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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ページングインスタンスの送信のために、免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期
間の間、複数のフレームのウインドウを監視することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、前記免許不要
無線周波数スペクトル帯域の前記ウインドウの第１のフレームの間に前記ページングイン
スタンスが送信に失敗したと決定することと、
　前記ページングインスタンスが送信に失敗したと決定することに少なくとも一部基づい
て、前記ページングインスタンスの前記送信のために、前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の前記時間期間に、前記ウインドウの第２のフレームを監視することと、
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　他のデバイスのページングインスタンスのために、前記複数のフレームの前記ウインド
ウを監視することと、
　別の１つのデバイスと関連付けられる第２のページングインスタンスに少なくとも一部
基づいて、ページング情報を取得することと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　他のデバイスのページングインスタンスのために前記複数のフレームの前記ウインドウ
を監視する前に、前記ページングインスタンスのために、前記複数のフレームの前記ウイ
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ンドウ内のサブウインドウを監視すること、
　をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　第１のデバイスと関連付けられる前記ウインドウのスケジューリングされたページング
インスタンスの第１のセットの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が前記ペー
ジングインスタンスを前記第１のデバイスに送信するのに失敗したと決定することと、
　スケジューリングされたページングインスタンスの第１のセットの間に前記免許不要無
線周波数スペクトル帯域が前記ページングインスタンスを第１のデバイスに送信するのに
失敗したと決定することに少なくとも一部基づいて、第２のデバイスと関連付けられる前
記ウインドウのスケジューリングされたページングインスタンスの第２のセットを監視す
ることと、
　スケジューリングされたページングインスタンスの前記第２のセットの間に前記第２の
デバイスと関連付けられる第２のページングインスタンスを受信することに少なくとも一
部基づいて、ページング情報を取得することと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記決定することは、
　前記第１のフレームに対するチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）のブラインド検出
に少なくとも一部基づいて、前記第１のフレームの間に前記ページングインスタンスの前
記送信が送信に失敗したと決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのページングインスタンスが送信されたと決定するまで、前記時間期間
中の各フレームを監視することをさらに備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ページングインスタンスが送信されたと決定するまで、前記複数のフレームの前記
ウインドウ中の各フレームを監視することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ページングインスタンスが送信されないと決定するまで、前記複数のフレームの前
記ウインドウ中の各フレームを監視することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記時間期間中のクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）における
前記ページングインスタンスの前記送信を検出することをさらに備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記時間期間中のリッスンビフォートーク（ＬＢＴ）フレームにおける前記ページング
インスタンスの前記送信を検出することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のフレームの間の前記ページングインスタンスの前記送信は、前記時間期間に
ついての信号送信のパターンの変化に少なくとも一部基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間に１つまたは複数のページングインスタ
ンスを送信するための信号送信のパターンを決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が、前記時間期間中の複数のフレームのウイン
ドウ中の１フレームの間に少なくとも１つのページングインスタンスを送信するのに利用
不可能であるかどうかを決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域がページングインスタンスを送信するのに利用
不可能であると決定したことに応答して、前記時間期間のための信号送信の前記パターン
を変更することと、
　を備える、方法。
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【請求項１３】
　前記複数のフレームの前記ウインドウは、第１のデバイスに対するスケジューリングさ
れたページングインスタンスの第１のセットと、第２のデバイスに対するスケジューリン
グされたページングインスタンスの第２のセットとを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ウインドウのスケジューリングされたページングインスタンスの前記第１のセット
の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が第１のページングインスタンスを前記
第１のデバイスに送信するのに利用不可能であると決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域がスケジューリングされたページングインスタ
ンスの前記第１のセットのために利用不可能であると決定することに少なくとも一部基づ
いて、前記第２のデバイスと関連付けられるスケジューリングされたページングインスタ
ンスの前記第２のセットの間に第２のページングインスタンスを送信することと、
　をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　信号送信の前記パターンは、第１のスケジューリングされたページングインスタンス送
信と第２のスケジューリングされたページングインスタンス送信とを備える、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１６】
　信号送信の前記パターンを前記変更することは、前記第１のスケジューリングされたペ
ージングインスタンス送信と前記第２のスケジューリングされたページングインスタンス
送信との間にある前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の１フレームの間に、信号送信
の前記パターン中に追加のページングインスタンス送信をスケジューリングすることを備
える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　信号送信の前記パターンを前記変更することは、前記免許不要無線周波数スペクトル帯
域の１フレームの間に、信号送信の前記パターン中に追加のページングインスタンス送信
をスケジューリングすることを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が前記ページングインスタンスを送信するのに
利用不可能であると決定することに少なくとも一部基づいて、前記免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域上で前記ページングインスタンスを送信するために、前記時間期間中の次の
利用可能なフレームを特定することと、
　前記次の利用可能なフレームの間に前記ページングインスタンスを送信することと、こ
こにおいて、信号送信の前記パターンを前記変更することは、前記次の利用可能なフレー
ムを特定することに少なくとも一部基づく、
　をさらに備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）手順に少なくとも一部基づいて次の利用可能な
リッスンビフォートーク（ＬＢＴ）フレームが使用のために利用可能であると決定するこ
とをさらに備え、前記ページングインスタンスを含む前記次の利用可能なフレームは、前
記次の利用可能なＬＢＴフレームである、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が前記ウインドウ中の前記フレームの間利用不
可能であると決定することに少なくとも一部基づいて、前記ページングインスタンスの送
信のために前記複数のフレームの前記ウインドウ中の第２のフレームを特定することをさ
らに備え、信号送信の前記パターンを変更することは、前記第２のフレームを特定するこ
とに少なくとも一部基づく、請求項１２に記載の方法。
【請求項２１】
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の前記時間期間に前記ページングインスタンス
のインスタンスを送信するための信号送信の前記パターンを前記決定することは、
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　処理負荷および／またはトラフィック負荷のうちの少なくとも１つに基づいて、前記複
数のフレームの前記ウインドウ中の前記フレームの間に、前記ページングインスタンスの
送信を、最初にスケジューリングすることを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項２２】
　信号送信の前記パターンを前記変更することは、
　前記時間期間のためのページングインスタンス送信の前記パターンにおいて、スケジュ
ーリングされるページングインスタンス送信の数を増やすことと、
　前記時間期間中のクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）における
ページングインスタンス送信を、信号送信の前記パターンに追加することと、
　のうちの少なくとも１つを備える、請求項１２に記載の方法。
【請求項２３】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令は、前記装置に
　ページングインスタンスの送信のために、免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期
間の間、の複数のフレームのウインドウを監視することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、前記免許不要
無線周波数スペクトル帯域の前記ウインドウの第１のフレームの間に前記ページングイン
スタンスが送信に失敗したと決定することと、
　前記ページングインスタンスが送信に失敗したと決定することに少なくとも一部基づい
て、前記ページングインスタンスの前記送信のために、前記免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の前記時間期間に、前記ウインドウの第２のフレームを監視することと、
　を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である、装置。
【請求項２４】
　前記命令は、前記装置に、
　他のデバイスのページングインスタンスのために、前記複数のフレームの前記ウインド
ウを監視することと、
　別の１つのデバイスと関連付けられる第２のページングインスタンスに少なくとも一部
基づいて、ページング情報を取得することと、
　を行わせるように前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項２３に記載の
装置。
【請求項２５】
　前記命令は、前記装置に、
　他のデバイスのページングインスタンスのために前記複数のフレームの前記ウインドウ
を監視する前に、前記ページングインスタンスのために、前記複数のフレームの前記ウイ
ンドウ内のサブウインドウを監視すること、
　を行わせるように前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項２４に記載の
装置。
【請求項２６】
　前記命令は、前記装置に、
　第１のデバイスと関連付けられる前記ウインドウのスケジューリングされたページング
インスタンスの第１のセットの間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が前記ペー
ジングインスタンスを前記第１のデバイスに送信するのに失敗したと決定することと、
　スケジューリングされたページングインスタンスの第１のセットの間に前記免許不要無
線周波数スペクトル帯域が前記ページングインスタンスを第１のデバイスに送信するのに
失敗したと決定することに少なくとも一部基づいて、第２のデバイスと関連付けられる前
記ウインドウのスケジューリングされたページングインスタンスの第２のセットを監視す
ることと、
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　スケジューリングされたページングインスタンスの前記第２のセットの間に前記第２の
デバイスと関連付けられる第２のページングインスタンスを受信することに少なくとも一
部基づいて、ページング情報を取得することと、
　を行わせるように前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項２３に記載の
装置。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令は、前記装置に
　免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間に１つまたは複数のページングインスタ
ンスを送信するための信号送信のパターンを決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が、前記時間期間中の複数のフレームのウイン
ドウ中の１フレームの間に少なくとも１つのページングインスタンスを送信するのに利用
不可能であるかどうかを決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域がページングインスタンスを送信するのに利用
不可能であると決定したことに応答して、前記時間期間のための信号送信の前記パターン
を変更することと、
　を行わせるように前記プロセッサによって実行可能である、装置。
【請求項２８】
　前記複数のフレームの前記ウインドウは、第１のデバイスに対するスケジューリングさ
れたページングインスタンスの第１のセットと、第２のデバイスに対するスケジューリン
グされたページングインスタンスの第２のセットとを含む、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記命令は、前記装置に、
　前記ウインドウのスケジューリングされたページングインスタンスの前記第１のセット
の間に、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が第１のページングインスタンスを前記
第１のデバイスに送信するのに利用不可能であると決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域がスケジューリングされたページングインスタ
ンスの前記第１のセットのために利用不可能であると決定することに少なくとも一部基づ
いて、前記第２のデバイスと関連付けられるスケジューリングされたページングインスタ
ンスの前記第２のセットの間に第２のページングインスタンスを送信することと、
　を行わせるように前記プロセッサによってさらに実行可能である、請求項２８に記載の
装置。
【請求項３０】
　信号送信の前記パターンは、第１のスケジューリングされたページングインスタンス送
信と第２のスケジューリングされたページングインスタンス送信とを備える、請求項２７
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　相互参照
　本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年４月１日に出願された
、「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇ　Ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｏ
ｆ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ　ｏｒ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎ
ａｌｓ　Ｏｖｅｒ　Ａｎ　Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓ
ｐｅｃｔｒｕｍ　Ｂａｎｄ」と題する、Ｚｈａｎｇらによる米国特許出願第１４／６７６
，０９８号、および２０１４年４月１０日に出願された、「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏ
ｒ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｉｎｇ　Ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｏｆ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｔｒａｎｓｍ
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ｉｓｓｉｏｎｓ　ｏｒ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌｓ　Ｏｖｅｒ　Ａｎ　Ｕｎｌ
ｉｃｅｎｓｅｄ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｂａｎｄ」と題
する、Ｚｈａｎｇらによる米国仮特許出願第６１／９７８，１００号の優先権を主張する
。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、たとえばワイヤレス通信システムに関し、より具体的には、免許不要無線周
波数スペクトル帯域を通じて信号送信および／または参照信号のパターンを送信するため
の技法に関する。
【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
び出力）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は、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）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（ＦＤＭＡ
）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【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み得る。基地局は、（たとえば、基地局か
らＵＥへの送信のために）ダウンリンクチャネル、および（たとえば、ＵＥから基地局へ
の送信のために）アップリンクチャネル上で、ＵＥと通信し得る。
【０００５】
　[0005]いくつかの通信モードは、セルラーネットワークの異なる無線周波数スペクトル
帯域（たとえば、免許（licensed）無線周波数スペクトル帯域および／または免許不要（
unlicensed）無線周波数スペクトル帯域）を通じたＵＥとの通信を可能にし得る。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
ラフィックの、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのオフロードは、セルラー事業者（
operator）にデータ送信容量の増強のための機会を与え得る。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通じてデータを送信する前
に、送信装置は、いくつかの例では、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、リッスンビフォートーク（ＬＢＴ）手順を実行し得る。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）を実行することを含み得る。（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はないと決定されるとき、そのチャネ
ルのためにＣＣＡが後で再び実行され得る。
【０００６】
　[0006]免許無線周波数スペクトル帯域上での基地局による送信は、ある条件のもとで送
信されることがあり、ＵＥがその送信を受信しないとき、ＵＥはその送信が必要ではなか
った、および／または送信されなかったと見なすことがある。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]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通じた信号送信およ
び／または参照信号のパターンを送信するための１つまたは複数の技法に関する。
【０００８】
　[0008]ある例では、ワイヤレス通信のための方法が開示される。一例では、方法は、免
許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間において信号のインスタンスを送信するため
の信号送信のパターンを決定することと、その免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号
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の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であるかどうかを決定するこ
とと、免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可
能であると決定したことに応答して、その時間期間についての信号送信のパターンを変更
することと、を含み得る。
【０００９】
　[0009]方法のいくつかの例では、信号送信のパターンは、第１のスケジューリングされ
た信号送信と第２のスケジューリングされた信号送信とを含み得る。これらの例において
、信号送信のパターンを変更することは、第１のスケジューリングされた信号送信と第２
のスケジューリングされた信号送信との間にある免許不要無線周波数スペクトル帯域のフ
レームの間に、信号送信のパターンに追加の信号送信をスケジューリングすることを含み
得る。
【００１０】
　[0010]方法のいくつかの例では、信号は、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）変
更通知を含み得る。方法のいくつかの例では、信号はページングインスタンスを含み得る
。
【００１１】
　[0011]方法のいくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、免許不要無線
周波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であると決定した
ことに応答して、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて信号のインスタンスを送信
するのに利用可能な時間期間中の次のフレームを特定することを含み得る。
【００１２】
　[0012]方法のいくつかの例では、免許不要無線周波数スペクトル帯域は、その時間期間
中の複数のフレームのウインドウ内の１フレームの間に信号のインスタンスを送信するの
に利用不可能であり得る。これらの例のいくつかでは、信号送信のパターンを変更するこ
とは、免許不要無線周波数スペクトル帯域が複数のフレームの該ウインドウ内の該フレー
ムの間に信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であると決定すると、信号のイン
スタンスの送信のために複数のフレームの該ウインドウ内の第２のフレームを特定するこ
とを含み得る。いくつかの例では、免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間におい
て信号のインスタンスを送信するための信号送信のパターンを決定することは、処理負荷
および／またはトラフィック負荷の少なくとも１つに基づいて、複数のフレームのウイン
ドウ内の該フレームの間に、信号のインスタンスの送信を最初にスケジューリングするこ
とを含み得る。いくつかの例では、複数のフレームのウインドウ内の該フレームは、複数
のフレームの該ウインドウ内の最初のフレーム以外であり得る。いくつかの例では、複数
のフレームの該ウインドウは、デバイスの複数のグループに対するスケジューリングされ
たページングインスタンスを含み得る。
【００１３】
　[0013]方法のいくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、その時間期間
に対する信号送信のパターン中のスケジューリングされる信号送信の数を増やすことを含
み得る。いくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、その時間期間中のク
リアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）免除（exempt）送信（ＣＥＴ）における信号送信を
、信号送信のパターンに追加することを含み得る。
【００１４】
　[0014]ある例では、ワイヤレス通信のための装置が説明される。一例では、装置は、免
許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間において信号のインスタンスを送信するため
の信号送信のパターンを決定するための手段と、その免許不要無線周波数スペクトル帯域
が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であるかどうかを決定
するための手段と、その免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信
するのに利用不可能であると決定したことに応答して、その時間期間についての信号送信
のパターンを変更するための手段とを含み得る。いくつかの例では、装置は、上で説明さ
れたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実装するための手段をさらに
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含み得る。
【００１５】
　[0015]ある例では、ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。一例では、装置は
、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを
含み得る。命令は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間において信号のインス
タンスを送信するための信号送信のパターンを決定し、その免許不要無線周波数スペクト
ル帯域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であるかどうか
を決定し、その免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信するのに
利用不可能であると決定したことに応答して、その時間期間についての信号送信のパター
ンを変更するように、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、命令
はまた、上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実装する
ように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００１６】
　[0016]ある例では、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非
一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、免許不要無線周波数スペクトル帯
域の時間期間において信号のインスタンスを送信するための信号送信のパターンを決定し
、その免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信
するのに利用不可能であるかどうかを決定し、その免許不要無線周波数スペクトル帯域が
信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であると決定したことに応答して、その時
間期間についての信号送信のパターンを変更するように、プロセッサによって実行可能で
あり得る。いくつかの例では、コードはまた、上で説明されたワイヤレス通信のための方
法の１つまたは複数の態様を実装するように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００１７】
　[0017]ある例では、ワイヤレス通信のための方法が説明される。一例では、方法は、免
許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間に、当該時間期間についての信号送信のパタ
ーンでの信号のインスタンスの送信のための第１のフレームを監視することと、免許不要
無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の第１のフレームの間に信号のインスタンスの送信が失敗したと決定することと、
その決定に応答して、免許不要無線周波数スペクトル帯域の該時間期間に、信号のインス
タンスの送信のための第２のフレームを監視することとを含み得る。第２のフレームの間
の信号のインスタンスの送信は、その時間期間についての信号送信のパターンの変化に少
なくとも一部基づき得る。
【００１８】
　[0018]方法のいくつかの例では、決定することは、第１のフレームに対するチャネル使
用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）のブラインド検出に少なくとも一部基づいて、第１のフレー
ムの間に信号のインスタンスの送信が送信に失敗したと決定することを含み得る。これら
の例では、方法はさらに、信号の少なくとも１つのインスタンスが送信されたと決定する
まで、その時間期間中の各フレームを監視することを含み得る。
【００１９】
　[0019]方法のいくつかの例では、第１のフレームおよび第２のフレームは、その時間期
間中の複数のフレームのウインドウ中のフレームであり得る。これらの例のいくつかでは
、方法は、信号のインスタンスが送信されたと決定するまで、複数のフレームのそのウイ
ンドウ中の各フレームを監視することを含み得る。いくつかの例では、方法は、信号のイ
ンスタンスが送信されないであろうと決定するまで、複数のフレームのそのウインドウ中
の各フレームを監視することを含み得る。いくつかの例では、方法は、デバイスの複数の
グループに対するページングインスタンスについて複数のフレームのそのウインドウを監
視することと、別のデバイスと関連付けられるページングインスタンスに少なくとも一部
基づいて、ページング情報を取得することとを含み得る。
【００２０】
　[0020]いくつかの例では、方法は、その時間期間中のＣＥＴの一部としての信号のイン
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スタンスの送信を検出することを含み得る。
【００２１】
　[0021]方法のいくつかの例では、信号はＭＣＣＨ変更通知を備える。これらの例のいく
つかでは、方法は、信号の送信がその時間期間について検出されないとき、免許不要無線
周波数スペクトル帯域の次の時間期間においてＭＣＣＨを再取得することを含み得る。方
法のいくつかの例では、信号はページングインスタンスを含み得る。
【００２２】
　[0022]ある例では、ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。一例では、装置は
、免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間に、当該時間期間についての信号送信の
パターンでの信号のインスタンスの送信のための第１のフレームを監視するための手段と
、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波
数スペクトル帯域の第１のフレームの間に信号のインスタンスの送信が失敗したと決定す
るための手段と、その決定に応答して、信号のインスタンスの送信のための、免許不要無
線周波数スペクトル帯域の該時間期間中の第２のフレームを監視するための手段とを含み
得る。第２のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間についての信号
送信のパターンの変化に少なくとも一部基づき得る。いくつかの例では、装置は、上で説
明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実装するための手段をさ
らに含み得る。
【００２３】
　[0023]ある例では、ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。一例では、装置は
、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを
含み得る。命令は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間に、当該時間期間につ
いての信号送信のパターンでの信号のインスタンスの送信のための第１のフレームを監視
し、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周
波数スペクトル帯域の第１のフレームの間に信号のインスタンスの送信が失敗したと決定
し、その決定に応答して、信号のインスタンスの送信のための、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域の該時間期間中の第２のフレームを監視するように、プロセッサによって実行
可能であり得る。第２のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間につ
いての信号送信のパターンの変化に少なくとも一部基づき得る。いくつかの例では、命令
はまた、上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実装する
ように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００２４】
　[0024]ある例では、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する別
の非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域のある時間期間に、当該期間についての信号送信のパターンでの信号のインスタン
スの送信のための第１のフレームを監視し、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不
可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第１のフレームの間に信号
のインスタンスの送信が失敗したと決定し、その決定に応答して、信号のインスタンスの
送信のための、免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間中の第２のフレームを監視
するように、プロセッサによって実行可能であり得る。第２のフレームの間の信号のイン
スタンスの送信は、その時間期間についての信号送信のパターンの変化に少なくとも一部
基づき得る。いくつかの例では、コードはまた、上で説明されたワイヤレス通信のための
方法の１つまたは複数の態様を実装するように、プロセッサによって実行可能であり得る
。
【００２５】
　[0025]ある例では、ワイヤレス通信のための別の方法が説明される。一例では、方法は
、複数の送信時間間隔がバンドル（bundle）されるかどうかに少なくとも一部基づいて、
複数の参照信号パターンから少なくとも１つの参照信号パターンを特定することと、特定
された少なくとも１つの参照信号パターンをデバイスにシグナリングすることとを含み得
る。
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【００２６】
　[0026]方法のいくつかの例では、このシグナリングは、第１の送信時間間隔が第２の送
信時間間隔とバンドルされるかどうかを示し得る。いくつかの例では、第２の送信時間間
隔は、第１の送信時間間隔に隣接し得る。
【００２７】
　[0027]方法のいくつかの例では、複数の参照信号パターンは、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域中の送信時間間隔のリソースブロックごとに１２個の参照信号トーンを備える
参照信号パターンを含み得る。いくつかの例では、複数の参照信号パターンは、リソース
ブロックごとに１８個の参照信号トーンを有する参照信号パターンを含み得、１８個の参
照信号トーンは、第１の送信時間間隔および第２の送信時間間隔にわたって分布し、第１
の送信時間間隔および第２の送信時間間隔は、免許不要無線周波数スペクトル帯域におい
てバンドルされる。
【００２８】
　[0028]方法のいくつかの例では、このシグナリングは、システム情報ブロック（ＳＩＢ
）またはダウンリンクＣＥＴを介して提供され得る。
【００２９】
　[0029]ある例では、ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。一例では、装置は
、複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかに少なくとも一部基づいて、複数の参照
信号パターンから少なくとも１つの参照信号パターンを特定するための手段と、特定され
た少なくとも１つの参照信号パターンをデバイスにシグナリングするための手段とを含み
得る。いくつかの例では、装置は、上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つま
たは複数の態様を実装するための手段をさらに含み得る。
【００３０】
　[0030]ある例では、ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッ
サと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含み得る。
命令は、複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかに少なくとも一部基づいて、複数
の参照信号パターンから少なくとも１つの参照信号パターンを特定し、特定された少なく
とも１つの参照信号パターンをデバイスにシグナリングするように、プロセッサによって
実行可能であり得る。いくつかの例では、命令はまた、上で説明されたワイヤレス通信の
ための方法の１つまたは複数の態様を実装するように、プロセッサによって実行可能であ
り得る。
【００３１】
　[0031]ある例では、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する別
の非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、複数の送信時間間隔がバンド
ルされるかどうかに少なくとも一部基づいて、複数の参照信号パターンから少なくとも１
つの参照信号パターンを特定し、特定された少なくとも１つの参照信号パターンをデバイ
スにシグナリングするように、プロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例で
は、コードはまた、上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様
を実装するように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００３２】
　[0032]ある例では、ワイヤレス通信のための別の方法が説明される。一例では、方法は
、複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかを示すシグナリングを受信することと、
複数の送信時間間隔がバンドルされるときに、複数の送信時間間隔の各々にわたって分布
する１つの参照信号を受信することとを含み得る。
【００３３】
　[0033]いくつかの例では、方法は、複数の送信時間間隔がバンドルされないときに、複
数の送信時間間隔の各々に対して別々の参照信号を受信することを含み得る。いくつかの
例では、複数の送信時間間隔は、第１の送信時間間隔と第２の送信時間間隔とを含み得る
。いくつかの例では、第２の送信時間間隔は、第１の送信時間間隔に隣接し得る。いくつ
