさらに含む。方法はまた、ＵＥによって
経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を含む報告をＵＥによって生成することを
含む。本方法は、基地局に報告をＵＥによって送ることをさらに含む。
【００１６】
　[0016]一態様では、ワイヤレス通信装置は、基地局からのチャンネル状態条件報告要求
をユーザ機器（ＵＥ）によって受信するための手段を含む。装置は、無認可スペクトル干
渉が存在するかどうかをＵＥによって決定するための手段をさらに含む。装置はまた、Ｕ
Ｅによって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を含む報告をＵＥによって生成
するための手段を含む。装置は、基地局に応答をＵＥによって送るための手段をさらに含
む。
【００１７】
　[0017]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、基地局からのチャンネル状態条件報告要求をユーザ
機器（ＵＥ）によって受信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるための
コードを含む。プログラムコードは、無認可スペクトル干渉が存在するかどうかをＵＥに
よって決定することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに
含む。プログラムコードはまた、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する
情報を含む報告をＵＥによって生成することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせ
るためのコードを含む。プログラムコードは、基地局に報告をＵＥによって送ることを、
１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。
【００１８】
　[0018]一態様では、ユーザ機器（ＵＥ）は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくと
も１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、基地
局からのチャンネル状態条件報告要求をＵＥによって受信するように構成される。少なく
とも１つのプロセッサは、無認可スペクトル干渉が存在するかどうかをＵＥによって決定
するようにさらに構成される。少なくとも１つのプロセッサはまた、ＵＥによって経験さ
れた無認可スペクトル干渉に関する情報を含む報告をＵＥによって生成するように構成さ
れる。少なくとも１つのプロセッサは、基地局に報告をＵＥによって送るようにさらに構
成される。
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【００１９】
　[0019]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、ユーザ機器（ＵＥ）にチャンネル状態条
件報告要求を基地局によって送信することを含む。方法は、ＵＥからのチャンネル状態条
件報告を基地局によって受信することをさらに含み、チャンネル状態条件報告は、ＵＥに
よって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を含む。方法はまた、ＵＥによって
経験された無認可スペクトル干渉の重大度を、ＵＥによって経験された無認可スペクトル
干渉に関する情報に基づいて基地局によって決定することを含む。方法は、ＵＥによって
経験された無認可スペクトル干渉の重大度に基づいて基地局によって補正動作を取ること
をさらに含む。
【００２０】
　[0020]一態様では、ワイヤレス通信装置は、ユーザ機器（ＵＥ）にチャンネル状態条件
報告要求を基地局によって送信するための手段を含む。装置は、ＵＥからのチャンネル状
態条件報告を基地局によって受信するための手段をさらに含み、チャンネル状態条件報告
は、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を含む。装置はまた、Ｕ
Ｅによって経験された無認可スペクトル干渉の重大度を、ＵＥによって経験された無認可
スペクトル干渉に関する情報に基づいて基地局によって決定するための手段を含む。装置
は、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重大度に基づいて基地局によって補
正動作を取るための手段をさらに含む。
【００２１】
　[0021]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、ユーザ機器（ＵＥ）にチャンネル状態条件報告要求
を基地局によって送信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコー
ドを含む。プログラムコードは、ＵＥからのチャンネル状態条件報告を基地局によって受
信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含み、チ
ャンネル状態条件報告は、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報を
含む。プログラムコードはまた、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重大度
を、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に関する情報に基づいて基地局によっ
て決定することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードを含む。プロ
グラムコードは、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重大度に基づいて基地
局によって補正動作を取ることを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコー
ドをさらに含む。
【００２２】
　[0022]一態様では、基地局は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、ユーザ機器（ＵＥ
）にチャンネル状態条件報告要求を基地局によって送信するように構成される。少なくと
も１つのプロセッサは、ＵＥからのチャンネル状態条件報告を基地局によって受信するよ
うにさらに構成され、チャンネル状態条件報告は、ＵＥによって経験された無認可スペク
トル干渉に関する情報を含む。少なくとも１つのプロセッサはまた、ＵＥによって経験さ
れた無認可スペクトル干渉の重大度を、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉に
関する情報に基づいて基地局によって決定するように構成される。少なくとも１つのプロ
セッサは、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重大度に基づいて基地局によ
って補正動作を取るようにさらに構成される。
【００２３】
　[0023]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、サブフレームにわたるかまたはサブフレ
ーム内のスロットの間の少なくとも一方において、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ
－ＲＳ）のリソースまたは干渉測定リソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を、
基地局によって無線フレーム内でスタガリングすることを含む。方法は、ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）に無線フレームを基地局によって送信することをさらに含む。
【００２４】
　[0024]一態様では、ワイヤレス通信装置は、サブフレームにわたるかまたはサブフレー
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ム内のスロットの間の少なくとも一方において、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－
ＲＳ）のリソースまたは干渉測定リソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を、基
地局によって無線フレーム内でスタガリングするための手段を含む。装置は、ユーザ機器
（ＵＥ）に無線フレームを基地局によって送信するための手段をさらに含む。
【００２５】
　[0025]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、サブフレームにわたるかまたはサブフレーム内のス
ロットの間の少なくとも一方において、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の
リソースまたは干渉測定リソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を、基地局によ
って無線フレーム内でスタガリングすることを、１つまたは複数のコンピュータに行わせ
るためのコードを含む。プログラムコードはまた、ユーザ機器（ＵＥ）に無線フレームを
基地局によって送信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコード
を含む。
【００２６】
　[0026]一態様では、基地局は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、サブフレームにわ
たるかまたはサブフレーム内のスロットの間の少なくとも一方において、チャンネル状態
情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースまたは干渉測定リソース（ＩＭＲ）のリソース
の少なくとも一方を、基地局によって無線フレーム内でスタガリングするように構成され
る。少なくとも１つのプロセッサは、ユーザ機器（ＵＥ）に無線フレームを基地局によっ
て送信するようにさらに構成される。
【００２７】
　[0027]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、基地局からの無線フレームをユーザ機器
（ＵＥ）によって受信することを含み、無線フレームは、サブフレームにわたるかまたは
サブフレーム内のスロットの間の少なくとも一方においてスタガリングされたチャンネル
状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）または干渉測定リソース（ＩＭＲ）のリソースの少な
くとも一方を有する。方法は、スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソース
の少なくとも一方に基づいてチャンネル推定または干渉推定の少なくとも一方をＵＥによ
って実行することをさらに含む。
【００２８】
　[0028]一態様では、ワイヤレス通信装置は、基地局からの無線フレームをユーザ機器（
ＵＥ）によって受信するための手段を含み、無線フレームは、サブフレームにわたるかま
たはサブフレーム内のスロットの間の少なくとも一方においてスタガリングされたチャン
ネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）または干渉測定リソース（ＩＭＲ）のリソースの
少なくとも一方を有する。装置は、スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソ
ースの少なくとも一方に基づいてチャンネル推定または干渉推定の少なくとも一方をＵＥ
によって実行するための手段をさらに含む。
【００２９】
　[0029]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、基地局からの無線フレームをユーザ機器（ＵＥ）に
よって受信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードを含み、
無線フレームは、サブフレームにわたるかまたはサブフレーム内のスロットの間の少なく
とも一方においてスタガリングされたチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）また
は干渉測定リソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を有する。プログラムコード
は、スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソースの少なくとも一方に基づい
てチャンネル推定または干渉推定の少なくとも一方をＵＥによって実行することを、１つ
または複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。
【００３０】
　[0030]一態様では、ユーザ機器（ＵＥ）は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくと
も１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、基地
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局からの無線フレームをユーザ機器（ＵＥ）によって受信するように構成され、無線フレ
ームは、サブフレームにわたるかまたはサブフレーム内のスロットの間の少なくとも一方
においてスタガリングされたチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）または干渉測
定リソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を有する。少なくとも１つのプロセッ
サは、スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソースの少なくとも一方に基づ
いてチャンネル推定または干渉推定の少なくとも一方をＵＥによって実行するようにさら
に構成される。
【００３１】
　[0031]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、基地局によって送信された無線フレーム
内のチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースに基づいて１つまたは複数
の干渉報告をユーザ機器（ＵＥ）によって生成することを含み、１つまたは複数の干渉報
告は、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソースと無認可スペクトル干渉を経
験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づく。本方法は、基地局に１つまたは複数の干渉報
告をＵＥによって送信することをさらに含む。
【００３２】
　[0032]一態様では、ワイヤレス通信装置は、基地局によって送信された無線フレーム内
のチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースに基づいて１つまたは複数の
干渉報告をユーザ機器（ＵＥ）によって生成するための手段を含み、１つまたは複数の干
渉報告は、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソースと無認可スペクトル干渉
を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づく。本装置は、基地局に１つまたは複数の干
渉報告をＵＥによって送信するための手段をさらに含む。
【００３３】
　[0033]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、基地局によって送信された無線フレーム内のチャン
ネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースに基づいて１つまたは複数の干渉報告
をユーザ機器（ＵＥ）によって生成することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせ
るためのコードを含み、１つまたは複数の干渉報告は、無認可スペクトル干渉のないＣＳ
Ｉ－ＲＳのリソースと無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づ
く。プログラムコードは、基地局に１つまたは複数の干渉報告をＵＥによって送信するこ
とを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。
【００３４】
　[0034]一態様では、ユーザ機器（ＵＥ）は少なくとも１つのプロセッサを含み、メモリ
が少なくとも１つのプロセッサに結合された。少なくとも１つのプロセッサは、基地局に
よって送信された無線フレーム内のチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソ
ースに基づいて１つまたは複数の干渉報告をＵＥによって生成するように構成され、１つ
または複数の干渉報告は、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソースと無認可
スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づく。少なくとも１つのプロセ
