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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信する方法であって、基地局に応
用され、該方法は、
　ライセンスされていないキャリアの使用権をプリエンプションした後に、残りのリソー
ス及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信し、前記信号は、開始シン
ボル識別情報、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含むステップ
を含み、
　前記残りのリソースは、基地局がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝
ち取った時刻点から、該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシン
ボルを含み、
　残りのリソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信するのは、
　ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点をサブフレームの開始点と
して、該開始点から後へ、LTEのサブフレーム時間長さに応じてサブフレームを分割し、
分割された1番目のサブフレームの1番目のOFDMシンボルで信号を送信し始め、
　又は、
　該サブフレーム終了点から前記基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち
取った時刻点まで、OFDMシンボル時間長さに従ってOFDMシンボルを配置し、1つの完全なO
FDMシンボルを配置することができない時から、基地局がライセンスされていないキャリ
アを競争し勝ち取った時刻点の後の完全なOFDMシンボルを使用して信号を送信する、のい
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ずれか１つを含む、
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信する方法。
【請求項２】
　前記信号がサービスデータ信号を含む際に、ライセンスされたキャリア又はライセンス
されていないキャリアで前記サービスデータ信号に対応する制御情報を送信し、前記制御
情報のタイムドメイン位置は、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取
った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにある請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　同期信号を送信するタイムドメイン位置を受信端と事前に約束し、前記同期信号をライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の2つのOFDMシンボルのみで
送信すること、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際
に所在するサブフレームの次のサブフレームから送信し始めること、或いは、ライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレーム
から且つ周期的に送信し、又は予め定義された回数で送信すること、或いは、ライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った後に、ライセンスされていないキャリアに同期
信号及び/又は参照信号を送信することによって、基地局が今回でライセンスされていな
いキャリアを占用する時間長さ情報を示唆することを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状態情報参照
信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、前記参照信号は基地局がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後の残りのリソースのみで送信され始
め、且つ1つの完全なサブフレームを少なくとも含み、或いは、前記参照信号は基地局が
ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで周期的
に送信され始め、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
際に所在するサブフレームで予め定義された回数で送信され始める請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記開始シンボル識別情報は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開始位置
を識別することに用いられ、前記開始シンボル識別情報は基地局と受信端と事前に約束し
た又は基地局が配置したシーケンスであり、且つ基地局と受信端とは前記シーケンスが残
りのリソースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、基地局が開始シンボル識別情報
に対応したシーケンスを配置する際に、基地局はライセンスされたキャリアにRRCメッセ
ージ又はDCIシグナリングによって、前記開始シンボル識別情報の配置情報を受信端に送
信し、
　開始シンボル識別情報がLTE PSS/SSSである際に、基地局が開始シンボル識別情報を送
信するのは、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるキャリア周波
数ドメイン位置で送信し、或いは開始シンボル識別情報のPSS/SSSの間に3GPP TS 36.211 
V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シン
ボル識別情報のPSS/SSSの時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSS
時間順序と異なる請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　基地局が基地局の占用した1番目の完全なサブフレームから前記同期信号を送信し始め
ることを受信端と約束することを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　送信端は参照信号の配置情報をライセンスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグ
ナリングによって受信端に送信し、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号を含む
ことを更に含み、
　参照信号がCSI-RSを含む際に、送信端はライセンスされていないキャリアの使用権をプ
リエンプションしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとすることを受信端と約束
し、
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　送信端はライセンスされていないキャリアの使用権を取得した後に、直ちに参照信号を
送信し、参照信号はCSI-RSを含む際に、
　送信端は、事前に受信端と約束したCSI-RS配置情報に従ってCSI-RSを送信し、或いは送
信端は事前にライセンスされたキャリアによって、送信するCSI-RSのCSI-RS配置情報を通
知し、
　送信端がCSI-RSを送信するタイミングは更に、ライセンスされていないキャリアを競争
し勝ち取った時刻点に所在するサブフレームにおけるOFDMシンボルでCSI-RSを送信し始め
ること、或いは、ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点に所在する
サブフレームの次のサブフレームでCSI-RSを送信し始めることを含む請求項１に記載の方
法。
【請求項８】
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を受信する方法であって、受信端に応
用され、該方法は、
　ライセンスされていないキャリアにおける残りのリソース及び/又は残りのリソースの
後のサブフレームから信号を受信し、前記信号は、開始シンボル識別情報、同期信号、参
照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含むステップを含み、
　残りのリソースは、送信端がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取
った時刻点から、該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボル
を含み、
　送信端が残りのリソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信す
るのは、
　ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点をサブフレームの開始点と
して、該開始点から後へ、LTEのサブフレーム時間長さに応じてサブフレームを分割し、
分割された1番目のサブフレームの1番目のOFDMシンボルで信号を送信し始め、
　又は、
　該サブフレーム終了点から前記送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち
取った時刻点まで、OFDMシンボル時間長さに従ってOFDMシンボルを配置し、1つの完全なO
FDMシンボルを配置することができない時から、前記送信端がライセンスされていないキ
ャリアを競争し勝ち取った時刻点の後の完全なOFDMシンボルを使用して信号を送信する、
のいずれか１つを含む、
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を受信する方法。
【請求項９】
　前記信号がサービスデータ信号を含む際に、ライセンスされたキャリア又はライセンス
されていないキャリアに前記サービスデータ信号に対応した制御情報を受信し、前記制御
情報のタイムドメイン位置は、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取
った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにある請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　送信端と同期信号を受信するタイムドメイン位置を事前に約束し、前記同期信号を送信
端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の2つのOFDMシンボ
ルのみで受信し、或いは、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
際に所在するサブフレームの次のサブフレームから受信し始め、或いは、送信端がライセ
ンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレ
ームから且つ周期的に送信し、又は予め定義された回数で受信する請求項８に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状態情報参照
信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、送信端がライセンスされて
いないキャリアを競争し勝ち取った後の1番目のOFDMシンボルのみで前記参照信号を受信
し始め、且つ少なくとも1つの完全なサブフレームで前記参照信号を受信し、或いは、送
信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで
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周期的に前記参照信号を受信し始め、或いは、送信端がライセンスされていないキャリア
を競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで予め定義された回数で前記参照信号を受
信し始める請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　参照信号がCSI-RSを含む際に、
　受信端は事前に送信端と約束したCSI-RS配置情報に従ってCSI-RSを受信し、或いは受信
端は事前にライセンスされたキャリアによって受信したCSI-RSに従ってCSI-RSを受信し、
或いは受信端は送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在す
るサブフレームにおけるLTE OFDMシンボルでCSI-RSを受信し、或いは受信端は送信端がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブ
フレームでCSI-RSを受信し始める請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　送信端の通知を受信して、送信端が残りのリソースに信号を送信しないことを知ること
、或いは、送信端は受信端が送信した競争バックオフ時刻点情報を受信し、バックオフ時
刻点が最後のOFDMシンボル時間帯内にあるのを判断した際に、送信端は残りのリソースに
信号を送信しないことを更に含む請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　ライセンスされていないキャリアに送信した同期信号及び/又は参照信号を受信するこ
とによって、所属する送信端がライセンスされていないキャリアを占用する時間長さ情報
を知り、
　前記送信端と約束した異なる同期信号及び/又は参照信号のシーケンスが異なる占用時
間長さを代表することによって、所属する送信端がライセンスされていないキャリアを占
用する占用時間長さを知る請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　前記開始シンボル識別情報は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開始位置
を識別することに用いられ、前記開始シンボル識別情報は受信端と送信端とが事前に約束
した又は送信端が配置したシーケンスであり、且つ受信端と送信端とが前記シーケンスが
残りのリソースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、送信端は開始シンボル識別情
報に対応したシーケンスを配置する際、ライセンスされたキャリアにRRCメッセージ又はD
CIシグナリングによって前記開始シンボル識別情報の配置情報を受信する請求項８に記載
の方法。
【請求項１６】
　開始シンボル識別情報がLTE PSS/SSSである際に、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定して
いるLTE PSS/SSSと異なるキャリア周波数ドメイン位置で前記LTE PSS/SSSを受信し、或い
は開始シンボル識別情報のPSS/SSSを受信する際に、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定して
いるLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シンボル識別情報を受
信するPSS/SSSの時間順序は、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSの時間
順序と異なる請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　受信端が送信端の占用した1番目の完全なサブフレームから前記同期信号を受信し始め
ることを送信端と約束することを更に含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　受信端はライセンスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって前記
参照信号の配置情報を受信し、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号を含むこと
を更に含み、
　参照信号がCSI-RSを含む際に、ライセンスされていないキャリアの使用権をプリエンプ
ションしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとすることを送信端と約束する請求
項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信する装置であって、基地局に応
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用され、該装置は、
　基地局がライセンスされていないキャリアの使用権をプリエンプションした後に、残り
のリソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信し、前記信号は、
開始シンボル識別情報、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含む
ように設定される送信モジュールを備え、
　前記残りのリソースは、基地局がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝
ち取った時刻点から、該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシン
ボルを含み、
　前記送信モジュールは、ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点を
サブフレームの開始点として、該開始点から後へ、LTEのサブフレーム時間長さに応じて
サブフレームを分割し、分割された1番目のサブフレームの1番目のOFDMシンボルで信号を
送信し始めるように設定し、
　又は、
　該サブフレーム終了点から前記基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち
取った時刻点まで、OFDMシンボル時間長さに従ってOFDMシンボルを配置し、1つの完全なO
FDMシンボルを配置することができない時から、基地局がライセンスされていないキャリ
アを競争し勝ち取った時刻点の後の完全なOFDMシンボルを使用して信号を送信するように
設定する、
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信する装置。
【請求項２０】
　前記送信モジュールは、前記信号がサービスデータ信号を含む際に、ライセンスされた
キャリア又はライセンスされていないキャリアで前記サービスデータ信号に対応する制御