かの例では、シグナリングは、ＳＩＢまたはダウンリンクＣＥＴを介して受信され得る。
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【００３４】
　[0034]ある例では、ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。一例では、装置は
、複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかを示すシグナリングを受信するための手
段と、複数の送信時間間隔がバンドルされるときに、複数の送信時間間隔の各々にわたっ
て分布する参照信号を受信するための手段とを含み得る。いくつかの例では、装置は、上
で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実装するための手段
をさらに含み得る。
【００３５】
　[0035]ある例では、ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。一例では、装置は
、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを
含み得る。命令は、複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかを示すシグナリングを
受信し、複数の送信時間間隔がバンドルされるときに、複数の送信時間間隔の各々にわた
って分布する参照信号を受信するように、プロセッサによって実行可能であり得る。いく
つかの例では、命令はまた、上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複
数の態様を実装するように、プロセッサによって実行可能であり得る。
【００３６】
　[0036]ある例では、ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する別
の非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。コードは、複数の送信時間間隔がバンド
ルされるかどうかを示すシグナリングを受信し、複数の送信時間間隔がバンドルされると
きに、複数の送信時間間隔の各々にわたって分布する参照信号を受信するように、プロセ
ッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、コードはまた、上で説明されたワ
イヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実装するように、プロセッサによっ
て実行可能であり得る。
【００３７】
　[0037]上では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本開
示による例の特徴および技術的利点をやや広く概説した。追加の特徴および利点が以下で
説明される。開示される概念および特定の実施例は、本開示の同じ目的を実施するために
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の趣旨および範囲から逸脱しない。関連する利点とともに
、本明細書で開示される概念の編成と動作の方法の両方に関して、それらの概念を特徴づ
けると考えられる特徴は、添付の図に関連して検討されれば以下の説明からより良く理解
されるだろう。各図は、例示および説明のみの目的で与えられ、特許請求の範囲の限界を
定めるものとして与えられるものではない。
【００３８】
　[0038]以下の図面を参照することにより、本発明の性質および利点のさらなる理解が実
現され得る。添付の図では、同様のコンポーネントまたは特徴は、同じ参照ラベルを有し
得る。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、参照ラベルの後に、ダッシュと、
同様のコンポーネントを区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。本
明細書において第１の参照ラベルのみが使用される場合、説明は、第２の参照ラベルにか
かわらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのいずれのコンポーネン
トにも適用可能である。
【００３９】
　[0039]以下の図面を参照することにより、本発明の性質および利点のさらなる理解が実
現され得る。添付の図では、同様のコンポーネントまたは特徴は、同じ参照ラベルを有し
得る。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、参照ラベルの後に、ダッシュと、
同様のコンポーネントを区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。本
明細書において第１の参照ラベルのみが使用される場合、説明は、第２の参照ラベルにか
かわらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのいずれのコンポーネン
トにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
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【００４０】
【図１】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２】本開示の様々な態様による、ＬＴＥ（登録商標）／ＬＴＥ－Ａが、免許不要無線
周波数スペクトル帯域を使用する様々な状況（scenarios）の下で展開されるワイヤレス
通信システムを示す図。
【図３】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におけるゲーテ
ィング間隔（またはＬＢＴフレーム）の例を示す図。
【図４】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通じたワイヤ
レス通信の例を示す図。
【図５】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における同期す
る事業者のＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）のためのリソース割振りの例を示す図。
【図６】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中のフレーム（
たとえば、ＬＢＴフレーム）の例示的な連続を示す図。
【図７】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装置のブロ
ック図。
【図８】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装置のブロ
ック図。
【図９】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装置のブロ
ック図。
【図１０】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装置のブ
ロック図。
【図１１】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装置のブ
ロック図。
【図１２】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装置のブ
ロック図。
【図１３】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装置のブ
ロック図。
【図１４】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（
たとえば、ｅＮＢの一部またはすべてを形成する基地局）のブロック図。
【図１５】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ＵＥのブ
ロック図。
【図１６】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の例を示すフローチ
ャート。
【図１７】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の例を示すフローチ
ャート。
【図１８】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の例を示すフローチ
ャート。
【図１９】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の例を示すフローチ
ャート。
【図２０】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の例を示すフローチ
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の例を示すフローチ
ャート。
【図２２】本開示の様々な態様による、０．５ｍｓの持続時間（すなわち１ミリ秒のサブ
フレームの半分または１つのスロット）を有するＴＴＩの間の送信のためのＭＢＳＦＮ－
ＲＳの例を示す図。
【図２３】本開示の様々な態様による、各々が０．５ｍｓの持続時間（すなわち１ミリ秒
のサブフレームの半分または１つのスロット）を有する、バンドルされた第１のＴＴＩお
よび第２のＴＴＩにわたる送信のためのＭＢＳＦＮ－ＲＳの例を示す図。
【図２４】本開示の様々な態様による、６つのＭＢＳＦＮサブフレームを含む、１フレー
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ムのＭＢＳＦＮフレームパターンの例を示す図。
【図２５】本開示の様々な態様による、２４個のＭＢＳＦＮサブフレームを含む、４フレ
ームのＭＢＳＦＮフレームパターンの例を示す図。
【図２６】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装置のブ
ロック図。
【図２７】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装置のブ
ロック図。
【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の例を示すフローチ
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の例を示すフローチ
ャート。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　[0069]信号送信および／または参照信号のパターンが免許不要（unlicensed）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（登録商標）用途
および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途のような、免許不要の用途に少なくと
も一部利用可能であるので、装置がアクセスを争う必要があり得る無線周波数スペクトル
帯域）を通じて送信される技法が説明される。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、セルラー通信（たとえば、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（
ＬＴＥ）通信および／またはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）通信）のために使
用され得る。
【００４２】
　[0070]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、免許不要無
線周波数スペクトル帯域への少なくとも一部のデータトラフィックのオフロードは、セル
ラー事業者（たとえば、公衆陸上移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）および／またはＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａネットワークのようなセルラーネットワークを定義する基地局の協調させら
れたセットの事業者）にデータ送信容量の増強のための機会を与え得る。いくつかの場合
、基地局とＵＥとの間のすべての通信は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて行
われ得る。これらの場合、特に、基地局が特定の条件のもとでのみ送信する信号の基地局
による送信についてＵＥが免許不要無線周波数スペクトル帯域を監視するとき、曖昧さが
生じることがある。すなわち、ＵＥが信号を受信しないとき、１）基地局が送信すべき信
号のインスタンスを有していなかったかどうか、または２）基地局が送信すべき信号のイ
ンスタンスを有していたが、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを得られな
かったかどうかに関して、ＵＥにおいて曖昧さがある。
【００４３】
　[0071]本明細書で説明される技法は、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。ＣＤＭ
Ａシステムは、ＣＤＭＡ２０００、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（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規格を包含する。ＩＳ－２０００　Ｒｅ
ｌｅａｓｅ０およびＡは一般に、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－
８５６（ＴＩＡ－８５６）は一般に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、Ｈｉｇｈ　Ｒ
ａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂ
ａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））とＣＤＭＡの他の変形形態とを含む。ＴＤ
ＭＡシステムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭ
Ａシステムは、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０
２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（
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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、Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｕ
ＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用す
るＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴ
Ｅ－Ａ、およびＧＳＭは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　
Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０
００およびＵＭＢは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で
説明された技法は、上述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
術のために使用され得る。しかしながら、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でＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ適用例以
外に適用可能である。
【００４４】
　[0072]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用
可能性、または例を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することな
く、論じられる要素の機能および配置において変更が行われ得る。様々な例は、適宜、様
々な手順またはコンポーネントを省略し、置換し、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行されてよく、様々なステップが追加さ
れ、省略され、または組み合わされてよい。また、いくつかの例に関して説明される特徴
は、他の例では組み合わせられ得る。
【００４５】
　[0073]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のブロック
図を示す。ワイヤレス通信システム１００は、複数の基地局１０５（たとえば、１つまた
は複数のｅＮＢの一部またはすべてを形成する基地局）と、いくつかのＵＥ１１５と、コ
アネットワーク１３０とを含み得る。基地局１０５のいくつかは、様々な例ではコアネッ
トワーク１３０または基地局１０５のうちのいくつかの一部であり得る、基地局コントロ
ーラ（図示せず）の制御下でＵＥ１１５と通信し得る。基地局１０５のいくつかは、バッ
クホール１３２を通じてコアネットワーク１３０と制御情報および／またはユーザデータ
を通信し得る。いくつかの例では、基地局１０５のいくつかは、有線またはワイヤレス通
信リンクであり得るバックホールリンク１３４を通じて、互いに直接または間接的に通信
し得る。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変調
された信号を送信し得る。たとえば、各通信リンク１２５は、様々な無線技術に従って変
調されたマルチキャリア信号であり得る。各々の変調された信号は、異なるキャリア上で
送られてよく、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘッド情
報、データなどを搬送し得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、少
なくとも１つのマルチメディアブロードキャスト／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）
および／またはエンハンストＭＢＭＳ（ｅＭＢＭＳ）をサポートすることができる。
【００４６】
　[0074]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
ヤレスに通信し得る。基地局１０５の各々は、それぞれのカバレッジエリア１１０に通信
カバレッジを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５は、アクセスポイント、基地局
装置（ＢＴＳ：base transceiver station）、無線基地局、無線送受信機、基本サービス
セット（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended servic
e set）、ＮｏｄｅＢ、ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ
、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ、ＷＬＡＮアクセスポイント、Ｗｉ－Ｆｉノードまたは何らか
の他の適切な用語で呼ばれることがある。基地局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、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
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局、および／またはピコ基地局）を含み得る。基地局１０５はまた、セルラーおよび／ま
たはＷＬＡＮ無線アクセス技術のような、異なる無線技術を利用し得る。基地局１０５は
、同じまたは異なるアクセスネットワークまたは事業者（operator）展開と関連付けられ
得る。同じもしくは異なるタイプの基地局１０５のカバレッジエリアを含み、同じもしく
は異なる無線技術を利用し、および／または同じもしくは異なるアクセスネットワークに
属する、異なる基地局１０５のカバレッジエリアは、重複することがある。
【００４７】
　[0075]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信
システム（またはネットワーク）を含んでよく、このＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムは
、免許（licensed）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
特定の用途のために特定のユーザに免許されているので装置がアクセスを争わない無線周
波数スペクトル帯域）および／または免許不要（unlicensed）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免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途お
よび／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので
装置がアクセスを争う必要があり得る無線周波数スペクトル帯域における、動作または展
開の１つまたは複数のモードをサポートし得る。他の例では、ワイヤレス通信システム１
００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し得る。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムでは、ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎ
ｏｄｅＢ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表
すために使用され得る。
【００４８】
　[0076]ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５が様々な地理的
領域にカバレッジを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであってよく、または
それを含んでよい。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ッジを与え得る。ピコセル、フェムトセ
ル、および／または他のタイプのセルなどのスモールセルは、低電力ノードまたはＬＰＮ
を含み得る。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し得る。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。また、フェムトセルは、たとえば、比較的小さい地理的エリア（たとえば
、自宅）をカバーし、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）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も与え得る。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（たとえば、２つ、３つ、４つなど）のセルをサポートし得る
。
【００４９】
　[0077]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と通信し得る。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
を通じて）、直接または間接的に互いに通信し得る。ワイヤレス通信システム１００は、
同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、ｅＮＢは同様のフレーム
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てよく、異なるｅＮＢからの送
信は時間的にほぼ揃えられ得る。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てよく、異なるｅＮＢからの送信は時間的
に揃えられないことがある。
【００５０】
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　[0078]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散していること
がある。ＵＥ１１５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、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、
モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モ
バイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもあ
る。ＵＥ１１５は、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、ラップトップコンピュ
ータ、コードレス電話、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ｅＮＢ、フェ
ムトｅＮＢ、リレーなどと通信することが可能であり得る。ＵＥ１１５はまた、セルラー
もしくは他のＷＷＡＮアクセスネットワーク、またはＷＬＡＮアクセスネットワークのよ
うな、異なるタイプのアクセスネットワークを通じて通信することが可能であり得る。Ｕ
Ｅ１１５とのいくつかの通信モードでは、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）を通じて通信が行われてよく、各チャネルはＵＥ１１５
といくつかのセル（たとえばサービングセル、これはいくつかの場合には同じまたは異な
る基地局１０５によって運用され得る）の１つとの間のコンポーネントキャリアを使用す
る。
【００５１】
　[0079]各コンポーネントキャリアは、免許無線周波数スペクトル帯域または免許不要無
線周波数スペクトル帯域で与えられてよく、特定の通信モードで使用されるコンポーネン
トキャリアのセットは、すべてが、（たとえば、ＵＥ１１５において）免許無線周波数ス
ペクトル帯域で受信されるか、すべてが、（たとえば、ＵＥ１１５において）免許不要無
線周波数スペクトル帯域で受信されるか、または（たとえば、ＵＥ１１５において）免許
無線周波数スペクトル帯域と免許不要無線周波数スペクトル帯域との組合せで受信され得
る。
【００５２】
　[0080]ワイヤレス通信システム１００に示される通信リンク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）を搬送するためのアップ
リンクチャネル（コンポーネントキャリアを使用した）、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）を搬送するためのダウ
ンリンクチャネル（コンポーネントキャリアを使用した）を含み得る。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こともあり、一方、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こともある。ダウンリンク通信および／またはアッ
プリンク通信は、免許無線周波数スペクトル帯域、免許不要無線周波数スペクトル帯域、
またはその両方を使用して行われ得る。
【００５３】
　[0081]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、免
許不要無線周波数スペクトル帯域を使用する様々な状況の下で展開され得る。展開の状況
は、免許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免許
不要無線周波数スペクトル帯域にオフロードされ得る補助（supplemental）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
両方が免許無線周波数スペクトル帯域から免許不要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ＵＥ１
１５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
ク通信が免許不要無線周波数スペクトル帯域において行われ得るスタンドアロンモードを
含み得る。基地局１０５およびＵＥ１１５は、いくつかの例では、これらまたは同様の動
作モードの１つまたは複数をサポートし得る。ＯＦＤＭＡ波形は、免許無線周波数スペク
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におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
ダウンリンク通信のための通信リンク１２５において使用されてよく、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
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－ＦＤＭＡ、および／またはリソースブロックがインターリーブされたＦＤＭＡ波形は、
免許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におけ
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク通信のための通信リンク１２５において使用されてよ
い。
【００５４】
　[0082]図２は、本開示の様々な態様による、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが、免許不要無線周波
数スペクトル帯域を使用する様々な状況の下で展開されるワイヤレス通信システム２００
を示す。より具体的には、図２は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが免許不要無線周波数スペクトル
帯域を使用して展開される、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
照して説明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２０５および第２の基地局２０５－ａは、図１を参照して説明された基地局１０５
の１つまたは複数の態様の例であってよく、第１のＵＥ２１５、第２のＵＥ２１５－ａ、
第３のＵＥ２１５－ｂ、および第４のＵＥ２１５－ｃは、図１を参照して説明されたＵＥ
１１５の１つまたは複数の態様の例であってよい。
【００５５】
　[0083]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２０５は、ダウンリンクチャネル２２０を使用して第１のＵＥ２１５にＯＦＤＭ
Ａ波形を送信し得る。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
域における周波数Ｆ１と関連付けられ得る。第１の基地局２０５は、第１の双方向リンク
２２５を使用して第１のＵＥ２１５にＯＦＤＭＡ波形を送信することができ、第１の双方
向リンク２２５を使用して第１のＵＥ２１５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、免許無線周波数スペクトル帯域における周波数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におけるダウンリンクチャネル
２２０および免許無線周波数スペクトル帯域における第１の双方向リンク２２５は、同時
に動作し得る。ダウンリンクチャネル２２０は、第１の基地局２０５のためにダウンリン
ク容量オフロードを提供し得る。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のために、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のために使用され得る。いくつ
かの例では、ダウンリンクチャネル２２０は、第１の基地局２０５からＵＥ２１５に緊急
データを送信するために使用され得る。補助ダウンリンク状況（scenario）は、免許無線
周波数スペクトル帯域を使用し、トラフィックおよび／またはシグナリングの混雑の一部
を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、モバイルネットワーク事
業者（ＭＮＯ））に対して生じ得る。
【００５６】
　[0084]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２０５は、第２の双方向リンク２３０を使用して第２のＵＥ２１５－
ａ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
ＵＥ２１５－ａからＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／またはリソースブロ
ックがインターリーブされた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における周波数Ｆ１と関連付けられ得る。
第１の基地局２０５はまた、第３の双方向リンク２３５を使用して第２のＵＥ２１５－ａ
にＯＦＤＭＡ波形を送信することができ、第３の双方向リンク２３５を使用して第２のＵ
Ｅ２１５－ａ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２３
５は、免許無線周波数スペクトル帯域における周波数Ｆ２と関連付けられ得る。第２の双
方向リンク２３０は、第１の基地局２０５のために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。上で説明された補助ダウンリンクのように、この状況は、免
許無線周波数スペクトルを使用しトラフィックおよび／またはシグナリングの混雑の一部
を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）に対して生じ得
る。
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【００５７】
　[0085]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２０５は、第４の双方向リンク２４０を使用して第３のＵＥ２１５
－ｂ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ＵＥ２１５－ｂからＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／またはリソースブ
ロックがインターリーブされた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における周波数Ｆ３と関連付けられ得る。第１の
基地局２０５はまた、第５の双方向リンク２４５を使用して第３のＵＥ２１５－ｂにＯＦ
ＤＭＡ波形を送信することができ、第５の双方向リンク２４５を使用して第３のＵＥ２１
５－ｂ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、
免許無線周波数スペクトル帯域における周波数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２０５のために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。この例および上で与えられた例は説明の目的で提示され、容量オフ
ロードのために、免許無線周波数スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａと共有アクセス
無線周波数スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとを組み合わせる他の同様の動作モー
ドまたは展開シナリオがあり得る。
【００５８】
　[0086]上で説明されたように、共有アクセス無線周波数スペクトルにおけるＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－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恩恵を受け得る１つのタ
イプのサービスプロバイダは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ免許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について、動作の例
は、免許無線周波数スペクトル帯域上のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ主要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つの二次的コンポーネ
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。
【００５９】
　[0087]キャリアアグリゲーションモードでは、たとえば、免許無線周波数スペクトルに
おいて（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）データおよび制御が通信され得るが、たとえば、免許不
要の無線周波数スペクトル帯域において（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）データが通信され得る。第１の基地局２０５と第２の
ＵＥ２１５－ａまたは第３のＵＥ２１５－ｂとの間で緊急データを送信する必要があると
き、緊急データは、免許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
ペクトル帯域を通じて送信され得る。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、または複数の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に属し得る
。
【００６０】
　[0088]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２０５－ａは、双方向リンク２５０を使用して第４のＵＥ２１５－ｃにＯＦＤＭ
Ａ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ＵＥ２１５－ｃから
ＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／またはリソースブロックがインターリー
ブされた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における周波数Ｆ３と関連付けられ得る。第２の基地局２０５－ａと
第４のＵＥ２１５－ｃとの間で緊急データを送信する必要があるとき、緊急データは、免
許無線周波数スペクトル帯域を通じた緊急データの送信が選択肢ではないことがあるので
、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて送信される必要があり得る。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）のよう
な、非従来型のワイヤレスアクセスの状況において使用され得る。この動作モードのため
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のサービスプロバイダのタイプの例は、免許無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを有
し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。
【００６１】
　[0089]いくつかの例では、図１および／または図２を参照して説明された基地局１０５
、２０５、および／または２０５－ａの１つのような送信装置、および／または、図１お
よび／または図２を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
および／または２１５－ｃの１つは、免許不要無線周波数スペクトル帯域のチャネルに（
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し得る。ゲーティング間隔は、ＥＴＳＩ（ＥＮ３０１　８９３）に
おいて指定されているＬＢＴプロトコルに基づくＬＢＴプロトコルのような、コンテンシ
ョンベースのプロトコルの適用を定義し得る。ＬＢＴプロトコルの適用を定義するゲーテ
ィング間隔を使用するとき、ゲーティング間隔は、送信装置がクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ）のようなコンテンション手順を実行する必要があるときを示し得る。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フレームまたはＣＣ
Ａフレームとも呼ばれる）ゲーティング間隔の間に利用可能であるかまたは使用中である
かを送信装置に示し得る。チャネルが、対応するＬＢＴフレームの間に利用可能である（
たとえば、使用のために「空いている（clear)」）ことをＣＣＡが示すとき、送信装置は
、ＬＢＴフレームの一部またはすべての間に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／または使用し得る。チャネルが利用可能ではないこと（たとえば、チャ
ネルが別の装置によって使用中であるまたは予約されていること）をＣＣＡ手順が示すと
き、送信装置は、ＬＢＴフレームの間にチャネルを使用することを妨げられ得る。
【００６２】
　[0090]いくつかの例では、ゲーティング間隔を周期的に生成し、ゲーティング間隔の少