ッサは、基地局に１つまたは複数の干渉報告をＵＥによって送信するようにさらに構成さ
れる。
【００３５】
　[0035]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、ユーザ機器からの１つまたは複数の干渉
報告を基地局によって受信することを含み、１つまたは複数の干渉報告は、基地局によっ
て送信された無線フレーム内のチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソース
に基づき、１つまたは複数の干渉報告は、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリ
ソースと無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づく。本方法は
、干渉レベルを決定するために、１つまたは複数の干渉報告を基地局によって使用するこ
とをさらに含む。方法はまた、決定された干渉レベルに基づいてＵＥにリソースを基地局
によって割り振ることを含む。
【００３６】
　[0036]一態様では、ワイヤレス通信装置は、ユーザ機器からの１つまたは複数の干渉報
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告を基地局によって受信するための手段を含み、１つまたは複数の干渉報告は、基地局に
よって送信された無線フレーム内のチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソ
ースに基づき、１つまたは複数の干渉報告は、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳ
のリソースと無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づく。本装
置は、干渉レベルを決定するために、１つまたは複数の干渉報告を基地局によって使用す
るための手段をさらに含む。装置はまた、決定された干渉レベルに基づいてＵＥにリソー
スを基地局によって割り振るための手段を含む。
【００３７】
　[0037]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、ユーザ機器からの１つまたは複数の干渉報告を基地
局によって受信することに対して、１つまたは複数のコンピュータを生じさせるためのコ
ードを含み、１つまたは複数の干渉報告は、基地局によって送信された無線フレーム内の
チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースに基づき、１つまたは複数の干
渉報告は、無認可スペクトル干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソースと無認可スペクトル干渉
を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに基づく。プログラムコードは、干渉レベルを決定
するために、１つまたは複数の干渉報告を基地局によって使用することに対して、１つま
たは複数のコンピュータを生じさせるためのコードをさらに含む。プログラムコードはま
た、決定された干渉レベルに基づいてＵＥにリソースを基地局によって割り振ることに対
して、１つまたは複数のコンピュータを生じさせるためのコードを含む。
【００３８】
　[0038]一態様では、基地局は少なくとも１つのプロセッサを含み、メモリが少なくとも
１つのプロセッサに結合される。少なくとも１つのプロセッサは、ユーザ機器からの１つ
または複数の干渉報告を基地局によって受信するように構成され、１つまたは複数の干渉
報告は、基地局によって送信された無線フレーム内のチャンネル状態情報基準信号（ＣＳ
Ｉ－ＲＳ）のリソースに基づき、１つまたは複数の干渉報告は、無認可スペクトル干渉の
ないＣＳＩ－ＲＳのリソースと無認可スペクトル干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソース
とに基づく。少なくとも１つのプロセッサは、干渉レベルを決定するために、１つまたは
複数の干渉報告を基地局によって使用するようにさらに構成される。少なくとも１つのプ
ロセッサはまた、決定された干渉レベルに基づいてＵＥにリソースを基地局によって割り
振るように構成される。
【００３９】
　[0039]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、ＵＥによって経験された無認可スペクト
ル干渉の重大度をユーザ機器（ＵＥ）によって決定することを含む。方法は、ＵＥを現在
のチャンネルまたは帯域の一方から異なるチャンネルまたは帯域の一方に切り替えること
の要求を含むチャンネル状態情報報告をＵＥによって生成することをさらに含む。本方法
はまた、基地局にＣＳＩ報告をＵＥによって送信することを含む。
【００４０】
　[0040]一態様では、ワイヤレス通信装置は、ＵＥによって経験された無認可スペクトル
干渉の重大度をユーザ機器（ＵＥ）によって決定するための手段を含む。装置は、ＵＥを
現在のチャンネルまたは帯域の一方から異なるチャンネルまたは帯域の一方に切り替える
ことの要求を含むチャンネル状態情報報告をＵＥによって生成するための手段をさらに含
む。装置はまた、基地局にＣＳＩ報告をＵＥによって送信するための手段を含む。
【００４１】
　[0041]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、ＵＥによって経験された無認可スペクトル干渉の重
大度をユーザ機器（ＵＥ）によって決定することを、１つまたは複数のコンピュータに行
わせるためのコードを含む。プログラムコードは、ＵＥを現在のチャンネルまたは帯域の
一方から異なるチャンネルまたは帯域の一方に切り替えることの要求を含むチャンネル状
態情報報告をＵＥによって生成することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるた
めのコードをさらに含む。プログラムコードはまた、基地局にＣＳＩ報告をＵＥによって
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送信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードを含む。
【００４２】
　[0042]一態様では、ユーザ機器（ＵＥ）は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくと
も１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、ＵＥ
によって経験された無認可スペクトル干渉の重大度をＵＥによって決定するように構成さ
れる。少なくとも１つのプロセッサは、ＵＥを現在のチャンネルまたは帯域の一方から異
なるチャンネルまたは帯域の一方に切り替えることの要求を含むチャンネル状態情報報告
をＵＥによって生成するようにさらに構成される。少なくとも１つのプロセッサはまた、
基地局にＣＳＩ報告をＵＥによって送信するように構成される。
【００４３】
　[0043]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、現在のチャンネルまたは帯域の一方を介
してユーザ機器（ＵＥ）とのワイヤレス通信を基地局によって実行することを含む。方法
は、ＵＥからのチャンネル状態情報報告を基地局によって受信することをさらに含み、チ
ャンネル状態情報報告は、ＵＥを現在のチャンネルまたは帯域の一方から異なるチャンネ
ルまたは帯域の一方に切り替えることの要求を含む。方法はまた、ＵＥが異なるチャンネ
ルまたは帯域の一方に切り替わるためのコマンドを基地局によって送信することを含む。
【００４４】
　[0044]一態様では、ワイヤレス通信装置は、現在のチャンネルまたは帯域の一方を介し
てユーザ機器（ＵＥ）とのワイヤレス通信を基地局によって実行するための手段を含む。
装置は、ＵＥからのチャンネル状態情報報告を基地局によって受信するための手段をさら
に含み、チャンネル状態情報報告は、ＵＥを現在のチャンネルまたは帯域の一方から異な
るチャンネルまたは帯域の一方に切り替えることの要求を含む。装置はまた、ＵＥが異な
るチャンネルまたは帯域の一方に切り替わるためのコマンドを基地局によって送信するた
めの手段を含む。
【００４５】
　[0045]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、現在のチャンネルまたは帯域の一方を介してユーザ
機器（ＵＥ）とのワイヤレス通信を基地局によって実行することを、１つまたは複数のコ
ンピュータに行わせるためのコードを含む。プログラムコードは、ＵＥからのチャンネル
状態情報報告を基地局によって受信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせ
るためのコードをさらに含み、チャンネル状態情報報告は、ＵＥを現在のチャンネルまた
は帯域の一方から異なるチャンネルまたは帯域の一方に切り替えることの要求を含む。プ
ログラムコードはまた、ＵＥが異なるチャンネルまたは帯域の一方に切り替わるためのコ
マンドを基地局によって送信することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるため
のコードを含む。
【００４６】
　[0046]一態様では、基地局は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、現在のチャンネル
または帯域の一方を介してユーザ機器（ＵＥ）とのワイヤレス通信を基地局によって実行
するように構成される。少なくとも１つのプロセッサは、ＵＥからのチャンネル状態情報
報告を基地局によって受信するようにさらに構成され、チャンネル状態情報報告は、ＵＥ
を現在のチャンネルまたは帯域の一方から異なるチャンネルまたは帯域の一方に切り替え
ることの要求を含む。少なくとも１つのプロセッサはまた、ＵＥが異なるチャンネルまた
は帯域の一方に切り替わるためのコマンドを基地局によって送信するように構成される。
【００４７】
　[0047]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、第１の帯域上で基地局とのワイヤレス通
信をユーザ機器（ＵＥ）によって実行することを含む。方法は、第２の帯域上で基地局に
肯定応答（ＡＣＫ）またはチャンネル状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方をＵＥに
よって送信することをさらに含む。
【００４８】
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　[0048]一態様では、ワイヤレス通信装置は、第１の帯域上で基地局とのワイヤレス通信
をユーザ機器（ＵＥ）によって実行するための手段を含む。装置は、第２の帯域上で基地
局に肯定応答（ＡＣＫ）またはチャンネル状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方をＵ
Ｅによって送信するための手段をさらに含む。
【００４９】
　[0049]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、第１の帯域上で基地局とのワイヤレス通信をユーザ
機器（ＵＥ）によって実行することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるための
コードを含む。プログラムコードは、第２の帯域上で基地局に肯定応答（ＡＣＫ）または
チャンネル状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方をＵＥによって送信することを、１
つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。
【００５０】
　[0050]一態様では、ユーザ機器（ＵＥ）は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくと
も１つのプロセッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、第１
の帯域上で基地局とのワイヤレス通信をＵＥによって実行するように構成される。少なく
とも１つのプロセッサは、第２の帯域上で基地局に肯定応答（ＡＣＫ）またはチャンネル
状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方をＵＥによって送信するようにさらに構成され
る。
【００５１】
　[0051]一態様では、ワイヤレス通信の方法は、第１の帯域上でユーザ機器（ＵＥ）との
ワイヤレス通信を基地局によって実行することを含む。方法は、第２の帯域上でＵＥから
肯定応答（ＡＣＫ）またはチャンネル状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方を基地局
によって受信することをさらに含む。方法はまた、第２の帯域上でＵＥから受信されたＡ
ＣＫまたはＣＳＩ報告の少なくとも一方に基づいて第１の帯域上でＵＥとの通信を調整す
ることを含む。
【００５２】
　[0052]一態様では、ワイヤレス通信装置は、第１の帯域上でユーザ機器（ＵＥ）とのワ
イヤレス通信を基地局によって実行するための手段を含む。装置は、第２の帯域上でＵＥ
から肯定応答（ＡＣＫ）またはチャンネル状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方を基
地局によって受信するための手段をさらに含む。装置はまた、第２の帯域上でＵＥから受
信されたＡＣＫまたはＣＳＩ報告の少なくとも一方に基づいて第１の帯域上でＵＥとの通
信を調整するための手段を含む。
【００５３】
　[0053]一態様では、非一時的コンピュータ可読媒体はその上に記録されたプログラムコ
ードを有する。プログラムコードは、第１の帯域上でユーザ機器（ＵＥ）とのワイヤレス
通信を基地局によって実行することを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるための
コードを含む。プログラムコードは、第２の帯域上でＵＥからの肯定応答（ＡＣＫ）また
はチャンネル状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方を基地局によって受信することを
、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む。プログラムコー
ドはまた、第２の帯域上でＵＥから受信されたＡＣＫまたはＣＳＩ報告の少なくとも一方
に基づいて第１の帯域上でＵＥとの通信を調整することを、１つまたは複数のコンピュー
タに行わせるためのコードを含む。
【００５４】
　[0054]一態様では、基地局は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリとを含む。少なくとも１つのプロセッサは、第１の帯域上でユ
ーザ機器（ＵＥ）とのワイヤレス通信を基地局によって実行するように構成される。少な
くとも１つのプロセッサは、第２の帯域上でＵＥから肯定応答（ＡＣＫ）またはチャンネ
ル状態情報（ＣＳＩ）報告の少なくとも一方を基地局によって受信するようにさらに構成
される。少なくとも１つのプロセッサはまた、第２の帯域上でＵＥから受信されたＡＣＫ
またはＣＳＩ報告の少なくとも一方に基づいて第１の帯域上でＵＥとの通信を調整するよ
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うに構成される。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】[0055]様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２Ａ】[0056]様々な実施形態による、無認可スペクトルの中でＬＴＥを使用するため
の展開シナリオの例を示す図。
【図２Ｂ】[0057]様々な実施形態による、無認可スペクトルの中でＬＴＥを使用するため
の展開シナリオの別の例を示す図。
【図３】[0058]様々な実施形態による、認可スペクトルおよび無認可スペクトルの中でＬ
ＴＥを同時に使用するときのキャリアアグリゲーションの一例を示す図。
【図４】[0059]本開示の一態様に従って構成された基地局／ｅＮＢおよびＵＥの設計を概
念的に示すブロック図。
【図５Ａ】[0060]本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第１の例を示す図。
【図５Ｂ】[0061]本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第２の例を示す図。
【図５Ｃ】[0062]本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第３の例を示す図。
【図５Ｄ】[0063]本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第４の例を示す図。
【図５Ｅ】[0064]本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第５の例を示す図。
【図５Ｆ】[0065]本開示の一態様による報告強化の別の例を示す図。
【図６】[0066]本開示の一態様による、強化されたＡＣＫ／ＮＡＫ報告プロセス中にユー
ザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図７】[0067]本開示の一態様による、強化されたＡＣＫ／ＮＡＫ報告プロセス中に基地
局によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図８】[0068]本開示の一態様による、チャンネル状態条件報告プロセス中に基地局によ
って実行される例示的なブロックを示す図。
【図９】[0069]本開示の一態様による、チャンネル状態条件報告プロセス中にユーザ機器
によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図１０】[0070]本開示の一態様による、無線フレームのサブフレームにわたっておよび
サブフレームのスロットの間でスタガリングされるＣＳＩ－ＲＳおよびＩＭＲのリソース
を示す図。
【図１１】[0071]本開示の一態様による、ＣＳＩ－ＲＳおよびＩＭＲのリソーススタガリ
ングプロセス中に基地局によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図１２】[0072]本開示の一態様による、ＣＳＩ－ＲＳおよびＩＭＲのリソーススタガリ
ングプロセス中にユーザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図１３】[0073]本開示の一態様による、干渉報告プロセス中にユーザ機器によって実行
される例示的なブロックを示す図。
【図１４】[0074]本開示の一態様による、干渉報告プロセス中に基地局によって実行され
る例示的なブロックを示す図。
【図１５】[0075]本開示の一態様による、チャンネルまたは帯域切り替え要求処理プロセ
ス中にユーザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図１６】[0076]本開示の一態様による、チャンネルまたは帯域切り替え要求処理プロセ
ス中に基地局によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図１７】[0077]本開示の一態様による、ＲＡＴ間チャンネル状態情報報告プロセスを遂
行する基地局とユーザ機器とを示す図。
【図１８】[0078]本開示の一態様による、ＲＡＴ間チャンネル状態情報報告プロセス中に
ユーザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図。
【図１９】[0079]本開示の一態様による、ＲＡＴ間チャンネル状態情報報告プロセス中に
基地局によって実行される例示的なブロックを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　[0080]添付の図面に関して以下に記載する発明を実施するための形態は、様々な構成を
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説明するものであり、本開示の範囲を限定するものではない。むしろ、発明を実施するた
めの形態は、本発明の主題の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。これらの具
体的な詳細は、あらゆる場合において必要とされるとは限らないこと、および場合によっ
ては、よく知られている構造および構成要素は、提示を明確にするためにブロック図の形
式で示されることが、当業者には明らかであろう。
【００５７】
　[0081]オペレータは、セルラーネットワークにおいて常に増大する混雑のレベルを緩和
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、これまではＷＩＦ
Ｉ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（無認可スペクトル
を用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）に基づく新しいキャリアタイプ（ＮＣＴ）が、無認可スペ
クトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡをＷＩＦＩの代替物にするキャリアグレードＷＩＦＩ
と互換性がある場合がある。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＬＴＥの
概念を活用し得、無認可スペクトルにおける効率のよい運用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修正を加え得る。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）までわた
り得る。いくつかのシナリオでは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡはＷＩ
ＦＩよりも著しく良好に働き得る。たとえば、（単一または複数のオペレータに対する）
無認可スペクトルを用いる展開による全ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが全ＷＩＦＩ展開と比較され
、または小セル展開が密にあるとき、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、
ＷＩＦＩよりも著しく良好に働き得る。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが
（単一または複数のオペレータに対して）ＷＩＦＩと混合される場合などの他のシナリオ
では、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ＷＩＦＩよりも良好に働き得る
。
【００５８】
　[0082]単一のサービスプロバイダ（ＳＰ）にとって、無認可スペクトル上のＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａネットワークは、認可スペクトル上のＬＴＥネットワークと同期するように構成
され得る。しかしながら、複数のＳＰによって所与のチャンネル上で展開される無認可ス
ペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、複数のＳＰにわたって同期するよ
うに構成され得る。上記の特徴の両方を組み入れるための１つの手法は、所与の１つのＳ
Ｐに対して無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
との間で一定のタイミングオフセットを使用することを伴う場合がある。無認可スペクト
ルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＳＰの必要性に従って、ユニキャストお
よび／またはマルチキャストのサービスを提供し得る。その上、無認可スペクトルを用い
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークは、ＬＴＥセルがアンカーとして振る舞うとともに、
関連するセル情報（たとえば、無線フレームタイミング、共通チャンネルの構成、システ
ムフレーム番号すなわちＳＦＮなど）を提供する、ブートストラップモードで動作し得る
。このモードでは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと用いないＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａとの間に、緊密な相互作用が存在し得る。たとえば、ブートストラップモードは
、上記で説明された補助ダウンリンクモードとキャリアアグリゲーションモードとをサポ
ートし得る。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡネットワークのＰＨＹ－ＭＡ
Ｃレイヤは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡネットワークがＬＴＥネット
ワークから独立に動作するスタンドアロンモードで動作し得る。この場合、たとえば、コ
ロケートされたセル、または複数のセルおよび／または基地局にわたるマルチフローによ
るＲＬＣレベルのアグリゲーションに基づいて、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａと用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの間に、ゆるい相互作用が存在し得る。
【００５９】
　[0083]本明細書で説明する技法は、ＬＴＥに限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭ
Ａ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－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
テムにも使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互
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換的に使用される。ＣＤＭＡ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し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００
、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６の規格をカバーする。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、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、ＣＤＭ
Ａ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（
ＧＳＭ（登録商標））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）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－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
）の一部である。ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使
用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、
ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ：3r
d Generation Partnership Project）という名称の組織からの文書で説明されている。Ｃ
ＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰ
Ｐ２：3rd Generation Partnership Project 2）という名称の組織からの文書で説明され
ている。本明細書で説明する技法は、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ＬＴ
Ｅ適用例以外に適用可能である。
【００６０】
　[0084]したがって、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の範囲
、適用性、または構成の限定ではない。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
々な手順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てよく、様々なステップが追加、省略、また
は組み合わされてよい。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。
【００６１】
　[0085]最初に図１を参照すると、図はワイヤレス通信システムまたはネットワーク１０
０の一例を示している。システム１００は、基地局（またはセル）１０５と、通信デバイ
ス１１５と、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１０５は、様々な実施形態ではコ
アネットワーク１３０または基地局１０５の一部であり得る、基地局コントローラ（図示
せず）の制御下で通信デバイス１１５と通信し得る。基地局１０５は、バックホールリン
ク１３２を介して制御情報および／またはユーザデータをコアネットワーク１３０と通信
し得る。実施形態では、基地局１０５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、直接的または間接的のいずれかで、互いに通信
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
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同時に被変調信号を送信す
ることができる。たとえば、各通信リンク１２５は、上記で説明した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。各被変調信号は、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、制御チャンネルなど）、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。
【００６２】
　[0086]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してデバイス１１５とワ
イヤレス通信し得る。基地局１０５サイトの各々は、それぞれの地理的エリア１１０に通
信カバレージを与え得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、基地トランシーバ
局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ）
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、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、
ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。基地局のため
のカバレージエリア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、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マク
ロ基地局、マイクロ基地局、および／またはピコ基地局）を含み得る。様々な技術のため
の重複カバレージエリアが存在する場合がある。
【００６３】
　[0087]いくつかの実施形態では、システム１００は、１つまたは複数の無認可スペクト
ルモードの動作または展開シナリオをサポートするＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであ
る。他の実施形態では、システム１００は、無認可スペクトルおよびＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
と異なるアクセス技術、または認可スペクトルおよびＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと異なるアクセ
ス技術を使用するワイヤレス通信をサポートし得る。発展型ノードＢ（ｅＮＢ）およびユ
ーザ機器（ＵＥ）という用語は、一般に、それぞれ、基地局１０５とデバイス１１５とを
記述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
領域にカバレージを提供する、無認可スペクトルを用いるかまたは用いない異種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通信カバレージを提供し得る。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、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。
【００６４】
　[0088]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
て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リンク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。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、ｅ
ＮＢ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し得、異な
る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し得、異なるｅＮＢからの
送信は時間的に整合されない場合がある。本明細書で説明される技法は、同期動作または
非同期動作のいずれかに対して使用され得る。
【００６５】
　[0089]ＵＥ１１５はシステム１００全体にわたって分散され、各ＵＥは固定またはモバ