情報を送信し、前記制御情報のタイムドメイン位置は、基地局がライセンスされていない
キャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにあるよう
に設定される請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　同期信号を送信するタイムドメイン位置を受信端と事前に約束し、前記同期信号をライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の2つのOFDMシンボルのみで
送信する、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所
在するサブフレームの次のサブフレームから送信し始める、或いは、ライセンスされてい
ないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレームから且つ
周期的に送信し、又は予め定義された回数で送信する、或いは、ライセンスされていない
キャリアを競争し勝ち取った後に、ライセンスされていないキャリアに同期信号及び/又
は参照信号を送信することによって、基地局が今回でライセンスされていないキャリアを
占用する時間長さ情報を示唆するように設定される配置モジュールを更に備える請求項１
９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状態情報参照
信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、前記参照信号は基地局がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後の残りのリソースのみで送信され始
め、且つ1つの完全なサブフレームを少なくとも含み、或いは、前記参照信号は基地局が
ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで周期的
に送信され始め、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
際に所在するサブフレームで予め定義された回数で送信され始める請求項１９に記載の装
置。
【請求項２３】
　前記開始シンボル識別情報は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開始位置
を識別することに用いられ、前記開始シンボル識別情報は基地局と受信端と事前に約束し
た又は基地局が配置したシーケンスであり、且つ基地局と受信端とは前記シーケンスが残
りのリソースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、基地局が開始シンボル識別情報
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に対応したシーケンスを配置する際に、基地局はライセンスされたキャリアにRRCメッセ
ージ又はDCIシグナリングによって、前記開始シンボル識別情報の配置情報を受信端に送
信し、
　開始シンボル識別情報がLTE PSS/SSSである際に、基地局が開始シンボル識別情報を送
信するのは、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるキャリア周波
数ドメイン位置で送信し、或いは開始シンボル識別情報のPSS/SSSの間に3GPP TS 36.211 
V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シン
ボル識別情報のPSS/SSSの時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSS
時間順序と異なる請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　参照信号の配置情報をライセンスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリング
によって受信端に送信し、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号を含むように設
定される配置モジュールを更に備え、
　前記配置モジュールは更に、参照信号がCSI-RSを含む際に、ライセンスされていないキ
ャリアの使用権をプリエンプションしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとする
ことを受信端と約束するように設定され、
　前記送信モジュールは、ライセンスされていないキャリアの使用権を取得した後に、直
ちに参照信号を送信し、参照信号はCSI-RSを含む際に、
　事前に受信端と約束したCSI-RS配置情報に従ってCSI-RSを送信し、或いは事前にライセ
ンスされたキャリアによって、送信するCSI-RSのCSI-RS配置情報を通知するように設定さ
れ、
　CSI-RSを送信するタイミングは更に、ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取
った時刻点に所在するサブフレームにおけるOFDMシンボルでCSI-RSを送信し始めること、
或いは、ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点に所在するサブフレ
ームの次のサブフレームでCSI-RSを送信し始めることを含む請求項１９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信分野に関し、特にライセンスされていないキャリアを使用してデータを送
信及び受信する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　これまで、公知のように、ロングタームエボリューション（Long Term Evolution、 LT
E）システムはライセンスされたキャリアに配置して運営する。しかし、LTEの進化に伴っ
て、2013年の後半でいくつかの会社（例えば米国クアルコム）はLTEがライセンスされて
いないキャリアに配置される課題を研究することを提案する。しかし、これまで、LTEに
よって受け入れられていない、且つプロジェクトを立っていない。
【０００３】
　クアルコムが与えたプロジェクトを立てる理由は、主に、データサービスの急成長に伴
って、近い将来に、ライセンスされたスペクトルはこのような巨大なデータ量を受けるこ
とができない。このため、ライセンスされていないスペクトルにLTEを配置することを考
えて、ライセンスされていないスペクトルによってライセンスされたキャリアにおけるデ
ータ流量を分担することを提案する。
【０００４】
　ライセンスされていないスペクトルは以下の特点を有し、 
　1.無料/低価格、ライセンスされていないスペクトルの使用は購買する必要がなく、ス
ペクトルリソースはほとんどゼロコストである。
　2. アクセス要求が低く、コストが低く、個人、企業はいずれも配置に参加でき、任意
の機器メーカーの機器を使用することができる。
【０００５】
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　3.リソースをシェアすることができ、複数の異なる通信システムはライセンスされてい
ないスペクトルに運営する際に、或いは同一の通信システムの異なるオペレータはライセ
ンスされていないスペクトルに運営する際に、いくつかのリソースをシェアする方式を使
用して、スペクトル効率を向上させることができる。
【０００６】
　4.無線アクセス技術が多く、異なる通信標準を跨ぐことができ、協力しにくく、ネット
ワークトポロジーが多様である。
【０００７】
　5.無線アクセスのサイトが多く、ユーザの数が大きく、協力難度が大きく、集中管理の
オーバーヘッドが大きい。
【０００８】
　6.応用が多く、多種のサービスはその中に運営することができ、例えばマシンツーマシ
ン（Machine to machine、M2M）通信、ビークルツービークル（Vehicle to vehicle、V2V
）通信である。
【０００９】
　上記の基本特徴は、ライセンスされていないスペクトルは無線通信システムの一つの重
要な進化方向である可能性があるが、同時に数多くの問題が存在する。例えば、ライセン
スされていないスペクトルに様々な無線システムが存在し、互いに協調しにくく、干渉が
ひどい。
【００１０】
　LTEはライセンスされていないキャリアに配置され、依然としてライセンスされていな
いキャリアの管制をサポートする必要があり、多数の国家は通信システムがライセンスさ
れていないキャリアに配置される際に、搬送波感知多重アクセスメカニズムをサポートす
る必要があることを求める。搬送波感知多重アクセスメカニズムによって、隣接するシス
テムの間に同時にライセンスされていないキャリアを使用して互いにもたらした干渉を避
けることができる。且つ競争メカニズムを更に引き入れ、即ち隣接するシステムサイト（
一般的に同一のシステムの近所サイト）は、競争メカニズムによって、同じシステムの近
所サイトが同時にライセンスされていないキャリアを使用する際にもたらした干渉を避け
ることができる。
【００１１】
　LTEシステムに対して、設計された競争ウィンドウ内で競争する際に、LTEの基地局はLT
Eの任意の時刻でライセンスされていないキャリアリソースを競争し勝ち取ることができ
、つまり、LTEの基地局はライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った
時刻は、ほとんどLTEシステムのサブフレーム開始と揃えなく、基地局はほとんどの時間
があるサブフレームの間のある時刻でライセンスされていないキャリアの使用権を取得す
るが、LTEシステムのスケジューリングメカニズムに従って、スケジューリングの時刻は
サブフレームを単位とし、すると、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝
ち取った時刻から次のサブフレームの開始時刻まで、この時間内のリソースを如何に使用
するのは解決しようとする問題である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　以下のものは本文で詳細的に説明する主題の概要である。本概要は特許請求の範囲を制
限するためのものではない。
【００１３】
　本発明の実施例はライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信及び受信する
方法及び装置を提供し、ライセンスされていないキャリアの使用権の競争過程において、
生じた非ホロノミックサブフレームのリソースを再利用して、リソースの浪費を避ける。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信する方法であって、基地局に応
用され、該方法は、
　ライセンスされていないキャリア使用権をプリエンプションした後に、残りのリソース
及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信し、前記信号は、開始シンボ
ル識別情報、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含むステップを
含み、
　前記残りのリソースは、競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスされて
いないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OFDM
シンボル、或いは基地局はライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った
時刻点から該時刻点の所在するサブフレームの終了時刻までの完全なホロノミックOFDMシ
ンボルを含む。
【００１５】
　選択的に、
　前記信号はサービスデータ信号を含む際に、ライセンスされたキャリア又はライセンス
されていないキャリアで前記サービスデータに対応する制御情報を送信し、前記制御情報
のタイムドメイン位置は、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにある。
【００１６】
　選択的に、
　残りのリソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信するのは、
　競争ウィンドウ内でライセンスされていないキャリアをプリエンプションした後に、ラ
イセンスされていないキャリア使用権を取得する時刻点から、所在するサブフレームに残
りの時間に対応したOFDMシンボル位置を確認して、OFDMシンボルを使用して信号を送信す
ることを含む。
【００１７】
　選択的に、
　残りのリソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信するのは、
　ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点をサブフレームの開始点と
して、該開始点から後へサブフレームを分割し、分割された1番目のサブフレームの1番目
のOFDMシンボルで信号を送信し始めることを含む。
【００１８】
　選択的に、
　該サブフレーム終了点から前記基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち
取った時刻点までOFDMシンボル時間長さに従ってOFDMシンボルを配置し、１つの完全なOF
DMシンボルを配置することができない時から、基地局がライセンスされていないキャリア
を競争し勝ち取った時刻点の後の完全なOFDMシンボルを使用して信号を送信する。
【００１９】
　選択的に、
　受信端と同期信号を送信するタイムドメイン位置を事前に約束し、前記同期信号をライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の２つのOFDMシンボルのみで
送信すること、或いは、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際
に所在するサブフレームの次のサブフレームから送信し始めること、或いは、ライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレーム
から、且つ周期的に送信し又は予め定義された回数で送信すること、或いは、ライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った後に、ライセンスされていないキャリアに同期
信号及び/又は参照信号を送信することによって、基地局が今回でライセンスされていな
いキャリアを占用する時間長さ情報をそれとなく含んでいることを更に含む。
【００２０】
　選択的に、
　前記同期信号はプライマリ同期信号PSS/セカンダリ同期信号SSSである際に、受信端と
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、ライセンスされていないキャリアにおけるPSS/SSSのシーケンスがライセンスされてい
ないキャリアに対応したライセンスされたキャリアのPSS/SSSのシーケンスと同じである
ことを約束し、或いは、ライセンスされたキャリアに送信した同期信号の配置情報に前記
同期信号のPSS/SSSのシーケンスを指示する。
【００２１】
　選択的に、
　前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状態情報参照
信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、前記参照信号は基地局がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後の残りのリソースのみで送信し始め
、且つ1つの完全なサブフレームを少なくとも含み、或いは、前記参照信号は基地局がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで周期的に
送信し始め、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に
所在するサブフレームで予め定義された回数で送信し始める。
【００２２】
　選択的に、
　前記開始シンボル識別は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開始位置を識
別することに用いられ、前記開始シンボル識別は基地局と受信端と事前に約束した又は基
地局が配置したシーケンスであり、且つ基地局と受信端とは前記シーケンスが残りのリソ
ースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、基地局は開始シンボル識別に対応したシ
ーケンスを配置する際に、基地局はライセンスされたキャリアには、RRCメッセージ又はD
CIシグナリングによって前記開始シンボル識別の配置情報を受信端に送信する。
【００２３】
　選択的に、
　開始シンボル識別はLTE PSS/SSSである際に、基地局が開始シンボル識別を送信するの
は、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるキャリア周波数ドメイ
ン位置で送信し、或いは開始シンボル識別のPSS/SSSの間に3GPP TS 36.211 V10.2.0に規
定しているLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シンボル識別のP
SS/SSSの時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSS時間順序と異な
る。
【００２４】
　選択的に、
　受信端に前記ライセンスされていないキャリアに同期信号があるか否かを通知し、受信
端は事前に同期信号を送信する周期と開始サブフレーム位置を約束し、又は基地局が同期
信号を送信する周期と開始サブフレーム位置を配置することを更に含む。
【００２５】
　選択的に、
　ライセンスされたキャリアにはRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって受信端に同
期信号配置情報を送信し、前記同期信号配置情報は同期信号を送信する周期と開始サブフ
レーム位置を含み、或いは
　基地局が占用した１番目の完全なサブフレームから前記同期信号を送信し始めることを
受信端と約束する。
【００２６】
　選択的に、
　送信した参照信号を受信端と事前に約束し又は配置し、且つ参照信号の配置情報をライ
センスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって受信端に送信するこ
と、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号又はインターセプトしたRSを含むこと
を更に含む。
【００２７】
　選択的に、
　参照信号はCSI-RSを含む際に、ライセンスされていないキャリア使用権をプリエンプシ