なくとも１つの境界を周期的なフレーム構造（たとえば、周期的なＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無
線フレーム構造）の少なくとも１つの境界と同期することが、送信装置にとって有用であ
り得る。そのような同期の例が図３に示される。
【００６３】
　[0091]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におけ
るゲーティング間隔（またはＬＢＴフレーム）の例３００を示す。第１のゲーティング間
隔３０５、第２のゲーティング間隔３１５、および／または第３のゲーティング間隔３２
５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じた送信をサポートするｅＮＢまたはＵＥ
によって周期的なゲーティング間隔として使用され得る。そのようなｅＮＢの例は、図１
および／または図２を参照して説明された基地局１０５、２０５、および／または２０５
－ａを含んでよく、そのようなＵＥの例は、図１および／または図２を参照して説明され
たＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、および／または２１５－ｃを含んでよ
い。いくつかの例では、第１のゲーティング間隔３０５、第２のゲーティング間隔３１５
、および／または第３のゲーティング間隔３２５は、図１および／または図２を参照して
説明されたワイヤレス通信システム１００および／または２００とともに使用され得る。
【００６４】
　[0092]例として、第１のゲーティング間隔３０５の持続時間は、セルラーダウンリンク
と関連付けられる周期的なフレーム構造のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム３１０の持続
時間に等しい（またはそれにほぼ等しい）ことが示されている。いくつかの例では、「ほ
ぼ等しい」は、第１のゲーティング間隔３０５の持続時間が、周期的なフレーム構造の持
続時間のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）持続時間内にあることを意味する。
【００６５】
　[0093]第１のゲーティング間隔３０５の少なくとも１つの境界は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
無線フレームＮ－１～Ｎ＋１を含む周期的なフレーム構造の少なくとも１つの境界と同期
され得る。いくつかの場合、第１のゲーティング間隔３０５は、周期的なフレーム構造の
フレーム境界と揃えられた境界を有し得る。他の場合には、第１のゲーティング間隔３０
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５は、周期的なフレーム構造のフレーム境界と同期されるが、それからオフセットされた
境界を有し得る。たとえば、第１のゲーティング間隔３０５の境界は、周期的なフレーム
構造のサブフレーム境界と、または周期的なフレーム構造のサブフレーム中間点境界（た
とえば、特定のサブフレームの中間点）と揃えられ得る。
【００６６】
　[0094]いくつかの場合、周期的なフレーム構造は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレームＮ
－１～Ｎ＋１を含み得る。各ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム３１０は、たとえば、１０
ミリ秒の持続時間を有してよく、第１のゲーティング間隔３０５も１０ミリ秒の持続時間
を有してよい。これらの場合、第１のゲーティング間隔３０５の境界は、ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ無線フレームの１つ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム（Ｎ））の境界（
たとえば、フレーム境界、サブフレーム境界、またはサブフレーム中間点境界）と同期さ
れ得る。
【００６７】
　[0095]例として、第２のゲーティング間隔３１５および第３のゲーティング間隔３２５
の持続時間は、セルラーダウンリンクと関連付けられる周期的なフレーム構造の持続時間
の約数（または、その近似的な約数）であることが示されている。いくつかの例では、「
の近似的な約数」は、第２のゲーティング間隔３１５および／または第３のゲーティング
間隔３２５の持続時間が、周期的なフレーム構造の約数（たとえば、１／２または１／５
）の持続時間のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）持続時間内にあることを意味する。
たとえば、第２のゲーティング間隔３１５は５ミリ秒の持続時間を有することがあり、第
３のゲーティング間隔３２５は２ミリ秒の持続時間を有することがある。第２のゲーティ
ング間隔３１５または第３のゲーティング間隔３２５は、そのより短い持続時間が免許不
要無線周波数スペクトル帯域のより頻繁な共有を容易にし得るので、第１のゲーティング
間隔３０５よりも有利であり得る。
【００６８】
　[0096]図４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通じ
たワイヤレス通信４１０の例４００を示す。図３を参照して説明される第１のゲーティン
グ間隔３０５のようなゲーティング間隔に対応し得るＬＢＴフレーム４１５は、１０ミリ
秒の持続時間を有してよく、いくつかのダウンリンクサブフレーム４２０と、いくつかの
アップリンクサブフレーム４２５と、２つのタイプのスペシャルサブフレーム、Ｓサブフ
レーム４３０およびＳ’サブフレーム４３５とを含んでよい。Ｓサブフレーム４３０は、
ダウンリンクサブフレーム４２０とアップリンクサブフレーム４２５との間の遷移を提供
することができ、一方、Ｓ’サブフレーム４３５は、アップリンクサブフレーム４２５と
ダウンリンクサブフレーム４２０との間の遷移を提供することができる。
【００６９】
　[0097]Ｓ’サブフレーム４３５の間に、図１および／または図２を参照して説明された
基地局１０５、２０５、および／または２０５－ａの１つまたは複数のような、１つまた
は複数の基地局によって、ワイヤレス通信４１０が行われるチャネルをある期間の時間の
間予約するために、ダウンリンククリアチャネルアセスメント（ＤＣＣＡ）４４０が実行
され得る。基地局によるＤＣＣＡ４４０の成功に続いて、基地局は、基地局がチャネルを
予約したという指示を他の基地局および／または装置（たとえば、ＵＥ、Ｗｉ－Ｆｉアク
セスポイントなど）に提供するために、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）４４５を
送信し得る。いくつかの例では、ＣＵＢＳ４４５は、複数のインターリーブされたリソー
スブロックを使用して送信され得る。この方式でＣＵＢＳ４４５を送信することで、ＣＵ
ＢＳ４４５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域中の利用可能な周波数帯域幅の少なく
ともある割合を占有し、１つまたは複数の規制上の要件（たとえば、ＣＵＢＳ４４５が利
用可能な周波数帯域幅の少なくとも８０％を占有するという要件）を満たすことが可能に
なり得る。ＣＵＢＳ４４５は、いくつかの例では、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａセル固有基準信号
（ＣＲＳ）および／またはチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の形態と同様の形
態をとり得る。ＣＵＢＳ４４５の送信に続いて、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａベースの波形４４７
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が、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて基地局からＵＥに送信され得る。
【００７０】
　[0098]Ｓ’サブフレーム４３５は、図４では０～１３の番号を付された、１４個のＯＦ
ＤＭシンボルを含み得る。Ｓ’サブフレーム４３５の第１の部分、この例ではシンボル０
～５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信規格との互換性のために必要とされ得る、サイレントＤ
Ｌ期間として基地局によって使用され得る。したがって、基地局は、サイレントＤＬ期間
中にデータを送信しないことがあるが、ＵＥは、サイレントＤＬ期間中に何らかの量のア
ップリンクデータを送信し得る。Ｓ’サブフレーム４３５の第２の部分は、ＤＣＣＡ４４
０のために使用され得る。例４００では、Ｓ’サブフレーム４３５は、シンボル６～１２
中に含まれる７つのＤＣＣＡの機会を含む。様々なネットワーク事業者（operator）によ
るＤＣＣＡの機会の使用は、より効率的なシステム動作（たとえば、同期するシステム動
作）を提供するように協調させられ得る。いくつかの例では、ＤＣＣＡ４４０を実行する
ために７つの可能なＤＣＣＡの機会のいずれを使用すべきかを決定するために、基地局１
０５は、以下の形式のマッピング関数を評価し得る。
【００７１】
【数１】

【００７２】
ここで、ＧｒｏｕｐＩＤは、基地局１０５に割り当てられた「展開グループｉｄ」であり
、ｔは、ＤＣＣＡ４４０が実行されるゲーティング間隔またはフレームに対応するＬＢＴ
フレーム番号である。
【００７３】
　[0099]図５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におけ
る同期する事業者のＣＣＡ免除送信（ＣＥＴs：CCA-Exempt Transmissions）のためのリ
ソース割振りの例５００を示す。ＣＥＴは、免許不要無線周波数スペクトル帯域に最初に
アクセスするためにＣＣＡ（たとえば、ＤＣＣＡまたはアップリンクＣＣＡ（ＵＣＣＡ）
）を実行する必要なく、行われ得る。代わりに、事業者は、ＣＥＴを送信する目的でＣＣ
Ａを実行することを免除される。
【００７４】
　[0100]示されるように、ＣＥＴのためのリソース５０５の割振りは、たとえば、８０ミ
リ秒（８０ｍｓ）に１回、またはＣＥＴ期間ごとに１回行われてよく、ここでＣＥＴ期間
は設定可能な周期性を有し得る。免許不要スペクトル中のいくつかの事業者（たとえば、
異なるＰＬＭＮ）の各々は、ＣＥＴを送信するための別の１つのサブフレーム（示されて
いる）または複数のサブフレーム（示されていない）を与えられ得る。例として、図５は
、７つの異なる事業者（たとえば、事業者ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２、…、ＰＬＭＮ７）の
ための隣接する複数のＣＥＴサブフレームを示す。そのようなＣＥＴ送信フレームワーク
は、基地局とＵＥとの間のダウンリンクおよび／またはアップリンクに適用可能であり得
る。
【００７５】
　[0101]図１および／または図２を参照して説明されるワイヤレス通信システム１００お
よび／または２００の免許無線周波数スペクトル帯域のような、免許無線周波数スペクト
ル帯域を通じてｅＭＢＭＳを展開するとき、現在のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格は、ｅＭＢＭ
Ｓの変更をＵＥに通知するために、基地局からＵＥへの、物理ダウンリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ）上でのマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）変更通知の送信を可能に
する。この規格によれば、ｅＭＢＭＳを受信することに関心のあるＵＥは、変更が示され
ないときには、ＭＣＣＨを再取得する必要はない。また、ｅＮＢは、ＵＥに報告すべき変
更がないときには、ＭＣＣＨ変更通知を送信することを求められない。ＵＥがＭＢＭＳ無
線ネットワーク一時識別子（Ｍ－ＲＮＴＩ）を伴うＰＤＣＣＨを検出しないとき、ＵＥは
、次のＰＤＣＣＨインスタンスを見つけようとし得る。ＵＥは、ＰＤＣＣＨにおいて変更
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【００７６】
　[0102]図１および／または図２を参照して説明されるワイヤレス通信システム１００お
よび／または２００の免許不要無線周波数スペクトル帯域のような、免許不要無線周波数
スペクトル帯域を通じてｅＭＢＭＳを展開する状況において、送信装置（たとえば、基地
局）が信号（たとえば、ＭＣＣＨ変更通知のインスタンス）を送信することをスケジュー
リングされるが、免許不要無線周波数スペクトル帯域が（たとえば、別の送信装置による
使用において）利用不可能であるので、送信装置が信号を送信するために免許不要無線周
波数スペクトル帯域へのアクセスを得られない可能性がある、ということがあり得る。基
地局はＭＣＣＨ変更通知のような信号を送信することを求められないので、特定のフレー
ムにおいてＭＣＣＨ変更通知を受信することを予期するがその特定のフレームにおいてＭ
ＣＣＨ変更通知を受信しないＵＥは、実際には基地局が送信すべきＭＣＣＨ変更通知を有
する可能性がある時間期間の間に、基地局が送信すべきＭＣＣＨ変更通知を有しないと見
なすことがある。基地局およびＵＥが、免許不要無線周波数スペクトル帯域を使用して補
助ダウンリンク動作モードまたはキャリアアグリゲーション動作モードで動作していると
き、ＭＣＣＨ変更通知は、基地局が送信すべきＭＣＣＨ変更通知を有するかどうかに関す
る曖昧さをなくすために、免許無線周波数スペクトル帯域上の主要コンポーネントキャリ
アを通じて送信され得る。しかしながら、免許不要無線周波数スペクトル帯域を使用する
スタンドアロン動作モードでは、ＭＣＣＨ変更通知は免許不要無線周波数スペクトル帯域
を通じて送信されなければならない。さらに、免許無線周波数スペクトル帯域が利用可能
であるにもかかわらず、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じてＭＣＣＨ変更通知を
送信するのが望ましいときがあり得る。この点について、免許不要無線周波数スペクトル
帯域を通じてＭＣＣＨ変更通知および／または他の信号（たとえば、ページングインスタ
ンス）を含む信号送信のパターンを送信するためのいくつかの技法が説明される。
【００７７】
　[0103]一例では、現在のＭＣＣＨ修正期間内にＭＣＣＨ変更通知を受信しないＵＥは、
ＭＣＣＨに変更があるかどうかにかかわらず、次のＭＣＣＨ修正期間の間にＭＣＣＨを再
取得するように構成され得る。
【００７８】
　[0104]別の例では、基地局は、ＭＣＣＨ修正期間の間の、ＭＣＣＨ変更通知のスケジュ
ーリングされる送信の数を増やすように構成され得る。たとえば、免許無線周波数スペク
トル帯域を通じたＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を使用してｅＭＢＭＳを展開するとき、ＭＣＣ
Ｈ変更通知は、ＭＣＣＨ修正期間の間に２回または４回送信されるようにスケジューリン
グおよび／または構成され得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じたＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａを使用してｅＭＢＭＳを展開するとき、例として、ＭＣＣＨ修正期間の間のスケ
ジューリングされるＭＣＣＨ変更通知の数は（たとえば、８回または１６回のＭＣＣＨ通
知変更へと）増やされ得る。たとえば、基地局が免許不要無線周波数スペクトル帯域への
アクセスを得ることに失敗するので、基地局がＭＣＣＨ修正期間の第１の部分の間に１つ
または複数のスケジューリングされたＭＣＣＨ変更通知を送信するのに失敗するとき、基
地局は、ＭＣＣＨ修正期間の残りの部分に対するスケジューリングされたＭＣＣＨ変更通
知の数を増やすことができる。別の例では、基地局が免許不要無線周波数スペクトル帯域
へのアクセスを得ることに失敗するので、基地局が第１のＭＣＣＨ修正期間の間に１つま
たは複数のスケジューリングされたＭＣＣＨ変更通知を送信することに失敗するとき、基
地局は、第２のＭＣＣＨ修正期間に対するスケジューリングされたＭＣＣＨ変更通知の数
を増やすことができる。ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡのＭＢＭＳ－ＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｏ
ｎｆｉｇ情報要素の仕様の変更が、この例に対処するために次のように行われ得る。
【００７９】
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【数２】

【００８０】
ここで、変数ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＲｅｐｅｔｉｔｉｏｎＣｏｅｆｆの値ｎ８および
ｎ１６は、ＭＣＣＨ修正期間の間のＭＣＣＨ変更通知のスケジューリングされた送信の数
を増やす例を示す。
【００８１】
　[0105]免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じてｅＭＢＭＳを展開するための別の例
では、ＭＣＣＨ変更通知は、ＭＣＣＨ修正期間においてＣＥＴの一部として送信され得る
。いくつかの例では、ＣＥＴは、図５を参照して説明される複数のＣＥＴの１つであり得
る。ＣＥＴの一部としてのＭＣＣＨ変更通知の送信は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域上でのＷｉ－Ｆｉおよび他の活動にかかわらず、ＭＣＣＨ変更通知のインスタンスが送
信されることを確実にし得る。そのような送信のための最大のオーバーヘッドは、５秒ご
とに約４ｍｓ（たとえば、５％未満のオーバーヘッド）であり得る。
【００８２】
　[0106]免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じてｅＭＢＭＳを展開するための別の例
では、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であるので送信されることが可能
ではないフレームにおける免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じた送信のためにスケ
ジューリングされた、スケジューリングされたＭＣＣＨ変更通知は、免許不要無線周波数
スペクトル帯域の次の利用可能なフレームの間に送信され得る。いくつかの例では、ＭＣ
ＣＨ変更通知の遅れた送信は、（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不
可能であるとき）最初にスケジューリングされたＭＣＣＨ変更通知のために指定されるも
のと同じサブフレームインデックスを使用することがある。免許不要無線周波数スペクト
ル帯域を通じた補助ダウンリンク動作モードまたはキャリアアグリゲーション動作モード
において、すべてのマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームは、ＵＣＣＡを実行するためのスペシャルＳサブフレームが出現する前
に送信される必要があり得る。
【００８３】
　[0107]ＵＥがＭＣＣＨ変更通知の遅れた送信について免許不要無線周波数スペクトル帯
域を監視する必要があるウインドウは、いくつかの例では、ＵＥの電力消費を最小にする
ように構成され得る。たとえば、ＵＥは、ＭＣＣＨ変更通知を検出するまで、しかし複数
のフレームの定められたウインドウの間だけ、免許不要無線周波数スペクトル帯域を監視
し続けることができる。いくつかの例では、ＵＥは、ウインドウ内での基地局の送信のブ
ラインド検出（たとえば、基地局のＣＵＢＳ送信のブラインド検出）を実行し、ＣＵＢＳ
送信が検出されないフレームの間は節電モードに入ることができる。ＵＥが、複数のフレ
ームのそのウインドウのフレームのすべてについて基地局のＣＵＢＳ送信を検出するのに
失敗するとき、ＵＥは次のＭＣＣＨ修正期間の間にＭＣＣＨを再取得し得る。
【００８４】
　[0108]免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じてｅＭＢＭＳを展開するための別の例
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では、ＭＣＣＨ変更通知のインスタンスは、特定のフレームの間ではなく、免許不要無線
周波数スペクトル帯域の複数のフレームのあるウインドウの間の送信にスケジューリング
され得る。そのウインドウの長さは、ＵＥの電力消費を最小にするように構成され得る。
そのウインドウ内で、ＵＥは、ＵＥがＭＣＣＨ変更通知を検出するような時まで、または
ウインドウの終わりに達するまで、ＭＣＣＨ変更通知を監視し続けることができる。ある
いは、ＵＥは、ＭＣＣＨ変更通知が送信されないとＵＥが決定するような時間まで、また
はウインドウの終わりに達するまで、ＭＣＣＨ変更通知を監視し続けることができる。い
くつかの例では、ＵＥは、複数のフレームのそのウインドウ内のフレームに対してＣＵＢ
Ｓを検出するがＭＣＣＨ変更通知を検出しない場合、ＭＣＣＨ変更通知が送信されないで
あろうと決定することができる。
【００８５】
　[0109]図６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中のフ
レーム６００（たとえば、ＬＢＴフレーム）の例示的な連続を示す。例として、フレーム
６００の連続は、ＭＣＣＨ修正期間に対応し得る。修正期間内において、例として、第１
のウインドウ６０５および第２のウインドウ６１０が定義され得る。ＭＣＣＨ変更通知の
第１のインスタンスは、第１のウインドウ６０５の複数のフレームのうちいずれか１つに
おいて基地局によって送信されてよく、ＭＣＣＨ変更通知の第２のインスタンスは、第２
のウインドウ６１０の複数のフレームのうちのいずれか１つにおいて基地局によって送信
されてよい。
【００８６】
　[0110]ＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡのＭＢＭＳ－ＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＣｏｎｆｉｇ情報要
素の規格に対する変更が、複数のフレームのウインドウを利用するｅＭＢＭＳ展開の例に
対応するように行われ得る。その変更は次の通りであり得る。
【００８７】
【数３】

【００８８】
ここで、変数ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＷｉｎｄｏｗＬｅｎｇｔｈは、ＵＥがＭＣＣＨ修
正期間の間に免許不要無線周波数スペクトル帯域を監視する必要があり得る複数のフレー
ムのあるウインドウの長さを定義するために使用され得る。
【００８９】
　[0111]免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて信号を送信するための上で説明され
た例は、ＭＣＣＨ変更通知の状況において説明されたが、この原理は、ページングインス
タンスのような他のタイプの信号の送信にも適用され得る。たとえば、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であるので、ページングインスタンスがその免許不要無線
周波数スペクトル帯域を通じて送信されることが可能ではないことがあり得る。本明細書
で説明される技法を使用すると、ページングインスタンスは、免許不要無線周波数スペク
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トル帯域の次の利用可能なフレームの間に送信され得る。いくつかの例では、ページング
インスタンスの遅れた送信は、最初にスケジューリングされたページングインスタンスに
対して指定されるのと同じサブフレームインデックスを使用することができる。この例に
おいてページングの監視に対するＵＥの電力消費を最小にするために、複数のフレームの
ウインドウは、およびＵＥは、複数のフレームのそのウインドウの間のページングインス
タンスについて免許不要無線周波数スペクトル帯域だけを監視するように構成され得る。
いくつかの例では、ＵＥは、複数のフレームのウインドウの終わりに達すること、または
ページングインスタンスが検出されることとのうちで、先に起こるものが起こるまで、免
許不要無線周波数スペクトル帯域を監視することができる。いくつかの例では、ページン
グインスタンスについて免許不要無線周波数スペクトル帯域を監視するＵＥは、そのウイ
ンドウ内での基地局の送信のブラインド検出（たとえば、基地局のＣＵＢＳ送信のブライ
ンド検出）を実行し、ＣＵＢＳ送信が検出されないフレームの間は節電モードに入ること
ができる。ＵＥが複数のフレームのそのウインドウのフレームのすべてについて基地局の
ＣＵＢＳ送信を検出するのに失敗するとき、ＵＥは次のページングインスタンスについて
免許不要無線周波数スペクトル帯域を監視することができる。
【００９０】
　[0112]いくつかの例では、複数のページングインスタンスの各々は、免許不要無線周波
数スペクトル帯域の複数のフレームのそれぞれのウインドウの間の送信をスケジューリン
グされ得る。これらのウインドウの長さは、時間的に離されていてよく、ＵＥの電力消費
を最小にするように構成されてよい。複数のフレームのウインドウ内で、ＵＥは、ＵＥが
ページングインスタンスを検出するような時まで、または複数のフレームのウインドウの
終わりに達するまで、ＵＥに送信されるページングインスタンスを監視し続けることがで
きる。
【００９１】
　[0113]さらに別の例では、デバイスの複数のグループに対するページングインスタンス
は、複数のフレームのウインドウ内にスケジューリングされ得る。このようにして、免許
不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、ＵＥに対するページング
インスタンスが送信され得ないとき、ＵＥは、複数のフレームのそのウインドウの長さよ
りも長い遅延を引き起こすことなく、別のＵＥに対するページングインスタンスを読み取
り、ページング情報を取得することができる。
【００９２】
　[0114]さらに別の例では、デバイスの複数のグループに対するページングインスタンス
が複数のフレームのウインドウ内にスケジューリングされるとき、各ページングインスタ
ンスは、複数のフレームのそのウインドウ内のより小さいウインドウ（たとえば、サブウ
インドウ）内に送信され得る。このようにして、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利
用不可能であることにより、ＵＥに対するページングインスタンスが送信され得ないとき
、ＵＥはまず、それ自体のページングインスタンスについてより小さいウインドウ中の後
続のフレームを監視することができる。ＵＥがそれ自体のページングインスタンスを発見
できないとき、ＵＥは次いで、複数のフレームのそのウインドウの長さよりも長い遅延を
引き起こすことなく、別のＵＥに対するページングインスタンスを読み取り、ページング
情報を取得することができる。
【００９３】
　[0115]図７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装
置７０５のブロック図７００を示す。いくつかの例では、装置７０５は、図１および／ま
たは図２を参照して説明された基地局１０５、２０５、および／または２０５－ａの１つ
または複数の態様の例、または、図１および／または図２を参照して説明されたＵＥ１１
５、２１５－ａ、２１５－ｂ、および／または２１５－ｃの１つまたは複数の態様の例で
あり得る。装置７０５はまた、プロセッサであり得る。装置７０５は、受信機モジュール
７１０、ワイヤレス通信管理モジュール７２０、および／または送信機モジュール７３０
を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
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【００９４】
　[0116]装置７０５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアにおいて
適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように適応された１つまたは複数の特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用して実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複
数の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され
得る。他の例では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタ
イプの集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールド
プログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得
る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の汎用または特
定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ中で具現化
される命令によって実装され得る。
【００９５】
　[0117]いくつかの例では、受信機モジュール７１０は、免許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特定の用途のために特定のユーザ（たとえば、
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に免許されているので、装置がアクセスを争わない無線周波
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（たとえば、
無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または
免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）のために少なくとも一部利用可能であるので、装置
がアクセスを争う必要があり得る無線周波数スペクトル帯域）上での送信を受信するよう
に動作可能な少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１つのＲ
Ｆ受信機を含み得る。いくつかの例では、免許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は、たとえば、図１および／または図２を参照して説
明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。受信機モジュール７１
０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００およ
び／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１
つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すな
わち、送信）を受信するために使用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【００９６】
　[0118]いくつかの例では、送信機モジュール７３０は、免許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通じて送信するように動作可能な少
なくとも１つのＲＦ送信機のような、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モ
ジュール１７３０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信シス
テム１００および／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通
信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または
制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。通信リンクは、免許無線周
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上で確立され得る
。
【００９７】
　[0119]いくつかの例では、装置７０５は基地局として構成されてよく、ワイヤレス通信
管理モジュール７２０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域のある時間期間において信
号のインスタンスを送信するための信号送信のパターンを決定し、その免許不要無線周波
数スペクトル帯域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であ
るかどうかを決定し、その免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送
信するのに利用不可能であると決定したことに応答して、その時間期間に対する信号送信
のパターンを変更するために使用され得る。
【００９８】
　[0120]いくつかの例では、装置７０５はＵＥとして構成されてよく、ワイヤレス通信管
理モジュール７２０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域のある時間期間に、当該時間
期間に対する信号送信のパターンでの信号のインスタンスの送信について、第１のフレー
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ムを監視し、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不
要無線周波数スペクトル帯域の第１のフレームの間に信号のインスタンスが送信されなか
ったと決定し、信号のインスタンスの送信について、免許不要無線周波数スペクトル帯域
の当該時間期間中の第２のフレームを監視するために使用され得る。第２のフレームは、
免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより第１のフレームの間に
信号のインスタンスが送信されなかったと決定したことに応答して、監視され得る。第２
のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間に対する信号送信のパター
ンの変化に基づき得る。
【００９９】
　[0121]いくつかの例では、装置７０５は基地局として構成されてよく、ワイヤレス通信
管理モジュール７２０は、複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかに少なくとも一
部基づいて、複数の参照信号パターンからある参照信号パターンを決定し、決定された参
照信号パターンをデバイスにシグナリングするために使用され得る。
【０１００】
　[0122]いくつかの例では、装置７０５はＵＥとして構成されてよく、ワイヤレス通信管
理モジュール７２０は、複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかを示すシグナリン
グを受信し、複数の送信時間間隔がバンドルされるとき、複数の送信時間間隔の各々にわ
たって分布する参照信号を受信するために使用され得る。
【０１０１】
　[0123]図８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装
置８０５のブロック図８００を示す。いくつかの例では、装置８０５は、図１および／ま
たは図２を参照して説明された基地局１０５、２０５、および／または２０５－ａの１つ
または複数の態様の例、および／または、図７を参照して説明された装置７０５の態様の
例であり得る。装置８０５はまた、プロセッサであり得る。装置８０５は、受信機モジュ
ール８１０、ワイヤレス通信管理モジュール８２０、および／または送信機モジュール８
３０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１０２】
　[0124]装置１８０５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアで適用
可能な機能の一部またはすべてを実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを
使用して実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【０１０３】
　[0125]いくつかの例では、受信機モジュール８１０は、図７を参照して説明された受信
機モジュール７１０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、受信機
モジュール８１０は、免許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
帯域が特定の用途のために特定のユーザ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に免許
されているので、装置がアクセスを争わない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（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が免許不
要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途
）のために少なくとも一部利用可能であるので、装置がアクセスを争う必要があり得る無
線周波数スペクトル帯域）上での送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線
周波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例
では、免許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
は、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ通信のために使用され得る。受信機モジュール１８１０は、図１および／または図２を
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参照して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または２００の１つまたは複
数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じ
て様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使
用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０１０４】
　[0126]いくつかの例では、送信機モジュール１８３０は、図１７を参照して説明された
送信機モジュール１７３０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、
送信機モジュール１８３０は、免許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通じて送信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機
のような、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モジュール１８３０は、図１
および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または
２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複
数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信
）を送信するために使用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０１０５】
　[0127]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール８２０は、図７を参照して説
明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０の１つまたは複数の態様の例であり得る。
ワイヤレス通信管理モジュール８２０は、信号送信パターン決定モジュール８３５、媒体
コンテンションモジュール８４０、および／または信号送信パターン変更モジュール８４
５を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１０６】
　[0128]いくつかの例では、信号送信パターン決定モジュール８３５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域のある時間期間において、信号のインスタンスを送信するための信号
送信のパターンを決定するために使用され得る。いくつかの例では、信号は、ＭＣＣＨ変
更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの例では、その時間期間は、
免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレームを含み得る。いくつかの例
では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつかの例では、装置８０５は、
信号送信の決定されたパターンを少なくとも１つの他の装置（たとえば、少なくとも１つ
のＵＥ）に通知することができる。
【０１０７】
　[0129]いくつかの例では、媒体コンテンションモジュール８４０は、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であ