イルであり得る。ＵＥ１１５はまた、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニ
ット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワ
イヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、ア
クセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエー
ジェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語で呼ば
れる場合がある。ＵＥ１１５は、携帯電話、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
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ップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであ
り得る。ＵＥ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。
【００６６】
　[0090]システム１００中に示された通信リンク１２５は、モバイルデバイス１１５から
基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からモバイル
デバイス１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リ
ンク送信と呼ばれることもあり、一方、アップリンク送信は逆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（たとえば、ＬＴＥ）、無認可スペク
トル、または両方を使用して作成され得る。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、または両方を使用して作成され得る。
【００６７】
　[0091]システム１００のいくつかの実施形態では、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａのための様々な展開シナリオは、認可スペクトルの中のＬＴＥダウンリンク容
量が無認可スペクトルへオフロードされ得る補助ダウンリンク（ＳＤＬ）モードと、ＬＴ
Ｅダウンリンク容量とＬＴＥアップリンク容量の両方が認可スペクトルから無認可スペク
トルへオフロードされ得るキャリアアグリゲーションモードと、基地局（たとえば、ｅＮ
Ｂ）とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンク通信およびＬＴＥアップリンク通信が無認可スペ
クトルの中で行われ得るスタンドアロンモードとを含んでサポートされ得る。基地局１０
５およびＵＥ１１５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
トし得る。ＯＦＤＭＡ通信信号は、無認可スペクトルの中のＬＴＥダウンリンク送信のた
めに通信リンク１２５の中で使用され得、一方、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号は、無認可スペ
クトルの中のＬＴＥアップリンク送信のために通信リンク１２５の中で使用され得る。シ
ステム１００などのシステムにおける、無認可スペクトルを用いる動作のＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａの展開シナリオまたは展開モードの実装形態に関するさらなる詳細、ならびに無認可
スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作に関する他の特徴および機能が、図２Ａ～
図１７を参照して以下に提供される。
【００６８】
　[0092]次に図２Ａを参照すると、図２００は、無認可スペクトルを介して通信をサポー
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。図２００は、図１のシステム１００の部分の一例であり得る。そ
の上、基地局１０５－ａは図１の基地局１０５の一例であり得、ＵＥ１１５－ａは図１の
ＵＥ１１５の例であり得る。
【００６９】
　[0093]図２００における補助ダウンリンクモードの例では、基地局１０５－ａは、ＯＦ
ＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ａへダウンリンク２０５を使用して送信し得る。ダウンリ
ンク２０５は、無認可スペクトルの中の周波数Ｆ１に関連付けられている。基地局１０５
－ａは、ＯＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａに双方向リンク２１０を使用して送信
し得、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号をそのＵＥ１１５－ａから双方向リンク２１０を使用して
受信し得る。双方向リンク２１０は、認可スペクトルの中の周波数Ｆ４に関連付けられて
いる。無認可スペクトルの中のダウンリンク２０５および認可スペクトルの中の双方向リ
ンク２１０は、同時に動作し得る。ダウンリンク２０５は、基地局１０５－ａに対してダ
ウンリンク容量オフロードを提供し得る。いくつかの実施形態では、ダウンリンク２０５
は、ユニキャストサービス（たとえば、１つのＵＥにアドレス指定される）サービスまた
はマルチキャストサービス（たとえば、いくつかのＵＥにアドレス指定される）に使用さ
れ得る。このシナリオは、認可スペクトルを使用しトラフィックおよび／またはシグナリ
ングの混雑のうちの一部を緩和する必要がある、任意のサービスプロバイダ（たとえば、
従来のモバイルネットワークオペレータすなわちＭＮＯ）に対して生じ得る。
【００７０】
　[0094]図２００におけるキャリアアグリゲーションモードの１つの例では、基地局１０
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５－ａは、ＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ａへ双方向リンク２１５を使用して送信し
得、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａから双方向リンク２１５を使用して受
信し得る。双方向リンク２１５は、無認可スペクトル内の周波数Ｆ１に関連付けられてい
る。基地局１０５－ａはまた、ＯＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａへ双方向リンク
２２０を使用して送信し得、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａから双方向リ
ンク２２０を使用して受信し得る。双方向リンク２２０は、認可スペクトルの中の周波数
Ｆ２に関連付けられている。双方向リンク２１５は、基地局１０５－ａに対してダウンリ
ンクおよびアップリンクの容量オフロードを提供し得る。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
ナリングの混雑のうちの一部を緩和する必要がある、任意のサービスプロバイダ（たとえ
ば、ＭＮＯ）に対して生じる場合がある。
【００７１】
　[0095]図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１０５
－ａは、ＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ａへ双方向リンク２２５を使用して送信し得
、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａから双方向リンク２２５を使用して受信
し得る。双方向リンク２２５は、無認可スペクトルの中の周波数Ｆ３に関連付けられてい
る。基地局１０５－ａはまた、ＯＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａへ双方向リンク
２３０を使用して送信し得、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａから双方向リ
ンク２３０を使用して受信し得る。双方向リンク２３０は、認可スペクトルの中の周波数
Ｆ２に関連付けられている。双方向リンク２２５は、基地局１０５－ａに対してダウンリ
ンクおよびアップリンクの容量オフロードを提供し得る。本例および上記で提供された例
は、例示を目的として提示されており、容量オフロードのために無認可スペクトルを用い
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとを組み合わせる他の同様のモード
の動作または展開のシナリオがあり得る。
【００７２】
　[0096]上記で説明されたように、無認可帯域の中で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でき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、認可スペクトル上のＬＴＥ　１次コンポーネントキャリア（Ｐ
ＣＣ）と無認可スペクトル上の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）を含み
得る。
【００７３】
　[0097]補助ダウンリンクモードにおいて、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａに対する制御は、ＬＴＥアップリンク（たとえば、双方向リンク２１０のアップリンク
部）を介して移送され得る。ダウンリンク容量オフロードを提供する理由の１つは、ダウ
ンリンク消費によってデータ需要が大幅に高められるからである。その上、このモードで
は、ＵＥは無認可スペクトルの中で送信されないので、規制影響（regulatory impact）
がない場合がある。ＵＥ上で送信前受信チェック（ＬＢＴ：listen-before-talk）または
キャリアセンス多重接続（ＣＳＭＡ：carrier sense multiple access）要件を実施する
必要はない。しかしながら、ＬＢＴは、たとえば、周期的（たとえば、１０ミリ秒ごと）
なクリアチャンネルアセスメント（ＣＣＡ）および／または無線フレーム境界に揃えられ
たｇｒａｂ－ａｎｄ－ｒｅｌｉｎｑｕｉｓｈメカニズムを使用することによって、基地局
（たとえば、ｅＮＢ）上で実施され得る。
【００７４】
　[0098]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、ＬＴＥ（たとえば
、双方向リンク２１０、２２０、および２３０）において通信され得、一方、データは、
無認可スペクトル（たとえば、双方向リンク２１５および２２５）を介して通信され得る
。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを使用する場合にサポートされるキャリ
アアグリゲーションメカニズムは、ハイブリッド周波数分割複信－時分割複信（ＦＤＤ－
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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。
【００７５】
　[0099]図２Ｂは、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに対するスタンドアロ
ンモードの一例を示す図２００－ａを示す。図２００－ａは、図１のシステム１００の部
分の一例であり得る。その上、基地局１０５－ｂは、図１の基地局１０５および図２Ａの
基地局１０５－ａの一例であり得、一方、ＵＥ１１５－ｂは、図１のＵＥ１１５および図
２ＡのＵＥ１１５－ａの一例であり得る。
【００７６】
　[00100]図２００－ａにおけるスタンドアロンモードの一例では、基地局１０５－ｂは
、ＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ｂへ双方向リンク２４０を使用して送信し得、ＳＣ
－ＦＤＭＡ通信信号をＵＥ１１５－ｂから双方向リンク２４０を使用して受信し得る。双
方向リンク２４０は、図２Ａを参照して上記で説明された無認可スペクトルの中の周波数
Ｆ３に関連付けられている。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、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。この動作モードに対する典型的なサービスプロバイダは、スタジアム所有
者、ケーブル企業、イベント主催者、ホテル、企業、および認可スペクトルを持たない大
法人であり得る。これらのサービスプロバイダに対して、スタンドアロンモードに対する
運用上の構成は、無認可スペクトル上で無認可スペクトルＰＣＣを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａを使用し得る。その上、ＬＢＴは、基地局とＵＥの両方で実施され得る。
【００７７】
　[00101]次に図３を参照すると、図３００は、様々な実施形態による、認可スペクトル
および無認可スペクトルの中でＬＴＥを同時に使用するときのキャリアアグリゲーション
の一例を示す。図３００におけるキャリアアグリゲーション方式は、図２Ａを参照して上
記で説明されたハイブリッドＦＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに対応し得る。こ
のタイプのキャリアアグリゲーションは、図１のシステム１００の少なくとも一部におい
て使用され得る。その上、このタイプのキャリアアグリゲーションは、それぞれ図１およ
び図２Ａの基地局１０５および１０５－ａにおいて、ならびに／または、それぞれ図１お
よび図２ＡのＵＥ１１５および１１５－ａにおいて使用され得る。
【００７８】
　[00102]この例では、ＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）はダウンリンク内でＬＴＥとともに実
行され得、第１のＴＤＤ（ＴＤＤ１）は無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと
ともに実行され得、第２のＴＤＤ（ＴＤＤ２）はＬＴＥとともに実行され得、別のＦＤＤ
（ＦＤＤ－ＬＴＥ）はアップリンク内でＬＴＥとともに実行され得る。ＴＤＤ１は６：４
のＤＬ：ＵＬ比をもたらし、一方、ＴＤＤ２に対する比は７：３である。時間スケール上
で、異なる効果的なＤＬ：ＵＬ比は、３：１、１：３、２：２、３：１、２：２および３
：１である。この例は、例示の目的で提示され、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａと用いないＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとの動作を組み合わせる他のキャリアアグリゲーシ
ョン方式があり得る。
【００７９】
　[00103]図４は、図１中の基地局／ｅＮＢのうちの１つであり得る基地局／ｅＮＢ１０
５および図１中のＵＥのうちの１つであり得るＵＥ１１５の設計のブロック図を示す。ｅ
ＮＢ１０５はアンテナ４３４ａ～４３４ｔを装備し得、ＵＥ１１５はアンテナ４５２ａ～
４５２ｒを装備し得る。ｅＮＢ１０５において、送信プロセッサ４２０は、データソース
４１２からデータを受信し、コントローラ／プロセッサ４４０から制御情報を受信するこ
とができる。制御情報は、物理ブロードキャストチャンネル（ＰＢＣＨ：physical broad
cast channel）、物理制御フォーマット指示チャンネル（ＰＣＦＩＣＨ：physical contr
ol format indicator channel）、物理ハイブリッド自動再送要求指示チャンネル（ＰＨ
ＩＣＨ：physical hybrid automatic repeat request indicator channel）、物理ダウン
リンク制御チャンネル（ＰＤＣＣＨ：physical downlink control channel）などに対す
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るものであり得る。データは、物理ダウンリンク共有チャンネル（ＰＤＳＣＨ：physical
 downlink shared channel）などのためのものであり得る。送信プロセッサ４２０は、デ
ータシンボルと制御シンボルとを取得するために、それぞれデータと制御情報とを処理（
たとえば、符号化およびシンボルマッピング）し得る。送信プロセッサ４２０はまた、た
とえば、１次同期信号（ＰＳＳ）、２次同期信号（ＳＳＳ）、およびセル固有基準信号の
ための基準シンボルを生成し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ４
３０は、適用可能な場合はデータシンボル、制御シンボル、および／または基準シンボル
に対して空間処理（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
を変調器（ＭＯＤ）４３２ａ～４３２ｔに与え得る。各変調器４３２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４３２はさらに、出力サンプルストリームを処理（
たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ダ