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ョンしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとすることを受信端と約束し又は配置
する。
【００２８】
　選択的に、
　送信端はライセンスされていないキャリアの使用権を取得した後に、直ちに参照信号を
送信し、参照信号はCSI-RSを含み、
　送信端が送信したCSI-RSは、事前に受信端と約束したCSI-RS配置に従って送信され、或
いは事前にライセンスされたキャリアによって受信端に通知したCSI-RS配置に従って送信
され、
　或いは送信端はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブ
フレームにおけるLTE OFDMシンボルにおいてCSI-RSを送信し、或いは、送信端はライセン
スされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレー
ムでCSI-RSを送信し始める。
【００２９】
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を受信する方法であって、受信端に応
用され、該方法は、
　ライセンスされていないキャリアにおける残りのリソース及び/又は残りのリソースの
後のサブフレームから信号を受信し、前記信号は、開始シンボル識別情報、同期信号、参
照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含み、
　残りのリソースは、送信端の競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスさ
れていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重
OFDMシンボル、或いは送信端がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取
った時刻点から該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを
含む。
【００３０】
　選択的に、
　前記信号はサービスデータ信号を含む際に、ライセンスされたキャリア又はライセンス
されていないキャリアで前記サービスデータに対応した制御情報を受信し、前記制御情報
のタイムドメイン位置は、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにある。
【００３１】
　選択的に、
　送信端と同期信号を受信するタイムドメイン位置を事前に約束し、前記同期信号を送信
端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の２つのOFDMシンボ
ルのみで受信し、或いは、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
際に所在するサブフレームの次のサブフレームから受信し始め、或いは、送信端がライセ
ンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレ
ームから、且つ周期的に送信し又は予め定義された回数で受信する。
【００３２】
　選択的に、
　前記同期信号はプライマリ同期信号PSS/セカンダリ同期信号SSSである際に、前記送信
端と、ライセンスされていないキャリアにおけるPSS/SSSのシーケンスがライセンスされ
ていないキャリアに対応したライセンスされたキャリアのPSS/SSSのシーケンスと同じで
あることを約束し、或いはライセンスされたキャリアに前記同期信号の配置情報を受信し
て、前記配置情報は前記同期信号のPSS/SSSシーケンスを指示する。
【００３３】
　選択的に、
　前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状態情報参照
信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の１つ又は複数を含み、送信端がライセンスされ
ていないキャリアを競争し勝ち取った後の1番目のOFDMシンボルのみで前記参照信号を受
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信し始め、且つ少なくとも1つの完全なサブフレームで前記参照信号を受信し、或いは、
送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレーム
で周期的に前記参照信号を受信し始め、或いは、送信端がライセンスされていないキャリ
アを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで予め定義された回数で前記参照信号を
受信し始める。
【００３４】
　選択的に、
　ライセンスされていないキャリアに送信した同期信号及び/又は参照信号を受信するこ
とによって、所属する送信端がライセンスされていないキャリアを占用する時間長さ情報
を知る。
【００３５】
　選択的に、
　前記送信端と約束した異なる同期信号及び/又は参照信号のシーケンスが異なる占用時
間長さを代表することによって、所属する送信端がライセンスされていないキャリアを占
用する占用時間長さを知る。
【００３６】
　選択的に、
　前記開始シンボル識別は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開始位置を識
別することに用いられ、前記開始シンボル識別は受信端と送信端と事前に約束した又は送
信端が配置したシーケンスであり、且つ受信端と送信端とは前記シーケンスが残りのリソ
ースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、送信端は開始シンボル識別に対応したシ
ーケンスを配置する際に、ライセンスされたキャリアには、RRCメッセージ又はDCIシグナ
リングによって前記開始シンボル識別の配置情報を受信する。
【００３７】
　選択的に、
　開始シンボル識別はLTE PSS/SSSである際に、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているL
TE PSS/SSSと異なるキャリア周波数ドメイン位置で前記LTE PSS/SSSを受信し、或いは開
始シンボル識別のPSS/SSSを受信する際に、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE P
SS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シンボル識別を受信するPSS/SSS
の時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSS時間順序と異なる。
【００３８】
　選択的に、
　送信端は前記ライセンスされていないキャリアに同期信号があるか否かを通知すること
を受信し、送信端と事前に同期信号を送信する周期及び開始サブフレーム位置を約束し、
又は送信端が同期信号を送信する周期及び開始サブフレーム位置を配置することを更に含
む。
【００３９】
　選択的に、
　ライセンスされたキャリアにはRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって同期信号配
置情報を受信し、前記同期信号配置情報は同期信号を送信する周期と開始サブフレーム位
置を含み、或いは
　送信端が占用した1番目の完全なサブフレームから前記同期信号を受信し始めることを
送信端と約束する。
【００４０】
　選択的に、
　送信した参照信号を送信端と事前に約束し又は送信端が配置し、ライセンスされたキャ
リアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって前記参照信号の配置情報を受信し、前
記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号又はインターセプトしたRSを含むことを更に
含む。
【００４１】
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　選択的に、
　参照信号はCSI-RSを含む際に、ライセンスされていないキャリア使用権をプリエンプシ
ョンしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとすることを送信端と約束し又は送信
端が配置することを更に含む。
【００４２】
　選択的に、
　参照信号はCSI-RSを含む際に、
　受信端は事前に送信端と約束したCSI-RS配置情報に従ってCSI-RSを受信し、或いは受信
端は事前にライセンスされたキャリアによって受信したCSI-RSに従ってCSI-RSを受信し、
　或いは受信端は送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在
するサブフレームにおけるLTE OFDMシンボルにおいてCSI-RSを受信し、或いは受信端は送
信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの
次のサブフレームでCSI-RSを受信し始める。
【００４３】
　選択的に、
　送信端の通知を受信して、送信端が残りのリソースに信号を送信しないことを知ること
、
　或いは、送信端は受信端が送信した競争バックオフ時刻点情報を受信し、バックオフ時
刻点が最後のOFDMシンボル時間帯内にあるのを判断した際に、送信端は残りのリソースに
信号を送信しないことを更に含む。
【００４４】
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信する装置であって、基地局に応
用され、該装置は、
　基地局がライセンスされていないキャリア使用権をプリエンプションした後に、残りの
リソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信し、前記信号は、開
始シンボル識別情報、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含むよ
うに設定される送信モジュールを備え、
　前記残りのリソースは、競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスされて
いないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OFDM
シンボル、或いは基地局はライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った
時刻点から該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを含む
。
【００４５】
　選択的に、
　前記送信モジュールは、前記信号がサービスデータ信号を含む際に、ライセンスされた
キャリア又はライセンスされていないキャリアで前記サービスデータに対応する制御情報
を送信し、前記制御情報のタイムドメイン位置は基地局がライセンスされていないキャリ
アを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにあるように設定
される。
【００４６】
　選択的に、
　前記送信モジュールは、ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点を
サブフレームの開始点として、該開始点から後へサブフレームを分割し、分割された１番
目のサブフレームの1番目のOFDMシンボルで信号を送信し始めるように設定される。
【００４７】
　選択的に、
　前記送信モジュールは、該サブフレーム終了点から前記基地局がライセンスされていな
いキャリアを競争し勝ち取った時刻点までOFDMシンボル時間長さに従ってOFDMシンボルを
配置し、1つの完全なOFDMシンボルを配置することができない時から、基地局がライセン
スされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点の後の完全なOFDMシンボルを使用して
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信号を送信するように設定される。
【００４８】
　選択的に、
　受信端と同期信号を送信するタイムドメイン位置を事前に約束し、前記同期信号をライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の2つのOFDMシンボルのみで
送信する、或いは、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所
在するサブフレームの次のサブフレームから送信し始める、或いは、ライセンスされてい
ないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレームから、且
つ周期的に送信し又は予め定義された回数で送信する、或いは、ライセンスされていない
キャリアを競争し勝ち取った後に、ライセンスされていないキャリアに同期信号及び/又
は参照信号を送信することによって、基地局が今回でライセンスされていないキャリアを
占用する時間長さ情報をそれとなく含んでいるように設定される配置モジュールを更に備
える。
【００４９】
　選択的に、
　前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状態情報参照
信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、前記参照信号は基地局がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後の残りのリソースのみで送信し始め
、且つ１つの完全なサブフレームを少なくとも含み、或いは、前記参照信号は基地局がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで周期的に
送信し、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在
するサブフレームで予め定義された回数で送信し始める。
【００５０】
　選択的に、
　前記開始シンボル識別は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開始位置を識
別することに用いられ、前記開始シンボル識別は基地局と受信端と事前に約束した又は基
地局が配置したシーケンスであり、且つ基地局と受信端とは前記シーケンスが残りのリソ
ースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、基地局は開始シンボル識別に対応したシ
ーケンスを配置する際に、基地局はライセンスされたキャリアには、RRCメッセージ又はD
CIシグナリングによって前記開始シンボル識別の配置情報を受信端に送信する。
【００５１】
　選択的に、
　開始シンボル識別はLTE PSS/SSSである際に、基地局が開始シンボル識別を送信するの
は、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるキャリア周波数ドメイ
ン位置で送信し、或いは開始シンボル識別のPSS/SSSの間に3GPP TS 36.211 V10.2.0に規
定しているLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シンボル識別のP
SS/SSSの時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSS時間順序と異な
る。
【００５２】
　選択的に、
　送信した参照信号を受信端と事前に約束し又は配置し、且つ参照信号の配置情報をライ
センスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって受信端に送信し、前
記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号又はインターセプトしたRSを含むように設定
される配置モジュールを更に備える。
【００５３】
　選択的に、
　前記配置モジュールは更に、参照信号がCSI-RSを含む際に、ライセンスされていないキ
ャリア使用権をプリエンプションしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとするこ
とを受信端と約束し又は配置するように設定される。
【００５４】
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　選択的に、
　前記送信モジュールは、ライセンスされていないキャリアの使用権を取得した後に、直
ちに参照信号を送信し、参照信号はCSI-RSを含み、
　前記CSI-RSは事前に受信端と約束したCSI-RS配置に従って送信され、或いは事前にライ
センスされたキャリアによって受信端に通知したCSI-RS配置に従って送信され、
　或いはCSI-RSはライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブ
フレームにおけるLTE OFDMシンボルにおいて送信され、或いは、前記CSI-RSはライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレーム
で送信されるように設定される。
【００５５】
　ライセンスされていないキャリアを使用して信号を受信する装置であって、受信端に応
用され、該装置は、
　ライセンスされていないキャリアにおける残りのリソース及び/又は残りのリソースの
後のサブフレームから信号を受信し、前記信号は、開始シンボル識別情報、同期信号、参
照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含むように設定される受信モジュールを備
え、
　残りのリソースは、送信端の競争バックオフウィンドウ内にあって且つライセンスされ
ていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OF
DMシンボル、或いは送信端がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取っ
た時刻点から該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを含
む。
【００５６】
　選択的に、
　前記受信モジュールは、前記信号がサービスデータ信号を含む際に、ライセンスされた
キャリア又はライセンスされていないキャリアには前記サービスデータに対応した制御情
報を受信し、前記制御情報のタイムドメイン位置は送信端がライセンスされていないキャ
リアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにあるように設
定される。
【００５７】
　選択的に、
　送信端と同期信号を受信するタイムドメイン位置を事前に約束し、前記同期信号を送信
端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の2つのOFDMシンボ