るかどうかを決定するために使用され得る。いくつかの例では、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域に対するアクセスを争うことによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域が
利用不可能であるかどうかが決定され得る。いくつかの例では、基地局のような装置は、
ＣＣＡを実行することによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを争う
ことができる。ＣＣＡが成功するとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用可能で
あると見なされてよく、ＣＣＡが成功しないとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は
利用不可能であると見なされてよい。
【０１０８】
　[0130]いくつかの例では、信号送信パターン変更モジュール８４５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であるという媒体コ
ンテンションモジュール８４０による決定に応答して、その時間期間に対する信号送信の
パターンを変更するために使用され得る。
【０１０９】
　[0131]いくつかの例では、信号送信のパターンは、第１のスケジューリングされた信号
送信と第２のスケジューリングされた信号送信とを含み得る。これらの例において、信号
送信のパターンを変更することは、第１のスケジューリングされた信号送信と第２のスケ



(29) JP 6530111 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

ジューリングされた信号送信との間にある免許不要無線周波数スペクトル帯域の１フレー
ムの間に、信号送信のパターンにおける追加の信号送信をスケジューリングすることを含
み得る。
【０１１０】
　[0132]いくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、その時間期間に対す
る信号送信のパターン中のスケジューリングされる送信の数を増やすこと、スケジューリ
ングされた信号送信の数を増やすことを含み得る。たとえば、ＭＣＣＨ変更通知のスケジ
ューリングされた信号送信の数は、２つまたは４つのスケジューリングされた信号送信か
ら、８つまたは１６個のスケジューリングされた信号送信へと増やされ得る。
【０１１１】
　[0133]いくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、その時間期間中のＣ
ＥＴの一部として、信号送信を信号送信のパターンに追加することを含み得る。
【０１１２】
　[0134]いくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、免許不要無線周波数
スペクトル帯域が信号の複数のインスタンスの各々を送信することに利用不可能であるこ
とに適応させるように、信号送信のパターンを変更することを含み得る。
【０１１３】
　[0135]図９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装
置９０５のブロック図９００を示す。いくつかの例では、装置９０５は、図１および／ま
たは図２を参照して説明された基地局１０５、２０５、および／または２０５－ａの１つ
または複数の態様の例、および／または図７および／または図８を参照して説明された装
置７０５および／または８０５の１つまたは複数の態様の例であり得る。装置９０５はま
た、プロセッサであり得る。装置９０５は、受信機モジュール９１０、ワイヤレス通信管
理モジュール９２０、および／または送信機モジュール９３０を含み得る。これらのコン
ポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１１４】
　[0136]装置９０５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアにおいて
適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように適合される１つまたは複数のＡＳＩ
Ｃを使用して実装され得る。あるいは、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）によって実行され得る。他の例では、他のタ
イプの集積回路が使用されてよく（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳ
ＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）、これは当技術分野において既知の任意
の方式でプログラムされ得る。各ユニットの機能はまた、全体または一部で、メモリにお
いて具現化され、１つまたは複数の汎用プロセッサまたは用途固有の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る、命令によって実装され得る。
【０１１５】
　[0137]いくつかの例では、受信機モジュール９１０は、図７および／または図８を参照
して説明された受信機モジュール７１０および／または８１０の１つまたは複数の態様の
例であり得る。いくつかの例では、受信機モジュール９１０は、免許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特定の用途のために特定のユーザ（たと
えば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に対して免許されるので、装置がアクセスを争わない
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（たとえ
ば、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／ま
たは免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので、装置が
アクセスを争う必要があり得る無線周波数スペクトル帯域）を通じて送信を受信するよう
に動作可能な少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１つのＲ
Ｆ受信機を含み得る。いくつかの例では、免許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は、たとえば、図１および／または図２を参照して説
明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場合、受信
機モジュール９１０は、免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数スペク
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トル帯域のために別個の受信機を含み得る。別個の受信機は、いくつかの例では、免許無
線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ受信機モジュール９１２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて通信す
るための免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール９１４の形態
をとり得る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール９１２および
／または免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール９１４を含む
、受信機モジュール９１０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス
通信システム１００および／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイ
ヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび
／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用され得る。通信リンクは、免
許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上で確立
され得る。
【０１１６】
　[0138]いくつかの例では、送信機モジュール９３０は、図７および／または図８を参照
して説明された送信機モジュール７３０および／または８３０の１つまたは複数の態様の
例であり得る。いくつかの例では、送信機モジュール９３０は、免許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通じて送信するように動作可
能な少なくとも１つのＲＦ送信機のような、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。い
くつかの例では、免許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
クトル帯域は、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように、ＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場合、送信機モジュール９３０は、
免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数スペクトル帯域のために別個の
送信機を含み得る。別個の送信機は、いくつかの例では、免許無線周波数スペクトル帯域
を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール９
３２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許不要ＲＦス
ペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール９３４の形態をとり得る。免許ＲＦス
ペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール９３２および／または免許不要ＲＦス
ペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール９３４を含む、送信機モジュール９３
０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００およ
び／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１
つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すな
わち、送信）を送信するために使用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０１１７】
　[0139]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール９２０は、図７および／また
は図８を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０および／または８２０
の１つまたは複数の態様の例であり得る。ワイヤレス通信管理モジュール９２０は、信号
送信パターン決定モジュール９３５、媒体コンテンションモジュール９４０、信号送信パ
ターン変更モジュール９４５、および／または信号送信モジュール９５０を含み得る。こ
れらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１１８】
　[0140]いくつかの例では、信号送信パターン決定モジュール９３５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域のある時間期間において信号のインスタンスを送信するための信号送
信のパターンを決定するために使用され得る。いくつかの例では、信号は、ＭＣＣＨ変更
通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの例では、その時間期間は、免
許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレームを含み得る。いくつかの例で
は、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつかの例では、装置９０５は、信
号送信の決定されたパターンを少なくとも１つの他の装置（たとえば、少なくとも１つの
ＵＥ）に通知することができる。
【０１１９】
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　[0141]いくつかの例では、媒体コンテンションモジュール９４０は、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であ
るかどうかを決定するために使用され得る。いくつかの例では、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域に対するアクセスを争うことによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域が
利用不可能であるかどうかが決定され得る。いくつかの例では、基地局のような装置は、
ＣＣＡを実行することによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを争う
ことができる。ＣＣＡが成功するとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用可能で
あると見なされてよく、ＣＣＡが成功しないとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は
利用不可能であると見なされてよい。
【０１２０】
　[0142]いくつかの例では、信号送信パターン変更モジュール９４５は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であるという媒体コ
ンテンションモジュール９４０による決定に応答して、その時間期間に対する信号送信の
パターンを変更するために使用され得る。いくつかの例では、信号送信パターン変更モジ
ュール９４５は、次の利用可能フレーム特定モジュール９５５を含み得る。次の利用可能
フレーム特定モジュール９５５は、免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号のインスタ
ンスを送信するのに利用不可能であると決定したことに応答して、信号のインスタンスの
送信についてその時間期間中の次の利用可能なフレームを特定するために使用され得る。
次の利用可能なフレームは、媒体コンテンションモジュール９４０がフレームへのアクセ
スを争うことに成功したことに基づいて、そのように特定され得る。
【０１２１】
　[0143]いくつかの例では、信号送信モジュール９５０は、信号送信パターン決定モジュ
ール９３５によって決定され、信号送信パターン変更モジュール９４５によって変更され
、信号のインスタンスがその中で送信されるべきフレームへのアクセスを争うことに成功
した媒体コンテンションモジュール９４０の支配下にある、信号送信のパターンに従って
、信号のインスタンスを送信するために使用され得る。
【０１２２】
　[0144]いくつかの例では、（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可
能であることにより）送信されないフレームの間に信号のインスタンスを送信するために
利用されるサブフレームインデックスは、次の利用可能なフレームの間に信号のインスタ
ンスを送信するためにも利用され得る。
【０１２３】
　[0145]いくつかの例では、信号送信のパターンは、第１のスケジューリングされた信号
送信と第２のスケジューリングされた信号送信とを含み得る。これらの例において、信号
送信のパターンを変更することは、第１のスケジューリングされた信号送信と第２のスケ
ジューリングされた信号送信との間にある免許不要無線周波数スペクトル帯域のフレーム
の間に、信号送信のパターンにおいて追加の信号送信をスケジューリングすることを含み
得る。
【０１２４】
　[0146]いくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、免許不要無線周波数
スペクトル帯域が信号の複数のインスタンスの各々を送信することに利用不可能であるこ
とに適応させるように、信号送信のパターンを変更することを含み得る。
【０１２５】
　[0147]図１０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
装置１００５のブロック図１０００を示す。いくつかの例では、装置１００５は、図１お
よび／または図２を参照して説明された基地局１０５、２０５、および／または２０５－
ａの１つまたは複数の態様の例、および／または図７および／または図８を参照して説明
された装置７０５および／または８０５の１つまたは複数の態様の例であり得る。装置１
００５はまた、プロセッサであり得る。装置１００５は、受信機モジュール１０１０、ワ
イヤレス通信管理モジュール１０２０、および／または送信機モジュール１０３０を含み
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得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１２６】
　[0148]装置１００５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアで適用
可能な機能の一部またはすべてを実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを
使用して実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【０１２７】
　[0149]いくつかの例では、受信機モジュール１０１０は、図７および／または図８を参
照して説明された受信機モジュール７１０および／または８１０の１つまたは複数の態様
の例であり得る。いくつかの例では、受信機モジュール１０１０は、免許無線周波数スペ
クトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が特定の用途のために特定のユーザ（
たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に免許されているので、装置がアクセスを争わな
い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（
たとえば、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途およ
び／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので、
装置がアクセスを争う必要があり得る無線周波数スペクトル帯域）上での送信を受信する
ように動作可能な少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１つ
のＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例では、免許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は、たとえば、図１および／または図２を参照し
て説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場合、
受信機モジュール１０１０は、免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数
スペクトル帯域のために別個の受信機を含み得る。別個の受信機は、いくつかの例では、
免許無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１０１２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じ
て通信するための免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１０
１４の形態をとり得る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１
０１２および／または免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール
１０１４を含む、受信機モジュール１０１０は、図１および／または図２を参照して説明
されたワイヤレス通信システム１００および／または２００の１つまたは複数の通信リン
クのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイ
プのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用され得る。
通信リンクは、免許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
トル帯域上で確立され得る。
【０１２８】
　[0150]いくつかの例では、送信機モジュール１０３０は、図７およびまたは図８を参照
して説明された送信機モジュール７３０および／または８３０の１つまたは複数の態様の
例であり得る。いくつかの例では、送信機モジュール２０３０は、免許無線周波数スペク
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通じて送信するように動作
可能な少なくとも１つのＲＦ送信機のような、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。
いくつかの例では、免許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
ペクトル帯域は、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように、ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場合、送信機モジュール１０３０
は、免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数スペクトル帯域のために別
個の送信機を含み得る。別個の送信機は、いくつかの例では、免許無線周波数スペクトル
帯域を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュー
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ル１０３２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許不要
ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１０３４の形態をとり得る。免
許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１０３２および／または免許
不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１０３４を含む、送信機モ
ジュール１０３０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信シス
テム１００および／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通
信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または
制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。通信リンクは、免許無線周
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上で確立され得る
。
【０１２９】
　[0151]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１０２０は、図７およびまた
は図８を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０および／または８２０
の１つまたは複数の態様の例であり得る。ワイヤレス通信管理モジュール１０２０は、信
号送信パターン決定モジュール１０３５、媒体コンテンションモジュール１０４０、信号
送信パターン変更モジュール１０４５、および／または信号送信モジュール１０５０を含
み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１３０】
　[0152]いくつかの例では、信号送信パターン決定モジュール１０３５は、免許不要無線
周波数スペクトル帯域のある時間期間において信号のインスタンスを送信するための信号
送信のパターンを決定するために使用され得る。いくつかの例では、信号は、ＭＣＣＨ変
更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの例では、その時間期間は、
免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレームを含み得る。いくつかの例
では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつかの例では、装置１００５は
、信号送信の決定されたパターンを少なくとも１つの他の装置（たとえば、少なくとも１
つのＵＥ）に通知することができる。
【０１３１】
　[0153]いくつかの例では、信号送信のパターンを決定することは、その時間期間中の複
数のフレームのウインドウ中の１フレームの間に、信号のインスタンスの送信を最初にス
ケジューリングすることを含み得る。いくつかの例では、信号のインスタンスの送信は最
初に、複数のフレームのそのウインドウ中の第１のフレーム（たとえば、複数のフレーム
のそのウインドウ中の時間的に最初のフレーム）においてスケジューリングされ得る。他
の例では、信号送信は最初に、複数のフレームのそのウインドウ中の第１のフレーム以外
のフレームにおいて（たとえば、複数のフレームのそのウインドウ中の時間的に最初のフ
レーム以外で）スケジューリングされ得る。いくつかの例では、信号のインスタンスの送
信は最初に、処理負荷および／またはトラフィック負荷の少なくとも１つに基づいて、複
数のフレームのそのウインドウにおいてスケジューリングされ得る。いくつかの例では、
複数のフレームのそのウインドウの長さは、ＵＥの電力消費を最小にするような大きさに
され得る。いくつかの例では、信号送信のパターン中のいくつかの異なる信号送信の各々
は、その時間期間中の複数のフレームのそれぞれの異なるウインドウにおいてスケジュー
リングされ得る。複数のフレームのウインドウ内の信号送信のスケジューリングは、いく
つかの例では、信号送信パターン決定モジュール１０３５のウインドウスケジューリング
モジュール１０５５によって引き受けられ得る。
【０１３２】
　[0154]いくつかの例では、媒体コンテンションモジュール１０４０は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能で
あるかどうかを決定するために使用され得る。いくつかの例では、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域に対するアクセスを争うことによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域
が利用不可能であるかどうかが決定され得る。いくつかの例では、基地局のような装置は
、ＣＣＡを実行することによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを争
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うことができる。ＣＣＡが成功するとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用可能
であると見なされてよく、ＣＣＡが成功しないとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域
は利用不可能であると見なされてよい。
【０１３３】
　[0155]いくつかの例では、信号送信パターン変更モジュール１０４５は、免許不要無線
周波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であるという媒体
コンテンションモジュール１０４０による決定に応答して、その時間期間に対する信号送
信のパターンを変更するために使用され得る。いくつかの例では、信号送信パターン変更
モジュール１０４５は、第２のフレーム特定モジュール１０６０を含み得る。第２のフレ
ーム特定モジュール１０６０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域が信号のインスタン
スを送信するのに利用不可能であると決定したことに応答して、信号のインスタンスの送
信のための複数のフレームのウインドウ中の第２のフレームを特定するために使用され得
る。
【０１３４】
　[0156]いくつかの例では、信号送信モジュール１０５０は、信号送信パターン決定モジ
ュール１０３５によって決定され、信号送信パターン変更モジュール１０４５によって変
更され、信号のインスタンスがその中で送信されるべきフレームへのアクセスを争うこと
に成功した媒体コンテンションモジュール１０４０の支配下にある、信号送信のパターン
に従って、信号のインスタンスを送信するために使用され得る。
【０１３５】
　[0157]いくつかの例では、（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可
能であることにより）送信されないフレームの間に信号のインスタンスを送信するために
利用されるサブフレームインデックスは、複数のフレームのそのウインドウ中の第２のフ
レームの間に信号のインスタンスを送信するためにも利用され得る。
【０１３６】
　[0158]いくつかの例では、信号送信のパターンは、第１のスケジューリングされた信号
送信と第２のスケジューリングされた信号送信とを含み得る。これらの例において、信号
送信のパターンを変更することは、第１のスケジューリングされた信号送信と第２のスケ
ジューリングされた信号送信との間にある免許不要無線周波数スペクトル帯域のフレーム
の間に、信号送信のパターンにおいて追加の信号送信をスケジューリングすることを含み
得る。またこれらの例では、第１のスケジューリングされた信号送信に対応する複数のフ
レームの第１のウインドウの長さは、第２のスケジューリングされた信号送信、および／
または第２のスケジューリングされた信号送信に対応する複数のフレームの第２のウイン
ドウと重複しないような大きさにされ得る。
【０１３７】
　[0159]いくつかの例では、信号のインスタンスの送信がスケジューリングされる複数の
フレームのウインドウは、デバイス（たとえば、ＵＥ）の複数のグループに対するスケジ
ューリングされたページングインスタンスを含み得る。これらの例では、それ自体のペー
ジングインスタンスを読み取り損ねたＵＥは、追加の遅延（たとえば、当該複数のフレー
ムのそのウインドウの長さよりも長い遅延）を引き起こすことなく、別のＵＥのページン
グインスタンスを読み取ることができる。
【０１３８】
　[0160]いくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、免許不要無線周波数
スペクトル帯域が信号の複数のインスタンスの各々を送信することに利用不可能であると
ことに適応させるように、信号送信のパターンを変更することを含み得る。
【０１３９】
　[0161]図１１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
装置１１１５のブロック図１１００を示す。いくつかの例では、装置１１１５は、図１お
よび／または図２を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
および／または２１５－ｃの１つまたは複数の態様の例、および／または、図７を参照し
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て説明された装置７０５の態様の例であり得る。装置１１１５はまた、プロセッサであり
得る。装置１１１５は、受信機モジュール１１１０、ワイヤレス通信管理モジュール１１
２０、および／または送信機モジュール１１３０を含み得る。これらのコンポーネントの
各々は、互いに通信し得る。
【０１４０】
　[0162]装置１１１５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアで適用
可能な機能の一部またはすべてを実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを
使用して実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【０１４１】
　[0163]いくつかの例では、受信機モジュール１１１０は、図７を参照して説明された受
信機モジュール７１０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、受信
機モジュール１１１０は、免許無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペク
トル帯域が特定の用途のために特定のユーザ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に
免許されているので、装置がアクセスを争わない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（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が免
許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
用途）に少なくとも一部利用可能であるので、装置がアクセスを争う必要があり得る無線
周波数スペクトル帯域）上での送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線周
波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例で
は、免許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は
、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
通信のために使用され得る。受信機モジュール１１１０は、図１および／または図２を参
照して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または２００の１つまたは複数
の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて
様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用
され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０１４２】
　[0164]いくつかの例では、送信機モジュール１１３０は、図７を参照して説明された送
信機モジュール７３０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、送信
機モジュール１１３０は、免許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通じて送信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機のよ
うな、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モジュール１１３０は、図１およ
び／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または２０
０の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の
通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を
送信するために使用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０１４３】
　[0165]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、図７を参照して
説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０の１つまたは複数の態様の例であり得る
。ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、信号監視モジュール１１３５、および／ま
たは信号送信決定モジュール１１４０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互
いに通信し得る。
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【０１４４】
　[0166]いくつかの例では、信号監視モジュール１１３５は、免許不要無線周波数スペク
トル帯域のある時間期間中の第１のフレームを、信号送信のあるパターンでの信号のイン
スタンスの送信について、その時間期間中に監視するために使用され得る。いくつかの例
では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの
例では、その時間期間は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレーム
を含み得る。いくつかの例では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつか
の例では、装置１１１５は、別の装置から（たとえば、基地局から）信号送信の決定され
たパターンの通知を受信することができる。
【０１４５】
　[0167]いくつかの例では、信号送信決定モジュール１１４０は、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第１
のフレームの間に信号のインスタンスが送信されなかったと決定するために使用され得る
。いくつかの例では、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳのブラインド検出に少なく
とも一部基づいて、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信
号のインスタンスが第１のフレームの間に送信されなかったことが決定され得る。より具
体的には、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周
波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレーム
の間に送信されなかったことが決定され得る。
【０１４６】
　[0168]いくつかの例では、信号監視モジュール１１３５はまた、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に
送信されなかったと決定したことに応答して、信号のインスタンスの送信について免許不
要無線周波数スペクトル帯域のその時間期間中の第２のフレームを監視するために使用さ
れ得る。第２のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間に対する信号
送信のパターンの変化（たとえば、基地局により行われる変更）に基づき得る。
【０１４７】
　[0169]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、免許不要無線周
波数スペクトル帯域の第２のフレームにおける信号のインスタンスの送信を検出すること
がある。いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、第２のフレーム
の後に受信されるフレームにおける信号のインスタンスの送信を検出することがある。い
くつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、信号の別のインスタンスの
送信を検出することがある。いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０
は、その時間期間について信号の送信を検出しないことがある。これらの後者の例では、
ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の次の時
間期間においてＭＣＣＨを再取得することができる。
【０１４８】
　[0170]いくつかの例では、信号送信のパターンの変化は、その時間期間中のＣＥＴの一
部としての信号のインスタンスの送信を含み得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信管
理モジュール１１２０は、その時間期間中のＣＥＴの一部としての信号のインスタンスの
送信を検出することができる。
【０１４９】
　[0171]図１２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
装置１２１５のブロック図１２００を示す。いくつかの例では、装置１２１５は、図１お
よび／または図２を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
および／または２１５－ｃの１つまたは複数の態様の例、および／または、図７および／
または図１１を参照して説明された装置７０５および／または１１０５の１つまたは複数