ウンリンク信号を取得し得る。変調器４３２ａ～４３２ｔからのダウンリンク信号は、そ
れぞれアンテナ４３４ａ～４３４ｔを介して送信され得る。
【００８０】
　[00104]ＵＥ１１５において、アンテナ４５２ａ～４５２ｒは、ｅＮＢ１０５からダウ
ンリンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）４５４ａ～４５４ｒ
に与え得る。各復調器４５４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。
各復調器４５４は、受信シンボルを取得するために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために
）入力サンプルをさらに処理し得る。ＭＩＭＯ検出器４５６は、すべての復調器４５４ａ
～４５４ｒから受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ
検出を実行し、検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ４５８は、検出シンボルを処理
（たとえば、復調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１１５のための復号された
データをデータシンク４６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ４
８０に与え得る。
【００８１】
　[00105]アップリンク上では、ＵＥ１１５において、送信プロセッサ４６４は、データ
ソース４６２から（たとえば、物理アップリンク共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ：Physical
 Uplink Shared Channel）のための）データを受信し、処理し得、コントローラ／プロセ
ッサ４８０から（たとえば、物理アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ：Physical U
plink Control Channel）のための）制御情報を受信し、処理し得る。送信プロセッサ４
６４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４６４からのシン
ボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ４６６によってプリコードされ、さ
らに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）復調器４５４ａ～４５４ｒによって処理さ
れ、ｅＮＢ１０５に送信され得る。ｅＮＢ１０５において、ＵＥ１１５からのアップリン
ク信号は、アンテナ４３４によって受信され、変調器４３２によって処理され、適用可能
な場合はＭＩＭＯ検出器４３６によって検出され、さらに受信プロセッサ４３８によって
処理されて、ＵＥ１１５によって送られた復号されたデータおよび制御情報が取得され得
る。プロセッサ４３８は、復号されたデータをデータシンク４３９に与え、復号された制
御情報をコントローラ／プロセッサ４４０に与え得る。
【００８２】
　[00106]コントローラ／プロセッサ４４０および４８０は、それぞれｅＮＢ１０５にお
ける動作およびＵＥ１１５における動作を指示し得る。ｅＮＢ１０５におけるコントロー
ラ／プロセッサ４４０および／または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説
明する技法のための様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。ＵＥ１
１５におけるコントローラ／プロセッサ４８０および／または他のプロセッサとモジュー
ルはまた、図６～図９、図１１～図１６、図１８および図１９に示される機能ブロック、
および／または本明細書で説明される技法のための他のプロセスを実行するかまたはその
実行を指示することができる。メモリ４４２および４８２は、それぞれｅＮＢ１０５およ
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びＵＥ１１５のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ４４４
は、ダウンリンク上および／またはアップリンク上でのデータ送信のためにＵＥをスケジ
ュールし得る。
【００８３】
　[00107]上記の説明から諒解されるように、無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａは、ＷＩＦＩノードなど、無認可スペクトルノードからのバースト性干渉を経験する
場合がある。このバースト性干渉は、各サブフレームにおける時変干渉をもたらす場合が
ある。その結果、コードブロック当たりの信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）は、著しく変動
する場合がある。本開示は、ｅＮＢがバースト性干渉をよりよく処理することができるた
めの、肯定応答（ＡＣＫ）、否定応答（ＮＡＫ）、およびチャンネル品質インジケータ（
ＣＱＩ）報告における様々な強化を対象にする。本開示の残りの全体にわたって、ＷＩＦ
Ｉ干渉は、例示的なタイプの無認可スペクトル干渉を指す。しかしながら、本明細書で開
示される強化は、他のタイプの無認可スペクトル干渉に使用され得ることを理解されたい
。
【００８４】
　[00108]図５Ａ～図５Ｅは、本開示によるＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化を示す例を提供する
。これらの例では、基地局５００は送信をＵＥ５０４に送り、ＵＥ５０４は、サブフレー
ムの間にＷＩＦＩ干渉などの無認可スペクトル干渉が存在するかどうか、および／または
サブフレーム復号の失敗がＷＩＦＩ干渉が存在した結果である可能性があるかどうかを示
すために、１つまたは複数の追加のビットを含み得るＡＣＫまたはＮＡＫを用いて応答す
る。下記の例では、ＡＣＫ／ＮＡＫメッセージは、ＷＩＦＩ干渉インジケータ（ＷＩＩ）
ビットと推論的（Speculative）ＡＣＫビットとを含む２つまでの追加ビットとともに与
えられ得る。ＷＩＩビットは、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉が存在したかどうかを示
すために使用され得、推論的ＡＣＫビットは、サブフレーム復号の失敗がＷＩＦＩ干渉が
存在した結果である可能性があるかどうかを示すために使用され得る。サブフレームごと
にまたは周期的に提供され得るこの情報を用いて、基地局５００は、たとえば、ＷＩＦＩ
干渉によるＮＡＫと、フェージングまたは経路損失など、他の原因によるＮＡＫとの間を
区別することができる。基地局５００はまた、サブフレーム復号に対するＷＩＦＩ干渉の
影響を決定し得る。したがって、基地局５００は、経時的にＷＩＦＩ干渉情報を蓄積し、
干渉が本質的にバースト性であるかどうか、および干渉がＵＥとの通信性能に重大な影響
を及ぼすかどうかを、干渉の頻度に基づいてインテリジェントな決定を下すことができる
。ＵＥ５０４および基地局５００によって遂行される例示的な動作は、それぞれ、図６お
よび図７を参照して以下でより詳細に説明される。
【００８５】
　[00109]図５Ａは、本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第１の例を示す
図を示す。この例では、ＵＥ５０４は、基地局５００から送信されたサブフレーム５０２
を正常に復号することができる。ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉が
存在しないことを決定する。したがって、ＵＥ５０４は、サブフレームの正常復号を示す
、１にセットされたＡＣＫビットを有するＡＣＫ５０６を、基地局５００に送信し得る。
本開示によれば、ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉が存在しなかった
ことを示す、ゼロにセットされたＷＩＦＩ干渉インジケータ（ＷＩＩ）ビットを、ＡＣＫ
５０６の中に含み得る。
【００８６】
　[00110]図５Ｂは、本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第２の例を示す
図を示す。この例では、ＵＥ５０４は、再び、基地局５００から送信されたサブフレーム
５０８を正常に復号することができる。ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ
干渉が存在することを決定する。したがって、ＵＥ５０４は、サブフレームの正常復号を
示す、１にセットされたＡＣＫビットを有するＡＣＫ５１０を、基地局５００に送信し得
る。本開示によれば、ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉が存在したこ
とを示す、１にセットされたＷＩＩビットを、ＡＣＫ５１０の中に含み得る。
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【００８７】
　[00111]図５Ｃは、本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第３の例を示す
図を示す。この例では、ＵＥ５０４は、基地局５００から送信されたサブフレーム５１２
を正常に復号することができない。ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉
が存在しないことを決定する。したがって、ＵＥ５０４は、サブフレームの失敗復号を示
す、ゼロにセットされたＡＣＫビットを有するＮＡＫ５１４を、基地局５００に送信し得
る。本開示によれば、ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉が存在しなか
ったことを示す、ゼロにセットされたＷＩＩビットを、ＮＡＫ５１４の中に含み得る。
【００８８】
　[00112]図５Ｄは、本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第４の例を示す
図を示す。この例では、ＵＥ５０４は、基地局５００から送信されたサブフレーム５１６
を正常に復号することができない。ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉
が存在すること、およびサブフレーム復号の失敗がＷＩＦＩ干渉が存在したことによらな
い可能性があることを決定する。したがって、ＵＥ５０４は、サブフレームの失敗復号を
示す、ゼロにセットされたＡＣＫビットを有するＮＡＫ５１８を、基地局５００に送信し
得る。本開示によれば、ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉が存在した
ことを示す、１にセットされたＷＩＩビットと、サブフレーム復号の失敗がＷＩＦＩ干渉
が存在したことによらない可能性があることを示す、ゼロにセットされた推論的ＡＣＫビ
ットとを、ＮＡＫ５１８の中に含み得る。
【００８９】
　[00113]図５Ｅは、本開示の一態様による、ＡＣＫ／ＮＡＫ報告強化の第５の例を示す
図を示す。この例では、ＵＥ５０４は、基地局５００から送信されたサブフレーム５２０
を正常に復号することができない。ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉
が存在することと、サブフレーム復号の失敗がＷＩＦＩ干渉が存在したことによる可能性
があることとを決定する。したがって、ＵＥ５０４は、サブフレームの失敗復号を示す、
ゼロにセットされたＡＣＫビットを有するＮＡＫ５２２を、基地局５００に送信し得る。
本開示によれば、ＵＥ５０４はまた、サブフレームの間にＷＩＦＩ干渉が存在したことを
示す、１にセットされたＷＩＩビットと、サブフレーム復号の失敗がＷＩＦＩ干渉が存在
したことによる可能性があることを示す、１にセットされた推論的ＡＣＫビットとを、Ｎ
ＡＫ５２２の中に含み得る。
【００９０】
　[00114]図５Ｆは、本開示の一態様による報告強化の別の例を示す図を示す。この例で
は、基地局５００は、基地局５０４に送信を送る準備中であり得る。この送信を予期して
、基地局５００は、ＵＥ５０４にチャンネル状態条件報告要求５２４を送信し得る。ＵＥ
５０４は、ＵＥ５０４によって経験されたＷＩＦＩ干渉に関する情報を含むチャンネル状
態条件報告５２６で応答し得る。基地局５００は、今後の送信を予期して周期的にそのよ
うな報告を要求し、経時的にこの情報を蓄積することができることが想定される。代替的
に、ＵＥ５０４は、チャンネル条件を周期的に測定し、経時的にＷＩＦＩ干渉情報を蓄積
することができることが想定される。この代替では、報告５２６は、経時的にＵＥ５０４
によって蓄積された情報を含み得る。基地局５００およびＵＥ５０４によって遂行される
例示的な動作は、それぞれ、図８および図９を参照して以下でより詳細に説明される。
【００９１】
　[00115]図６は、本開示の一態様による、強化されたＡＣＫ／ＮＡＫ報告プロセス中に
ユーザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロック６
００において開始して、ＵＥは、基地局からサブフレームの送信を受信し得る。加えて、
ブロック６０２において、ＵＥは、ＷＩＦＩ干渉などの無認可スペクトル干渉が存在する
かどうかを決定し得る。同じく、ブロック６０４において、ＵＥは、サブフレームを復号
することを試みることができる。さらに、周期的に報告を実施するいくつかの態様では、
ブロック６０６において、所定の時間期間が経過したかどうかの決定が、ＵＥによって下
され得る。たとえば、ブロック６０６において、カウンタと、上位レイヤから受信された
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しきい値とが比較され得る。ブロック６０６において、所定の時間期間が経過していない
と決定される場合、ブロック６０８においてカウンタがインクリメントされ、ブロック６
１０において通常のＡＣＫ／ＮＡＫ手順が実行され得る。処理は、ブロック６１０から、
ブロック６００など、そのプロセス内の以前の点に戻ることができる。しかしながら、ブ
ロック６０６において、所定の時間期間が経過したと決定される場合、ブロック６１２に
おいてカウンタがリセットされ、処理はブロック６１４に進み得る。代替として、報告は
、サブフレームごとなど、非周期的または連続的に実行される場合があることが想定され
る。
【００９２】
　[00116]ブロック６１４において、サブフレームが正常に復号されたどうかの決定が行
われ得る。ブロック６１４においてサブフレームが正常に復号されたと決定される場合、
正常に復号されたサブフレームの送信中にＷＩＦＩ干渉が存在したと、ブロック６０２に
おいて決定されたかどうかのさらなる決定が、ブロック６１６において下され得る。ブロ
ック６１６においてＷＩＦＩ干渉が存在しなかったと決定される場合、ブロック６１８に
おいて、ＵＥは、ＷＩＦＩ干渉が存在しなかったことを示す、ゼロにセットされたＷＩＩ
ビットを有するＡＣＫを基地局に送信し得る。しかしながら、ブロック６１６においてＷ
ＩＦＩ干渉が存在したと決定される場合、ブロック６２０において、ＵＥは、ＷＩＦＩ干
渉が存在したことを示す、１にセットされたＷＩＩビットを有するＡＣＫを基地局に送信
し得る。処理は、ブロック６１８および６２０から、ブロック６００など、プロセス内の
以前の点に戻ることができる。しかしながら、ブロック６１４においてサブフレームが正
常に復号され得なかったと決定された場合、処理は、ブロック６１４からブロック６２２
に進み得る。
【００９３】
　[00117]復号に失敗したサブフレームを送信中にＷＩＦＩ干渉が存在したと、ブロック
６０２において決定されたかどうかの決定が、ブロック６２２において下され得る。ブロ
ック６２２においてＷＩＦＩ干渉が存在しなかったと決定される場合、ブロック６２４に
おいて、ＵＥは、ＷＩＦＩ干渉が存在しなかったことを示す、ゼロにセットされたＷＩＩ
ビットを有するＮＡＫを基地局に送信し得る。処理は、ブロック６２４から、ブロック６
００など、そのプロセス内の以前の点に戻ることができる。しかしながら、ブロック６２
２においてＷＩＦＩ干渉が存在したと決定される場合、処理は、ブロック６２２からブロ
ック６２６に進み得る。
【００９４】
　[00118]ブロック６２６において、ＵＥは、サブフレーム正常復号の失敗がＷＩＦＩ干
渉が存在したことによる可能性があったかどうかを決定し得る。たとえば、ＵＥは、ノイ
ズ比推定および／または所定の短期（ＳＴ）曲線（Short Term (ST) curve）に関する解
析を実行し、その解析に基づいてブロック６２６において決定を下すことができる。この
点について、ＳＴ曲線は、１０％のサブフレームエラー率を達成するための最小ＳＮＲを
決定するためのシミュレーションにおいて使用され得る。これらのＳＴ曲線は、使用され
た変調およびコーディング方式、チャンネル条件、使用されたデコーダ、および他の要因
によって変化する場合がある。処理は、ブロック６２６からブロック６２８に進み得る。
【００９５】
　[00119]ブロック６２８において、サブフレーム正常復号の失敗がＷＩＦＩ干渉が存在
したことによらない可能性があったと決定される場合、ブロック６３０において、ＵＥは
、ＷＩＦＩ干渉が存在したことを示す、１にセットされたＷＩＩビットを有し、ＷＩＦＩ