ルのみで受信し、或いは、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
際に所在するサブフレームの次のサブフレームから受信し始め、或いは、送信端がライセ
ンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレ
ームから、且つ周期的に送信し又は予め定義された回数で受信するように設定される配置
ユニットを更に備える。
【００５８】
　選択的に、
　前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状態情報参照
信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、前記受信ユニットは、送信
端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後の1番目のOFDMシンボルのみ
で前記参照信号を受信し始め、且つ少なくとも1つの完全なサブフレームで前記参照信号
を受信し、或いは、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所
在するサブフレームで周期的に前記参照信号を受信し始め、或いは、送信端がライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで予め定義された回
数で前記参照信号を受信し始めるように設定される。
【００５９】
　選択的に、
　前記受信モジュールは更に、ライセンスされていないキャリアに送信した同期信号及び
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/又は参照信号を受信することによって、所属する送信端がライセンスされていないキャ
リアを占用する時間長さ情報を知るように設定される。
【００６０】
　選択的に、
　前記開始シンボル識別は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開始位置を識
別することに用いられ、前記開始シンボル識別は受信端と送信端と事前に約束した又は送
信端が配置したシーケンスであり、且つ受信端と送信端とは前記シーケンスが残りのリソ
ースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、送信端は開始シンボル識別に対応したシ
ーケンスを配置する際に、ライセンスされたキャリアには、RRCメッセージ又はDCIシグナ
リングによって前記開始シンボル識別の配置情報を受信する。
【００６１】
　選択的に、
　前記受信モジュールは、開始シンボル識別がLTE PSS/SSSである際に、3GPP TS 36.211 
V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるキャリア周波数ドメイン位置で前記LTE PSS/
SSSを受信し、或いは開始シンボル識別のPSS/SSSを受信する際に、3GPP TS 36.211 V10.2
.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シンボル
識別を受信するPSS/SSSの時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSS
時間順序と異なるように設定される。
【００６２】
　選択的に、
　送信端と事前に参照信号を約束し又は送信端が配置して送信した参照信号を受信し、ラ
イセンスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって前記参照信号の配
置情報を受信し、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号又はインターセプトしたR
Sを含むように設定される配置モジュールを更に備える。
【００６３】
　選択的に、
　参照信号がCSI-RSを含む際に、ライセンスされていないキャリア使用権をプリエンプシ
ョンしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとすることを送信端と約束し又は送信
端が配置するように設定される配置モジュールを更に備える。
【００６４】
　選択的に、
　参照信号はCSI-RSを含む際に、
　前記受信モジュールは、
　事前に送信端と約束したCSI-RS配置情報に従ってCSI-RSを受信し、或いは事前にライセ
ンスされたキャリアによって受信したCSI-RS配置に従ってCSI-RSを受信し、
　或いは送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブ
フレームにおけるLTE OFDMシンボルにおいてCSI-RSを受信し、或いは送信端はライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレーム
でCSI-RSを受信し始めるように設定される。
【００６５】
　本発明の実施例はコンピュータ可読記憶媒体を更に提供し、コンピュータ実行可能な命
令が記憶され、前記コンピュータ実行可能な命令は以上に記載の方法を実行することに用
いられる。
【発明の効果】
【００６６】
　本発明の実施例はLTEシステムがライセンスされていないキャリア使用権の競争過程に
おいて、生じた非ホロノミックサブフレームのリソースを再利用して、リソース浪費を避
ける。
【００６７】
　図面と詳細的な説明を読み且つ理解した後に、その他の方面を分かることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】図１は実施例１のライセンスされていないキャリアリソース利用の模式図である
。
【図２】図２は実施例２のライセンスされていないキャリアリソース利用の模式図である
。
【図３】図３は実施例３のライセンスされていないキャリアリソース利用の模式図である
。
【図４】図４は実施例１０の基地局構造の模式図である。
【図５】図５は実施例１０の受信端構造の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００６９】
　以下、図面及び実施例を参照して本発明の技術的解決手段をより詳しく説明する。
【００７０】
　なお、矛盾が無い場合には、本発明の実施例及び実施例における各特徴を互いに任意に
組み合わせることができ、いずれも本発明の保護範囲にある。
【００７１】
　本発明の実施例はライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信する方法を提
供し、基地局は競争バックオフウィンドウ内でライセンスされていないキャリアをプリエ
ンプションした後に、前記ライセンスされていないキャリアを使用し、競争バックオフウ
ィンドウ内での残りのリソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで、開始シ
ンボル識別情報、同期信号、参照信号、サービスデータ信号（即ちLTEのPDSCH、システム
ブロードキャスト情報を含む）の1つ又は複数の信号を送信する。該残りのリソースは、
競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスされていないキャリアの使用権を
競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OFDMシンボル、或いは基地局は
ライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点から該時刻点が所在
するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを含む。ライセンスされていない
キャリアでは、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応
したサブフレームでサービスデータを送信すると、基地局はライセンスされたキャリアに
前記サービスデータに対応した制御情報を送信し、前記制御情報のタイムドメイン位置は
基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレー
ムの次のサブフレームにあり、基地局もライセンスされていないキャリアで前記制御情報
を送信することができ、前記制御情報のタイムドメイン位置は基地局がライセンスされて
いないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにあ
る。
【００７２】
　選択的に、基地局はライセンスされていないキャリアを競争する前に、ライセンスされ
たキャリアによって下位受信端（例えばUE）のために、競争バックオフウィンドウの開始
点、競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点の1つ又は複数のライセンスされてい
ないキャリアに関連する情報を送信することができる。ライセンスされていないキャリア
に関連する情報は、ライセンスされていないキャリア周波数点配置情報を更に含んでもよ
いが、受信端と基地局とがサポートしたライセンスされていないキャリアはいずれも同じ
で、且つ唯一な集合（含まれたライセンスされていないキャリア数が少ない）である際に
、該ライセンスされていないキャリア周波数点配置情報は、受信端と基地局端で常に配置
されるとデフォルトでき、且つ前記唯一な集合におけるライセンスされていないキャリア
の周波数点配置情報である。
【００７３】
　選択的に、基地局が送信した前記ライセンスされていないキャリアに関連する情報には
競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点を含まないと、基地局は前記制御情報に競
争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点を含み、又は競争バックオフウィンドウ内バ
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ックオフ時刻点の機能と同様な等価情報を含む。前記等価情報は、基地局がライセンスさ
れていないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームでデータを送信する
ことを説明するLTE OFDMシンボル位置情報を含み、LTE OFDMシンボル位置情報が前記サブ
フレームの終了時刻から基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時
刻まで配列するLTE OFDMシンボルの番号であることを含み、或いはLTE OFDMシンボル位置
情報が前記サブフレームの開始時刻から終了時刻まで配列するLTE OFDMシンボルの番号で
あることを含む。
【００７４】
　選択的に、基地局はライセンスされていない周波数点情報を送信することは、基地局は
自分が競争しようとするライセンスされていないキャリア周波数点を下位UEに送信し、且
つ該ライセンスされていないキャリアをUEに配置することを指す。同様に、UEは基地局が
送信したライセンスされていないキャリア周波数点は基地局が自分のために配置したライ
センスされていないキャリア周波数点であるとも考えられる。このようなデフォルト配置
を採用して、関連技術のLTEのキャリアアグリゲーションにおけるキャリア配置と活性化
過程を避けることができる。関連技術のキャリア配置と活性化過程の消耗時間が比較的長
く、ライセンスされていないキャリアの配置に適合しない（ライセンスされていないキャ
リアを一回競争し勝ち取った使用時間が短すぎて、関連メカニズムを採用してキャリアの
配置及び活性化を行うことができない）。
【００７５】
　選択的に、競争バックオフウィンドウの開始点は、基地局は一回でライセンスされてい
ないキャリアを競争する競争バックオフウィンドウの開始時間を指す。競争バックオフウ
ィンドウの開始時間は、直接に競争バックオフウィンドウを説明する開始時間、又は既知
の時間長さによって間接に競争バックオフウィンドウを説明する開始時間を含む。例えば
、競争バックオフウィンドウの開始点はフレーム番号、サブフレーム番号の説明方式によ
って、まず競争バックオフウィンドウの開始点が所在するフレームのフレーム番号を説明
し与えて、次に、該フレームにおけるサブフレーム番号を与える。フレーム番号、サブフ
レーム番号の配列はライセンスされていないキャリアに対応したライセンスされたキャリ
アのフレーム番号、サブフレーム番号の配列と一致する。
【００７６】
　選択的に、前記競争バックオフウィンドウの前に固定時間長さ（1つの固定時間長さを
設定し、基地局は該時間長さでインターセプトを実行し、インターセプト結果はライセン
スされていないキャリアがアイドルであることであると、競争バックオフウィンドウに入
り続け、インターセプト結果はライセンスされていないキャリアがアイドルではないこと
であると、後続動作を止める）のインターセプトが存在しないと、競争バックオフウィン
ドウの開始点を説明するフレーム番号、サブフレーム番号の説明は、競争バックオフウィ
ンドウの開始点があるサブフレームの開始点にあり、即ちサブフレームの開始点を競争バ
ックオフウィンドウの開始点とする。フレーム番号、サブフレーム番号が説明したサブフ
レームの開始点は競争バックオフウィンドウの開始点であり、或いは、競争バックオフウ
ィンドウの開始点はあるサブフレームの終了点にあり、即ちサブフレームの終了点を競争
バックオフウィンドウの開始点とする。フレーム番号、サブフレーム番号が説明したサブ
フレームの終了点は競争バックオフウィンドウの開始点である。
【００７７】
　選択的に、前記競争バックオフウィンドウの前にすぐ近く固定時間長さのインターセプ
トが存在すると、競争バックオフウィンドウの開始点は前記固定時間長さの終了点である
。競争バックオフウィンドウの開始点を説明するフレーム番号、サブフレーム番号は、前
記固定時間長さの開始点があるサブフレームの開始点にあり、即ちサブフレームの開始点
を前記固定時間長さの開始点とする。フレーム番号、サブフレーム番号が説明したサブフ
レームの開始点は前記固定時間長さの開始点であり、或いは、前記固定時間長さの開始点
があるサブフレームの終了点にあり、即ちサブフレームの終了点を前記固定時間長さの開
始点とする。フレーム番号、サブフレーム番号が説明したサブフレームの終了点は前記固
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定時間長さの開始点である。前記の説明に対して、競争バックオフウィンドウの開始点の
説明には、更にLTE OFDMシンボルの説明方式を増加することができ、競争バックオフウィ
ンドウの開始点が所在したフレームのフレーム番号を説明し与えて、次に、該フレームに
おけるサブフレーム番号を与え、次に、再びサブフレーム内のLTE OFDMシンボルを与え、
フレーム番号、サブフレーム番号の配列は、いずれもライセンスされていないキャリアに
対応したライセンスされたキャリアのフレーム番号、サブフレーム番号の配列と一致する
。開始点に対応したLTE OFDMシンボルは事前に固定値として予定することができ、それに
よりシグナリングの伝送を省き、シグナリングによって通知することもできる。選択的に
、前記開始点に対応したLTE OFDMシンボルはPDCCHの後の第K個のLTE OFDMシンボルであり
、Kの取る値は1～13の整数であり、1、或いは2であってもよく、2である際に、前記1番目
のOFDMシンボルはインターセプト用に保留される。且つ前記PDCCHがOFDMシンボルを占用
した数は固定であってもよい。
【００７８】
　選択的に、競争バックオフ時刻点とは、基地局がライセンスされていないキャリアの競
争に参加する際に、基地局が生じた競争バックオフウィンドウ内でのバックオフ時刻点で
あり、該時刻点の前に基地局は該ライセンスされていないキャリアに対してインターセプ
トを実行し、該時刻点が到達する際に、基地局がインターセプトを実行する結果はキャリ
アがアイドルであると、基地局は該ライセンスされていないキャリアを取得すると考えら
れ、該時刻が到達する前に、基地局はインターセプトを実行する際に、基地局がインター
セプトを実行する結果はライセンスされていないキャリアが忙しいであると、基地局はイ
ンターセプトを一時に停止し、且つ一時停止時刻に対応した時刻点を記録し、自分の今回
のライセンスされていないキャリアへの競争が失敗すると考えられる。
【００７９】
　選択的に、前記基地局は競争ウィンドウ内でライセンスされていないキャリアをプリエ
ンプションした後に、基地局はライセンスされていないキャリアの使用権を取得する時刻
点から、所在するサブフレームにおける残りの時間に対応したLTE OFDMシンボル位置を確
認し、その後、LTE OFDMシンボルを使用して信号/データを送信する。残りの時間に対応
したLTE OFDMシンボル位置を確定するのは、該サブフレーム終了点から前記基地局がライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った時間点まで、1つの完全なOFDMシンボル
を配置することができないまで、LTE OFDMシンボル時間長さに応じてOFDMシンボルを配置
し、この時、前記時間点の後の完全なOFDMが信号を送信することに用いられる。
【００８０】
　選択的に、前記同期信号を送信するLTE OFDMシンボル位置及び/又はシーケンスは基地
局によりUEと事前に約束する。同期信号が送信したタイムドメイン位置は、基地局がライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った最初の2つのLTE OFDMシンボルのみで送
信し始め、或いは、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所
在するサブフレームの次のサブフレームから送信し始め、或いは、基地局はライセンスさ
れていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレームか
ら送信し始め、且つ周期的に送信し又は予め定義された回数で送信する。
【００８１】
　選択的に、前記同期信号はLTE PSS/SSS信号である際に、基地局は下位受信端と、基地
局が競争し勝ち取ったライセンスされていないキャリアに送信した同期信号のシーケンス
はライセンスされていないキャリアに対応するライセンスされたキャリアのPSS/SSSシー
ケンスと同じであることを約束し、或いは、ライセンスされたキャリアに送信した配置情
報には前記PSS/SSSのシーケンスを指示する。
【００８２】
　選択的に、前記同期信号は、基地局が基地局のライセンスされていないキャリアを競争
し勝ち取って、且つライセンスされていないキャリアでデータを送信するLTE OFDMシンボ
ル位置を識別することに用いられ、例えば、基地局がデータを送信する開始LTE OFDMシン
ボルを識別する。
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【００８３】