の態様の例であり得る。装置１２１５はまた、プロセッサであり得る。装置１２１５は、
受信機モジュール１２１０、ワイヤレス通信管理モジュール１２２０、および／または送
信機モジュール１２３０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得
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る。
【０１５０】
　[0172]装置１２１５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアで適用
可能な機能の一部またはすべてを実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを
使用して実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【０１５１】
　[0173]いくつかの例では、受信機モジュール１２１０は、図７および／または図１１を
参照して説明された受信機モジュール７１０および／または１１１０の１つまたは複数の
態様の例であり得る。いくつかの例では、受信機モジュール１２１０は、免許無線周波数
スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が特定の用途のために特定のユー
ザ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に免許されているので、装置がアクセスを争
わない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（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途
および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるの
で、装置がアクセスを争う必要があり得る無線周波数スペクトル帯域）上での送信を受信
するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ受信機のような、少なくとも１つの無線周波
数（ＲＦ）受信機を含み得る。いくつかの例では、免許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は、たとえば、図１および／または図２を参
照して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場
合、受信機モジュール１２１０は、免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周
波数スペクトル帯域のために別個の受信機を含み得る。別個の受信機は、いくつかの例で
は、免許無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１２１２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を
通じて通信するための免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール
１２１４の形態をとり得る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュー
ル１２１２および／または免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュ
ール１２１４を含む、受信機モジュール１２１０は、図１および／または図２を参照して
説明されたワイヤレス通信システム１００および／または２００の１つまたは複数の通信
リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々な
タイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用され得
る。通信リンクは、免許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
ペクトル帯域上で確立され得る。
【０１５２】
　[0174]いくつかの例では、送信機モジュール１２３０は、図７および／または図１１を
参照して説明された送信機モジュール７３０および／または１１３０の１つまたは複数の
態様の例であり得る。いくつかの例では、送信機モジュール１２３０は、免許無線周波数
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通じて送信するよう
に動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機のような、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み
得る。いくつかの例では、免許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は、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように
、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場合、送信機モジュール１
２３０は、免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数スペクトル帯域のた
めに別個の送信機を含み得る。別個の送信機は、いくつかの例では、免許無線周波数スペ
クトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モ
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ジュール１２３２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免
許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１２３４の形態をとり得
る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１２３２および／また
は免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１２３４を含む、送
信機モジュール１２３０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通
信システム１００および／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤ
レス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／
または制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。通信リンクは、免許
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上で確立さ
れ得る。
【０１５３】
　[0175]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１２２０は、図７および／ま
たは図１１を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０および／または１
２０の１つまたは複数の態様の例であり得る。ワイヤレス通信管理モジュール１２２０は
、信号監視モジュール１２３５、信号送信決定モジュール１２４０、信号検出モジュール
１２４５、および／またはＭＣＣＨ取得モジュール１２５０を含み得る。これらのコンポ
ーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１５４】
　[0176]いくつかの例では、信号監視モジュール１２３５は、免許不要無線周波数スペク
トル帯域のある時間期間に、当該時間期間についての信号送信のパターンでの信号のイン
スタンスの送信のための第１のフレームを監視するために使用され得る。いくつかの例で
は、信号は、ＭＣＣＨ変更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの例
では、その時間期間は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレームを
含み得る。いくつかの例では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつかの
例では、装置１２１５は、別の装置から（たとえば、基地局から）信号送信の決定された
パターンの通知を受信することができる。
【０１５５】
　[0177]いくつかの例では、信号送信決定モジュール１２４０は、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第１
のフレームの間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定するために使用
され得る。いくつかの例では、信号送信決定モジュール１２４０は、ＣＵＢＳ検出モジュ
ール１２５５を含み得る。ＣＵＢＳ検出モジュール１２５５は、第１のフレームに対する
第１のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一部基づいて、免許不要無線周波数スペク
トル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に送信
されなかったかどうかを決定するために使用され得る。より具体的には、ＣＵＢＳ検出モ
ジュール１２５５は、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳが検出されないとき、免許
不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより第１のフレームの間に信号
のインスタンスが送信されなかったと決定することができる。第１のフレームの間に信号
のインスタンスが送信されなかったと決定すると、信号送信決定モジュール１２４０は、
信号監視モジュール１２３５に第２のフレームを監視させることができる。それ以外の場
合、信号送信決定モジュール１２４０は、信号検出モジュール１２４５に、第１のフレー
ム上での信号検出を実行させることができる。第２のフレームは、第１のフレームと連続
している必要はない。
【０１５６】
　[0178]いくつかの例では、信号監視モジュール１２３５はまた、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に
送信されなかったと決定したことに応答して、信号のインスタンスの送信のための、免許
不要無線周波数スペクトル帯域のその時間期間中の第２のフレームを監視するために使用
され得る。第２のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間に対する信
号送信のパターンの変化（たとえば、基地局により行われる変更）に基づき得る。
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【０１５７】
　[0179]いくつかの例では、信号送信決定モジュール１２４０はまた、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の
第２のフレームの間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定するために
使用され得る。いくつかの例では、ＣＵＢＳ検出モジュール１２５５は、第２のフレーム
に対する第２のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一部基づいて、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第２のフレームの
間に送信されなかったかどうかを決定するために使用され得る。より具体的には、ＣＵＢ
Ｓ検出モジュール１２５５は、第２のフレームに対する第２のＣＵＢＳが検出されないと
き、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより第２のフレームの
間に信号のインスタンスが送信されなかったと決定することができる。第２のフレームの
間に信号のインスタンスが送信されなかったと決定すると、および、時間期間の終わりに
達していないと決定すると、信号送信決定モジュール１２４０は、信号監視モジュール１
２３５に、信号のインスタンスの送信および／または信号の別のインスタンスの送信につ
いて、免許不要無線周波数スペクトル帯域のその時間期間において少なくとも１つの追加
のフレームを監視させることができる。それ以外の場合、信号送信決定モジュール１２４
０は、信号検出モジュール１２４５に、第２のフレーム上での信号検出を実行させること
ができる。
【０１５８】
　[0180]いくつかの例では、信号検出モジュール１２４５は、信号の少なくとも１つのイ
ンスタンスが送信されたかどうかを検出するために使用され得る。信号の少なくとも１つ
のインスタンスが送信されたと決定されるとき、信号検出モジュール１２４５は、信号監
視モジュール１２３５に、その時間期間のフレームを監視するのを止めさせることができ
る。信号の少なくとも１つのインスタンスが送信されていないことと、信号の少なくとも
１つのインスタンスを検出することなくその時間期間の終わりに達したこととが決定され
るとき、信号検出モジュール１２４５は、ＭＣＣＨ取得モジュール１２５０に、次の時間
期間の間にＭＣＣＨを再取得させることができる。信号の少なくとも１つのインスタンス
が送信されていないことと、その時間期間の終わりに達していないこととが決定されると
き、信号検出モジュール１２４５は、信号検出モジュール１２４５の構成に応じて、様々
なタスクを実行することができる。一例では、信号検出モジュール１２４５は、信号監視
モジュール１２３５に、ＣＵＢＳがあるフレームに対して受信されたが信号のインスタン
スが検出されず、信号がその時間期間の間には送信されないであろうという仮定のもとで
、その時間期間のフレームを監視するのを止めさせることができる。別の例では、時間期
間の終わりに達していないとき、信号検出モジュール１２４５は、信号監視モジュール１
２３５に、信号のインスタンスの送信および／または信号の別のインスタンスの送信につ
いて、免許不要無線周波数スペクトル帯域のその時間期間において追加のフレームを監視
させることができる。
【０１５９】
　[0181]いくつかの例では、ＭＣＣＨ取得モジュール１２５０は、ＭＣＣＨを再取得する
ために使用され得る。
【０１６０】
　[0182]図１３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
装置１３１５のブロック図１３００を示す。いくつかの例では、装置１３１５は、図１お
よび／または図２を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
および／または２１５－ｃの１つまたは複数の態様の例、および／または、図７および／
または図１１を参照して説明された装置７０５および／または１１０５の１つまたは複数
の態様の例であり得る。装置１３１５はまた、プロセッサであり得る。装置１３１５は、
受信機モジュール１３１０、ワイヤレス通信管理モジュール１３２０、および／または送
信機モジュール１３３０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信し得
る。
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【０１６１】
　[0183]装置１３１５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアで適用
可能な機能の一部またはすべてを実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを
使用して実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【０１６２】
　[0184]いくつかの例では、受信機モジュール１３１０は、図７および／または１１を参
照して説明された受信機モジュール７１０および／または１１１０の１つまたは複数の態
様の例であり得る。いくつかの例では、受信機モジュール１３１０は、免許無線周波数ス
ペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が特定の用途のために特定のユーザ
（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に免許されているので、装置がアクセスを争わ
ない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
（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途お
よび／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので
、装置がアクセスを争う必要があり得る無線周波数スペクトル帯域）上での送信を受信す
るように動作可能な少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１
つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例では、免許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は、たとえば、図１および／または図２を参照
して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場合
、受信機モジュール１３１０は、免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周波
数スペクトル帯域のために別個の受信機を含み得る。別個の受信機は、いくつかの例では
、免許無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１３１２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を通
じて通信するための免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１
３１４の形態をとり得る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール
１３１２および／または免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュー
ル１３１４を含む、受信機モジュール１３１０は、図１および／または図２を参照して説
明されたワイヤレス通信システム１００および／または２００の１つまたは複数の通信リ
ンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタ
イプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用され得る
。通信リンクは、免許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
クトル帯域上で確立され得る。
【０１６３】
　[0185]いくつかの例では、送信機モジュール１３３０は、図７および／または図１１を
参照して説明された送信機モジュール７３０および／または１１３０の１つまたは複数の
態様の例であり得る。いくつかの例では、送信機モジュール１３３０は、免許無線周波数
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通じて送信するよう
に動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機のような、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み
得る。いくつかの例では、免許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は、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように
、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得る。いくつかの場合、送信機モジュール１
３３０は、免許無線周波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数スペクトル帯域のた
めに別個の送信機を含み得る。別個の送信機は、いくつかの例では、免許無線周波数スペ
クトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モ
ジュール１３３２、および免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免
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許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１３３４の形態をとり得
る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１３３２および／また
は免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１３３４を含む、送
信機モジュール１３３０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通
信システム１００および／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤ
レス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／
または制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用され得る。通信リンクは、免許
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上で確立さ
れ得る。
【０１６４】
　[0186]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１３２０は、図７および／ま
たは図１１を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０および／または１
１２０の１つまたは複数の態様の例であり得る。ワイヤレス通信管理モジュール１３２０
は、信号監視モジュール１３３５、信号送信決定モジュール１３４０、信号検出モジュー
ル１３４５、および／またはＭＣＣＨ取得モジュール１３５０を含み得る。これらのコン
ポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０１６５】
　[0187]いくつかの例では、信号監視モジュール１３３５は、免許不要無線周波数スペク
トル帯域のある時間期間中の第１のフレームを、信号送信のあるパターンでの信号のイン
スタンスの送信について、その時間期間中に監視するために使用され得る。いくつかの例
では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの
例では、その時間期間は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレーム
を含み得る。いくつかの例では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつか
の例では、装置１３１５は、別の装置から（たとえば、基地局から）信号送信の決定され
たパターンの通知を受信することができる。
【０１６６】
　[0188]いくつかの例では、信号送信決定モジュール１３４０は、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第１
のフレームの間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定するために使用
され得る。いくつかの例では、信号送信決定モジュール１３４０は、ＣＵＢＳ検出モジュ
ール１３６０を含み得る。ＣＵＢＳ検出モジュール１３６０は、第１のフレームに対する
第１のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一部基づいて、免許不要無線周波数スペク
トル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に送信
されなかったかどうかを決定するために使用され得る。より具体的には、ＣＵＢＳ検出モ
ジュール１３６０は、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳが検出されないとき、免許
不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより第１のフレームの間に信号
のインスタンスが送信されなかったと決定することができる。第１のフレームの間に信号
のインスタンスが送信されなかったと決定すると、信号送信決定モジュール１３４０は、
信号監視モジュール１３３５に第２のフレームを監視させることができる。それ以外の場
合、信号送信決定モジュール１３４０は、信号検出モジュール１３４５に、第１のフレー
ム上での信号検出を実行させることができる。第１のフレームおよび第２のフレームは、
その時間期間中の複数のフレームのあるウインドウ中のフレームであり得るが、第２のフ
レームは第１のフレームと連続している必要はない。いくつかの例では、信号監視モジュ
ール１３３５は、そのウインドウの境界を監視するためのウインドウ監視モジュール１３
５５を含み得る。
【０１６７】
　[0189]いくつかの例では、信号監視モジュール１３３５はまた、免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に
送信されなかったと決定したことに応答して、信号のインスタンスの送信について免許不
要無線周波数スペクトル帯域のその時間期間中の第２のフレームを監視するために使用さ
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れ得る。第２のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間に対する信号
送信のパターンの変化（たとえば、基地局により行われる変更）に基づき得る。
【０１６８】
　[0190]いくつかの例では、信号送信決定モジュール１３４０はまた、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の
第２のフレームの間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定するために
使用され得る。いくつかの例では、ＣＵＢＳ検出モジュール１３６０は、第２のフレーム
に対する第２のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一部基づいて、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第２のフレームの
間に送信されなかったかどうかを決定するために使用され得る。より具体的には、ＣＵＢ
Ｓ検出モジュール１３６０は、第２のフレームに対する第２のＣＵＢＳが検出されないと
き、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより第２のフレームの
間に信号のインスタンスが送信されなかったと決定することができる。第２のフレームの
間に信号のインスタンスが送信されなかったと決定すると、および、複数のフレームのそ
のウインドウの終わりに達していないと決定すると、信号送信決定モジュール１３４０は
、信号監視モジュール１３３５に、信号のインスタンスの送信について、免許不要無線周
波数スペクトル帯域のその時間期間において少なくとも１つの追加のフレームを監視させ
ることができる。それ以外の場合、信号送信決定モジュール１３４０は、信号検出モジュ
ール１３４５に、第２のフレーム上での信号検出を実行させることができる。
【０１６９】
　[0191]いくつかの例では、信号検出モジュール１３４５は、信号の少なくとも１つのイ
ンスタンスが送信されたかどうかを検出するために使用され得る。信号の少なくとも１つ
のインスタンスが送信されたと決定されるとき、信号検出モジュール１３４５は、信号監
視モジュール１３３５に、その時間期間のフレームを監視するのを止めさせることができ
る。信号の少なくとも１つのインスタンスが送信されていないことと、（ウインドウ監視
モジュール１３５５によって決定されるように）信号の少なくとも１つのインスタンスを
検出することなく複数のフレームのそのウインドウの終わりに達したこととが決定される
とき、信号検出モジュール１３４５は、ＭＣＣＨ取得モジュール１３５０に、次の時間期
間の間にＭＣＣＨを再取得させることができる。信号の少なくとも１つのインスタンスが
送信されていないことと、複数のフレームのそのウインドウの終わりに達していないこと
とが決定されるとき、信号検出モジュール１３４５は、信号検出モジュール１３４５の構
成に応じて、様々なタスクを実行することができる。一例では、信号検出モジュール１３
４５は、信号監視モジュール１３３５に、ＣＵＢＳがあるフレームに対して受信されたが
信号のインスタンスが検出されず、信号がその時間期間の間には送信されないであろうと
いう仮定のもとで、その時間期間のフレームを監視するのを止めさせることができる。別
の例では、複数のフレームのそのウインドウの終わりに達していないとき、信号検出モジ
ュール１３４５は、信号監視モジュール１３３５に、信号のインスタンスの送信について
、複数のフレームのそのウインドウにおいて追加のフレームを監視させることができる。
【０１７０】
　[0192]いくつかの例では、ＭＣＣＨ取得モジュール１３５０は、ＭＣＣＨを再取得する
ために使用され得る。
【０１７１】
　[0193]いくつかの例では、信号送信のパターンの変化は、複数のフレームのそのウイン
ドウの後続のフレームにおける信号のインスタンスの送信を含み得る。
【０１７２】
　[0194]いくつかの例では、第１のフレームは、複数のフレームのそのウインドウ内で時
間的に最初のフレームではないことがある。
【０１７３】
　[0195]いくつかの例では、信号送信のパターンの変化は、その時間期間中のＣＥＴの一
部としての信号のインスタンスの送信を含み得る。いくつかの例では、信号検出モジュー
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ル１３４５は、その時間期間中のＣＥＴの一部としての信号のインスタンスの送信を検出
することができる。
【０１７４】
　[0196]信号がページングインスタンスを含む装置１３１５の例では、信号監視モジュー
ル１３３５は、デバイスの複数のグループに対するページングインスタンスについて複数
のフレームのそのウインドウを監視することと、別のデバイスと関連付けられるページン
グインスタンスに少なくとも一部基づいて、ページング情報を取得することとを含み得る
。
【０１７５】
　[0197]図１４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１４０５（たとえば、ｅＮＢの一部またはすべてを形成する基地局）のブロック図
１４００を示す。いくつかの例では、基地局１４０５は、図１および／または図２を参照
して説明された基地局１０５、２０５、および／または２０５－ａの１つまたは複数の態
様、および／または、図７、図８、図９、図１０、および／または図２６を参照して説明
された、基地局として構成されるときの装置７０５、８０５、９０５、１００５、および
／または２６０５の１つまたは複数の態様の例であり得る。基地局１４０５は、図１、図
２、図３、図４、図５、図６、図７、図８、図９、図１０、図２２、図２３、図２４、図
２５、および／または図２６を参照して説明された基地局および／または装置の特徴およ
び機能の少なくとも一部を実装または支援するように構成され得る。
【０１７６】
　[0198]基地局１４０５は、基地局プロセッサモジュール１４１０、基地局メモリモジュ
ール１４２０、（（１つまたは複数の）基地局送受信機モジュール１４５０によって表さ
れる）少なくとも１つの基地局送受信機モジュール、（（１つまたは複数の）基地局アン
テナ１４５５によって表される）少なくとも１つの基地局アンテナ、および／または基地
局ワイヤレス通信管理モジュール１４６０を含み得る。基地局１４０５はまた、基地局通
信モジュール１４３０および／またはネットワーク通信モジュール１４４０の１つまたは
複数を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、１つまたは複数のバス１４３５を通
じて、直接または間接的に互いと通信していることがある。
【０１７７】
　[0199]基地局メモリモジュール１４２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および
／または読取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含み得る。基地局メモリモジュール１４２０は、
実行されると、ワイヤレス通信に関する本明細書で説明される様々な機能（たとえば、免
許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて信号送信および／または参照信号のパターンを
送信することに関する機能など）を基地局プロセッサモジュール１４１０に実行させるよ
うに構成された命令を含む、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能コード１４２５を
記憶し得る。代替的に、コード１４２５は、基地局プロセッサモジュール１４１０によっ
て直接的に実行可能ではないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると）
本明細書で説明される様々な機能を基地局１４０５に実行させるように構成され得る。
【０１７８】
　[0200]基地局プロセッサモジュール１４１０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などを含み得
る。基地局プロセッサモジュール１４１０は、（１つまたは複数の）基地局送受信機モジ
ュール１４５０、基地局通信モジュール１４３０、および／またはネットワーク通信モジ
ュール１４４０を通じて受信された情報を処理することができる。基地局プロセッサモジ
ュール１４１０はまた、（１つまたは複数の）アンテナ１４５５を通じた送信のために（
１つまたは複数の）送受信機モジュール１４５０へ、１つまたは複数の他の基地局１４０
５－ａおよび１４０５－ｂへの送信のために基地局通信モジュール１４３０へ、および／
または、図１を参照して説明されたコアネットワーク１３０の１つまたは複数の態様の例
であり得るコアネットワーク１４４５への送信のためにネットワーク通信モジュール１４
４０へ送られるべき情報を処理し得る。基地局プロセッサモジュール１４１０は、単独で
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または基地局ワイヤレス通信管理モジュール１４６０とともに、第１の無線周波数スペク
トル帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能な免許無線周波数スペク
トル帯域のような、無線周波数スペクトル帯域が特定の用途のために特定のユーザに免許
されているので、装置がアクセスを争わない無線周波数スペクトル帯域）、および／また
は第２の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要
のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途のような、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途に少な
くとも一部利用可能であるので装置がアクセスを争う必要があり得る、無線周波数スペク
トル帯域）を通じて通信すること（またはその帯域を通じた通信を管理すること）の様々
な態様を扱い得る。
【０１７９】
　[0201]（１つまたは複数の）基地局送受信機モジュール１４５０は、パケットを変調し
、変調されたパケットを送信のために（１つまたは複数の）基地局アンテナ１４５５に与
え、（１つまたは複数の）基地局アンテナ１４５５から受信されたパケットを復調するよ
うに構成されたモデムを含み得る。（１つまたは複数の）基地局送受信機モジュール１４
５０は、いくつかの例では、１つまたは複数の基地局送信機モジュールおよび１つまたは
複数の別個の基地局受信機モジュールとして実装され得る。（１つまたは複数の）基地局
送受信機モジュール１４５０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
無線周波数スペクトル帯域における通信をサポートし得る。基地局送受信機モジュール１
４５０は、図１および／または図２を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－
ａ、２１５－ｂ、および／または２１５－ｃの１つまたは複数、および／または、図７、
図１１、図１２、図１３、および／または図２７を参照して説明された装置７０５、１１
０５、１２０５、１３０５、および／または２７０５の１つまたは複数のような、１つま
たは複数のＵＥまたは装置と、アンテナ１４５５を介して双方向に通信するように構成さ
れ得る。基地局１４０５は、たとえば、複数の基地局アンテナ１４５５（たとえば、アン
テナアレイ）を含み得る。基地局１４０５は、ネットワーク通信モジュール１４４０を通
じてコアネットワーク１４４５と通信し得る。基地局１４０５はまた、基地局通信モジュ
ール１４３０を使用して、基地局１４０５－ａおよび１４０５－ｂのような他の基地局と
通信し得る。
【０１８０】
　[0202]基地局ワイヤレス通信管理モジュール１４６０は、第１の無線周波数帯域および
／または第２の無線周波数帯域を通じたワイヤレス通信に関する、図１、図２、図３、図
４、図５、図６、図７、図８、図９、図１０、図２２、図２３、図２４、図２５、および
／または図２６を参照して説明された特徴および／または機能（たとえば、免許不要無線
周波数スペクトル帯域を通じて信号送信および／または参照信号のパターンを送信するこ
とに関する機能）の一部またはすべてを実行および／または制御するように構成され得る
。たとえば、基地局ワイヤレス通信管理モジュール１４６０は、第１の無線周波数スペク
トル帯域および／または第２の無線周波数スペクトル帯域を使用して、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／またはスタンドアロンモードをサポ
ートするように構成され得る。基地局ワイヤレス通信管理モジュール１４６０は、第１の
無線周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された基地
局ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ免許スペクトルモジュール１４６５と、第２の無線周波数スペクト
ル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された基地局ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ免許不要スペクトルモジュール１４７０とを含み得る。基地局ワイヤレス通信管理モジ
ュール１４６０またはその一部は、プロセッサを含んでよく、ならびに／または、基地局
ワイヤレス通信管理モジュール１４６０の機能の一部またはすべては、基地局プロセッサ
モジュール１４１０によって、および／もしくは基地局プロセッサモジュール１４１０に
関連して実行され得る。いくつかの例では、基地局ワイヤレス通信管理モジュール１４６
０は、図７、図８、図９、図１０、および／または図２６を参照して説明されたワイヤレ
ス通信管理モジュール７２０、８２０、９２０、１０２０、および／または２６２０の例
であり得る。
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【０１８１】
　[0203]図１５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
ＵＥ１５１５のブロック図１５００を示す。ＵＥ１５１５は様々な構成を有してよく、パ
ーソナルコンピュータ（たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュー
タ、タブレットコンピュータなど）、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶ
Ｒ）、インターネット機器、ゲームコンソール、電子リーダーなどであり得、またはその
一部であり得る。いくつかの例では、ＵＥ１５１５は、モバイル動作を容易にするために
、小型バッテリーのような内部電源（図示されず）を有し得る。いくつかの例では、ＵＥ
１５１５は、図１および／または図２を参照して説明された基地局１１５、２１５、２１
５－ａ、２１５－ｂ、および／または２１５－ｃの１つもしくは複数の態様、および／ま
たは、図７、図１１、図１２、図１３、および／または図２７を参照して説明したように
、ＵＥとして構成されたとき、装置７０５、１１１５、１２１５、１３１５、および／ま
たは２７１５の１つもしくは複数の態様の例であり得る。ＵＥ１５１５は、図１、図２、
図３、図４、図５、図６、図７、図１１、図１２、図１３、図２２、図２３、図２４、図
２５、および／または図２６を参照して説明されたＵＥおよび／または装置の特徴および
機能の少なくとも一部を実装するように構成され得る。
【０１８２】
　[0204]ＵＥ１５１５は、ＵＥプロセッサモジュール１５１０、ＵＥメモリモジュール１
５２０、（（１つまたは複数の）ＵＥ送受信機モジュール１５３０によって表される）少