干渉がないときにはサブフレームは推論的に復号可能であることを示す、１にセットされ
た推論的ＡＣＫビットを有するＮＡＫを送信し得る。しかしながら、ブロック６２８にお
いて、ＵＥが、サブフレーム正常復号の失敗がＷＩＦＩ干渉が存在したことによらない可
能性があったと決定する場合、ブロック６３２において、ＵＥは、ＷＩＦＩ干渉が存在し
たことを示す、１にセットされたＷＩＩビットを有し、ＷＩＦＩ干渉がないときにはサブ
フレームは推論的に復号可能でないことを示す、ゼロにセットされた推論的ＡＣＫビット
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を有するＮＡＫを送信し得る。処理は、ブロック６３０およびブロック６３２から、ブロ
ック６００など、そのプロセス内の以前の点に戻ることができる。
【００９６】
　[00120]図７は、本開示の一態様による、強化されたＡＣＫ／ＮＡＫ報告プロセス中に
基地局によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。ブロック７００において開
始して、基地局はＵＥからＡＣＫ／ＮＡＫを受信し得、ブロック７０２において、当業者
には容易に理解される方式で、ＡＣＫ／ＮＡＫビットに基づいてハイブリッド自動再送要
求（ＨＡＲＱ：Hybrid Automatic Repeat Request）プロセスを更新し得る。ブロック７
０４において、基地局は、周期的またはサブフレームごとのいずれかでＷＩＩビットと推
論的ＡＣＫビットとを蓄積し得る。ブロック７０６において、基地局は、ＵＥによって経
験されたＷＩＦＩ干渉などの無認可スペクトル干渉の頻度と、サブフレームの復号に及ぼ
すその影響とを決定するために、蓄積された情報を利用し得る。たとえば、基地局は、蓄
積されたＷＩＩビットに基づいてＷＩＦＩ干渉比率を観測し、蓄積された推論的ＡＣＫビ
ットに基づいてバースト性干渉を識別することができることが想定される。ＷＩＦＩ干渉
の影響がブロック７１０において補正動作を取ることを正当化するほど十分に重大である
かどうかを決定するために、ブロック７０８において、影響の大きさ（impact measure）
がしきい値と比較され得る。たとえば、いくつかのサブフレームがＷＩＦＩ干渉によって
エラーになっている場合、ブロック７１２において、基地局は、バースト性干渉を補償す
るために変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）を引き下げる場合がある。代替として、
ブロック７１４において、基地局は、ＷＩＦＩ干渉が存在したことの表示に応答して、Ｕ
Ｅを異なる無認可チャンネルまたは認可帯域に切り替える場合がある。たとえば、切り替
えは、ＭＣＳがそれ以上引き下げられない場合に実行される場合がある。
【００９７】
　[00121]図８は、本開示の一態様による、チャンネル状態条件報告プロセス中に基地局
によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロック８００におい
て開始して、基地局は、ＵＥにチャンネル状態条件報告要求を送信し得る。基地局は、今
後の送信を予期してこの要求を送信し得ること、およびそれは周期的または非周期的に実
行され得ることが想定される。加えて、ブロック８０２において、基地局は、ＵＥからチ
ャンネル状態条件報告を受信し得る。この報告は、前に説明されたＷＩＩビットおよび／
または推論的ＡＣＫビットを含み得ることが想定される。いくつかの態様では、これらの
ビットは、サブフレームが基地局から受信されない時点において、ＵＥによって経験され
た条件を示し得る。たとえば、ＷＩＦＩ干渉などの無認可スペクトル干渉が存在する結果
としてＵＥが１つまたは複数の送信の復号に失敗する可能性があるかどうかを、推論的Ａ
ＣＫビットが示し得る。代替または追加として、報告は、要求を予期してＵＥによって経
時的に蓄積されたＷＩＩビットおよび推論的ＡＣＫビットの情報を含み得ることが想定さ
れる。基地局が、経時的に干渉情報を蓄積する役目を果たす場合、ブロック８０４におい
て、基地局は、周期的、非周期的または連続的のいずれかで経時的に、ＷＩＩビットと推
論的ＡＣＫビットとを蓄積し得る。処理は、ブロック８０４からブロック８０６に進み得
る。
【００９８】
　[00122]ブロック８０６において、基地局は、ＵＥに向けられたデータがダウンリンク
バッファに届いたかどうかの決定を下すことができる。ブロック８０６においてデータが
ＵＥに送信されることはないと決定された場合、処理は、ブロック８００など、そのプロ
セス内の以前の点に戻り得る。しかしながら、ブロック８０６においてデータがＵＥに送
信される必要があると決定された場合、ブロック８０８において、基地局は、ＵＥによっ
て経験されたＷＩＦＩ干渉の頻度とサブフレームの復号に及ぼすその影響とを決定するた
めに、蓄積されたＷＩＦＩ干渉情報を利用し得る。たとえば、基地局は、蓄積されたＷＩ
Ｉビットに基づいてＷＩＦＩ干渉比率を観測し、蓄積された推論的ＡＣＫビットに基づい
てバースト性干渉を識別することができることが想定される。ＷＩＦＩ干渉の影響がブロ
ック８１２において補正動作を取ることを正当化するほど十分に重大であるかどうかを決



(25) JP 6486931 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

定するために、ブロック８１０において、影響の大きさがしきい値と比較され得る。ブロ
ック８１０において影響が重大でないと決定された場合、処理は、ブロック８００など、
そのプロセス内の以前の点に戻り得る。しかしながら、ブロック８１０において影響が重
大であると決定された場合、ブロック８１２において補正動作が取られ得る。たとえば、
いくつかのサブフレームがＷＩＦＩ干渉によってエラーになっている場合、ブロック８１
４において、基地局は、バースト性干渉を補償するために変調およびコーディング方式（
ＭＣＳ）を引き下げる場合がある。代替として、ブロック８１６において、基地局は、Ｗ
ＩＦＩ干渉が存在したことの表示に応答して、ＵＥを異なる無認可チャンネルまたは認可
帯域に切り替える場合がある。たとえば、切り替えは、ＭＣＳがそれ以上引き下げられな
い場合に実行され得る。ブロック８１２において補正動作が取られた後、ブロック８１８
において、基地局は、ＵＥにデータを送信し得る。処理は、ブロック８１８から、ブロッ
ク８００など、そのプロセス内の以前の点に戻ることができる。
【００９９】
　[00123]図９は、本開示の一態様による、チャンネル状態条件報告プロセス中にユーザ
機器によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロック９００に
おいて開始して、ＵＥは、基地局からチャンネル状態条件報告要求を受信し得る。加えて
、ブロック９００において受信された要求に応答して、ＵＥは、ブロック９０２において
チャンネル条件を決定し、ブロック９０４において基地局にチャンネル状態条件報告を送
信することができる。本開示の態様によれば、報告は、ＵＥによって経験されたＷＩＦＩ
干渉など、無認可スペクトル干渉に関する情報を含み得る。いくつかの態様では、ＷＩＦ
Ｉ干渉に関する情報は、前に説明された１つまたは複数のＷＩＩビットなど、ＷＩＦＩ干
渉の存在に関する情報を含み得ることが想定される。代替または追加として、ブロック９
０２において、ＵＥは、ＷＩＦＩ干渉が存在する結果としてＵＥが１つまたは複数の送信
の復号に失敗する可能性があるかどうかを決定し得ることが想定される。これらの態様で
は、ＷＩＦＩ干渉に関する情報は、前に説明された１つまたは複数の推論的ＡＣＫビット
など、ＷＩＦＩ干渉が存在する結果としてＵＥが１つまたは複数の送信の復号に失敗する
可能性があるかどうかに関する情報を含み得る。いくつかの態様では、ＵＥは、要求を受
信することを予期して、経時的にＷＩＩビットと推論的ＡＣＫビットとを周期的に取得お
よび蓄積し、報告の中で、蓄積された情報を基地局に提供することができることが想定さ
れる。処理は、ブロック９０４からブロック９０６に進み得る。
【０１００】
　[00124]ブロック９０６において、ＵＥは、異なるチャンネルまたは帯域に切り替える
ためのコマンドが基地局から受信されているかどうかの決定を下すことができる。たとえ
ば、ＵＥは、１つの無認可スペクトルチャンネルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａから無認可
スペクトルチャンネルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに切り替えるため、または無認可スペ
クトル帯域を用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａから認可帯域に切り替えるためのコマンドを受信
し得る。ブロック９０６において、そのようなコマンドが受信されていないと決定される
場合、ブロック９０８において、ＵＥは、現在のチャンネルまたは帯域上で基地局からデ
ータを受信し得る。場合によっては、ブロック９０６において、そのようなコマンドが受
信されたとＵＥが決定する場合、ブロック９１０において、ＵＥは、コマンドによって指
定された異なるチャンネルまたは帯域に切り替え、その後、ブロック９０８において、異
なるチャンネルまたは帯域上で基地局からデータを受信することができる。処理は、ブロ
ック９０８から、ブロック９００など、そのプロセス内の以前の点に戻ることができる。
【０１０１】
　[00125]図１０は、本開示の一態様による、無線フレームのサブフレームにわたってお
よびサブフレームのスロットの間でスタガリングされるＣＳＩ－ＲＳおよびＩＭＲのリソ
ースを示す図を示す。たとえば、典型的なダウンリンクフレーム構造において、１０ｍｓ
の無線フレーム１０００は、０～９の添え字を付けられた１０個の等しいサイズのサブフ
レームから成ることができる。各サブフレームは２つの連続するタイムスロットを含み、
リソースグリッドは、各タイムスロットが１つのリソースブロックを含む、２つの連続す
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るタイムスロットを表すために使用され得る。ＬＴＥでは、リソースブロックは、周波数
領域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでいる。無線フレーム１０００は、複数の
リソースブロックの行およびサブフレームの列から成り、サブフレームの各列は、１００
２において示されるタイムスロットのペアから成り得る。例示のために、図１０に示され
るように、８つの隣接するリソースグリッドのセットが考慮され得る。８つの隣接するリ
ソースグリッドのこのセットは、０～３の添え字を付けられたＲＢ０～ＲＢ３の４つのリ
ソースブロックの行、および１～２の添え字を付けられた２つのサブフレームの列のよう
に添え字を付けられてよく、各サブフレームは、０～１の添え字を付けられたタイムスロ
ットの列にさらに再分割される。
【０１０２】
　[00126]本開示のいくつかの態様によれば、チャンネル状態情報（ＣＳＩ）基準信号（
ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースは、無線フレーム内のいくつかのサブフレームにわたってスタ
ガリングされ得る。たとえば、リソースブロック０および２は、１００４および１００８
におけるようにサブフレーム２に送信されたＣＳＩ－ＲＳのリソースを有し得、一方、リ
ソースブロック１および３は、１００６および１０１０におけるようにサブフレーム１に
送信されたＣＳＩ－ＲＳのリソースを有し得る。代替または追加として、スタガリングは
、サブフレーム内のタイムスロット間で実行され得る。たとえば、リソースブロック０お
よび２は、１００８および１００４においてそれぞれ示されるサブフレーム２のタイムス
ロット０と１との間でスタガリングされるＣＳＩ－ＲＳのリソースを有し得る。同様に、
リソースブロック１および３は、１０１０および１００６においてそれぞれ示されるサブ
フレーム１のタイムスロット０と１との間でスタガリングされるＣＳＩ－ＲＳのリソース
を有し得る。
【０１０３】
　[00127]上記で説明されたように、サブフレームにわたるおよび／またはタイムスロッ
ト間のＣＳＩ－ＲＳのリソースのスタガリングは、ＣＳＩオーバーヘッドの変更を必要と
することなく、干渉をよりよく捕捉することができる。基地局によって利用されるスタガ
リングパターンは、ＰＤＳＣＨ疑似コロケーションインジケータ（ＰＱＩ：Quasi-Coloca
tion Indicator）状態における協調マルチポイント（ＣｏＭＰ：Coordinated Multipoint
）レートマッチングのために、他の基地局に通信され得ることが想定される。たとえば、
２つのアンテナポートが疑似コロケートされることが仮定される場合、ＵＥは、１つのア
ンテナポート上のシンボルが伝えられるチャンネルの大規模な特性は、他のアンテナポー
トのシンボルが伝えられるチャンネルから推測され得ると仮定することができる。大規模
な特性は、チャンネルゲイン、遅延拡散、ドップラーなどを含み得る。サービングｅＮＢ
以外のｅＮＢに割り当てられるＣＳＩ－ＲＳのリソースに対して、疑似コロケーションは
、（それらは異なるｅＮＢからの信号であるので）仮定され得ない。しかしながら、ＣＳ
Ｉ－ＲＳ信号がいくつかのｅＮＢから予想される場合、サービングｅＮＢは、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓベースの測定に対するいくつかの空のリソースを考慮するために、ＰＤＳＣＨ（レート
マッチング動作）のためのより少ないシンボルを生成し得る。スタガリングが使用される
場合、レートマッチングがいくつかのサブフレームに対して適切に実行され得るように、
スタガリングパターンメイツーが他のｅＮＢに示される。
【０１０４】
　[00128]スタガリングは、時変干渉の長いバーストをよりよく捕捉し、管理フレームお
よび制御フレームなど、短いＷＩＦＩパケットによる影響を最小化する。時変干渉を捕捉
することと、改善されたＣＱＩ推定との間にトレードオフが存在するが、帯域幅の異なる
セクションに対するＣＱＩを評価するために、より高い密度が使用され得ることが想定さ
れる。帯域幅の所与のセクション内の各サブバンドに対するＣＱＩ報告をＵＥが計算する
ことを可能にするために、ブロックスタガリングが使用され得ることも想定される。
【０１０５】
　[00129]スタガリングはまた、１０１２～１０１８に示されるように、干渉測定リソー
ス（ＩＭＲ）のリソースに適用され得る。ＩＭＲは、ＵＥが、実装形態依存の方法で干渉
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を測定するリソース要素（ＲＥ）のセットを表す。ＩＭＲは、４ポートゼロ出力チャンネ
ル状態情報基準信号（ＺＰ－ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースによって与えられ得る。ネットワ
ークは、ＩＭＲ上で作成／測定される干渉が、ＵＥが実際のＰＤＳＣＨ送信の間に遭遇す
ることになる干渉を表すことを確実にする役割を果たし得る。容易に理解されるように、
これらのＩＭＲのリソースは、ＣＳＩフィードバック報告のためのＣｏＭＰ方式において
使用されるゼロ出力ＣＳＩ－ＲＳのリソースであり得る。異なるリソース要素が、異なる
送信点によって干渉推定のために割り振られてよく、および／または複数の送信点の間で
共有されるべき干渉推定のために割り振られてよい。送信点のグループの各々は、ＣＳＩ
フィードバック報告の一部としてシグナリングするために使用され得るリソースパターン
を割り振られてよい。マッピング（たとえば、暗黙のつながり）は、シグナリングのオー
バーヘッドを低減するために、グループ内のリソース要素パターンの間に存在し得る。Ｕ
Ｅは、基地局によってシグナリングされたリソースパターングループの各々に対するチャ
ンネル推定測定と干渉推定測定の両方を実行し、リソースをＵＥに割り振るのに使用する
ために、得られたチャンネル状態条件報告を基地局に与えることができる。
【０１０６】
　[00130]固定されたスタガリングパターンが、すべての基地局に対するサブフレームに
わたることが想定される。たとえば、固定されたスタガリングパターンが、ネットワーク
内のすべての基地局に対して、またはＣｏＭＰセル内のすべての基地局に対して使用され
得る。無認可スペクトルを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａに対して、干渉が他の展開から予測
され得るので、固定されたスタガリングパターンが使用されるべきである場合、すべての
展開におけるすべての基地局に対してスタガリングパターンを固定することが好ましい場
合がある。しかしながら、基地局は、ＩＭＲのリソースに対するスタガリングパターンを
他の基地局に示してよいことが代替として想定される。この表示は、システム情報ブロッ
ク、ＲＲＣ接続セットアップ／再構成（RRC Connection Setup/Reconfiguration）メッセ
ージ、または他のメッセージの使用によって達成され得る。
【０１０７】
　[00131]図１１は、本開示の一態様による、ＣＳＩ－ＲＳおよびＩＭＲのリソーススタ
ガリングプロセス中に基地局によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たと
えば、ブロック１１００において開始して、基地局は、無線フレーム内のサブフレームに
わたるＣＳＩ－ＲＳおよび／またはＩＭＲのリソースをスタガリングすることができる。