　選択的に、前記参照信号はCRS、PRS、CSI-RS、SRSの中の1つ又は複数を含む。参照信号
を送信するタイムドメイン位置は、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝
ち取った後の1番目のLTE OFDMシンボルのみで送信し、少なくとも1つの完全なLTEサブフ
レームで送信し、例えば基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時
刻に対応したサブフレームの次の完全なサブフレームで送信し、或いは、基地局がライセ
ンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで周期的に送信
し始め、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在
するサブフレームで予め定義された回数で送信し始める。
【００８４】
　選択的に、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、ライセ
ンスされていないキャリアに同期信号及び/又は参照信号を送信することによって、基地
局は今回でライセンスされていないキャリアを占用する時間長さ情報をそれとなく含んで
いる。前記同期信号、参照信号は今回の基地局がライセンスされていないキャリアを占用
する時間長さ情報を暗示し、異なる同期信号及び/又は参照信号のシーケンスが異なる占
用時間長さを代表することを約束する。
【００８５】
　選択的に、基地局はライセンスされていないキャリアの使用権を取得した後に、直ちに
参照信号を送信し、参照信号はCSI-RSを含み、この時、基地局が送信したCSI-RSは、事前
にUEと約束したCSI-RS配置に従って送信され、或いは基地局が事前にライセンスされたキ
ャリアによって通知したCSI-RS配置に従って送信される。基地局はCSI-RSを送信するのは
、ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時に所在するサブフレームにおけ
るLTE OFDMシンボルで送信し始め、或いは、基地局はCSI-RSを送信するのは、ライセンス
されていないを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレームで送信し
始める。
【００８６】
　選択的に、基地局はライセンスされていないキャリアを競争する前に、基地局はUEに、
基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、基地局が同期信号の
位置、周期、シーケンスの1つ又は複数を送信すること、基地局がライセンスされていな
いキャリアを競争し勝ち取った後に、基地局が参照信号のタイプ、ポート、周期の中の1
つ又は複数を送信することを通知する。基地局はライセンスされていないキャリアの使用
権を取得する際に所在するサブフレーム内で同期信号を送信し、同期信号の周期は同期信
号の今回でライセンスされていないキャリアを占用する時間内で送信する周期であり、同
期信号のシーケンスは、基地局が所定の基地局がライセンスされていないキャリアを占用
する時間長さ情報を説明する同期シーケンス集合から選択される。
【００８７】
　選択的に、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、ライセ
ンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻をサブフレームの開始点として、該開
始点から後へサブフレームを分割し、分割された1番目のサブフレームの1番目のLTE OFDM
シンボルで信号を送信する。
【００８８】
　対応的に、本発明の実施例はライセンスされていないキャリアを使用して信号を送信す
る装置を提供し、基地局であるように設定され、
　基地局がライセンスされていないキャリア使用権をプリエンプションした後に、残りの
リソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームで信号を送信し、前記信号は、開
始シンボル識別情報、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含むよ
うに設定される送信モジュールを備え、
　前記残りのリソースは、競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスされて
いないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OFDM
シンボル、或いは基地局がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った
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時刻点から該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを含む
。
【００８９】
　選択的に、前記送信モジュールは、前記信号がサービスデータ信号を含む際に、ライセ
ンスされたキャリア又はライセンスされていないキャリアで前記サービスデータに対応す
る制御情報を送信し、前記制御情報のタイムドメイン位置は、基地局がライセンスされて
いないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにあ
るように設定される。
【００９０】
　選択的に、前記送信モジュールは、ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取っ
た時刻点をサブフレームの開始点として、該開始点から後へサブフレームを分割し、分割
された１番目のサブフレームの１番目のOFDMシンボルで信号を送信し始めるように設定さ
れる。
【００９１】
　選択的に、前記送信モジュールは、該サブフレーム終了点から前記基地局がライセンス
されていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点まで、OFDMシンボル時間長さに従ってOF
DMシンボルを配置し、1つの完全なOFDMシンボルを配置することができない時から、基地
局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻点の後の完全なOFDMシンボ
ルを使用して信号を送信するように設定される。
【００９２】
　選択的に、該装置は、
　受信端と同期信号を送信するタイムドメイン位置を事前に約束し、前記同期信号をライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の2つのOFDMシンボルのみで
送信する、或いは、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所
在するサブフレームの次のサブフレームから送信し始める、或いは、ライセンスされてい
ないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレームから、且
つ周期的に送信し又は予め定義された回数で送信する、或いは、ライセンスされていない
キャリアを競争し勝ち取った後に、ライセンスされていないキャリアに同期信号及び/又
は参照信号を送信することによって、基地局が今回でライセンスされていないキャリアを
占用する時間長さ情報をそれとなく含んでいるように設定される配置モジュールを更に備
える。
【００９３】
　選択的に、前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状
態情報参照信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、前記参照信号は
基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後の残りのリソースのみで
送信し始め、且つ１つの完全なサブフレームを少なくとも含み、或いは、前記参照信号は
基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレーム
で周期的に送信し、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取っ
た際に所在するサブフレームで予め定義された回数で送信し始める。
【００９４】
　選択的に、前記開始シンボル識別は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開
始位置を識別することに用いられ、前記開始シンボル識別は基地局がUEと事前に約束した
又は基地局が配置したシーケンスであり、且つ基地局がUEと前記シーケンスが残りのリソ
ースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、基地局は開始シンボル識別に対応したシ
ーケンスを配置する際に、基地局はライセンスされたキャリアには、RRCメッセージ又はD
CIシグナリングによって前記開始シンボル識別の配置情報をUEに送信する。
【００９５】
　選択的に、開始シンボル識別はLTE PSS/SSSである際に、基地局が開始シンボル識別を
送信するのは、3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるキャリア周
波数ドメイン位置で送信し、或いは開始シンボル識別のPSS/SSSの間に3GPP TS 36.211 V1
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0.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始シンボ
ル識別のPSS/SSSの時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSS時間順
序と異なる。
【００９６】
　選択的に、該装置は、
　送信した参照信号をUEと事前に約束し又は配置し、且つ参照信号の配置情報をライセン
スされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによってUEに送信し、前記参照信
号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号又はインターセプトしたRSを含むように設定される配
置モジュールを更に備える。
【００９７】
　選択的に、前記配置モジュールは更に、参照信号がCSI-RSを含む際に、ライセンスされ
ていないキャリア使用権をプリエンプションしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベン
トとすることをUEと約束し又は配置するように設定される。
【００９８】
　本発明の実施例はライセンスされていないキャリアにおける信号を受信する方法を提供
する。受信端（例えばUE）はライセンスされていないキャリアにおける残りのリソース及
び/又は残りのリソースの後のサブフレームから信号を受信し、前記信号は開始シンボル
識別情報、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含む。残りのリソ
ースは、送信端の競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスされていないキ
ャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OFDMシンボル
、或いは送信端がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点か
ら該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを含み、
　受信端は前記信号を受信する前に更に送信端（例えば基地局）が送信したライセンスさ
れていないキャリア情報を受信することができ、前記ライセンスされていないキャリア情
報は、競争バックオフウィンドウの開始点、競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻
点の1つ又は複数を含む。前記信号はいずれも対応した配置情報を有することができる。U
Eはライセンスされていないキャリアから前記サービスデータを受信すると、ライセンス
されたキャリアにサービスデータに対応した制御情報を受信し、ライセンスされていない
キャリアを競争し勝ち取った際に対応したサブフレームの次のサブフレームで前記制御情
報を受信し、UEもライセンスされていないキャリアで前記制御情報（基地局もライセンス
されていないキャリアで前記制御情報を送信することができる）を受信することができ、
前記制御情報のタイムドメイン位置は、基地局がライセンスされていないキャリアを競争
し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにある。上記の基本理念は
以上で説明した基地局側の方法と逆過程である。
【００９９】
　更に、UEが受信した前記ライセンスされていないキャリア情報には、競争バックオフウ
ィンドウ内バックオフ時刻点を含まないと、UEは前記制御情報から競争バックオフウィン
ドウ内バックオフ時刻点を取得し、又はUEが前記制御情報から競争バックオフウィンドウ
内バックオフ時刻点と等価する情報を取得する。前記等価情報は、基地局がライセンスさ
れていないキャリアを競争し勝ち取ったサブフレームでデータを送信することを説明する
LTE OFDMシンボル位置情報を含む。LTE OFDMシンボル位置情報は前記サブフレームの終了
時刻から基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻まで配列する
LTE OFDMシンボルの番号であることを含む。或いはLTE OFDMシンボル位置情報は前記サブ
フレームの開始時刻から終了時刻まで配列するLTE OFDMシンボルの番号であることを含む
。
【０１００】
　選択的に、UEは所属する基地局が送信した自分の競争しようとするライセンスされてい
ないキャリア周波数点を受信し、UEは該ライセンスされていないキャリアが自分のために
配置されることを考える。
【０１０１】
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　選択的に、競争バックオフウィンドウの開始点は、基地局が一回でライセンスされてい
ないキャリアを競争する競争バックオフウィンドウの開始時間を指す。競争バックオフウ
ィンドウの開始時間は、直接に競争バックオフウィンドウを説明する開始時間、又は既知
の時間長さによって間接に競争バックオフウィンドウを説明する開始時間を含む。
【０１０２】
　選択的に、競争バックオフウィンドウの開始点はフレーム番号、サブフレーム番号の説
明方式によって、まず競争バックオフウィンドウの開始点が所在するフレームのフレーム
番号を説明し与えて、次に、該フレームにおけるサブフレーム番号を与える。フレーム番
号、サブフレーム番号の配列は、ライセンスされていないキャリアに対応したライセンス
されたキャリアのフレーム番号、サブフレーム番号の配列と一致する。
【０１０３】
　選択的に、前記競争バックオフウィンドウの前に固定時間長さのインターセプトが存在
しないと、競争バックオフウィンドウの開始点を説明するフレーム番号、サブフレーム番
号は、競争バックオフウィンドウの開始点があるサブフレームの開始点にあり、即ちサブ
フレームの開始点を競争バックオフウィンドウの開始点とする。フレーム番号、サブフレ
ーム番号が説明したサブフレームの開始点は競争バックオフウィンドウの開始点であり、
或いは、競争バックオフウィンドウの開始点はあるサブフレームの終了点にあり、即ちサ
ブフレームの終了点を競争バックオフウィンドウの開始点とする。フレーム番号、サブフ
レーム番号が説明したサブフレームの終了点は競争バックオフウィンドウの開始点である
。
【０１０４】
　選択的に、前記競争バックオフウィンドウの前にすぐ近く固定時間長さのインターセプ
トが存在すると、競争バックオフウィンドウの開始点は前記固定時間長さの終了点である
。競争バックオフウィンドウの開始点を説明するフレーム番号、サブフレーム番号の説明
は、前記固定時間長さの開始点があるサブフレームの開始点にあり、即ちサブフレームの
開始点を前記固定時間長さの開始点とする。フレーム番号、サブフレーム番号が説明した
サブフレームの開始点は前記固定時間長さの開始点であり、或いは、前記固定時間長さの
開始点があるサブフレームの終了点にあり、即ちサブフレームの終了点を前記固定時間長
さの開始点とする。フレーム番号、サブフレーム番号が説明したサブフレームの終了点は
前記固定時間長さの開始点である。
【０１０５】
　選択的に、競争バックオフウィンドウの開始点には、更にLTE OFDMシンボルの説明方式
を増加することができ、競争バックオフウィンドウの開始点が所在したフレームのフレー
ム番号を説明し与えて、次に、該フレームにおけるサブフレーム番号を与え、次に、再び
サブフレーム内のLTE OFDMシンボルを与え、次にサブフレーム内のLTE OFDMシンボルを与
え、フレーム番号、サブフレーム番号はいずれもライセンスされていないキャリアに対応
するライセンスされたキャリアのフレーム番号、サブフレーム番号に従って配列する。開
始点に対応したLTE OFDMシンボルは事前に固定値に予定することができ、それによりシグ
ナリングの伝送を省く。或いは前記開始点に対応したLTE OFDMシンボルはPDCCHの後の第K
個のLTE OFDMシンボルであり、Kの取る値は1～13の整数であり、1、或いは2であってもよ
く、1である際に、前記第1のOFDMシンボルはインターセプトするように設定される固定時
間長さを含み、その後、競争バックオフウィンドウの開始点であり、或いは第１のOFDMシ
ンボルはインターセプトするように設定される固定時間長さを含まなく、第１のOFDMシン
ボルの開始点は競争バックオフウィンドウの開始点である。且つ前記のPDCCHがOFDMシン
ボルを占用した数は固定であってもよい。該PDCCHでは基地局がUEのためにPHICH情報を送
信することができる。
【０１０６】
　選択的に、競争バックオフ時刻点とは、基地局がライセンスされていないキャリアの競
争に参加する際に、基地局が生じた競争バックオフウィンドウ内でのバックオフ時刻点で
あり、該時刻点の前に基地局は該ライセンスされていないキャリアに対してインターセプ
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トを実行し、該時刻点が到達する際に、基地局がインターセプトを実行する結果はキャリ
アがアイドルであると、基地局は該ライセンスされていないキャリアを取得すると考えら
れ、該時刻が到達する前に、基地局はインターセプトを実行する際に、基地局がインター
セプトを実行する結果はライセンスされていないキャリアが忙しいであると、基地局はイ
ンターセプトを一時に停止し、且つ一時停止時刻に対応した時刻点を記録し、自分の今回
のライセンスされていないキャリアへの競争が失敗すると考えられる。
【０１０７】