なくとも１つのＵＥ送受信機モジュール、（（１つまたは複数の）ＵＥアンテナ１５４０
によって表される）少なくとも１つのＵＥアンテナ、および／またはＵＥワイヤレス通信
管理モジュール１５６０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、１つまたは複数
のバス１５３５を通じて、直接または間接的に互いと通信していることがある。
【０１８３】
　[0205]ＵＥメモリモジュール１５２０は、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含み得る。Ｕ
Ｅメモリモジュール１５２０は、実行されると、ワイヤレス通信に関する本明細書で説明
される様々な機能（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて信号送信およ
び／または参照信号のパターンを受信することに関する機能など）をＵＥプロセッサモジ
ュール１５１０に実行させるように構成された命令を含む、コンピュータ可読のコンピュ
ータ実行可能コード１５２５を記憶し得る。代替的に、コード１５２５は、ＵＥプロセッ
サモジュール１５１０によって直接実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパイ
ルされ実行されると）ＵＥ１５１５に本明細書で説明される様々な機能を実行させるよう
に構成され得る。
【０１８４】
　[0206]ＵＥプロセッサモジュール１５１０は、インテリジェントハードウェアデバイス
、たとえば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プロセッサモジ
ュール１５１０は、（１つまたは複数の）ＵＥ送受信機モジュール１５３０を通じて受信
された情報、および／または（１つまたは複数の）ＵＥアンテナ１５４０を通じた送信の
ために（１つまたは複数の）ＵＥ送受信機モジュール１５３０へ送られるべき情報を処理
し得る。ＵＥプロセッサモジュール１５１０は、単独でまたはＵＥワイヤレス通信管理モ
ジュール１５６０とともに、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通信のために使用可能な免許無線周波数スペクトル帯
域のような、特定の用途のために特定のユーザに免許されているので、装置がアクセスを
争わない無線周波数スペクトル帯域）、および／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用途および／または免許不要のＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ用途のような、免許不要の用途のために少なくとも一部利用可能であるの
で装置がアクセスを争う必要があり得る、無線周波数スペクトル帯域）を通じて通信する
こと（またはその帯域を通じた通信を管理すること）の様々な態様を扱い得る。
【０１８５】
　[0207]ＵＥ送受信機モジュール１５３０は、パケットを変調し、変調されたパケットを
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送信のためにＵＥアンテナ１５４０に与え、ＵＥアンテナ１５４０から受信されたパケッ
トを復調するように構成されたモデムを含み得る。ＵＥ送受信機モジュール１５３０は、
いくつかの例では、１つまたは複数のＵＥ送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個
のＵＥ受信機モジュールとして実装され得る。ＵＥ送受信機モジュール１５３０は、第１
の無線周波数スペクトル帯域および／または第２の無線周波数スペクトル帯域における通
信をサポートし得る。ＵＥ送受信機モジュール１５３０は、図１、図２、および／または
図１４を参照して説明された基地局１０５、２０５、２０５－ａ、および／または１４０
５の１つもしくは複数、および／または、図７、図８、図９、図１０、および／または図
２６を参照して説明された装置７０５、８０５、９０５、１００５、および／または２６
０５の１つもしくは複数と、ＵＥアンテナ１５４０を介して、双方向に通信するように構
成され得る。ＵＥ１５１５は単一のＵＥアンテナを含み得るが、ＵＥ１５１５が複数のＵ
Ｅアンテナ１５４０を含み得る例があり得る。
【０１８６】
　[0208]ＵＥ状態モジュール１５５０は、たとえば、ＲＲＣアイドル状態とＲＲＣ接続状
態との間のＵＥ１５１５の遷移を管理するために使用されてよく、１つまたは複数のバス
１５３５を通じて、直接または間接的に、ＵＥ１５１５の他のコンポーネントと通信して
いることがある。ＵＥ状態モジュール１５５０またはその一部は、プロセッサを含んでよ
く、ならびに／または、ＵＥ状態モジュール１５５０の機能の一部またはすべては、ＵＥ
プロセッサモジュール１５１０によって、および／もしくはＵＥプロセッサモジュール１
５１０とともに実行され得る。
【０１８７】
　[0209]ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１５６０は、第１の無線周波数帯域および／
または第２の無線周波数帯域を通じたワイヤレス通信に関する、図１、図２、図３、図４
、図５、図６、図７、図１１、図１２、図１３、図２２、図２３、図２４、図２５、およ
び／または図２７を参照して説明された特徴および／または機能（たとえば、免許不要無
線周波数スペクトル帯域を通じて信号送信および／または参照信号のパターンを受信する
ことに関する機能）の一部またはすべてを実行および／または制御するように構成され得
る。いくつかの例では、ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１５６０は、第１の帯域およ
び／または第２の帯域を使用して、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／またはスタンドアロン動作モードをサポートするように構成され得る。
ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１５６０は、第１の無線周波数スペクトル帯域におけ
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成されたＵＥ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ免許スペク
トルモジュール１５６５と、第２の無線周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ通信を扱うように構成されたＵＥ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ免許不要スペクトルモジュール
１５７０とを含み得る。ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１５６０またはその一部は、
プロセッサを含んでよく、ならびに／または、ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１５６
０の機能の一部またはすべては、ＵＥプロセッサモジュール１５１０によって、および／
もしくはＵＥプロセッサモジュール１５１０とともに実行され得る。いくつかの例では、
ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１５６０は、図７、図１１、図１２、および／または
図１３を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１２２０
、および／または１３２０の例であり得る。
【０１８８】
　[0210]図１６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１６００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法１６００は、図１、図２、およ
び／または図１４を参照して説明された基地局１０５、２０５、２０５－ａ、および／ま
たは１４０５の１つまたは複数の態様、および／または、図７、図８、図９、および／ま
たは図１０を参照して説明された装置７０５、８０５、９０５、および／または１００５
の１つまたは複数の態様を参照して以下で説明される。いくつかの例では、基地局および
／または装置は、以下で説明される機能を実行するように、基地局および／または装置の
機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
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【０１８９】
　[0211]ブロック１６０５において、方法１６００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域の時間期間において信号のインスタンスを送信するための信号送信のパターンを決定す
ることを含み得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が
免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので装置がアクセスを争う必要があり得る、無
線周波数スペクトル帯域であり得る。いくつかの例では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知また
はページングインスタンスを含み得る。いくつかの例では、その時間期間は、免許不要無
線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレームを含み得る。いくつかの例では、その
時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつかの例では、方法１６００を実行する装
置（たとえば、基地局）は、信号送信の決定されたパターンを少なくとも１つの他の装置
（たとえば、少なくとも１つのＵＥ）に通知することができる。ブロック１６０５におけ
る動作は、図７、図８、図９、図１０、および／または図１４を参照して説明されたワイ
ヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、９２０、１０２０、および／もしくは１４６
０、ならびに／または、図８、図９、および／または図１０を参照して説明された信号送
信パターン決定モジュール８３５、９３５、および／もしくは１０３５を使用して実行さ
れ得る。
【０１９０】
　[0212]ブロック１６１０において、方法１６００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であるかどうかを決
定することを含み得る。いくつかの例では、免許不要無線周波数スペクトル帯域に対する
アクセスを争うことによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であるか
どうかが決定され得る。いくつかの例では、基地局のような装置は、ＣＣＡを実行するこ
とによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを争うことができる。ＣＣ
Ａが成功するとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用可能であると見なされ得、
ＣＣＡが成功しないとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用不可能であると見な
され得る。ブロック１６１０における動作は、図７、図８、図９、図１０、および／また
は図１４を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、９２０、
１０２０、および／もしくは１４６０、ならびに／または、図８、図９、および／または
図１０を参照して説明された媒体コンテンションモジュール８４０、９４０、および／も
しくは１０４０を使用して実行され得る。
【０１９１】
　[0213]ブロック１６１５において、方法１６００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であると決定したことに応答して、そ
の時間期間に対する信号送信のパターンを変更することを含み得る。ブロック１６１５に
おける動作は、図７、図８、図９、図１０、および／または図１４を参照して説明された
ワイヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、９２０、１０２０、および／もしくは１
４６０、ならびに／または、図８、図９、および／または図１０を参照して説明された信
号送信パターン変更モジュール８４５、９４５、および／もしくは１０４５を使用して実
行され得る。
【０１９２】
　[0214]方法１６００のいくつかの例では、信号送信のパターンは、第１のスケジューリ
ングされた信号送信と第２のスケジューリングされた信号送信とを含み得る。これらの例
において、信号送信のパターンを変更することは、第１のスケジューリングされた信号送
信と第２のスケジューリングされた信号送信との間にある免許不要無線周波数スペクトル
帯域の１フレームの間に、信号送信のパターンにおいて追加の信号送信をスケジューリン
グすることを含み得る。
【０１９３】
　[0215]方法１６００のいくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、その
時間期間に対する信号送信のパターン中のスケジューリングされる信号送信の数を増やす
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ことを含み得る。たとえば、ＭＣＣＨ変更通知のスケジューリングされた信号送信の数は
、２つまたは４つのスケジューリングされた信号送信から、８つまたは１６個のスケジュ
ーリングされた信号送信へと増やされ得る。
【０１９４】
　[0216]方法１６００のいくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、その
時間期間中のＣＥＴの一部として、信号送信を信号送信のパターンに追加することを含み
得る。
【０１９５】
　[0217]方法１６００のいくつかの例では、ブロック１６１５において信号送信のパター
ンを変更することは、図１７および／または図１８を参照して説明されたように信号送信
のパターンを変更することを含み得る。
【０１９６】
　[0218]方法１６００のいくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、免許
不要無線周波数スペクトル帯域が信号の複数のインスタンスの各々を送信することに利用
不可能であるとことに適応させるように、信号送信のパターンを変更することを含み得る
。
【０１９７】
　[0219]したがって、方法１６００はワイヤレス通信を提供することができる。方法１６
００は一実装形態にすぎず、方法１６００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成され、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０１９８】
　[0220]図１７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１７００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法１７００は、図１、図２、およ
び／または図１４を参照して説明された基地局１０５、２０５、２０５－ａ、および／ま
たは１４０５の１つまたは複数の態様、および／または、図７、図８、および／または図
９を参照して説明された装置７０５、８０５、および／または９０５の１つまたは複数の
態様に関して、以下で説明される。いくつかの例では、基地局、および／または装置は、
以下で説明される機能を実行するように、基地局、および／または装置の機能要素を制御
するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０１９９】
　[0221]ブロック１７０５において、方法１７００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域の時間期間において、信号のインスタンスを送信するための信号送信のパターンを決定
することを含み得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域
が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので装置がアクセスを争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。いくつかの例では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知また
はページングインスタンスを含み得る。いくつかの例では、その時間期間は、免許不要無
線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレームを含み得る。いくつかの例では、その
時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつかの例では、方法１７００を実行する装
置（たとえば、基地局）は、信号送信の決定されたパターンを少なくとも１つの他の装置
（たとえば、少なくとも１つのＵＥ）に通知することができる。ブロック１７０５におけ
る動作は、図７、図８、図９、および／または図１４を参照して説明されたワイヤレス通
信管理モジュール７２０、８２０、９２０、および／もしくは１４６０、ならびに／また
は、図８および／または図９を参照して説明された信号送信パターン決定モジュール８３
５および／もしくは９３５を使用して実行され得る。
【０２００】
　[0222]ブロック１７１０において、方法１７００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であるかどうかを決
定することを含み得る。いくつかの例では、免許不要無線周波数スペクトル帯域に対する
アクセスを争うことによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であるか
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どうかが決定され得る。いくつかの例では、基地局のような装置は、ＣＣＡを実行するこ
とによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを争うことができる。ＣＣ
Ａが成功するとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用可能であると見なされ得、
ＣＣＡが成功しないとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用不可能であると見な
され得る。ブロック１７１０における動作は、図７、図８、図９、および／または図１４
を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、９２０、および／
もしくは１４６０、ならびに／または、図８および／または図９を参照して説明された媒
体コンテンションモジュール８４０および／もしくは９４０を使用して実行され得る。
【０２０１】
　[0223]ブロック１７１５において、方法１７００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であると決定したことに応答して、そ
の時間期間に対する信号送信のパターンを変更することを含み得る。変更することは、免
許不要無線周波数スペクトル帯域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能である
と決定したことに応答して、免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じた信号のインスタ
ンスの送信のための、その時間期間中の次の利用可能なフレームを特定することを含み得
る。ブロック１７１５における動作は、図７、図８、図９、および／または図１４を参照
して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、９２０、および／もしく
は１４６０、図８および／または図９を参照して説明された信号送信パターン変更モジュ
ール８４５および／もしくは９４５、ならびに／または、図９を参照して説明された次の
利用可能フレーム特定モジュール９５５を使用して実行され得る。
【０２０２】
　[0224]方法１７００のいくつかの例では、（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル
帯域が利用不可能であることにより）送信されないフレームの間に信号のインスタンスを
送信するために利用されるサブフレームインデックスは、次の利用可能なフレームの間に
信号のインスタンスを送信するためにも利用され得る。
【０２０３】
　[0225]方法１７００のいくつかの例では、信号送信のパターンは、第１のスケジューリ
ングされた信号送信と第２のスケジューリングされた信号送信とを含み得る。これらの例
において、信号送信のパターンを変更することは、第１のスケジューリングされた信号送
信と第２のスケジューリングされた信号送信との間にある免許不要無線周波数スペクトル
帯域のフレームの間に、信号送信のパターンにおいて追加の信号送信をスケジューリング
することを含み得る。
【０２０４】
　[0226]方法１７００のいくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、免許
不要無線周波数スペクトル帯域が信号の複数のインスタンスの各々を送信することに利用
不可能であることに適応させるように、信号送信のパターンを変更することを含み得る。
【０２０５】
　[0227]したがって、方法１７００はワイヤレス通信を提供することができる。方法１７
００は一実装形態にすぎず、方法１７００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成され、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２０６】
　[0228]図１８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１８００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法１８００は、図１、図２、およ
び／または図１４を参照して説明された基地局１０５、２０５、２０５－ａ、および／ま
たは１４０５の１つまたは複数の態様、および／または、図７、図８、および／または図
１０を参照して説明された装置７０５、８０５、および／または１００５の１つまたは複
数の態様を参照して、以下で説明される。いくつかの例では、基地局、および／または装
置は、以下で説明される機能を実行するように、基地局、および／または装置の機能要素
を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０２０７】



(50) JP 6530111 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

　[0229]ブロック１８０５において、方法１８００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域の時間期間において信号のインスタンスを送信するための信号送信のパターンを決定す
ることを含み得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が
免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので装置がアクセスを争う必要があり得る、無
線周波数スペクトル帯域であり得る。いくつかの例では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知また
はページングインスタンスを含み得る。いくつかの例では、その時間期間は、免許不要無
線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレームを含み得る。いくつかの例では、その
時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつかの例では、方法１８００を実行する装
置（たとえば、基地局）は、信号送信の決定されたパターンを少なくとも１つの他の装置
（たとえば、少なくとも１つのＵＥ）に通知することができる。
【０２０８】
　[0230]方法１８００のいくつかの例では、ブロック１８０５において信号送信のパター
ンを決定することは、その時間期間中の複数のフレームのウインドウ中の１つのフレーム
の間に、信号のインスタンスの送信を最初にスケジューリングすることを含み得る。いく
つかの例では、信号のインスタンスの送信は最初に、複数のフレームのそのウインドウ中
の第１のフレーム（たとえば、当該複数のフレームのそのウインドウ中の時間的に最初の
フレーム）にスケジューリングされ得る。他の例では、信号送信は最初に、複数のフレー
ムのそのウインドウ中の第１のフレーム以外のフレームに（たとえば、複数のフレームの
そのウインドウ中の時間的に最初のフレーム以外で）スケジューリングされ得る。いくつ
かの例では、信号のインスタンスの送信は最初に、処理負荷および／またはトラフィック
負荷の少なくとも１つに基づいて、複数のフレームのそのウインドウにおいてスケジュー
リングされ得る。いくつかの例では、複数のフレームのそのウインドウの長さは、ＵＥの
電力消費を最小にするような大きさにされ得る。いくつかの例では、信号送信のパターン
中のいくつかの異なる信号送信の各々は、その時間期間中の複数のフレームのそれぞれの
異なるウインドウにおいてスケジューリングされ得る。
【０２０９】
　[0231]ブロック１８０５における動作は、図７、図８、図１０、および／または図１４
を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、１０２０、および
／もしくは１４６０、図８および／または図１０を参照して説明された信号送信パターン
決定モジュール８３５および／もしくは１０３５、ならびに／または、図１０を参照して
説明されたウインドウスケジューリングモジュール１０５５を使用して実行され得る。
【０２１０】
　[0232]ブロック１８１０において、方法１８００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が信号の少なくとも１つのインスタンスを送信するのに利用不可能であるかどうかを決
定することを含み得る。いくつかの例では、免許不要無線周波数スペクトル帯域に対する
アクセスを争うことによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であるか
どうかが決定され得る。いくつかの例では、基地局のような装置は、ＣＣＡを実行するこ
とによって、免許不要無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを争うことができる。ＣＣ
Ａが成功するとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用可能であると見なされてよ
く、ＣＣＡが成功しないとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域は利用不可能であると
見なされてよい。ブロック１８１０における動作は、図７、図８、図１０、および／また
は図１４を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、１０２０
、および／もしくは１４６０、ならびに／または、図８および／または図１０を参照して
説明された媒体コンテンションモジュール８４０および／もしくは１０４０を使用して実
行され得る。
【０２１１】
　[0233]ブロック１８１５において、方法１８００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であると決定したことに応答して、そ
の時間期間に対する信号送信のパターンを変更することを含み得る。変更することは、免



(51) JP 6530111 B2 2019.6.12

10

20

30

40

50

許不要無線周波数スペクトル帯域が複数のフレームのウインドウ中のそのフレームの間に
信号のインスタンスを送信するのに利用不可能であると決定すると、信号のインスタンス
の送信のために複数のフレームのウインドウ中の第２のフレームを特定することを含み得
る。ブロック１８１５における動作は、図７、図８、図１０、および／または図１４を参
照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、８２０、１０２０、および／も
しくは１４６０、図８および／または図１０を参照して説明された信号送信パターン変更
モジュール８４５および／もしくは１０４５、ならびに／または、図１０を参照して説明
された第２のフレーム特定モジュール１０６０を使用して実行され得る。
【０２１２】
　[0234]方法１８００のいくつかの例では、（たとえば、免許不要無線周波数スペクトル
帯域が利用不可能であることにより）送信されないフレームの間に信号のインスタンスを
送信するために利用されるサブフレームインデックスは、複数のフレームのそのウインド
ウ中の第２のフレームの間に信号のインスタンスを送信するためにも利用され得る。
【０２１３】
　[0235]方法１８００のいくつかの例では、信号送信のパターンは、第１のスケジューリ
ングされた信号送信と第２のスケジューリングされた信号送信とを含み得る。これらの例
において、信号送信のパターンを変更することは、第１のスケジューリングされた信号送
信と第２のスケジューリングされた信号送信との間にある免許不要無線周波数スペクトル
帯域のフレームの間に、信号送信のパターンにおいて追加の信号送信をスケジューリング
することを含み得る。またこれらの例では、第１のスケジューリングされた信号送信に対
応する複数のフレームの第１のウインドウの長さは、第２のスケジューリングされた信号
送信、および／または第２のスケジューリングされた信号送信に対応する複数のフレーム
の第２のウインドウと重複しないような大きさにされ得る。
【０２１４】
　[0236]方法１８００のいくつかの例では、信号のインスタンスの送信がスケジューリン
グされる複数のフレームのウインドウは、デバイス（たとえば、ＵＥ）の複数のグループ
に対するスケジューリングされたページングインスタンスを含み得る。これらの例では、
それ自体のページングインスタンスを読み取り損ねたＵＥは、追加の遅延（たとえば、複
数のフレームのそのウインドウの長さよりも長い遅延）を引き起こすことなく、別のＵＥ
のページングインスタンスを読み取ることができる。
【０２１５】
　[0237]方法１８００のいくつかの例では、信号送信のパターンを変更することは、免許
不要無線周波数スペクトル帯域が信号の複数のインスタンスの各々を送信することに利用
不可能であることに適応させるように、信号送信のパターンを変更することを含み得る。
【０２１６】
　[0238]したがって、方法１８００はワイヤレス通信を提供することができる。方法１８
００は一実装形態にすぎず、方法１８００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成され、または別様に修正され得ることに留意されたい。
【０２１７】
　[0239]いくつかの例では、方法１６００、１７００、および／または１８００の１つま
たは複数の態様が、組み合わされ得る。
【０２１８】
　[0240]図１９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１９００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法１９００は、図１、図２、およ
び／または図１５を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
２１５－ｃ、および／または１５１５の１つまたは複数の態様、および／または、図７、
図１１、図１２、および／または図１３を参照して説明された装置７０５、１１１５、１
２１５、および／または１３１５の１つまたは複数の態様を参照して以下で説明される。
いくつかの例では、ＵＥおよび／または装置は、以下で説明される機能を実行するために
ＵＥおよび／または装置の機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを
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実行し得る。
【０２１９】
　[0241]ブロック１９０５において、方法１９００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域のある時間期間に、当該時間期間についての信号送信のパターンでの信号のインスタン
スの送信のための第１のフレームを監視することを含み得る。免許不要無線周波数スペク
トル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途お
よび／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので
装置がアクセスを争う必要があり得る、無線周波数スペクトル帯域であり得る。いくつか
の例では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつ
かの例では、その時間期間は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレ
ームを含み得る。いくつかの例では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いく
つかの例では、方法１９００を実行する装置（たとえば、ＵＥ）は、別の装置から（たと
えば、基地局から）信号送信の決定されたパターンの通知を受信することができる。ブロ
ック１９０５における動作は、図７、図１１、図１２、図１３、および／または図１５を
参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１２２０、１３２
０、および／もしくは１５６０、ならびに／または、図１１、図１２、および／または図
１３を参照して説明された信号監視モジュール１１３５、１２３５、および／もしくは１
３３５を使用して実行され得る。
【０２２０】
　[0242]ブロック１９１０において、方法１９００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第１のフレーム
の間に信号のインスタンスが送信されなかったと決定することを含み得る。いくつかの例
では、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一部基づい
て、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタン
スが第１のフレームの間に送信されなかったことが決定され得る。より具体的には、第１
のフレームに対する第１のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周波数スペクトル
帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に送信され
なかったことが決定され得る。ブロック１９１０における動作は、図７、図１１、図１２
、図１３、および／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７
２０、１１２０、１２２０、１３２０、および／もしくは１５６０、ならびに／または、
図１１、図１２、および／または図１３を参照して説明された信号送信決定モジュール１
１４０、１２４０、および／もしくは１３４０を使用して実行され得る。
【０２２１】
　[0243]ブロック１９１５において、方法１９００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に送信されな
かったと決定したことに応答して、信号のインスタンスの送信について、免許不要無線周
波数スペクトル帯域の当該時間期間に、第２のフレームを監視することを含み得る。第２
のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間に対する信号送信のパター
ンの変化に基づき得る。ブロック１９１５における動作は、図７、図１１、図１２、図１
３、および／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、
１１２０、１２２０、１３２０、および／もしくは１５６０、ならびに／または、図１１
、図１２、および／または図１３を参照して説明された信号監視モジュール１１３５、１
２３５、および／もしくは１３３５を使用して実行され得る。
【０２２２】
　[0244]方法１９００のいくつかの例では、方法１９００は、免許不要無線周波数スペク
トル帯域の第２のフレームにおける信号のインスタンスの送信を検出することを含み得る
。方法１９００のいくつかの例では、方法１９００は、第２のフレームの後に受信される
フレームにおける信号のインスタンスの送信を検出することを含み得る。方法１９００の
いくつかの例では、方法１９００は、信号の別のインスタンスの送信を検出することを含
み得る。方法１９００のいくつかの例では、信号の送信はその時間期間に対して検出され
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ないことがある。これらの後者の例では、方法１９００は、免許不要無線周波数スペクト
ル帯域の次の時間期間においてＭＣＣＨを再取得することを含み得る。方法１９００のい
くつかの例では、図１２および／または図１３を参照して説明されたワイヤレス通信管理
モジュール１２２０および／もしくは１３２０、ならびに／または、図１２および／また
は図１３を参照して説明されたＭＣＣＨ取得モジュール１２５０および／もしくは１３５
０を使用して再取得され得る。
【０２２３】
　[0245]方法１９００のいくつかの例では、信号送信のパターンの変化は、その時間期間
中のＣＥＴの一部としての信号のインスタンスの送信を含み得る。方法１９００のいくつ
かの例では、方法１９００は、その時間期間中のＣＥＴの一部としての信号のインスタン
スの送信を検出することを含み得る。
【０２２４】
　[0246]方法１９００のいくつかの例では、信号送信のパターンの変更は、図２０および
／または図２１を参照して説明されるような信号送信のパターンの変更を含み得る。
【０２２５】
　[0247]したがって、方法１９００はワイヤレス通信を提供することができる。方法１９
００は一実装形態にすぎず、方法１９００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成されるか、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２２６】
　[0248]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２０００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法２０００は、図１、図２、およ
び／または図１５を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
２１５－ｃ、および／または１５１５の１つまたは複数の態様、および／または、図７、
図１１、および／または図１２を参照して説明された装置７０５、１１１５、および／ま
たは１２１５の１つまたは複数の態様を参照して以下で説明される。いくつかの例では、
ＵＥおよび／または装置は、以下で説明される機能を実行するためにＵＥおよび／または
装置の機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０２２７】
　[0249]ブロック２００５において、方法２０００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域の時間期間に、当該時間期間についての信号送信のパターンでの信号のインスタンスの
送信のための第１のフレームを監視することを含み得る。免許不要無線周波数スペクトル
帯域は、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および
／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので装置
がアクセスを争う必要があり得る、無線周波数スペクトル帯域であり得る。いくつかの例
では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの
例では、その時間期間は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレーム
を含み得る。いくつかの例では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつか
の例では、方法２０００を実行する装置（たとえば、ＵＥ）は、別の装置から（たとえば
、基地局から）信号送信の決定されたパターンの通知を受信することができる。ブロック
２００５における動作は、図７、図１１、図１２、および／または図１５を参照して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１２２０、および／もしくは１
５６０、ならびに／または、図１１および／または図１２を参照して説明された信号監視
モジュール１１３５および／もしくは１２３５を使用して実行され得る。
【０２２８】
　[0250]ブロック２０１０において、方法２０００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第１のフレーム
の間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定することを含み得る。いく