加えて、ブロック１１０２において、基地局は、代替または追加として、サブフレーム内
のスロットの間で、および／または各リソースブロック内の異なるシンボルおよびトーン
にわたって、ＣＳＩ－ＲＳのリソースおよび／またはＩＭＲのリソースをスタガリングす
ることができる。同じく、ブロック１１０４において、基地局は、スタガリングパターン
を他の基地局に示し得る。さらに、ブロック１１０６において、基地局は、無線フレーム
をＵＥに送信し得る。さらに、ブロック１１０８において、基地局は、スタガリングされ
たＣＳＩ－ＲＳおよび／またはＩＭＲのリソースに基づくチャンネル状態報告をＵＥから
受信し得る。さらに、ブロック１１１０において、基地局は、受信されたチャンネル状態
報告に基づいてＵＥによる使用のための１つまたは複数のリソースを決定し得る。
【０１０８】
　[00132]図１２は、本開示の一態様による、ＣＳＩ－ＲＳおよびＩＭＲのリソーススタ
ガリングプロセス中にユーザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。
たとえば、ブロック１２００において開始して、ＵＥは、基地局から無線フレームを受信
し得る。この無線フレームは、前に説明されたように、サブフレームにわたって、および
／またはサブフレーム内のスロットの間で、および／または各リソースブロック内の異な
るシンボルおよびトーンにわたってスタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソ
ースを有し得る。加えて、ブロック１２０２において、ＵＥは、スタガリングされたＣＳ
Ｉ－ＲＳおよび／またはＩＭＲのリソースに基づいてチャンネル推定および／または干渉
推定を実行し得る。同じく、ブロック１２０２において、ＵＥは、チャンネル推定および
／または干渉推定に基づいてチャンネル状態報告を生成し得る。さらに、ブロック１２０
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６において、ＵＥは、チャンネル状態報告を基地局に送信し得る。
【０１０９】
　[00133]図１３は、本開示の一態様による、干渉報告プロセス中にユーザ機器によって
実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロック１３００において開始
して、ＵＥは、基地局によって送信された無線フレーム内のＣＳＩ－ＲＳのリソースに基
づいて１つまたは複数の干渉報告を生成し得る。さらに、ブロック１３０２において、Ｕ
Ｅは、干渉報告を基地局に送信し得る。同じく、ブロック１３０４において、ＵＥは基地
局からリソース割振りを受信し得、このリソース割振りは、１つまたは複数の干渉報告に
基づく場合がある。さらに、ブロック１３０６において、ＵＥは、ワイヤレス通信を遂行
するために割り振られたリソースを使用し得る。
【０１１０】
　[00134]本開示の態様によれば、ブロック１３００において生成された１つまたは複数
の干渉報告は、無認可スペクトル（たとえば、ＷＩＦＩ）干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソ
ースと、無認可スペクトル（たとえば、ＷＩＦＩ）干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソー
スとに基づく場合がある。たとえば、報告は、ＷＩＦＩ干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソー
スに対する干渉のないＣＱＩと、ＷＩＦＩ干渉を経験するＣＳＩのリソースに対する干渉
ＣＱＩとを提供する別々の報告を含み得る。代替として、報告は、ＷＩＦＩ干渉のないＣ
ＳＩ－ＲＳのリソースとＷＩＦＩ干渉を経験するＣＳＩのリソースの両方に基づく複合報
告を含み得る。そのような複合報告は、両タイプのＣＳＩ－ＲＳのリソースに対するＣＱ
Ｉを平均することによって、ＣＱＩ推定精度を犠牲にして、より少ないオーバーヘッドを
要求する場合がある。
【０１１１】
　[00135]図１４は、本開示の一態様による、干渉報告プロセス中に基地局によって実行
される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロック１４００において開始して
、基地局は、基地局によって送信された無線フレーム内のＣＳＩ－ＲＳのリソースに基づ
く１つまたは複数の干渉報告を、ＵＥから受信し得る。これらの報告は、前に説明された
ように、無認可スペクトル（たとえば、ＷＩＦＩ）干渉のないＣＳＩ－ＲＳのリソースと
、干渉を経験するＣＳＩ－ＲＳのリソースとに対する、別々の報告または複合報告を含み
得る。加えて、ブロック１４０２において、基地局は、干渉レベルを決定するために干渉
報告を使用し得る。同じく、ブロック１４０４において、基地局は、決定された干渉レベ
ルに基づいてＵＥにリソースを割り振ることができる。さらに、ブロック１４０６におい
て、基地局は、リソース割振りをＵＥに通信し得る。
【０１１２】
　[00136]図１５は、本開示の一態様による、チャンネルまたは帯域切り替え要求処理プ
ロセス中にユーザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、
ブロック１５００において、ＵＥは、周期的またはサブフレームごとのいずれかでＷＩＩ
ビットと推論的ＡＣＫビットとを蓄積し得る。加えて、ブロック１５０２において、ＵＥ
は、ＷＩＦＩ干渉などの無認可スペクトル干渉の頻度とサブフレーム復号に対するその影
響とを決定し得る。同じく、ブロック１５０４において、ＵＥは、影響の重大度が補正動
作を正当化するのに十分であるかどうかを決定し得る。図７および図８を参照して前に説
明されたように、ブロック１５００～１５０４において、ＵＥは、基地局によって遂行さ
れた動作と同じまたは類似の動作のいずれかまたはすべてを遂行することができることが
想定される。
【０１１３】
　[00137]ブロック１５０６におけるブロックにおいて、基地局は、基地局からの補正動
作を要求し得る。たとえば、ＵＥは、現在のチャンネルまたは帯域を変更するための要求
を示すために、ＣＳＩ報告内に与えられる切り替えインジケータ（ＳＷＩ）ビットをセッ
トすることができる。ＵＥは、無認可スペクトルチャンネルを用いる異なるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａに、または認可帯域に切り替えることを要求し得ることが想定される。次いで、ブ
ロック１５０８において、ＵＥは、基地局にこのＣＳＩ報告を送信し、前に説明された任
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意の方法で、基地局が補正動作を取ることを可能にすることができる。たとえば、基地局
は、ＵＥを異なるチャンネルまたは帯域に切り替えることを試みる前に、ＭＣＳを引き下
げることを試みることができることが想定される。
【０１１４】
　[00138]いくつかの態様では、基地局は、ＵＥを切り替える前に、候補のチャンネルま
たは帯域におけるチャンネル条件をＵＥに質問し得、ＵＥは、そのような手順において協
力するための動作を遂行し得ることが想定される。いくつかの態様では、基地局は、単に
、ＭＣＳを異なるチャンネルまたは帯域上に割り振るために、この情報を要望する場合が
ある。他の態様では、基地局は、報告されたチャンネル条件に基づいて、異なるチャンネ
ルまたは帯域へのＵＥの切り替えを調整することができる。たとえば、ブロック１５１０
において、ＵＥは、基地局がチャンネル条件情報を要望する、候補のチャンネルまたは帯
域を指定する基地局から、チャンネル状態条件報告要求を受信し得る。加えて、ブロック
１５１２において、ＵＥは、基地局から受信された要求において指定された候補のチャン
ネルまたは帯域におけるチャンネル条件を決定するための動作を遂行し得る。同じく、ブ
ロック１５１４において、ＵＥは、候補のチャンネルまたは帯域に対するチャンネル状態
条件報告を基地局に送信し得る。さらに、ブロック１５１６において、ＵＥは、候補のチ
ャンネルまたは帯域など、異なるチャンネルまたは帯域に変更するためのコマンドが、基
地局から受信されるかどうかを決定し得る。ブロック１５１６において、ＵＥが、そのよ
うなコマンドが受信されないと決定する場合、処理は、ブロック１５１０など、そのプロ
セス内の以前の点に戻り得、そこにおいて、ＵＥは、異なる候補のチャンネルまたは帯域
を指定する新しいチャンネル状態条件報告要求を、基地局から受信し得る。場合によって
は、ブロック１５１６において、ＵＥが、異なるチャンネルまたは帯域に切り替えるため
のコマンドが基地局から受信されていると決定する場合、ブロック１５１８において、Ｕ
Ｅは、コマンドによって指定された、異なるチャンネルまたは帯域に切り替わることがで
きる。その後、ブロック１５２０において、ＵＥは、異なるチャンネルまたは帯域を介し
てワイヤレス通信を実行し得る。
【０１１５】
　[00139]図１６は、本開示の一態様による、チャンネルまたは帯域切り替え要求処理プ
ロセス中に基地局によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロ
ック１６００において開始して、基地局は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトルチャン
ネルなど、現在のチャンネルまたは帯域を介してＵＥとワイヤレス通信を実行し得る。加
えて、ブロック１６０２において、基地局は、ＵＥからＣＳＩ報告を受信し得る。同じく
、ブロック１６０４において、基地局は、ＵＥを異なるチャンネルまたは帯域に切り替え
ることによるなどの補正動作を取るための要求を、基地局に示すために、ＣＳＩ報告の中
の１つまたは複数のＳＷＩビットがセットされているかどうかを決定し得る。要求は、Ｌ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトルチャンネルから別のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペク
トルチャンネルに切り替えるための要求であってよいことが想定される。代替または追加
として、要求は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトルチャンネルから認可帯域に切り替
えるための要求であってよいことが想定される。ブロック１６０６において、基地局が、
ＣＳＩ報告の中でそのような要求がなされていないと決定する場合、ブロック１６０８に
おいて、基地局は、ＣＳＩ報告のコンテンツに基づいて必要に応じてＭＣＳを調整し得る
。処理は、ブロック１６０８から、ブロック１６００など、そのプロセス内の以前の点に
戻ることができる。しかしながら、ブロック１６０６において、基地局が、ＣＳＩ報告が
そのような要求を含むと決定する場合、基地局は、補正動作を取ることを試みることがで
きる。
【０１１６】
　[00140]いくつかの態様では、基地局は、図７および図８に関して前に説明された手順
のザのいずれかまたはすべてに従って補正動作を取ることを試みることができることが想
定される。たとえば、基地局は、ＵＥを異なるチャンネルまたは帯域に切り替えることの
代替として、ＭＣＳを引き下げる場合があることが想定される。基地局は、ＵＥを異なる
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チャンネルまたは帯域に切り替える前に、ブロック１６１０において、候補のチャンネル
または帯域を選択し、ブロック１６１２において、候補のチャンネルまたは帯域に関する
報告を要求するチャンネル状態条件報告要求を、ＵＥに送信することができることがさら
に想定される。加えて、ブロック１６１４において、そのようなチャンネル状態条件報告
をＵＥから受信すると、ブロック１６１６において、基地局は、候補のチャンネルまたは
帯域に対するチャンネル条件が容認可能であるかどうかを決定し得る。ブロック１６１６
において、基地局が、チャンネル条件が容認可能であると決定する場合、ブロック１６１
８において、基地局は、候補のチャンネルまたは帯域を切り替えるためのコマンドをＵＥ
に送信し得る。ブロック１６２０において、基地局はまた、ＵＥとワイヤレス通信を実行
するために、候補のチャンネルまたは帯域を現在のチャンネルまたは帯域として示すこと
ができる。加えて、ブロック１６２０は、ブロック１６１４において受信された報告のコ
ンテンツに基づいて、リソースをＭＣＳとともに、異なるチャンネルまたは帯域上のＵＥ
に割り振ることを伴う場合がある。
【０１１７】
　[00141]図１７は、本開示の一態様による、ＲＡＴ間チャンネル状態情報報告プロセス
を遂行する基地局とユーザ機器とを示す図を示す。たとえば、ｅＮＢスケジューラ１７０
２に応答する基地局１７００は、無認可スペクトル送信機（ＴＸ）メディアアクセス制御
（ＭＡＣ）レイヤ１７０４と、ＷＩＦＩ受信機（ＲＸ）ＭＡＣレイヤ１７０６などの無認
可スペクトル受信機ＭＡＣレイヤと、ＨＡＲＱプロセス１７０８とを用いるＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａを実装し得る。加えて、ＵＥ１７１０は、無認可スペクトルＲＸ　ＭＡＣレイヤ１
７１２と、ＷＩＦＩ　ＴＸ　ＭＡＣレイヤ１７１４などの無認可スペクトルＴＸ　ＭＡＣ
レイヤと、アグリゲーションプロセス１７１６とを用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを実装し得
る。基地局１７００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトル帯域と呼ばれる場合がある
第１の帯域上で、無認可スペクトルＴＸ物理（ＰＨＹ）レイヤ１７１８を用いるＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａと、無認可スペクトルＲＸ　ＰＨＹレイヤ１７２０を用いるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａとを介して、メッセージをＵＥ１７１０に送信し得る。アグリゲーションプロセス１７
１６は、ＷＩＦＩ帯域と呼ばれる場合がある第２の帯域上で、ＷＩＦＩ　ＴＸ　ＰＨＹレ
イヤ１７２４などの無認可スペクトルＴＸ　ＰＨＹレイヤとＷＩＦＩ　ＲＸ　ＰＨＹレイ
ヤ１７２２などの無認可スペクトルＲＸ　ＰＨＹレイヤとを介してメッセージを基地局１
７００に送信するために、上位レイヤからのデータおよびスケジューリング要求に応答す
ること、ならびに無認可スペクトルＲＸ　ＭＡＣレイヤ１７１２を用いるＬＴＥ／ＬＴＥ
－ＡからのＣＱＩ、ランクインジケータ（ＲＩ）、プリコーディング行列インジケータ（
ＰＭＩ）およびＡＣＫデータに応答することができる。本明細書で説明される態様によれ
ば、ＵＥ１７１０は、第１の帯域に対するＡＣＫ／ＮＡＫおよびＣＳＩ報告を、第２の帯
域上で基地局１７００に送信し得る。次に、基地局１７００のＨＡＲＱプロセス１７０８
は、第１の帯域上での再送信を管理するために第２の帯域上で受信されたＡＣＫ／ＮＡＫ
に応答することができ、基地局１７００は、前に説明されたように、第１の帯域上のＵＥ
１７１０にリソースを割り振ること、第１の帯域上のＵＥ１７１０に対するＭＣＳを調整
すること、および／またはＵＥを異なるチャンネルまたは帯域に切り替えることを行うた
めに、第２の帯域上で受信されたＣＳＩ報告に応答することができる。図１８および図１
９に関して以下でより詳細に説明されるように、ＵＥ１７１０は、第１の帯域上の制御容
量は過負荷であるとの決定に応答して、ＣＳＩ報告を第２の帯域上で送信し得ることが想
定される。
【０１１８】
　[00142]図１８は、本開示の一態様による、ＲＡＴ間チャンネル状態情報報告プロセス
中にユーザ機器によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロッ
ク１８００において開始して、ＵＥは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトル帯域であっ
てよい第１の帯域上で、基地局とワイヤレス通信を実行し得る。加えて、ブロック１８０
２において、ＵＥは、第１の帯域上の制御容量負荷を決定し、ブロック１８０４において
、第１の帯域上の制御容量が過負荷であるかどうかを決定することができる。ブロック１
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８０４において、ＵＥが、第１の帯域上の制御容量が過負荷でないと決定する場合、ＵＥ
は、第１の帯域上でＣＳＩ報告を送信し得る。そうではなく、ブロック１８０４において
、ＵＥが、第１の帯域上の制御容量が過負荷であると決定する場合、ＵＥは、ＣＳＩ報告
を基地局に送信するために、無認可帯域（たとえば、ＷＩＦＩ帯域）であってよい第２の
帯域を使用し得る。第１の帯域が、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトル帯域であるとき
、および第２の帯域がＷＩＦＩ帯域であるとき、第１の帯域および第２の帯域の無線アク
セス技術（ＲＡＴ）は、互いに異なるものであることを諒解されたい。当業者には容易に
明らかになるように、互いに異なる他のＲＡＴもまた使用され得ることも想定される。
【０１１９】
　[00143]図１９は、本開示の一態様による、ＲＡＴ間チャンネル状態情報報告プロセス
中に基地局によって実行される例示的なブロックを示す図を示す。たとえば、ブロック１