　選択的に、前記UEは所属する基地局がライセンスされていないキャリアの使用権を取得
するか否かを判断することは、UEは所属する基地局が関連信号/データを送信するか否か
に基づき判断し、所属する信号/データの送信位置は、UEが所属する基地局が競争ウィン
ドウ内でライセンスされていないキャリアをプリエンプションした後に、基地局はライセ
ンスされていないキャリアの使用権を取得した時刻点から、所在するサブフレームにおけ
る残りの時間に対応したLTE OFDMシンボル位置を確認し、その後、LTE OFDMシンボルを使
用して信号/データを送信する。前記残りの時間に対応したLTE OFDMシンボル位置を確定
するのは、該サブフレーム終了点から前記基地局がライセンスされていないキャリアを競
争し勝ち取った時間点まで、1つの完全なOFDMシンボルを配置することができないまで、L
TE OFDMシンボル時間長さに従ってOFDMシンボルを配置し、この時、前記時間点の後の完
全なOFDMが信号を送信することを含む。
【０１０８】
　選択的に、UEは基地局と同期信号のLTE OFDMシンボル位置及び/又はシーケンスを受信
することを事前に約束する。基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取っ
た後に、最初の２つのLTE OFDMシンボルのみで同期信号を受信し、或いは、基地局がライ
センスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフ
レームで同期信号を受信し始め、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競
争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレームから、且つ周期的に同期信
号を受信し、又は基地局がライセンスされていないキャリアを占用した時間内で予め定義
された回数で同期信号を受信する。
【０１０９】
　選択的に、前記同期信号はPSS/SSS信号である際に、UEは所属する基地局と、UEは基地
局が競争し勝ち取ったライセンスされていないキャリアから受信した同期信号のシーケン
スはライセンスされていないキャリアに対応したライセンスされたキャリアのPSS/SSSシ
ーケンスと同様であることを約束し、或いは、UEはライセンスされたキャリアにおける配
置情報から前記PSS/SSSのシーケンスを取得する。
【０１１０】
　選択的に、UEは同期信号によって所属する基地局がライセンスされていないキャリアを
競争し勝ち取って、且つライセンスされていないキャリアでデータを送信するLTE OFDMシ
ンボル位置を知り、好ましくは、UEは所属する基地局が占用したライセンスされていない
キャリアにおける開始LTE OFDMシンボルで同期信号を送信すると考えられる。
【０１１１】
　選択的に、前記参照信号はCRS、PRS、CSI-RS、SRSにおける1つ又は複数を含む。参照信
号を受信するタイムドメイン位置は、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し
勝ち取った後の１番目のLTE OFDMシンボルのみで受信し始め、少なくとも1つの完全なLTE
サブフレームで受信し、或いは、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち
取った際に所在するサブフレームで周期的に受信し、或いは、基地局がライセンスされて
いないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで予め定義された回数で受
信し始める。
【０１１２】
　選択的に、UEはライセンスされていないキャリアに送信した同期信号及び/又は参照信
号を受信することによって、所属する基地局がライセンスされていないキャリアを占用す
る時間長さ情報を知る。前記UEはライセンスされていないキャリアに送信した同期信号及
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び/又は参照信号を受信することによって、所属する基地局がライセンスされていないキ
ャリアを占用する時間長さ情報を知るのは、UEは約束した異なる同期信号及び/又は参照
信号のシーケンスが異なる占用時間長さを代表することによって、所属する基地局がライ
センスされていないキャリアを占用する占用時間長さを知る。
【０１１３】
　選択的に、UEは仮に基地局がライセンスされていないキャリアの使用権を取得した後に
、直ちに参照信号を送信し、参照信号はCSI-RSを含み、この時、基地局が送信したCSI-RS
は事前にUEと約束したCSI-RS配置に従って送信され、或いは基地局は事前にライセンスさ
れたキャリアによってUEに関連するCSI-RS配置を通知する。前記CSI-RSは、UEは仮に基地
局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームにお
けるLTE OFDMシンボルでCSI-RSを送信し、或いは、UEは仮に基地局がライセンスされてい
ないを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレームでCSI-RSを送信し
始めることを含む。
【０１１４】
　選択的に、基地局はライセンスされていないキャリアを競争する前に、基地局はUEに、
基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、基地局は同期信号の
位置、周期、シーケンスの1つ又は複数を送信すること、基地局はライセンスされていな
いキャリアを競争し勝ち取った後に、基地局は参照信号のタイプ、ポート、周期の中の1
つ又は複数を送信することを通知する。基地局はライセンスされていないキャリアの使用
権を取得する際に所在するサブフレーム内で同期信号を送信し、同期信号の周期は同期信
号の今回でライセンスされていないキャリアを占用する時間内で送信する周期であり、同
期信号のシーケンスは基地局が所定の基地局がライセンスされていないキャリアを占用す
る時間長さ情報を説明する同期シーケンス集合から選択される。
【０１１５】
　選択的に、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻をサブフ
レームの開始点として、該開始点から後へサブフレームを分割し、分割された1番目のサ
ブフレームの１番目のLTE OFDMシンボルで信号を送信する。
【０１１６】
　対応的に、本発明の実施例はライセンスされていないキャリアを使用して信号を受信す
る装置を更に提供し、受信端であるように設定され、
　ライセンスされていないキャリアにおける残りのリソース及び/又は残りのリソースの
後のサブフレームから信号を受信し、前記信号は、開始シンボル識別情報、同期信号、参
照信号、サービスデータ信号の1つ又は複数を含むように設定される受信モジュールを備
える。
【０１１７】
　残りのリソースは、送信端の競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスさ
れていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重
OFDMシンボル、或いは送信端がライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取
った時刻点から該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを
含む。
【０１１８】
　選択的に、前記受信モジュールは、前記信号がサービスデータ信号を含む際に、ライセ
ンスされたキャリア又はライセンスされていないキャリアには前記サービスデータに対応
した制御情報を受信し、前記制御情報のタイムドメイン位置は送信端がライセンスされて
いないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの次のサブフレームにあ
るように設定される。
【０１１９】
　選択的に、該装置は、
　送信端と同期信号を受信するタイムドメイン位置を事前に約束し、前記同期信号を送信
端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、最初の2つのOFDMシンボ
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ルのみで受信し、或いは、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った
際に所在するサブフレームの次のサブフレームから受信し始め、或いは、送信端がライセ
ンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームの次のサブフレ
ームから、且つ周期的に送信し又は予め定義された回数で受信するように設定される配置
ユニットを更に備える。
【０１２０】
　選択的に、前記参照信号は、セル専用参照信号CRS、位置決め参照信号PRS、チャネル状
態情報参照信号CSI-RS、及び検出参照信号SRSの中の1つ又は複数を含み、前記受信ユニッ
ト、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後の1番目のOFDMシン
ボルのみで前記参照信号を受信し始め、且つ少なくとも1つの完全なサブフレームで前記
参照信号を受信し、或いは、送信端がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取っ
た際に所在するサブフレームで周期的に前記参照信号を受信し始め、或いは、送信端がラ
イセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った際に所在するサブフレームで予め定義
された回数で前記参照信号を受信し始めるように設定される。
【０１２１】
　選択的に、前記受信モジュールは更に、ライセンスされていないキャリアに送信した同
期信号及び/又は参照信号を受信することによって、所属する送信端がライセンスされて
いないキャリアを占用する時間長さ情報を知るように設定される。
【０１２２】
　選択的に、前記開始シンボル識別は、残りのリソースにおける完全なOFDMシンボルの開
始位置を識別することに用いられ、前記開始シンボル識別は受信端と送信端と事前に約束
した又は送信端が配置したシーケンスであり、且つUEが送信端と前記シーケンスが残りの
リソースにおけるOFDM位置を送信することを約束し、送信端は開始シンボル識別に対応し
たシーケンスを配置する際、ライセンスされたキャリアには、RRCメッセージ又はDCIシグ
ナリングによって前記開始シンボル識別の配置情報を受信する。
【０１２３】
　選択的に、前記受信モジュール、開始シンボル識別がLTE PSS/SSSである際に、3GPP TS
 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるキャリア周波数ドメイン位置で前記
LTE PSS/SSSを受信し、或いは開始シンボル識別のPSS/SSSを受信する際に、3GPP TS 36.2
11 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なるOFDMシンボル間隔を保持し、或いは開始
シンボル識別を受信するPSS/SSSの時間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE
 PSS/SSS時間順序と異なるように設定される。
【０１２４】
　選択的に、送信した参照信号を送信端と事前に約束し又は送信端が配置し、ライセンス
されたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって前記参照信号の配置情報を
受信し、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号又はインターセプトしたRSを含む
。
【０１２５】
　選択的に、該装置は、
　参照信号がCSI-RSを含む際に、ライセンスされていないキャリア使用権をプリエンプシ
ョンしたことをCSI-RS送信をトリガーするイベントとすることを送信端と約束し又は送信
端が配置するように設定される配置モジュールを更に備える。
　実施例1
【０１２６】
　ステップ1、基地局は測定又はキャリア選択メカニズムによって、相対的にアイドルで
あるライセンスされていないキャリアを候補のプリエンプションし使用するライセンスさ
れていないキャリアとして選択する。
【０１２７】
　基地局はプリエンプションしたライセンスされていないキャリアを選択したと、基地局
はライセンスされたキャリアによって、該ライセンスされていないキャリアの周波数点、
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帯域幅等の情報をUEに通知できる（帯域幅が固定であると、通知する必要がない）。ライ
センスされていないバンドであるため、アクセスできるライセンスされていないキャリア
は多く、前記ライセンスされていないキャリアの周波数点情報を下位UEに通知し、UEは複
数の候補のライセンスされていないキャリアにデータを同時に受信又は盲検することを避
ける。該情報はRRC接続を確立する際にUEに伝送されることができる。基地局とUEとは基
地局がUEのライセンスされていないキャリア周波数点を通過することと考えられ、UEは自
分の配置キャリアとして、基地局はライセンスされていないキャリアをプリエンプション
した後に、従来のキャリアアグリゲーション時のキャリア配置過程を実行しない。UEと基
地局とはサポートしたライセンスされていないキャリアはいずれも同様であり、且つ唯一
な集合（含まれたライセンスされていないキャリアの数が少ない）である際に、該情報は
UEと基地局側に常に配置されるとデフォルトでき、且つ前記唯一な集合におけるライセン
スされていないキャリアである。
【０１２８】
　ステップ2、基地局はライセンスされていないキャリア使用権の開始競争時間を取得し
（基地局が固定時間長さをインターセプトする方式によって、或いはライセンスされてい
ないキャリアを占用する基地局が送信した占用時間長さ情報を受信する）、基地局は次回
でライセンスされていないキャリア使用権の競争に参加する前に、競争バックオフウィン
ドウ開始点情報を下位UEに送信する。
【０１２９】
　競争バックオフウィンドウ開始点情報はライセンスされたキャリアのタイミング（例え
ばライセンスされたキャリアのフレーム番号、サブフレーム番号、OFDMシンボル）に応じ
て計算する。例えば、ライセンスされたキャリアとライセンスされていないキャリアとは
キャリアアグリゲーション（CA）を行う際に、ライセンスされていないキャリアとライセ
ンスされたキャリアのサブフレームは揃えているため、基地局はライセンスされたキャリ
アによって、基地局がライセンスされていないキャリアを競争する競争バックオフウィン
ドウ開始点をUEに通知することができる。例えばフレーム番号、サブフレーム番号で説明
したサブフレーム位置の開始位置が基地局が今回でライセンスされていないキャリアを競
争する競争バックオフウィンドウ開始点であることを約束する。
【０１３０】
　競争バックオフウィンドウ開始点を通知するのは、UEが受信可能な基地局のデータを送
信するタイムドメイン範囲を確定することを助け、UEは該時間点の前に受信及び盲検を行
わなくてもよく、それによりUEが節電することを助ける。
【０１３１】
　基地局は次のライセンスされていないキャリアの競争を開始する前に、基地局は次回の
競争時にランダムに競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点情報を生成してライセ
ンスされたキャリアによってUEに通知する。バックオフ時刻点は前回の競争時の残りの時
間である可能性があり、例えば最初の競争ランダムバックオフ時刻点は50であり、結局、
カウンターが30までカウントダウンした際に、該基地局はチャネルが忙しいとインターセ
プトし、それにより本回の競争を停止し、カウンターは同時に一時停止すると、基地局は
次回で競争する際に、該基地局のバックオフ時刻点が30であり、改めて生成する必要がな
い。該バックオフ時刻点が0までカウントダウンする際に、次回でやっとランダムに新し
い時刻点値を生成する必要がある。
【０１３２】
　ステップ3、基地局はバックオフ時刻点が到達する際に（バックオフ時刻点対応数値、
カウントダウン数が0である際に）ずっとライセンスされていないキャリアがアイドルで
あるとインターセプトすると、基地局はライセンスされていないキャリアをプリエンプシ
ョンしたことと考えられる。基地局はその後の1番目のOFDMシンボルに信号を送信し、信
号は同期信号、様々な参照信号を含む。基地局はバックオフ時刻点が到達する前に、ライ
センスされていないキャリアが忙しいとインターセプトすると、基地局はライセンスされ
ていないキャリアをプリエンプションしていないと考えられ、次回で改めてプリエンプシ
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ョンするまで基地局は信号を送信しない。
【０１３３】
　前記1番目のOFDMシンボルは、図１に示すように、基地局は競争バックオフウィンドウ
内バックオフ時刻点から次のサブフレーム開始時刻の間に、次のサブフレーム開始時刻か
らOFDMシンボル時間長さに従って、１つの完全なOFDMシンボルを配置することができない
まで、競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻へOFDMシンボルを配置し、この時、１
番目のLTEのOFDMシンボルは、バックオフ時刻点に最も近いOFDMシンボルであるように確
定される。なお、1つの完全なLTE OFDMシンボルが存在しない可能性があり、この時、基
地局は前記信号を送信しない。
【０１３４】
　ステップ4、UEは上記情報を受信した後に、それぞれ解析し、且つライセンスされたキ
ャリアのタイミングに基づき、所属する基地局がライセンスされていないキャリアの競争
に参加する開始時刻とデータを送信する可能性がある時刻（競争バックオフウィンドウ内
バックオフ時刻の後、1つのLTE OFDMシンボル時間長さ内）を確定する。本実施例におい
て、ライセンスされたキャリアとライセンスされていないキャリアとのタイミングが同様
であり、フレーム番号、サブフレーム番号が揃えるため、UEはライセンスされたキャリア
のフレーム番号、サブフレーム番号を分かると、ライセンスされていないキャリアのフレ
ーム番号、サブフレーム番号を分かる。
【０１３５】
　UEは競争ウィンドウ内のバックオフ時刻点と次のサブフレームの開始時刻に基づき、前
記1番目のLTEのOFDMシンボルを確定する方式に従って、盲検する必要がある1番目のLTEの
OFDMの開始位置（開始位置は1つの小さい範囲であってもよく、タイミングの誤差を防止
する）を確定し、次に、所属する基地局が送信する可能性がある信号を盲検し（例えば基
地局が送信した同期信号を盲検し、例えば基地局とUEとは競争する前に基地局がライセン