つかの例では、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一
部基づいて、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のイ
ンスタンスが第１のフレームの間に送信されなかったかどうかが決定され得る。より具体
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的には、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの
間に送信されなかったことが決定され得る。
【０２２９】
　[0251]免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインス
タンスが第１のフレームの間に送信されなかったことがブロック２０１０において決定さ
れるとき、方法２０００はブロック２０１５に進み得る。他の場合、方法２０００はブロ
ック２０４０に進み得る。ブロック２０１０における動作は、図７、図１１、図１２、お
よび／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２
０、１２２０、および／もしくは１５６０、図１１および／または図１２を参照して説明
された信号送信決定モジュール１１４０および／もしくは１２４０、ならびに／または、
図１２を参照して説明されたＣＵＢＳ決定モジュール１２５５を使用して実行され得る。
【０２３０】
　[0252]ブロック２０１５において、方法２０００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に送信されな
かったと決定したことに応答して、免許不要無線周波数スペクトル帯域の当該時間期間に
、信号のインスタンスの送信のための第２のフレームを監視することを含み得る。第２の
フレームの間の信号のインスタンスの送信は、その時間期間に対する信号送信のパターン
の変化に基づき得る。ブロック２０１５における動作は、図７、図１１、図１２、および
／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、
１２２０、および／もしくは１５６０、ならびに／または、図１１および／または図１２
を参照して説明された信号監視モジュール１１３５および／もしくは１２３５を使用して
実行され得る。
【０２３１】
　[0253]ブロック２０２０において、方法２０００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第２のフレーム
の間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定することを含み得る。いく
つかの例では、第２のフレームに対する第２のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一
部基づいて、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のイ
ンスタンスが第２のフレームの間に送信されなかったかどうかが決定され得る。より具体
的には、第２のフレームに対する第２のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第２のフレームの
間に送信されなかったことが決定され得る。
【０２３２】
　[0254]免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインス
タンスが第２のフレームの間に送信されなかったことがブロック２０２０において決定さ
れるとき、および、その時間期間の終わりに達していないとき、方法２０００はブロック
２０２５に進み得る。他の場合、方法２０００はブロック２０４０に進み得る。ブロック
２０２０における動作は、図７、図１１、図１２、および／または図１５を参照して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１２２０、および／もしくは１
５６０、図１１および／または図１２を参照して説明された信号送信決定モジュール１１
４０および／もしくは１２４０、ならびに／または、図１２を参照して説明されたＣＵＢ
Ｓ決定モジュール１２５５を使用して実行され得る。
【０２３３】
　[0255]ブロック２０２５において、方法２０００は、信号のインスタンスの送信および
／または信号の別のインスタンスの送信について、もしあれば、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域の当該時間期間において少なくとも１つの追加のフレームを監視することを含
み得る。ブロック２０２５における監視は、免許不要無線周波数スペクトルが利用不可能
であることにより第２のフレームの間に信号のインスタンスが送信されなかったと決定し
たことに応答して、実行され得る。ブロック２０２５における動作は、図７、図１１、図
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１２、および／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０
、１１２０、１２２０、および／もしくは１５６０、ならびに／または、図１１および／
または図１２を参照して説明された信号監視モジュール１１３５および／もしくは１２３
５を使用して実行され得る。
【０２３４】
　[0256]ブロック２０３０において、方法２０００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより、信号の当該インスタンスまたは信号の別のインスタン
スが少なくとも１つの追加のフレームの間に送信されなかったと決定することを含み得る
。いくつかの例では、追加のフレームに対する追加のＣＵＢＳのブラインド検出に少なく
とも一部基づいて、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信
号の当該インスタンスまたは信号の別のインスタンスが追加のフレームの１つの間に送信
されなかったかどうかが決定され得る。より具体的には、追加のフレームの１つに対する
追加のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能で
あることにより信号の当該インスタンスまたは信号の別のインスタンスが追加のフレーム
の１つの間に送信されなかったことが決定され得る。
【０２３５】
　[0257]免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号の当該イ
ンスタンスまたは信号の別のインスタンスがその時間期間のいずれのフレームの間にも送
信されなかったことがブロック２０３０において決定されるとき、方法２０００はブロッ
ク２０３５に進み得る。他の場合、方法２０００はブロック２０４０に進み得る。ブロッ
ク２０３０における動作は、図７、図１１、図１２、および／または図１５を参照して説
明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１２２０、および／もしくは
１５６０、図１１および／または図１２を参照して説明された信号送信決定モジュール１
１４０および／もしくは１２４０、ならびに／または、図１２を参照して説明されたＣＵ
ＢＳ決定モジュール１２５５を使用して実行され得る。
【０２３６】
　[0258]いくつかの例では、ブロック２０２５およびブロック２０３０において実行され
る動作は、もしあれば少なくとも１つの追加のフレームの各々に対して、繰り返し実行さ
れ得る。
【０２３７】
　[0259]ブロック２０３５において、方法２０００の構成に応じて、方法２０００は、次
の時間期間に方法２０００を繰り返すことと、次の時間期間においてＭＣＣＨを任意選択
で再取得することとを含み得る。ブロック２０３５における動作は、図７、図１１、図１
２、および／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、
１１２０、１２２０、および／もしくは１５６０、図１２を参照して説明された信号監視
モジュール１２３５、ならびに／または、図１２を参照して説明されたＭＣＣＨ取得モジ
ュール１２５０を使用して実行され得る。
【０２３８】
　[0260]ブロック２０４０において、方法２０００は、信号の少なくとも１つのインスタ
ンスが送信されたかどうかを検出することを含み得る。信号の少なくとも１つのインスタ
ンスが送信されているとブロック２０４０において決定されるとき、方法２０００はブロ
ック２０４５に進むことができ、そこで、方法２０００はその時間期間のフレームを監視
するのを止め、次の時間期間に方法２０００を繰り返すことができる。信号の少なくとも
１つのインスタンスが送信されていないことと、信号の少なくとも１つのインスタンスを
検出することなくその時間期間の終わりに達したこととがブロック２０４０において決定
されるとき、方法２０００はブロック２０３５に進み得る。信号の少なくとも１つのイン
スタンスが送信されていないことと、その時間期間の終わりに達していないこととがブロ
ック２０４０において決定されるとき、方法２０００は、方法２０００の構成に応じて、
様々な経路をたどり得る。一例では、方法２０００は、ＣＵＢＳが１つのフレームに対し
て受信されたが、信号のインスタンスが検出されない場合、信号がその時間期間の間には
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送信されないであろうという仮定のもとで、すべての場合においてブロック２０４５に進
み得る。別の例では、その時間期間の終わりの前にブロック２０１０からブロック２０４
０に達するとき、方法２０００はブロック２０１５に進み得る。別の例では、その時間期
間の終わりの前にブロック２０２０からブロック２０４０に達するとき、方法２０００は
ブロック２０２５に進み得る。別の例では、その時間期間の終わりの前にブロック２０３
０からブロック２０４０に達するとき、方法２０００はブロック２０２５および２０３０
において実行される動作の別の繰返しへと進み得る。
【０２３９】
　[0261]ブロック２０４０における動作は、図７、図１１、図１２、および／または図１
５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１２２０、お
よび／もしくは１５６０、ならびに／または、図１２を参照して説明された信号検出モジ
ュール１２４５を使用して実行され得る。
【０２４０】
　[0262]方法２０００のいくつかの例では、信号送信のパターンの変化は、その時間期間
中のＣＥＴの一部としての信号のインスタンスの送信を含み得る。方法２０００のいくつ
かの例では、方法２０００は、その時間期間中のＣＥＴの一部としての信号のインスタン
スの送信を検出することを含み得る。
【０２４１】
　[0263]したがって、方法２０００はワイヤレス通信を提供することができる。方法２０
００は一実装形態にすぎず、方法２０００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成されるか、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２４２】
　[0264]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２１００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法２１００は、図１、図２、およ
び／または図１５を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
２１５－ｃ、および／または１５１５の１つまたは複数の態様、および／または、図７、
図１１、および／または図１３を参照して説明された装置７０５、１１１５、および／ま
たは１３１５の１つまたは複数の態様を参照して以下で説明される。いくつかの例では、
ＵＥおよび／または装置は、以下で説明される機能を実行するためにＵＥおよび／または
装置の機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０２４３】
　[0265]ブロック２１０５において、方法２１００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域の時間期間に、当該時間期間についての信号送信のパターンでの信号のインスタンスの
送信のための第１のフレームを監視することを含み得る。免許不要無線周波数スペクトル
帯域は、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および
／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので装置
がアクセスを争う必要があり得る、無線周波数スペクトル帯域であり得る。いくつかの例
では、信号は、ＭＣＣＨ変更通知またはページングインスタンスを含み得る。いくつかの
例では、その時間期間は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の複数の連続するフレーム
を含み得る。いくつかの例では、その時間期間はＭＣＣＨ修正期間を含み得る。いくつか
の例では、方法２３００を実行する装置（たとえば、ＵＥ）は、別の装置から（たとえば
、基地局から）信号送信の決定されたパターンの通知を受信することができる。ブロック
２１０５における動作は、図７、図１１、図１３、および／または図１５を参照して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１３２０、および／もしくは１
５６０、ならびに／または、図１１および／または図１３を参照して説明された信号監視
モジュール１１３５および／もしくは１３３５を使用して実行され得る。
【０２４４】
　[0266]ブロック２１１０において、方法２１００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第１のフレーム
の間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定することを含み得る。いく
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つかの例では、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一
部基づいて、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のイ
ンスタンスが第１のフレームの間に送信されなかったかどうかが決定され得る。より具体
的には、第１のフレームに対する第１のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの
間に送信されなかったことが決定され得る。
【０２４５】
　[0267]免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインス
タンスが第１のフレームの間に送信されなかったことがブロック２１１０において決定さ
れるとき、方法２１００はブロック２１１５に進み得る。他の場合、方法２１００はブロ
ック２１４０に進み得る。ブロック２１１０における動作は、図７、図１１、図１３、お
よび／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２
０、１３２０、および／または１５６０、図１１および／または図１３を参照して説明さ
れた信号送信決定モジュール１１４０および／または１３４０、ならびに／または、図１
３を参照して説明されたＣＵＢＳ決定モジュール１３６０を使用して実行され得る。
【０２４６】
　[0268]ブロック２１１５において、方法２１００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第１のフレームの間に送信されな
かったと決定したことに応答して、免許不要無線周波数スペクトル帯域の当該時間期間に
、信号のインスタンスの送信のための第２のフレームを監視することを含み得る。第１の
フレームおよび第２のフレームは、その時間期間中の複数のフレームのウインドウ中のフ
レームであり得る。第２のフレームの間の信号のインスタンスの送信は、当該時間期間の
ための信号送信のパターンの変化に基づき得る。ブロック２１１５における動作は、図７
、図１１、図１３、および／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジ
ュール７２０、１１２０、１３２０、および／もしくは１５６０、図１１および／または
図１３を参照して説明された信号監視モジュール１１３５および／もしくは１３３５、な
らびに／または、図１３を参照して説明されたウインドウ監視モジュール１３５５を使用
して実行され得る。
【０２４７】
　[0269]ブロック２１２０において、方法２１００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより、免許不要無線周波数スペクトル帯域の第２のフレーム
の間に信号のインスタンスが送信されなかったかどうかを決定することを含み得る。いく
つかの例では、第２のフレームに対する第２のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一
部基づいて、免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のイ
ンスタンスが第２のフレームの間に送信されなかったかどうかが決定され得る。より具体
的には、第２のフレームに対する第２のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周波
数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが第２のフレームの
間に送信されなかったことが決定され得る。
【０２４８】
　[0270]免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインス
タンスが第２のフレームの間に送信されなかったことがブロック２１２０において決定さ
れるとき、および、複数のウインドウのうちのそのウインドウの終わりに達していないと
き、方法２１００はブロック２１２５に進み得る。他の場合、方法２１００はブロック２
１４０に進み得る。ブロック２１２０における動作は、図７、図１１、図１３、および／
または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１
３２０、および／もしくは１５６０、図１１および／または図１３を参照して説明された
信号送信決定モジュール１１４０および／もしくは１３４０、ならびに／または、図１３
を参照して説明されたＣＵＢＳ決定モジュール１３６０を使用して実行され得る。
【０２４９】
　[0271]ブロック２１２５において、方法２１００は、信号のインスタンスの送信につい
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て、もしあれば、複数のフレームのそのウインドウ中の少なくとも１つの追加のフレーム
を監視することを含み得る。ブロック２１２５における監視は、免許不要無線周波数スペ
クトルが利用不可能であることにより第２のフレームの間に信号のインスタンスが送信さ
れなかったと決定したことに応答して、実行され得る。ブロック２１２５における動作は
、図７、図１１、図１３、および／または図１５を参照して説明されたワイヤレス通信管
理モジュール７２０、１１２０、１３２０、および／もしくは１５６０、図１１および／
または図１３を参照して説明された信号監視モジュール１１３５および／もしくは１３３
５、ならびに／または、図１３を参照して説明されたウインドウ監視モジュール１３５５
を使用して実行され得る。
【０２５０】
　[0272]ブロック２１３０において、方法２１００は、免許不要無線周波数スペクトル帯
域が利用不可能であることにより、信号のインスタンスが少なくとも１つの追加のフレー
ムの間に送信されなかったかどうかを決定することを含み得る。いくつかの例では、追加
のフレームに対する追加のＣＵＢＳのブラインド検出に少なくとも一部基づいて、免許不
要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが追加の
フレームの１つの間に送信されなかったかどうかが決定され得る。より具体的には、追加
のフレームの１つに対する追加のＣＵＢＳが検出されないとき、免許不要無線周波数スペ
クトル帯域が利用不可能であることにより信号のインスタンスが追加のフレームの１つの
間に送信されなかったことが決定され得る。
【０２５１】
　[0273]免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより信号のインス
タンスが複数のフレームの当該ウインドウのいずれのフレームの間にも送信されなかった
ことがブロック２１３０において決定されるとき、方法２１００はブロック２１３５に進
み得る。他の場合、方法２１００はブロック２１４０に進み得る。ブロック２１３０にお
ける動作は、図７、図１１、図１３、および／または図１５を参照して説明されたワイヤ
レス通信管理モジュール７２０、１１２０、１３２０、および／もしくは１５６０、図１
１および／または図１３を参照して説明された信号送信決定モジュール１１４０および／
もしくは１３４０、ならびに／または、図１３を参照して説明されたＣＵＢＳ決定モジュ
ール１３６０を使用して実行され得る。
【０２５２】
　[0274]いくつかの例では、ブロック２１２５およびブロック２１３０において実行され
る動作は、もしあれば少なくとも１つの追加のフレームの各々に対して、繰り返し実行さ
れ得る。
【０２５３】
　[0275]ブロック２１３５において、方法２１００は、複数のフレームの次のウインドウ
および／または次の時間期間に方法２１００を繰り返すことを含み得る。ブロック２１３
５における動作は、図７、図１１、図１３、および／または図１５を参照して説明された
ワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１３２０、および／もしくは１５６０
、図１１および／または図１３を参照して説明された信号監視モジュール１１３５および
／もしくは１３３５、ならびに／または、図１３を参照して説明されたウインドウ監視モ
ジュール１３５５を使用して実行され得る。
【０２５４】
　[0276]ブロック２１４０において、方法２１００は、信号の少なくとも１つのインスタ
ンスが送信されたかどうかを検出することを含み得る。信号の少なくとも１つのインスタ
ンスが送信されているとブロック２１４０において決定されるとき、方法２１００はブロ
ック２１４５に進むことができ、そこで、方法２１００はその時間期間のフレームを監視
するのを止め、次の時間期間に方法２１００を繰り返すことができる。複数のフレームの
そのウインドウの間に信号の少なくとも１つのインスタンスが送信されていないことと、
信号の少なくとも１つのインスタンスを検出することなく複数のフレームのそのウインド
ウの終わり（および／またはその時間期間の終わり）に達したこととがブロック２１４０
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において決定されるとき、方法２１００はブロック２１３５に進み得る。信号の少なくと
も１つのインスタンスが送信されていないことと、複数のフレームのそのウインドウの終
わりに達していないこととがブロック２１４０において決定されるとき、方法２１００は
、方法２１００の構成に応じて、様々な経路をたどり得る。一例では、方法２１００は、
ＣＵＢＳがあるフレームに対して受信されたが信号のインスタンスが検出されない場合、
信号がその時間期間の間には送信されないであろうという仮定のもとで、すべての場合に
ブロック２１４５に進み得る。別の例では、複数のフレームのそのウインドウの終わりの
前にブロック２１１０からブロック２１４０に達するとき、方法２１００はブロック２１
１５に進み得る。別の例では、複数のフレームのそのウインドウの終わりの前にブロック
２１２０からブロック２１４０に達するとき、方法２１００はブロック２１２５に進み得
る。別の例では、複数のフレームのそのウインドウの終わりの前にブロック２１３０から
ブロック２１４０に達するとき、方法２１００はブロック２１２５および２１３０におい
て実行される動作の別の繰返しへと進み得る。
【０２５５】
　[0277]ブロック２１４０における動作は、図７、図１１、図１３、および／または図１
５を参照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１１２０、１３２０、お
よび／もしくは１５６０、ならびに／または、図１３を参照して説明された信号検出モジ
ュール１３４５を使用して実行され得る。
【０２５６】
　[0278]方法２１００のいくつかの例では、信号送信のパターンの変化は、複数のフレー
ムの当該ウインドウの後続のフレームにおける信号のインスタンスの送信を含み得る。
【０２５７】
　[0279]方法２１００のいくつかの例では、ブロック２１０５およびブロック２１１０に
おいて参照される第１のフレームは、複数のフレームの当該ウインドウ内で時間的に最初
ではないことがある。
【０２５８】
　[0280]方法２１００のいくつかの例では、信号送信のパターンの変化は、その時間期間
中のＣＥＴの一部としての信号のインスタンスの送信を含み得る。方法２１００のいくつ
かの例では、方法２１００は、その時間期間中のＣＥＴの一部としての信号のインスタン
スの送信を検出することを含み得る。
【０２５９】
　[0281]信号がページングインスタンスを含む方法２１００の例では、方法２１００は、
デバイスの複数のグループに対するページングインスタンスについて、複数のフレームの
当該ウインドウを監視することと、別のデバイスと関連付けられるページングインスタン
スに少なくとも一部基づいて、ページング情報を取得することとを含み得る。
【０２６０】
　[0282]したがって、方法２１００はワイヤレス通信を提供することができる。方法２１
００は一実装形態にすぎず、方法２１００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成されるか、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２６１】
　[0283]いくつかの例では、方法１９００、２０００、および／または２１００の１つま
たは複数の態様が、組み合わされ得る。
【０２６２】
　[0284]参照信号送信に対する送信時間間隔の持続期間の影響にここで注目すると、免許
無線周波数スペクトル帯域を通じて送信されるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレームが、１つ
のサブフレームまたは１ミリ秒の送信時間間隔（ＴＴＩ）を利用することに留意される。
免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて送信されるＬＢＴフレームも、たとえば図４
に示されるように、１つのサブフレームまたは１ミリ秒のＴＴＩを利用することができ、
ここでＬＢＴフレーム４１５は１つのサブフレームまたは１ミリ秒のＴＴＩを有する。
【０２６３】
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　[0285]１つのサブフレームまたは１ミリ秒のＴＴＩを有するＬＢＴフレームは、ＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム構造との共通性をもたらす。しかしながら、１つのサブフレー
ムまたは１ミリ秒のＴＴＩが非効率であり得る、免許不要無線周波数スペクトル帯域上の
送信があり得る。たとえば、１ミリ秒未満の持続時間を有するＣＥＴが提案されている（
たとえば、７つのＯＦＤＭシンボルへと拡張され得る４つのＯＦＤＭシンボルを有するダ
ウンリンクＣＥＴが提案されており、６つのＯＦＤＭシンボルまたは７つのＯＦＤＭシン
ボルを有するアップリンクＣＥＴが提案されている）。さらなる例として、ＤＣＣＡ４４
０およびアップリンクＣＣＡ（ＵＣＣＡ）がそれぞれ実行され得る、図４を参照して説明
されるＳ’サブフレーム４３５およびＳサブフレーム４３０のようなスペシャルサブフレ
ームは、１ミリ秒未満の持続時間を有し得る。Ｓ’サブフレーム４３５の場合、Ｓ’サブ
フレーム４３５（たとえば、０．５ｍｓまたは１つのスロット）の半分がアップリンク送
信の機会に割り振られることが提案されている。Ｓサブフレーム４３０の場合、Ｓサブフ
レーム４３０（たとえば、４つのＯＦＤＭスロット）の一部がダウンリンク送信の機会に
割り振られることが提案されている。別の例として、１ミリ秒未満のダウンリンク送信お
よび／またはアップリンク送信が、レーダー信号を検出するときに利用され得る。
【０２６４】
　[0286]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークのために使用されるＭＢＳＦＮ参照信号（ＭＢ
ＳＦＮ－ＲＳ）（たとえば、免許無線周波数スペクトル帯域を通じた送信）は、１つのサ
ブフレームまたは１ミリ秒のＴＴＩに基づく。１つのサブフレームまたは１ミリ秒未満の
ＴＴＩが免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じた送信のために利用される場合、新た
なＭＢＳＦＮ－ＲＳが必要とされ得る。新たなＭＢＳＦＮ－ＲＳの例が、図２２および／
または図２３に示される。
【０２６５】
　[0287]図２２は、本開示の様々な態様による、０．５ｍｓの持続時間（すなわち１ミリ
秒のサブフレームの半分または１つのスロット）を有するＴＴＩ２２１０の間の送信のた
めのＭＢＳＦＮ－ＲＳ２２０５の例２２００を示す。例として、ＭＢＳＦＮ－ＲＳ２２０
５は、リソースブロック（ＲＢ）ｋごとに１２個の参照信号トーンを含み得る。
【０２６６】
　[0288]示されるように、ＭＢＳＦＮ－ＲＳ２２０５はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＭＢＳＦＮ
－ＲＳよりも多くのオーバーヘッド（たとえば、１ミリ秒のＴＴＩにわたるＲＢごとに１
８個の参照信号トーンと比較して、０．５ｍｓのＴＴＩ２２１０にわたるＲＢごとに１２
個の参照信号トーン）を使用し得るが、ＭＢＳＦＮ－ＲＳ２２０５は、いくつかの例では
、０．５ｍｓのＴＴＩ２２１０の間に送信され得るという点で有利であり得る。
【０２６７】
　[0289]図２３は、本開示の様々な態様による、各々が０．５ｍｓの持続時間（すなわち
１ミリ秒のサブフレームの半分または１つのスロット）を有する、バンドル（bundle）さ
れた第１のＴＴＩ２３１０および第２のＴＴＩ２３１５にわたる送信のためのＭＢＳＦＮ
－ＲＳ２３０５の例２３００を示す。例として、ＭＢＳＦＮ－ＲＳ２３０５は、リソース
ブロック（ＲＢ）ｋごとに１８個の参照信号トーンを含み得、これらの参照信号トーンは
、第１のＴＴＩ２３１０および第２のＴＴＩ２３１５にわたって分布し得る。
【０２６８】
　[0290]ＭＢＳＦＮ－ＲＳ２３０５は、示されるように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＭＢＳＦ
Ｎ－ＲＳと同じオーバーヘッド（たとえば、２つの０．５ミリ秒のＴＴＩ２３１０、２３
１５または１ミリ秒のＴＴＩにわたるＲＢごとに１８個の参照信号トーン）を使用する。
ＭＢＳＦＮ－ＲＳ２３０５は、いくつかの例では、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＭＢＳＦＮ－Ｒ
Ｓと類似しているという点で有利であり得る。
【０２６９】
　[0291]いくつかの例では、送信装置（たとえば、基地局）は、ＴＴＩがバンドルされて
いるかどうかに少なくとも一部基づいて、複数のＴＴＩの間のＭＢＳＦＮ－ＲＳの送信の
ために、複数の参照信号パターンから少なくとも１つの参照信号パターン（たとえば、少
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なくともＭＢＳＦＮ－ＲＳ２２０５および／またはＭＢＳＦＮ－ＲＳ２３０５）を特定す
ることができる。特定された少なくとも１つの参照信号パターンは次いで、デバイス（た
とえば、ＵＥ）にシグナリングされ得る。いくつかの例では、このシグナリングは、ＳＩ
Ｂ１３のようなシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を介して、および／またはダウンリンク
ＣＥＴを介して提供され得る。
【０２７０】
　[0292]ＭＢＳＦＮシグナリングに関して、１ミリ秒のサブフレーム（たとえば、１ミリ
秒のＴＴＩ）を有する１０ミリ秒のフレームのために免許無線周波数スペクトル帯域上で
使用されるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ＭＢＳＦＮシグナリングが、０．５ｍｓのＴＴＩを有す
る５ミリ秒以下のフレームのために免許不要無線周波数スペクトル帯域上で使用され得る
。しかしながら、０．５ｍｓのサブフレームを有する１０ミリ秒のフレームを送信すると
き、ＭＢＳＦＮシグナリングのビット幅は、１フレーム当たりにより多くのＴＴＩをカバ
ーするように増やされる必要があり得る。ＭＢＳＦＮシグナリングのビット幅がどのよう
に増やされ得るかの例が、図２４および図２５に示される。
【０２７１】
　[0293]図２４は、１フレームのＭＢＳＦＮフレームパターン２４０５の例２４００を示
し、１フレームのＭＢＳＦＮフレームパターン２４０５は、本開示の様々な態様によれば
、６つのＭＢＳＦＮサブフレーム２４１０を含む。図２５は、４フレームのＭＢＳＦＮフ
レームパターン２５０５の例２５００を示し、４フレームのＭＢＳＦＮフレームパターン
２５０５は、本開示の様々な態様によれば、２４個のＭＢＳＦＮサブフレーム２５１０を
含む。
【０２７２】
　[0294]ＭＢＳＦＮ制御チャネル（ＭＣＣＨ）は、各物理マルチキャストチャネル（ＰＭ
ＣＨ）のためのＭＢＳＦＮサブフレームを割り振る。より具体的には、ＭＣＣＨは、各々
の共通のサブフレーム割振り期間（たとえば、各々のｃｏｍｍｏｎｓｆ－ＡｌｌｏｃＰｅ
ｒｉｏｄ）内で各ＰＭＣＨに割り振られるＭＢＳＦＮサブフレームを指定する。ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａネットワークに対する最大のｃｏｍｍｏｎｓｆ－ＡｌｌｏｃＰｅｒｉｏｄは２
５６個の無線フレームであり、ｃｏｍｍｏｎｓｆ－ＡｌｌｏｃＰｅｒｉｏｄ内のＭＢＳＦ
Ｎサブフレームの最大の数は１５３６である。０．５ｍｓのサブフレームを有する１０ミ
リ秒のフレームを送信するとき、ＭＣＣＨのビット幅は、１フレーム当たりにより多くの
ＴＴＩをカバーするように増やされる必要があり得る。
【０２７３】
　[0295]マルチキャストチャネル（ＭＣＨ）スケジューリング情報（ＭＳＩ）は、ＰＭＣ
Ｈ内の各ＭＢＭＳトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）のためにＭＢＳＦＮサブフレームを
割り振る。より具体的には、ＭＳＩは、各ＰＭＣＨ内の各ＭＴＣＨに割り振られるＭＢＳ
ＦＮサブフレームを指定する。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに対して、最大で１５３
６個のＭＢＳＦＮサブフレームを示すために、１１ビットのＭＳＩが使用される。０．５
ｍｓのサブフレームを有する１０ミリ秒のフレームを送信するとき、ＭＳＩのビット幅は
、フレーム当たりにより多くのＴＴＩをカバーするように増やされる必要があり得る。
【０２７４】
　[0296]図２６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
装置２６０５のブロック図２６００を示す。いくつかの例では、装置２６０５は、図１、
図２、および／または図１４を参照して説明された基地局１０５、２０５、２０５－ａ、
および／または１４０５の１つまたは複数の態様の例、および／または、図７を参照して
説明された装置７０５の態様の例であり得る。装置２６０５は、プロセッサであってもよ
い。装置２６０５は、受信機モジュール２６１０、ワイヤレス通信管理モジュール２６２
０、および／または送信機モジュール２６３０を含み得る。これらのコンポーネントの各
々は、互いに通信し得る。
【０２７５】
　[0297]装置２６０５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアにおい
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て適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように適合される１つまたは複数のＡＳ
ＩＣを使用して実装され得る。あるいは、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）によって実行され得る。他の例では、他の
タイプの集積回路が使用されてよく（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡ
ＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）、これは当技術分野において既知の任
意の方式でプログラムされ得る。各ユニットの機能はまた、全体または一部で、メモリに
おいて具現化され、１つまたは複数の汎用プロセッサまたは用途固有のプロセッサによっ
て実行されるようにフォーマットされる、命令によって実装され得る。
【０２７６】
　[0298]いくつかの例では、受信機モジュール２６１０は、図７を参照して説明された受
信機モジュール７１０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、受信
機モジュール２６１０は、免許無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペク
トル帯域が特定の用途のために特定のユーザ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に
対して免許されるので、装置がアクセスを争わない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（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が免許
不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用
途）に少なくとも一部利用可能であるので、装置がアクセスを争う必要があり得る無線周
波数スペクトル帯域）を通じて送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線周
波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例で
は、免許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は
、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
通信のために使用され得る。いくつかの場合、受信機モジュール２６１０は、免許無線周
波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数スペクトル帯域のために別個の受信機を含
み得る。別個の受信機は、いくつかの例では、免許無線周波数スペクトル帯域を通じて通
信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２６１２、お
よび免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許不要ＲＦスペクトル
帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２６１４の形態をとり得る。免許ＲＦスペクト
ル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２６１２および／または免許不要ＲＦスペク
トル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２６１４を含む、受信機モジュール２６１
０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００およ
び／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１
つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すな
わち、送信）を受信するために使用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０２７７】
　[0299]いくつかの例では、送信機モジュール２６３０は、図７を参照して説明された送
信機モジュール７３０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、送信
機モジュール２６３０は、免許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通じて送信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機のよ
うな、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。いくつかの例では、免許無線周波数スペ
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は、たとえば、図１および
／または図２を参照して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得
る。いくつかの場合、送信機モジュール２６３０は、免許無線周波数スペクトル帯域およ
び免許不要無線周波数スペクトル帯域のために別個の送信機を含み得る。別個の送信機は
、いくつかの例では、免許無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦス
ペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール２６３２、および免許不要無線周波数
スペクトル帯域を通じて通信するための免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
送信機モジュール２６３４の形態をとり得る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ送信機モジュール２６３２および／または免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ送信機モジュール２６３４を含む、送信機モジュール２６３０は、図１および／また
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は図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または２００の１つ
または複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リン
クを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を送信する
ために使用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０２７８】
　[0300]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール２６２０は、図７を参照して
説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０の１つまたは複数の態様の例であり得る
。ワイヤレス通信管理モジュール２６２０は、参照信号特定モジュール２６３５および／
またはシグナリングモジュール２６４０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、
互いに通信し得る。
【０２７９】
　[0301]いくつかの例では、参照信号特定モジュール２６３５は、複数の送信時間間隔が
バンドルされるかどうかに少なくとも一部基づいて、複数の参照信号パターンから少なく
とも１つの参照信号パターンを特定するために使用され得る。いくつかの例では、複数の
送信時間間隔は、第１の送信時間間隔と第２の送信時間間隔とを含み得る。いくつかの例
では、第１の送信時間間隔は第２の送信時間間隔と隣接していることがあり、いくつかの
例では、第１の送信時間間隔は第２の送信時間間隔とバンドルされることがある。
【０２８０】
　[0302]いくつかの例では、送信時間間隔は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の、０
．５ｍｓの、１つのスロットの、および／または半分のサブフレームの送信時間間隔を含
み得る。
【０２８１】
　[0303]いくつかの例では、シグナリングモジュール２６４０は、特定された少なくとも
１つの参照信号パターンをデバイスに（たとえば、ＵＥに）シグナリングするために使用
され得る。いくつかの例では、シグナリングは、ＳＩＢおよび／またはダウンリンクＣＥ
Ｔを介して提供され得る。
【０２８２】
　[0304]いくつかの例では、複数の参照信号パターンは、免許不要無線周波数スペクトル
帯域中の送信時間間隔のリソースブロックごとに１２個の参照信号トーンを有する第１の
参照信号パターンを含み得る。いくつかの例では、複数の参照信号パターンは、同様に、
または代替的に、リソースブロックごとに１８個の参照信号トーンを有する第２の参照信
号パターンを含んでよく、１８個の参照信号トーンは、第１の送信時間間隔および第２の
送信時間間隔にわたって分布し、第１の送信時間間隔および第２の送信時間間隔は、免許
不要無線周波数スペクトル帯域においてバンドルされる。
【０２８３】
　[0305]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール２６２０は、参照信号特定モ
ジュール２６３５によって決定される少なくとも１つの参照信号パターンに少なくとも一
部基づいて、複数の送信時間間隔において、少なくとも１つの参照信号をデバイスに送信
することができる。複数の送信時間間隔がバンドルされないとき、デバイスに送信される
少なくとも１つの参照信号は、複数の送信時間間隔の各々において別々の参照信号を含み
得る。複数の送信時間間隔がバンドルされるとき、デバイスに送信される少なくとも１つ
の参照信号は、複数の送信時間間隔において送信時間間隔の各々にわたって分布する参照
信号を含み得る。
【０２８４】
　[0306]図２７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
装置２７１５のブロック図２７００を示す。いくつかの例では、装置１３１５は、図１、
図２、および／または図１５を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２
１５－ｂ、２１５－ｃ、および／または１５１５の１つまたは複数の態様の例、および／
または、図７を参照して説明された装置７０５の態様の例であり得る。装置２７１５は、
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プロセッサであってもよい。装置２７１５は、受信機モジュール２７１０、ワイヤレス通
信管理モジュール２７２０、および／または送信機モジュール２７３０を含み得る。これ
らのコンポーネントの各々は、互いに通信し得る。
【０２８５】
　[0307]装置２７１５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェアにおい
て適用可能な機能の一部またはすべてを実行するように適合される１つまたは複数のＡＳ
ＩＣを使用して実装され得る。あるいは、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）によって実行され得る。他の例では、他の
タイプの集積回路が使用されてよく（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡ
ＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）、これは当技術分野において既知の任
意の方式でプログラムされ得る。各ユニットの機能はまた、全体または一部で、メモリに
おいて具現化され、１つまたは複数の汎用プロセッサまたは用途固有のプロセッサによっ
て実行されるようにフォーマットされる、命令によって実装され得る。
【０２８６】
　[0308]いくつかの例では、受信機モジュール２７１０は、図７を参照して説明された受
信機モジュール７１０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、受信
機モジュール２７１０は、免許無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペク
トル帯域が特定の用途のために特定のユーザ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａユーザ）に
対して免許されるので、装置がアクセスを争わない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（たとえば、無線周波数スペクトル帯域が免許
不要の用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用
途）に少なくとも一部利用可能であるので、装置がアクセスを争う必要があり得る無線周
波数スペクトル帯域）を通じて送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線周
波数（ＲＦ）受信機のような、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例で
は、免許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は
、たとえば、図１および／または図２を参照して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
通信のために使用され得る。いくつかの場合、受信機モジュール２７１０は、免許無線周
波数スペクトル帯域および免許不要無線周波数スペクトル帯域のために別個の受信機を含
み得る。別個の受信機は、いくつかの例では、免許無線周波数スペクトル帯域を通じて通
信するための免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２７１２、お
よび免許不要無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許不要ＲＦスペクトル
帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２７１４の形態をとり得る。免許ＲＦスペクト
ル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２７１２および／または免許不要ＲＦスペク
トル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール２７１４を含む、受信機モジュール２７１
０は、図１および／または図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００およ
び／または２００の１つまたは複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１
つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すな
わち、送信）を受信するために使用され得る。通信リンクは、免許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上で確立され得る。
【０２８７】
　[0309]いくつかの例では、送信機モジュール２７３０は、図７を参照して説明された送
信機モジュール７３０の１つまたは複数の態様の例であり得る。いくつかの例では、送信
機モジュール２７３０は、免許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通じて送信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機のよ
うな、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。いくつかの例では、免許無線周波数スペ
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は、たとえば、図１および
／または図２を参照して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得
る。いくつかの場合、送信機モジュール２７３０は、免許無線周波数スペクトル帯域およ
び免許不要無線周波数スペクトル帯域のために別個の送信機を含み得る。別個の送信機は
、いくつかの例では、免許無線周波数スペクトル帯域を通じて通信するための免許ＲＦス
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ペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール２７３２、および免許不要無線周波数
スペクトル帯域を通じて通信するための免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
送信機モジュール２７３４の形態をとり得る。免許ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａ送信機モジュール２７３２および／または免許不要ＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ送信機モジュール２７３４を含む、送信機モジュール２７３０は、図１および／また
は図２を参照して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または２００の１つ
または複数の通信リンクのような、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リン
クを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を送信する
ために使用され得る。通信リンクは、認可無線周波数スペクトル帯域および／または無認
可無線周波数スペクトル帯域を介して確立され得る。
【０２８８】
　[0310]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール２７２０は、図７を参照して
説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０の１つまたは複数の態様の例であり得る
。ワイヤレス通信管理モジュール２７２０は、シグナリング分析モジュール２７３５およ
び／または参照信号受信モジュール２７４０を含み得る。これらのコンポーネントの各々
は、互いに通信し得る。
【０２８９】
　[0311]いくつかの例では、シグナリング分析モジュール２７３５は、複数の送信時間間
隔がバンドルされるかどうかを示すシグナリングを受信するために使用され得る。いくつ
かの例では、シグナリングは、ＳＩＢおよび／またはダウンリンクＣＥＴを介して受信さ
れ得る。
【０２９０】
　[0312]いくつかの例では、複数の送信時間間隔は、第１の送信時間間隔と第２の送信時
間間隔とを含み得る。いくつかの例では、第１の送信時間間隔は第２の送信時間間隔と隣
接していることがあり、いくつかの例では、第１の送信時間間隔は第２の送信時間間隔と
バンドルされることがある。
【０２９１】
　[0313]いくつかの例では、送信時間間隔は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の、０
．５ｍｓの、１つのスロットの、および／または半分のサブフレームの送信時間間隔を含
み得る。
【０２９２】
　[0314]いくつかの例では、参照信号受信モジュール２７４０は、複数の送信時間間隔が
バンドルされるとき、複数の送信時間間隔の各々にわたって（たとえば、第１の送信時間
間隔および第２の送信時間間隔にわたって）分布する１つの参照信号を受信するために使
用され得る。いくつかの例では、参照信号受信モジュール２７４０は、複数の送信時間間
隔がバンドルされないとき、複数の送信時間間隔の各々に対して（たとえば、第１の送信
時間間隔および第２の送信時間間隔に対して）別々の参照信号を受信するために使用され
得る。
【０２９３】
　[0315]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２８００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法２８００は、図１、図２、およ
び／または図１４を参照して説明された基地局１０５、２０５、２０５－ａ、および／ま
たは１４０５の１つまたは複数の態様、および／または、図７および／または図２６を参
照して説明された装置７０５および／または２６０５の１つまたは複数の態様を参照して
以下で説明される。いくつかの例では、基地局および／または装置は、以下で説明される
機能を実行するように、基地局および／または装置の機能要素を制御するためのコードの
１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０２９４】
　[0316]ブロック２８０５において、方法２８００は、複数の送信時間間隔がバンドルさ
れるかどうかに少なくとも一部基づいて、複数の参照信号パターンから少なくとも１つの
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参照信号パターンを特定することを含み得る。いくつかの例では、複数の送信時間間隔は
、第１の送信時間間隔と第２の送信時間間隔とを含み得る。いくつかの例では、第１の送
信時間間隔は第２の送信時間間隔と隣接していることがあり、いくつかの例では、第１の
送信時間間隔は第２の送信時間間隔とバンドルされることがある。
【０２９５】
　[0317]いくつかの例では、送信時間間隔は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の、０
．５ｍｓの、１つのスロットの、および／または半分のサブフレームの送信時間間隔を含
み得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の
用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に
少なくとも一部利用可能であるので装置がアクセスを争う必要があり得る、無線周波数ス
ペクトル帯域であり得る。
【０２９６】
　[0318]ブロック２８０５における動作は、図７、図１４、および／または図２６を参照
して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１４６０、および／もしくは２６
２０、ならびに／または、図２６を参照して説明された参照信号特定モジュール２６３５
を使用して実行され得る。
【０２９７】
　[0319]ブロック２８１０において、方法２８００は、特定された少なくとも１つの参照
信号パターンをデバイスに（たとえば、ＵＥに）シグナリングすることを含み得る。いく
つかの例では、シグナリングは、ＳＩＢおよび／またはダウンリンクＣＥＴを介して提供
され得る。ブロック２８１０における動作は、図７、図１４、および／または図２６を参
照して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１４６０、および／もしくは２
６２０、ならびに／または、図２６を参照して説明されたシグナリングモジュール２６４
０を使用して実行され得る。
【０２９８】
　[0320]方法２８００のいくつかの例では、複数の参照信号パターンは、免許不要無線周
波数スペクトル帯域中の送信時間間隔のリソースブロックごとに１２個の参照信号トーン
を有する第１の参照信号パターンを含み得る。方法２８００のいくつかの例では、複数の
参照信号パターンは、同様に、または代替的に、リソースブロックごとに１８個の参照信
号トーンを有する第２の参照信号パターンを含んでよく、１８個の参照信号トーンは、第
１の送信時間間隔および第２の送信時間間隔にわたって分布し、第１の送信時間間隔およ
び第２の送信時間間隔は、免許不要無線周波数スペクトル帯域においてバンドルされる。
【０２９９】
　[0321]方法２８００のいくつかの例では、方法２８００は、ブロック２８０５によって
決定される少なくとも１つの参照信号パターンに少なくとも一部基づいて、複数の送信時
間間隔において、少なくとも１つの参照信号をデバイスに送信することを含み得る。複数
の送信時間間隔がバンドルされないとき、少なくとも１つの参照信号をデバイスに送信す
ることは、複数の送信時間間隔の各々において別々の参照信号を送信することを含み得る
。複数の送信時間間隔がバンドルされるとき、少なくとも１つの参照信号をデバイスに送
信することは、複数の送信時間間隔において送信時間間隔の各々にわたって分布する参照
信号を送信することを含み得る。
【０３００】
　[0322]したがって、方法２８００はワイヤレス通信を提供することができる。方法２８
００は一実装形態にすぎず、方法２８００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成されるか、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０３０１】
　[0323]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２９００の
例を示すフローチャートである。明快にするために、方法２９００は、図１、図２、およ
び／または図１５を参照して説明されたＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
２１５－ｃ、および／または１５１５の１つまたは複数の態様、および／または、図７お
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よび／または図２７を参照して説明された装置７０５および／または２７１５の１つまた
は複数の態様を参照して以下で説明される。いくつかの例では、ＵＥおよび／または装置
は、以下で説明される機能を実行するためにＵＥおよび／または装置の機能要素を制御す
るためのコードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０３０２】
　[0324]ブロック２９０５において、方法２９００は、複数の送信時間間隔がバンドルさ
れるかどうかを示すシグナリングを受信することを含み得る。いくつかの例では、シグナ
リングは、ＳＩＢおよび／またはダウンリンクＣＥＴを介して受信され得る。
【０３０３】
　[0325]いくつかの例では、複数の送信時間間隔は、第１の送信時間間隔と第２の送信時
間間隔とを含み得る。いくつかの例では、第１の送信時間間隔は第２の送信時間間隔と隣
接していることがあり、いくつかの例では、第１の送信時間間隔は第２の送信時間間隔と
バンドルされることがある。
【０３０４】
　[0326]いくつかの例では、送信時間間隔は、免許不要無線周波数スペクトル帯域の、０
．５ｍｓの、１つのスロットの、および／または半分のサブフレームの送信時間間隔を含
み得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が免許不要の
用途（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ用途および／または免許不要のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に
少なくとも一部利用可能であるので装置がアクセスを争う必要があり得る、無線周波数ス
ペクトル帯域であり得る。
【０３０５】
　[0327]ブロック２９０５における動作は、図７、図１５、および／または図２７を参照
して説明されたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１５６０、および／もしくは２７
２０、ならびに／または、図２７を参照して説明されたシグナリング分析モジュール２７
３５を使用して実行され得る。
【０３０６】
　[0328]ブロック２９１０において、方法２９００は、複数の送信時間間隔がバンドルさ
れるとき、複数の送信時間間隔の各々にわたって（たとえば、第１の送信時間間隔および
第２の送信時間間隔にわたって）分布する１つの参照信号を受信することを含み得る。ブ
ロック２９１０における動作は、図７、図１５、および／または図２７を参照して説明さ
れたワイヤレス通信管理モジュール７２０、１５６０、および／もしくは２７２０、なら
びに／または、図２７を参照して説明された参照信号受信モジュール２７４０を使用して
実行され得る。
【０３０７】
　[0329]方法２９００のいくつかの例では、方法２９００は、複数の送信時間間隔がバン
ドルされないとき、複数の送信時間間隔の各々について（たとえば、第１の送信時間間隔
および第２の送信時間間隔について）別々の参照信号を受信することを含み得る。
【０３０８】
　[0330]したがって、方法２９００はワイヤレス通信を提供することができる。方法２９
００は一実装形態にすぎず、方法２９００の動作は、他の実装形態が可能であるように再
構成されるか、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０３０９】
　[0331]添付の図面に関して上に記載された詳細な説明は、例を説明しており、実装され
得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。「例」および「例示的」
という語は、この説明で使用されるとき、「一例、実例、または例示としての役割を果た
す」ことを意味し、「好ましい」または「他の例より有利である」ことを意味しない。発
明を実施するための形態は、説明され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、これらの特定の詳細を伴わずに実践され得る。いくつ
かの事例では、説明された例の概念を不明瞭にすることを避けるために、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。
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【０３１０】
　[0332]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、磁界もしくは磁性粒子
、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０３１１】
　[0333]本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュール
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、もしく
は他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタロジック、個別ハ
ードウェアコンポーネント、または本明細書で説明された機能を実行するように設計され
たそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプ
ロセッサであり得るが、代替として、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、コンピューテ
ィングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰおよびマイクロプロセッサの組合せ、複数の
マイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、ま
たは任意の他のそのような構成としても実装され得る。
【０３１２】
　[0334]本明細書において説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行さ
れるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロ
セッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命
令またはコードとして非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶され、または非一時的コン
ピュータ可読媒体を通じて送信され得る。他の例および実装形態が、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より、上で説明
された機能は、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、配線、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、機能の一部が異なる物理的場所において実装されるように分散されることを
含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書
で使用されるとき、「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。
【０３１３】
　[0335]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。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、コンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ
、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ
、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気記憶デバイス、または、命令またはデータ構
造の形態で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、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、任意の接続がコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。
たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジ
タル加入者回線（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、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、お
よびマイクロ波などのワイヤレス技術は媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるデ
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（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、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に
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再生し、一方、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。上記のもの
の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０３１４】
　[0336]本開示の上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することができるように
与えられる。本開示の様々な変更が当業者には容易に明らかとなり、本明細書において規
定された一般原理は、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、言及された例に対する選好を暗示せず、または要求しない。したがっ
て、本開示は、本明細書において説明される例および設計に限定されるべきでなく、本明
細書において開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべき
である。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間に信号のインスタンスを送信するための
信号送信のパターンを決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が、前記信号の少なくとも１つのインスタンス
を送信するのに利用不可能であるかどうかを決定することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が前記信号のインスタンスを送信するのに利用
不可能であると決定したことに応答して、前記時間期間のための信号送信の前記パターン
を変更することと、
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２］
　信号送信の前記パターンは、第１のスケジューリングされた信号送信と第２のスケジュ
ーリングされた信号送信とを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　信号送信の前記パターンを前記変更することは、前記第１のスケジューリングされた信
号送信と前記第２のスケジューリングされた信号送信との間にある前記免許不要無線周波
数スペクトル帯域の１フレームの間に、信号送信の前記パターンにおいて追加の信号送信
をスケジューリングすることを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記信号は、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）変更通知とページングインスタ
ンスのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　信号送信の前記パターンを前記変更することは、前記免許不要無線周波数スペクトル帯
域が前記信号の前記インスタンスを送信するのに利用不可能であると前記決定したことに
応答して、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域上で前記信号の前記インスタンスを送
信するのに利用可能な前記時間期間中の次のフレームを特定することを備える、Ｃ１に記
載の方法。
［Ｃ６］
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域は、前記時間期間中の複数のフレームのウイン
ドウ中の１つのフレームの間に前記信号の前記インスタンスを送信するのに利用不可能で
ある、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　信号送信の前記パターンを前記変更することは、前記免許不要無線周波数スペクトル帯
域が前記複数のフレームの前記ウインドウ中の前記フレームの間に前記信号の前記インス
タンスを送信するのに利用不可能であると決定すると、前記信号の前記インスタンスの送
信のために前記複数のフレームの前記ウインドウ中の第２のフレームを特定することを備
える、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の前記時間期間に前記信号のインスタンスを送
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信するための信号送信の前記パターンを前記決定することは、
　前記信号の前記インスタンスの送信を、処理負荷および／またはトラフィック負荷のう
ちの少なくとも１つに基づいて、前記複数のフレームの前記ウインドウ中の前記フレーム
の間に、最初にスケジューリングすることを備える、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記複数のフレームの前記ウインドウ中の前記フレームは、前記複数のフレームの前記
ウインドウ中の最初のフレーム以外である、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記複数のフレームの前記ウインドウは、デバイスの複数のグループに対するスケジュ
ーリングされたページングインスタンスを備える、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ１１］
　信号送信の前記パターンを前記変更することは、
　前記時間期間のための信号送信の前記パターン中のスケジューリングされる信号送信の
数を増やすことと、
　前記時間期間中のクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）における
信号送信を、信号送信の前記パターンに追加することと、
　のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　免許不要無線周波数スペクトル帯域の時間期間に、前記時間期間についての信号送信の
パターンでの信号のインスタンスの送信のための第１のフレームを監視することと、
　前記免許不要無線周波数スペクトル帯域が利用不可能であることにより、前記免許不要
無線周波数スペクトル帯域の前記第１のフレームの間に前記信号の前記インスタンスが送
信に失敗したと決定することと、
　前記決定に応答して、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域の前記時間期間に、前記
信号の前記インスタンスの前記送信のための第２のフレームを監視することと、
　を備え、前記第２のフレームの間の前記信号の前記インスタンスの前記送信は、前記時
間期間についての信号送信の前記パターンの変化に少なくとも一部基づく、ワイヤレス通
信のための方法。
［Ｃ１３］
　前記決定することは、
　前記第１のフレームに対するチャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）のブラインド検出
に少なくとも一部基づいて、前記第１のフレームの間に前記信号の前記インスタンスの前
記送信が送信に失敗したと決定することを備える、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記信号の少なくとも１つのインスタンスが送信されたと決定するまで、前記時間期間
中の各フレームを監視することをさらに備える、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記第１のフレームおよび前記第２のフレームは、前記時間期間中の複数のフレームの
ウインドウ中のフレームである、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記信号の前記インスタンスが送信されたと決定するまで、前記複数のフレームの前記
ウインドウ中の各フレームを監視することと、
　前記信号の前記インスタンスが送信されないと決定するまで、前記複数のフレームの前
記ウインドウ中の各フレームを監視することと、
　のうちの少なくとも１つをさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　デバイスの複数のグループに対するページングインスタンスのために、前記複数のフレ
ームの前記ウインドウを監視することと、
　別のデバイスと関連付けられるページングインスタンスに少なくとも一部基づいて、ペ
ージング情報を取得することと、
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　をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記時間期間中のクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）における
前記信号の前記インスタンスの前記送信を検出することをさらに備える、Ｃ１２に記載の
方法。
［Ｃ１９］
　前記信号は、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）変更通知とページングインスタ
ンスとのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記信号の送信が前記時間期間について検出されないとき、前記免許不要無線周波数ス
ペクトル帯域の次の時間期間においてＭＣＣＨを再取得することをさらに備える、Ｃ１９
に記載の方法。
［Ｃ２１］
　複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかに少なくとも一部基づいて、複数の参照
信号パターンから少なくとも１つの参照信号パターンを特定することと、
　前記特定された少なくとも１つの参照信号パターンをデバイスにシグナリングすること
と、
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２２］
　前記シグナリングは、第１の送信時間間隔が第２の送信時間間隔とバンドルされるかど
うかを示す、Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記第２の送信時間間隔は前記第１の送信時間間隔に隣接する、Ｃ２２に記載の方法。
［Ｃ２４］
　前記複数の参照信号パターンは、
　免許不要無線周波数スペクトル帯域中の送信時間間隔のリソースブロックごとに１２個
の参照信号トーンと、
　リソースブロックごとに１８個の参照信号トーンと、
　のうちの少なくとも１つを備える参照信号パターンを備え、前記１８個の参照信号トー
ンは、第１の送信時間間隔および第２の送信時間間隔にわたって分布し、前記第１の送信
時間間隔および前記第２の送信時間間隔は、前記免許不要無線周波数スペクトル帯域にお
いてバンドルされる、Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２５］
　前記シグナリングは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）またはダウンリンククリアチャ
ネルアセスメント（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）を介して提供される、Ｃ２１に記載の方
法。
［Ｃ２６］
　複数の送信時間間隔がバンドルされるかどうかを示すシグナリングを受信することと、
　前記複数の送信時間間隔がバンドルされるときに、前記複数の送信時間間隔の各々にわ
たって分布する１つの参照信号を受信することと、
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
［Ｃ２７］
　前記複数の送信時間間隔がバンドルされないときに、前記複数の送信時間間隔の各々に
対して別々の参照信号を受信することをさらに備える、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ２８］
　前記複数の送信時間間隔は、第１の送信時間間隔と第２の送信時間間隔とを含む、Ｃ２
６に記載の方法。
［Ｃ２９］
　前記第２の送信時間間隔は前記第１の送信時間間隔に隣接する、Ｃ２８に記載の方法。
［Ｃ３０］
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　前記シグナリングは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）またはダウンリンククリアチャ
ネルアセスメント（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）を介して受信される、Ｃ２６に記載の方
法。
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