９００において開始して、基地局は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトル帯域であって
よい第１の帯域上で、ＵＥとワイヤレス通信を実行し得る。加えて、ブロック１９０２に
おいて、基地局は、無認可帯域（たとえば、ＷＩＦＩ帯域）であってよい第２の帯域上で
、ＵＥからＣＳＩ報告を受信し得る。同じく、ブロック１９０４において基地局は、第２
の帯域上でＵＥから受信されたＣＳＩ報告に基づいて、第１の帯域上のＵＥとの通信を調
整し得る。たとえば、ブロック１９０４において、基地局は、前に説明されたように、Ｕ
Ｅに対してリソースを割り振ること、ＵＥに対するＭＣＳを調整すること、および／また
はＵＥを異なるチャンネルまたは帯域に切り替えることを行い得ることが想定される。第
１の帯域が、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無認可スペクトル帯域であるとき、および第２の帯域が
ＷＩＦＩ帯域であるとき、第１の帯域および第２の帯域のＲＡＴは、互いに異なるもので
あることを諒解されたい。当業者には容易に明らかになるように、互いに異なる他のＲＡ
Ｔもまた使用され得ることも想定される。
【０１２０】
　[00144]様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して情報および信号が表現され
得ることを当業者なら理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって参照され得る
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、磁場または粒子、光場または光粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって
表現され得る。
【０１２１】
　[00145]図６～図９、図１１～図１６、図１８および図１９の機能ブロックおよびモジ
ュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路
、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、またはそれらの任意の組合
せを備え得る。
【０１２２】
　[00146]本明細書で本開示に関連して説明した様々な例示的論理ブロック、モジュール
、回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せとして実装され得ることを当業者ならさらに理解されよう。ハード
ウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロ
ック、モジュール、回路、およびステップが、概してそれらの機能に関して上記で説明さ
れている。そのような機能性が、ハードウェアまたはソフトウェアのどちらとして実施さ
れるのかは、特定の応用例と、システム全体に課せられる設計制約とに依存する。当業者
は、説明された機能性を、特定の応用例ごとに様々な形で実施することができるが、その
ような実施決定が、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈されてはならない。当業
者はまた、本明細書で説明した構成要素、方法、または相互作用の順序あるいは組合せは
例にすぎないこと、および本開示の様々な態様の構成要素、方法、または相互作用は、本
明細書で例示し、説明したもの以外の方法で組み合わせられるかまたは実行され得ること
を容易に認識されよう。
【０１２３】
　[00147]本明細書で開示する実施形態に関連して説明される様々な例示的論理ブロック
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、モジュール、および回路は、本明細書で説明する機能を実施するように設計された汎用
プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、
フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバ
イス、ディスクリートゲートまたはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア
構成要素、あるいはそれらの任意の組合せとともに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、計算デバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複
数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、
あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
【０１２４】
　[00148]本明細書で開示される実施形態に関連して説明される方法またはアルゴリズム
のステップは、ハードウェアで直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモ
ジュールで、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡ
Ｍメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商
標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、取外し可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当
技術分野で周知の任意の他の形態の記憶媒体内に存在し得る。例示的記憶媒体は、プロセ
ッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロ
セッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。プロセッサ
および記憶媒体はＡＳＩＣ内に存在し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に存在し得る。代替
実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に別個の構成要素として存在
し得る。
【０１２５】
　[00149]１つまたは複数の例示的設計では、説明される機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとして、非一時的コンピュ
ータ可読媒体上に記憶されるか、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。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
送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方
を含む。コンピュータ可読記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスさ
れ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュー
タ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、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記憶デバイス、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格納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得る。また、接続はコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれ得
る。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、
またはデジタル加入者線（ＤＳＬ）を使用して、ウェブサイト、サーバ、またはその他の
リモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペ
ア、またはＤＳＬ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、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。上述の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲
内に含まれるべきである。
【０１２６】
　[00150]特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、２つ以上の項目の列挙
中で使用されるとき、「および／または」という語は、列挙された項目のうちのいずれか
１つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの２つ以上の任意の組合せ
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が採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣ
を含んでいると記述されている場合、その組成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組
合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ、またはＡとＢとＣの組合せを含んでいることが
ある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくと
も１つ」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は、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
。
【０１２７】
　[00151]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用
することができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明
らかになり、本明細書で定義した一般原理は、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。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および
設計に限定されるものではなく、本明細書で開示し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］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　各リソースブロック内の異なるシンボルおよびトーンにわたるかのうちの少なくとも１
つにおいて、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースまたは干渉測定リ
ソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を、基地局によって無線フレーム内でスタ
ガリングすることと、
　ユーザ機器（ＵＥ）に前記無線フレームを前記基地局によって送信することとを備える
、方法。
　［Ｃ２］
　チャンネル状態報告形の前記ＵＥを前記基地局によって受信することをさらに含み、前
記チャンネル状態報告が、前記スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソース
の少なくとも一方に基づく、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記受信されたチャンネル状態報告に基づいて前記ＵＥによる使用のための１つまたは
複数のリソースを決定することをさらに含む、Ｃ２に記載の方法。
　［Ｃ４］
　リソーススタガリングパターンと、
　ＩＭＲリソース構成と、
　ヌルトーン構成とのうちの少なくとも１つを他の基地局に前記基地局によって示すこと
をさらに含む、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ５］
　サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　各リソースブロック内の異なるシンボルおよびトーンにわたるかのうちの少なくとも１
つにおいて、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースまたは干渉測定リ
ソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を、基地局によって無線フレーム内でスタ
ガリングするための手段と、
　ユーザ機器（ＵＥ）に前記無線フレームを前記基地局によって送信するための手段とを
備える、ワイヤレス通信装置。
　［Ｃ６］
　チャンネル状態報告形の前記ＵＥを前記基地局によって受信するための手段をさらに含
み、前記チャンネル状態報告が、前記スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリ
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ソースの少なくとも一方に基づく、Ｃ５に記載の装置。
　［Ｃ７］
　前記受信されたチャンネル状態報告に基づいて前記ＵＥによる使用のための１つまたは
複数のリソースを決定するための手段をさらに含む、Ｃ６に記載の装置。
　［Ｃ８］
　リソーススタガリングパターンと、
　ＩＭＲリソース構成と、
　ヌルトーン構成とのうちの少なくとも１つを他の基地局に前記基地局によって示すため
の手段をさらに含む、Ｃ５に記載の装置。
　［Ｃ９］
　プログラムコードを記録した非一時的コンピュータ可読媒体であって、
　サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　各リソースブロック内の異なるシンボルおよびトーンにわたるかのうちの少なくとも１
つにおいて、チャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）のリソースまたは干渉測定リ
ソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を、基地局によって無線フレーム内でスタ
ガリングすることを、１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードと、
　ユーザ機器（ＵＥ）に前記無線フレームを前記基地局によって送信することを、前記１
つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードとを備える、非一時的コンピュータ
可読媒体。
　［Ｃ１０］
　チャンネル状態報告形の前記ＵＥを前記基地局によって受信することを、前記１つまた
は複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含み、前記チャンネル状態報告が
、前記スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソースの少なくとも一方に基づ
く、Ｃ９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ１１］
　前記受信されたチャンネル状態報告に基づいて前記ＵＥによる使用のための１つまたは
複数のリソースを、前記１つまたは複数のコンピュータに決定させるためのコードをさら
に含む、Ｃ１０に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ１２］
　リソーススタガリングパターンと、
　ＩＭＲリソース構成と、
　ヌルトーン構成とのうちの少なくとも１つを他の基地局に、前記基地局によって示すこ
とを、前記１つまたは複数のコンピュータに行わせるためのコードをさらに含む、Ｃ９に
記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
　［Ｃ１３］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　基地局からの無線フレームをユーザ機器（ＵＥ）によって受信することと、ここにおい
て、前記無線フレームが、
　サブフレームにわたるか、
　サブフレーム内のスロットの間か、または
　異なるリソースブロックに対するスロットにわたる複数のシンボルの中の少なくとも１
つにおいてスタガリングされたチャンネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）または干渉
測定リソース（ＩＭＲ）のリソースの少なくとも一方を有する、
　前記スタガリングされたＣＳＩ－ＲＳまたはＩＭＲのリソースの少なくとも一方に基づ
いてチャンネル推定または干渉推定の少なくとも一方を前記ＵＥによって実行することと
を備える、方法。
　［Ｃ１４］
　チャンネル推定または干渉推定の少なくとも一方に基づいてチャンネル状態報告を前記
ＵＥによって生成することをさらに含む、Ｃ１３に記載の方法。



(35) JP 6486931 B2 2019.3.20

　［Ｃ１５］
　前記基地局に前記チャンネル状態報告を前記ＵＥによって送信することをさらに含む、
Ｃ１４に記載の方法。
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