スされていないキャリアを競争し勝ち取った後に、前記1番目のLTE OFDMシンボルでLTE P
SS/SSSを送信することを約束する）、盲検が成功すると、所属する基地局はライセンスさ
れていないキャリアをプリエンプションし、且つこれらの信号を利用して必要な同期、測
定等の処理を行うことができると考えられる。盲検が失敗すると、UEは所属する基地局が
ライセンスされていないキャリアへのプリエンプションが失敗すると考えられる。この時
、UEの盲検に一定のエラー確率が存在するため、好ましく、UEは依然として完全に基地局
の失敗を排除することができなく、UEは依然として次のサブフレームで自分のライセンス
されていないキャリアにおける制御情報があるか否かを検出する必要がある。
【０１３６】
　選択的に、UEは基地局が送信した競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点に基づ
き、所属基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った後に送信した信号
を検出するかどうかを確定する。例えば基地局はUEのバックオフ時刻点がある閾値より大
きいことを通知し、例えば該バックオフ時刻点と次のサブフレームとの間に1つの完全なO
FDMシンボルが存在できない際に、UEは所属基地局が送信した信号の盲検を実行しなくて
もよく、それにより省エネーの効果を達成する。
　実施例2
【０１３７】
　実施例2の手段は実施例1と類似であり、ただ実施例2において基地局がUEに送信したラ
イセンスされていないキャリア情報には、競争ウィンドウ内バックオフ時刻点を含まない
。
【０１３８】
　図2を参照して、実施例2において基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝
ち取った後に、UEに送信した信号にはサービスデータ信号、例えばPDSCHを更に含み、そ
の他の送信信号は実施例1と同様である。更に、基地局とUEとは基地局がライセンスされ
ていないキャリアをプリエンプションした後に、1番目のLTE OFDMシンボルでPSSを送信し
て、2番目のLTE OFDMシンボルでSSSを送信することを約束する。或いは互換方式を採用す
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ることもでき、例えば基地局とUEとは基地局がライセンスされていないキャリアをプリエ
ンプションした後に、1番目のLTE OFDMシンボルでSSSを送信し、2番目のLTE OFDMシンボ
ルでPSSを送信することを約束し、このように、ライセンスされていないキャリアにはLTE
 PSS/SSSを送信することをサポートする際に、正常なUEのPSS/SSSへの盲検にもたらした
影響を避ける。基地局は送信したPSS/SSSのシーケンスをUEに通知し、或いは事前にUEとP
SS/SSSのシーケンスを約束し、例えば対応するライセンスされたキャリアのPSS/SSSのシ
ーケンスと同様であることを約束した。
【０１３９】
　本実施例において、基地局は更にライセンスされたキャリアにPDSCHに対応する制御情
報を送信する。選択的に、図２に示すように、基地局はライセンスされていないキャリア
における競争バックオフウィンドウに揃えたライセンスされたキャリアのサブフレームの
次のサブフレームで前記制御情報を送信することができ、例えば（e）PDCCHを使用して前
記制御情報を送信する。
【０１４０】
　基地局は更にライセンスされたキャリアに、基地局がライセンスされていないキャリア
における競争バックオフウィンドウの所在するサブフレームにPDSCHを送信することを説
明する開始OFDMシンボル情報を送信することもできる。該情報は前記制御情報とともに同
一のサブフレームに入れて送信されることができ、前記制御情報に含まれて送信すること
もできる。
【０１４１】
　UE側で、本実施例において、UEは基地局が送信したライセンスされていないキャリア情
報（キャリア周波数点、競争バックオフウィンドウ開始点）に基づき、且つライセンスさ
れたキャリアのサブフレームタイミングを結合して、基地局がライセンスされていないキ
ャリアでライセンスされていないキャリアを競争し始める開始時間を確定する。次に、UE
は該時刻からライセンスされていないキャリアにおけるすべてのデータを受信して、且つ
保存し、次に、UEはライセンスされていないキャリア競争バックオフウィンドウと揃えた
ライセンスされたキャリアのサブフレームの次のサブフレームで、前記制御情報と前記PD
SCH開始OFDMシンボルを説明する情報を受信する。UEは盲検の方式によって、制御情報に
自分の制御情報を含むか否かを確定する。あると、制御情報に基づき受信したデータを切
り取り且つデコーディングする。或いは、UEは競争バックオフウィンドウ開始点から、ラ
イセンスされていないキャリアでLTE OFDMシンボルに応じてPSSとSSS（基地局）を盲検し
始めてもよく、この時、UEは基地局が約束したPSS/SSS又は基地局が通知したPSS/SSSを検
出できると、UEは所属基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取ったこと
を確認し、且つ所属基地局が信号を送信する開始LTE OFDMを確認し、且つ保存したデータ
から基地局が送信した参照信号を確定し、該参照信号は同期、測定等を行うことに用いら
れることができる。
　実施例3
【０１４２】
　実施例1及び2では、ライセンスされていないキャリアとライセンスされたキャリアのサ
ブフレームが揃え、基地局は次のサブフレームの開始時刻からOFDMシンボル時間長さに応
じて、競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻へ信号を送信するためのOFDMシンボル
を配置する。実施例3では、基地局はライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取っ
た後に、即ち基地局は自分の競争ウィンドウ内バックオフ時刻点が到達する際に、インタ
ーセプトキャリアは常にアイドルであり、該基地局は直接に該時刻点をサブフレームの開
始時刻として、LTEのサブフレーム時間長さに応じて後へサブフレームを分割して（図３
に示す）、且つ分割したサブフレームで信号を送信する。
【０１４３】
　UE側で、依然として所属基地局が送信した信号を盲検することによって、所属基地局が
ライセンスされていないキャリアの使用権を取得したか否かを判断する必要がある。或い
はUEはライセンスされたキャリアにおける制御情報によって判断してもよく、制御情報の
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送信方式は実施例2と同様であり、検出方式も同様である。
【０１４４】
　本実施例において、ライセンスされていないキャリアと対応したライセンスされたキャ
リアの間にサブフレームが揃えていなく、基地局とUEとはライセンスされていないキャリ
アのサブフレームと対応したライセンスされたキャリアサブフレームとの間に一々対応関
係を確立することを事前に約束する必要があり、次に基地局はキャリアを跨いてスケジュ
ーリングし、又はUEがキャリアを跨いてフィードバックする際に、基地局とUEとはいずれ
も前記一々対応関係に基づき、ライセンスされたキャリアに送信及び受信を行う。
　実施例4
【０１４５】
　本実施例は実施例1、2、3と同様な方式を使用して、ライセンスされていないキャリア
を利用して信号を送信及び受信する。本実施例において、基地局はライセンスされていな
いキャリアを競争し勝ち取った後に、競争バックオフウィンドウ内の残りのリソースを利
用して参照信号を送信する。参照信号の周期、ポート及びタイプに対して、基地局はUEに
事前通知し又は事前にUEと約束し、且つ固化する必要がある。例えば参照信号がCSI-RSで
ある際に、基地局は事前にCSI-RSの周期とポートをUEと約束することができ、それにより
従来のRRCメッセージによってCSI-RSの周期とポート等に関する配置情報をUEに通知する
必要がなく、時間を節約する。
【０１４６】
　UE側は所属基地局がライセンスされていないキャリアをプリエンプションしたことを検
出した後に、受信したデータから対応した参照信号を解析し、それによりチャンネル測定
を行うように設定される。このような方式を採用して従来の参照信号の配置の時間遅延問
題を避け、それにより基地局がライセンスされていないキャリアをプリエンプションした
時間内の使用効率を向上させる。
　実施例5
【０１４７】
　基地局はライセンスされたキャリアによって、ライセンスされていないキャリア配置情
報、競争バックオフウィンドウの開始点、競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点
をUEに送信する。
【０１４８】
　ライセンスされていないキャリア配置情報は、基地局とUEとはいずれも該配置情報にお
いてライセンスされていないキャリアが一旦基地局によって成功にプリエンプションされ
た後に、該キャリアは基地局がUEのために配置したものであって且つ活性化状態にあるセ
カンダリコンポーネントキャリアであるように定義される。UEが所属基地局は該ライセン
スされていないキャリアを占用しないと、該配置は無効である。該配置情報は、周波数点
、帯域幅或いはライセンスされていないキャリアの番号（番号は国家管制がライセンスさ
れていないキャリアを分割する際の統一な番号であり、該番号は周波数点、帯域幅を表す
ことができる）というパラメータを含むことができる。ライセンスされていないキャリア
配置情報の送信は、ライセンスされたキャリアに、RRCメッセージによって送信され、或
いはDCIシグナリングによって送信される。
【０１４９】
　競争バックオフウィンドウの開始点は、開始点がサブフレームの開始位置又はサブフレ
ーム終了位置である種類、サブフレームのあるLTE OFDMから、好ましくはPDCCHの後の1番
目のOFDMシンボルから始め、PDCCHシンボル数は固定又は変化することができる種類があ
る。該開始点は以下の方式によって説明することができ、それぞれ無線フレーム、サブフ
レーム及びLTE OFDMシンボル位置である3つのパラメータを引き入れ、開始点の位置を説
明し、フレーム番号、サブフレーム番号、LTE OFDMシンボル位置はいずれも対応したライ
センスされたキャリアを参照する。LTE OFDMシンボルパラメータは選択可能なパラメータ
とする。競争バックオフウィンドウの開始点情報の送信は、ライセンスされたキャリアに
、DCIシグナリングによって送信され、或いはRRCメッセージによって送信される。
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【０１５０】
　競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点は、基地局が競争ウィンドウの時間長さ
範囲内でランダム数値をランダムに生成し、該数値は競争ウィンドウ内のバックオフ時刻
点に対応し、基地局が該数値から逓減カウントし、1回逓減して、時間長さが1つの競争ウ
ィンドウ内のバックオフ単位を経たことを代表するように定義される。或いは、該数値は
前回のランダム数値が0まで逓減しない際に、次回の競争時に、依然として前回の一時停
止する数値を流用してカウントする。該バックオフ時刻点はビットが対応した数値で説明
することができる。競争バックオフウィンドウ内バックオフ時刻点情報の送信は、ライセ
ンスされたキャリアに、RRCメッセージによって送信され、或いはDCIシグナリングによっ
て送信される。
【０１５１】
　基地局は競争バックオフウィンドウ内でライセンスされていないキャリアをプリエンプ
ションした後に、残りの完全なLTE OFDMシンボルを確定し、且つUEとの約束又はライセン
スされていないキャリア配置情報に従って、前記シンボル又は占用した時間長さで、開始
シンボル識別情報、同期信号、参照信号、PDSCH（システムブロードキャストメッセージ
を含む）を送信する。上記信号の配置情報はRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって
、ライセンスされたキャリアに送信することができる。
【０１５２】
　前記開始シンボル識別情報。開始シンボル識別は本質的に１つのシーケンスである。該
シーケンスは基地局がUEと約束した、或いは基地局が配置したシーケンスであってもよく
、且つ基地局がUEと前記シーケンスが残りのリソースにおけるLTE OFDM位置に送信するこ
とを約束する。好ましくは、シーケンスはpreambleコード或いはLTE PSS(/SSS)である。L
TE PSS/SSSを使用する際に、好ましい設計は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTE 
PSS/SSSと異なるキャリアにおける周波数領域位置で送信し、或いはPSS/SSSの間に3GPP T
S 36.211 V10.2.0に規定しているLTE PSS/SSSと異なる間隔を保持し、或いはPSS/SSSの時
間順序は3GPP TS 36.211 V10.2.0に規定しているLTEのPSS/SSSの時間順序と異なる。選択
的に、該識別情報も同期目的であるように設定される。送信時にRRCメッセージ又はDCIシ
グナリングによって、ライセンスされたキャリアに送信する。
【０１５３】
　前記同期信号。基地局がライセンスされていないキャリアを占用した時間長さ内で、同
期信号を送信する周期と開始サブフレーム位置を基地局はUEと約束し又は基地局が配置す
る。同期信号の有又は無を通知することを含む。好ましい同期信号はLTE PSS/SSSである
。開始サブフレーム位置はフレーム、サブフレームの方式によって説明する。例えば基地
局は同期信号を占用した1番目の完全なOFDMシンボルから送信し始めることをUEと約束す
ることができる。同期信号配置情報の送信は、RRCメッセージ又はDCIシグナリングによっ
てライセンスされたキャリアに送信する。
【０１５４】
　前記参照信号。送信した参照信号を基地局はUEと約束し又は基地局は配置し、且つ配置
情報をUEに送信する。参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号、インターセプトするRS
を含む。CSI-RSに対して、基地局がUEと約束し又は基地局が配置し、基地局はライセンス
されていないキャリアをプリエンプションして、基地局がCSI-RSを送信し始め、UEは所属
基地局がライセンスされていないキャリアをプリエンプションしたことを判断し、即ちラ
イセンスされていないキャリアに約束したCSI-RSを送信することがあると考える。即ち基
地局がライセンスされていないキャリアをプリエンプションしたことをCSI-RS送信をトリ
ガーするイベントとして、それによりCSI-RS高位配置シグナリングを省く。参照信号の配
置情報の送信は、RRCメッセージ又はDCIシグナリングによってライセンスされたキャリア
に送信する。
【０１５５】
　前記PDSCHは、UEデータ又はシステムブロードキャストメッセージである。PDSCHが伝送
される時、対応した制御情報がライセンスされたキャリアに伝送され、タイムドメイン位
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置は、競争バックオフウィンドウに対応したサブフレームの次のサブフレームにある。
【０１５６】
　UE側で、UEは上記情報を受信して、情報におけるパラメータに基づき、受信可能な所属
基地局が信号を送信するライセンスされていないキャリア、信号を受信する時刻点（即ち
競争バックオフウィンドウバックオフ時刻点）を確定する。信号の配置情報に基づき、受
信可能な所属基地局が送信した信号を確定する。且つ制御シグナリングに基づき自分のPD
SCHを受信する。
【０１５７】
　UEはライセンスされたキャリアのフレームタイミングに応じて、ライセンスされていな
いキャリアを受信する必要がある時刻点を確定し、且つデータを受信し始め、且つ前記時
刻点の後から、UEは所属する開始シンボル識別情報（シーケンス）を盲検し、それにより
残りのリソースの開始LTE OFDMシンボル位置を確定する。且つ配置情報に基づき基地局が
送信した参照信号を受信して、測定する。UEはライセンスされたキャリアの次のサブフレ
ームから残りのリソースにおける対応した制御情報を受信し、制御情報に基づき自分のデ
ータ又はブロードキャスト情報を解析する。
【０１５８】
　UE側のその他の処理フローは基地局側の処理フローの逆過程であり、ここで詳細的に説
明しない。
　実施例6
【０１５９】
　本実施例は実施例５との異なりは、
　基地局はライセンスされたキャリアによって、ライセンスされていないキャリア配置情
報、競争バックオフウィンドウの開始点をUEに送信する。
【０１６０】
　基地局は競争バックオフウィンドウ内でライセンスされていないキャリアをプリエンプ
ションした後に、残った完全なLTE OFDMシンボルを確定し、且つUEとの約束又は配置情報
に従って前記OFDMシンボル又は占用した時間長さで、同期信号、参照信号、PDSCH（シス
テムブロードキャストメッセージを含む）を送信する。
【０１６１】
　基地局はライセンスされたキャリアにライセンスされていないキャリアの制御情報を送
信し、競争ウィンドウに対応するサブフレームの次のサブフレームに送信する。制御情報
に前記PDSCHのリソース分配情報、残りのリソースにおけるLTE OFDMの開始シンボル位置
を含む。
【０１６２】
　同期信号配置情報、参照信号配置情報、PDSCHに対応した制御情報はDCIによって送信さ
れることができ、又はライセンスされていないキャリアの制御情報と独立して送信する。
【０１６３】
　UE側で、UEは上記情報、信号及びライセンスされていないキャリアの制御情報を受信す
る。シグナリング、制御情報における関連情報に基づき、信号の受信時間点を確定して且
つデータを解析する。同時に信号の配置情報に基づき、基地局の後続占用時間長さで同期
信号、参照信号を受信する。
　実施例7
【０１６４】
　基地局はライセンスされたキャリアによってUEにシグナリング1を送信する。
　基地局は競争バックオフウィンドウ内でライセンスされていないキャリアをプリエンプ
ションした後に、残った完全なLTE OFDMシンボルを確定し、且つUEとの約束又は配置情報
に従って前記シンボル又は占用した時間長さで、同期信号、参照信号、PDSCH（システム
ブロードキャストメッセージを含む）を送信する。
【０１６５】
　シグナリング1はDCIによってライセンスされたキャリアに送信し、シグナリング1は、
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ライセンスされていないキャリア配置情報、残りのリソースにおけるLTE OFDMシンボル位
置、同期信号配置情報、参照信号配置情報、PDSCHに対応する制御情報を含む。
【０１６６】
　ライセンスされていないキャリア配置、残りのリソースにおけるシンボル位置、同期信
号配置、参照信号配置及びトリガーはいずれも実施例5と同様であることができる。
【０１６７】
　UE側で、UEは各ライセンスされていないキャリアにおけるデータを受信して保存し、ラ
イセンスされたキャリアの各サブフレームを傍受して検出し、DCIを検索して上記シグナ
リング1を発見し、且つデコーディングしてDCIにおける関連情報を取得する。
　関連情報に基づき保存したデータを更に解析する。UE側のその他の処理フローは基地局
側の処理フローの逆過程であり、ここで詳細的に説明しない。
　実施例8
【０１６８】
　基地局は競争バックオフ時刻点が最後のLTE OFDM時間帯内にあることを判断する際に、
基地局はDCIシグナリングを送信することによって基地局は残りのリソースに信号を送信
しないことをUEに通知し、UEはそれにより盲検を実行しなく又は受信し保存しなく、
　或いは、基地局は競争バックオフ時刻点をUEに送信し、UEは、バックオフ時刻点が最後
のLTE OFDMシンボル時間帯内にある際に、UEは、基地局が残りのリソースに信号を送信し
なく、UEがそれにより盲検を実行しなく又は受信し保存しないと考えられると判断する。
　実施例9
【０１６９】
　基地局はプリエンプションできるライセンスされていないキャリア数を確定する。ライ
センスされていないキャリア数と周波数点は、一般的にオペレータにより配置する際に基
地局のために確定して配置し、例えばOAM方式で基地局のために配置する。その後、基地
局がプリエンプションできるライセンスされていないキャリアは、配置されたこれらのラ
イセンスされていないキャリアだけである。
【０１７０】
　基地局はライセンスされたキャリアによって、自分が競争する可能性があるライセンス
されていないキャリア配置情報を、RRCメッセージによって下位UEに送信する。なお、こ
の時、基地局の選択可能なライセンスされていないキャリアの数が少ない（例えば1つ又
は2つ、且つ周波数点が近接する）と、基地局は全部を下位UEに配置でき、基地局の選択
可能なライセンスされていない数が多いと、基地局はそれぞれ異なるUEのために異なるラ
イセンスされていないキャリアを配置することができ、このように、主にUEがライセンス
されていないキャリアを傍受又は受信する数を減少するためである。ライセンスされてい
ないキャリア配置情報は半静的更新であり、又は配置した後に更新しない（例えば基地局
は1つのライセンスされていないキャリアのみを有する）。他の方式は、基地局が毎回の
競争の前に競争しようとするライセンスされていないキャリアをUEに通知し、この時、適
時性を確保するために、基地局はDCI情報を採用してライセンスされていないキャリア配
置情報をUEに送信することができる。或いは、基地局はRRCメッセージとDCIを組み合わせ
る方式によって、UEのためにライセンスされていないキャリアを配置し、基地局はまずRR
CメッセージによってライセンスされていないキャリアをUEに配置し、次に基地局は競争
する前にDCIによってUEのためにライセンスされていないキャリアを配置したと、UEは基
地局が本回の競争時に、競争したライセンスされていないキャリアがDCIシグナリングを
基準として、次回の競争の前に、UEは基地局が送信したDCIシグナリングを受信していな
いと、UEは基地局が競争したライセンスされていないキャリアがその前のRRCメッセージ
によって通知したことを基準として、このような方式は基地局の選択可能な競争するライ
センスされていないキャリア数が多い場合に適合し、システム競争の柔軟性とUEがライセ
ンスされていないキャリアでスケジューリングする確率を向上させることができる。
【０１７１】
　DCIシグナリングはライセンスされていないキャリア配置であり、従来のDCI形式におけ
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る約束ビットで説明することができ、その他のビットが保留し、上記シグナリングを伝送
するのに新しいDCI形式を設計できる。
【０１７２】
　基地局はライセンスされたキャリアによって競争バックオフウィンドウ開始時刻情報を
UEに送信し、該競争バックオフウィンドウ開始時刻情報はDCI形式に従って送信する。本
実施例において、基地局は前述ライセンスされていないキャリア配置情報と競争バックオ
フウィンドウ開始時刻情報を同一のDCIによってUEに送信し、シグナリングの伝送回数を
減少するようにする。
【０１７３】
　基地局は確定した競争バックオフウィンドウ開始時刻でライセンスされていないキャリ
アのバックオフ競争を行い、基地局の競争が成功すると、基地局は競争ウィンドウが所在
するサブフレームにおける残りのリソースを確定し、基地局は該サブフレーム終了時刻か
ら開始時刻まで、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時間点ま
で1つの完全なLTE OFDMシンボルを配置することができないまで、LTE OFDMシンボルを配
置し、この時、該サブフレームで完全なLTE OFDMシンボルは残りのリソースであり、基地
局は残りのリソースにUEのPDSCHを送信し、前記PDSCHの制御シグナリングはDCI形式に従
ってライセンスされたキャリアの次のサブフレームのPDCCHに送信し、基地局は残りのリ
ソース及びその後の占用時間長さ内でCSI-RSを送信し、基地局は該CSI-RSの配置情報をDC
I形式でライセンスされたキャリアの次のサブフレームのPDCCHに送信（該CSI-RSがUEのCS
I測定であるように設定される）し、基地局は残りのリソースが約束したLTE OFDMシンボ
ルに開始シンボル識別情報を送信し（この時、同期機能であれば）、例えばLTEのPSS/SSS
を配置し、この時、時間シーケンスがLTEと逆であり、基地局は開始シンボル識別情報の
シーケンスとシンボル位置情報を前述PDCCHにDCI形式で送信し、仮に基地局は本回の占用
時間長さが5msであり、基地局は占用時間長さ内で完全なサブフレームにおいて、1番目の
サブフレームのみでLTEのPSS/SSS（この時、主に本回の占用時間が短い）を送信すること
を配置し、且つライセンスされたキャリアと同じPCI（基地局も臨時に隣接するセルのPCI
に基づき、適切なPCIを選択して配置する）を使用し、同期信号の送信配置情報（送信し
たサブフレーム位置、周期、シーケンスを含む）は前述PDCCHにDCI形式で送信し、基地局
とUEとは事前に約束してもよく、例えば占用時間長さが5以下で、且つ残りのリソースに
開始シンボル識別情報を送信したと、１番目の完全なサブフレームのみでLTE PSS/SSSを
送信する。
【０１７４】
　基地局はライセンスされたキャリアに競争バックオフウィンドウに対応するサブフレー
ムの次のサブフレームのPDCCHに、DCI形式で前述の各種の情報を送信する。
【０１７５】
　UE側で、UEは基地局が送信したライセンスされていないキャリア配置情報及び競争バッ
クオフウィンドウ開始時刻情報を受信し、UEは対応したライセンスされていないキャリア
の競争バックオフウィンドウ開始時刻（本実施例はサブフレームの開始時刻として仮設す
る）でデータを受信し始め、且つ保存する。次に、競争バックオフウィンドウに対応した
サブフレームの次のサブフレームで、且つライセンスされたキャリアに残りのリソース及
び基地局の占用時間長さ内でのその他のパラメータの配置情報を受信する。UEは約束した
DCI形式でPDCCHドメインに盲検し（盲検は既存の技術である）、所要のDCI形式シグナリ
ングを取得する。関連シグナリングを解析し、シグナリングにおけるパラメータに基づき
、それぞれ同期、データ切り取り、参照信号取得等の処理を完成する。UE側のその他の処
理フローは基地局側の処理フローの逆過程であり、ここで詳細的に説明しない。
　実施例10
【０１７６】
　本実施例は基地局及び受信端を提供する。図4に示すように、本実施例の基地局は第1送
信モジュールを備え、
　第1送信モジュールは、基地局は競争バックオフウィンドウ内でライセンスされていな
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いキャリアの使用権を競争し勝ち取った後に、前記競争バックオフウィンドウ内の残りの
リソース及び/又は残りのリソースの後のサブフレームを使用して信号を送信し、前記残
りのリソースは、競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスされていないキ
ャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OFDMシンボル
、或いは基地局はライセンスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点か
ら該時刻点が所在するサブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを含むように設
定される。
【０１７７】
　上記基地局は、ライセンスされたキャリアによってライセンスされていないキャリア情
報を送信するように設定される第2送信モジュールを更に備える。
【０１７８】
　選択的に、前記ライセンスされていないキャリア情報は、ライセンスされていないキャ
リア配置情報、競争バックオフウィンドウの開始点情報、競争バックオフウィンドウ内バ
ックオフ時刻点情報の1つ又は複数を含む。
【０１７９】
　前記信号は、開始シンボル識別、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は
複数を含む。
【０１８０】
　選択的に、前記信号がサービスデータ信号を含む際に、前記第2送信モジュールは更に
、前記ライセンスされたキャリアによって前記サービスデータに対応した制御情報を前記
UEに送信し、又はライセンスされていないキャリアで、残りのリソースが所在するサブフ
レームの次のサブフレームで前記制御情報を前記UEに送信するように設定される。
【０１８１】
　選択的に、前記ライセンスされていないキャリア情報は競争バックオフウィンドウ内バ
ックオフ時刻点を含まない際に、前記制御情報は前記競争バックオフウィンドウ内バック
オフ時刻点、或いは前記基地局が前記ライセンスされていないキャリアのサブフレームで
前記信号を送信することを説明するOFDMシンボルの位置情報を含む。
【０１８２】
　選択的に、前記OFDMシンボル位置情報は前記OFDMシンボルの番号であり、前記番号は前
記ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの終
了時刻から基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻まで配列さ
れる。
【０１８３】
　選択的に、前記OFDMシンボル位置情報は前記OFDMシンボルの番号であり、前記番号は前
記ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの開
始時刻から終了時刻まで配列される。選択的に、前記開始シンボル識別は、残りのリソー
スにおいて完全なLTE OFDMシンボルの開始位置を識別することに用いられ、前記開始シン
ボル識別は基地局と受信端とは事前に約束した又は基地局が配置したシーケンスであり、
　前記基地局は信号、前記シーケンスをUEと事前に約束し又は配置し、受信端は前記シー
ケンスが残りのリソースにおけるLTE OFDM位置を送信することを約束し、基地局は開始シ
ンボル識別に対応したシーケンスを配置する際に、ライセンスされたキャリアにRRCメッ
セージ又はDCIシグナリングによって、前記開始シンボル識別の配置情報を受信端に送信
するように設定される配置モジュールを更に備える。
【０１８４】
　選択的に、前記基地局は、送信した参照信号をUEと事前に約束し又は配置し、且つ参照
信号の配置情報をライセンスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナリングによっ
て受信端に送信し、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMRS、発見信号又はインターセプトし
たRSを含むように設定される信号配置モジュールを更に備える。
【０１８５】
　選択的に、前記基地局は、同期信号を送信する周期と開始サブフレーム位置を送信する
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ことを受信端と事前に約束し又は配置するように設定される信号配置モジュールを更に備
える。
【０１８６】
　図5に示すように、本実施例の受信端は第1受信モジュールを備え、
　第1受信モジュールは、送信端が前記競争バックオフウィンドウ内の残りのリソース及
び/又は残りのリソースの後のサブフレームを使用して送信した信号を受信し、前記残り
のリソースは、競争バックオフウィンドウ内にあって、且つライセンスされていないキャ
リアの使用権時刻点の後の完全な直交周波数分割多重OFDMシンボル、或いは基地局がライ
センスされていないキャリアの使用権を競争し勝ち取った時刻点から該時刻点が所在する
サブフレームの終了時刻までの完全なOFDMシンボルを含むように設定される。
【０１８７】
　該受信端は、
　ライセンスされたキャリアによって、送信端が送信したライセンスされていないキャリ
ア情報を受信するように設定される第2受信モジュール、及び
　前記ライセンスされていないキャリア情報に基づき、前記基地局が前記ライセンスされ
ていないキャリアの使用権を取得するか否かを判断するように設定される判断モジュール
を更に備える。
【０１８８】
　前記第1受信モジュールは、前記判断モジュールは送信端が前記ライセンスされていな
いキャリアの使用権を取得したことを判断すると、前記ライセンスされていないキャリア
情報を利用して、前記送信端が前記競争バックオフウィンドウ内の残りのリソース及び/
又は残りのリソースの後のサブフレームを使用して送信した信号を受信するように設定さ
れる。
【０１８９】
　選択的に、前記ライセンスされていないキャリア情報は、ライセンスされていないキャ
リア配置情報、競争バックオフウィンドウの開始点情報、競争バックオフウィンドウ内バ
ックオフ時刻点情報の１つ又は複数を含み、
　前記信号は、開始シンボル識別、同期信号、参照信号、サービスデータ信号の1つ又は
複数を含む。
【０１９０】
　選択的に、前記信号がサービスデータ信号を含む際に、前記第1受信モジュールは更に
、前記ライセンスされたキャリアから前記サービスデータに対応した制御情報を受信し、
又はライセンスされていないキャリアで、残りのリソースが所在するサブフレームの次の
サブフレームで前記制御情報を受信するように設定される。
【０１９１】
　選択的に、前記ライセンスされていないキャリア情報は競争バックオフウィンドウ内バ
ックオフ時刻点を含まない際に、前記制御情報は前記競争バックオフウィンドウ内バック
オフ時刻点、或いは前記基地局が前記ライセンスされていないキャリアのサブフレームで
前記信号を送信することを説明するOFDMシンボルの位置情報を含む。
【０１９２】
　選択的に、前記OFDMシンボル位置情報は前記OFDMシンボルの番号であり、前記番号は前
記ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの終
了時刻から、基地局がライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻まで配列
される。
【０１９３】
　選択的に、前記OFDMシンボル位置情報は前記OFDMシンボルの番号であり、前記番号は前
記ライセンスされていないキャリアを競争し勝ち取った時刻に対応したサブフレームの開
始時刻から終了時刻まで配列される。選択的に、前記開始シンボル識別は、残りのリソー
スにおける完全なLTE OFDMシンボルの開始位置を識別することに用いられ、前記開始シン
ボル識別は基地局がUEと事前に約束した又は基地局が配置したシーケンスであり、
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　前記ユーザ装置は信号配置モジュールを更に備え、送信端と前記シーケンスを事前に約
束し及び前記シーケンスが残りのリソースにおけるLTE OFDM位置を送信し、或いは基地局
がライセンスされたキャリアにRRCメッセージ又はDCIシグナリングによって送信した前記
開始シンボル識別の配置情報を受信するように設定される。
【０１９４】
　選択的に、前記受信端は信号配置モジュールを更に備え、送信した参照信号を送信端と
事前に約束し、或いは基地局がライセンスされたキャリアのRRCメッセージ又はDCIシグナ
リングによって送信した参照信号の配置情報を受信し、前記参照信号はCSI-RS、CRS、DMR
S、発見信号又はインターセプトしたRSを含むように設定される。
【０１９５】
　選択的に、前記受信端は、同期信号を送信する周期及び開始サブフレーム位置を送信端
と事前に約束し、又は基地局が配置した同期信号を送信する周期及び開始サブフレーム位
置を受信するように設定される信号配置モジュールを更に備える。
【０１９６】
　選択的に、前記第1受信モジュールは、送信端がライセンスされたキャリアにRRCメッセ
ージによって送信したライセンスされていないキャリア情報を受信し、或いは基地局がラ
イセンスされたキャリアのPDCCH又はePDCCHに送信したDCIを受信し、前記DCIにおけるビ
ットは前記ライセンスされていないキャリア情報を説明するように設定される。
【０１９７】
　本発明の実施例における受信端はUEであってもよく、マクロ基地局でのスモールセルの
基地局であってもよく、本実施例における送信端は通常の基地局であってもよく、マクロ
基地局でのスモールセルの基地局であってもよい。
【０１９８】
　本発明の実施例もUEが直接にライセンスされていないキャリアを競争して使用するシー
ン（この時、UEが基地局に等価する）に応用されてもよく、対応な情報又は信号配置情報
はこの時、アップリンク制御情報（UCI）によって基地局又はその他のUEに送信すること
もできる。衝突しない場合に、本発明における複数の実施例を組み合わせて使用すること
ができる。
【０１９９】
　当業者は、上記方法における全部又は一部のステップは、プログラムによって関連する
ハードウェアを指令し完成することができ、前記プログラムはコンピュータ可読記憶媒体
、例えば読み出し専用メモリ、ディスク又はＣＤなどに記憶することができることを理解
することができる。選択的に、上記実施例の全部又は一部のステップは、１つ又は複数の
集積回路を採用して達成することもできる。対応的には、上記実施例における各モジュー
ル／ユニットはハードウェアの形式で達成してもよく、ソフトウェア機能モジュールの形
式で達成してもよい。本発明はいずれの特定形式のハードウェアとソフトウェアの組み合
わせに限定されたものではない。
【産業上の利用可能性】
【０２００】
　本発明の実施例によれば、LTEシス・BR>Eムがライセンスされていないキャリア使用権
の競争過程において、生じた非ホロノミックサブフレームのリソースを再利用して、リソ
ース浪費を避ける。
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