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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局におけるワイヤレス通信のための方法であって、
　前記基地局によって、共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）
を実行する前記基地局の第１の事業者のための機会を識別することと、前記機会が、前記
共有スペクトルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先
度に基づく、
　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記基地局によって、前記共有スペクトルに関する前記Ｃ
ＣＡを実行することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し
て同期され、前記第１の事業者および前記少なくとも１つの他の事業者は、前記共有スペ
クトルに関する同じフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し



(2) JP 6092475 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

て同期され、前記第１の事業者および前記少なくとも１つの他の事業者は、前記共有スペ
クトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
を識別することは、
　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットから前記第１の事業者のためのＣＣ
Ａスロットを識別すること
　を備え、ＣＣＡスロットの前記サブセットが、前記少なくとも１つの他の事業者に対す
る前記第１の事業者の前記優先度に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高い
ときに、前記第１の事業者のための前記ＣＣＡスロットは、前記少なくとも１つの他の事
業者のためのＣＣＡスロットよりも、前記サブフレームにおいて早い、請求項４に記載の
方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度は、前記少な
くとも１つの他の事業者に対する、前記サブフレームの間にＣＣＡを実行することの制限
　を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局によって、および前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業
者の前記優先度に基づいて、前記共有スペクトルの前記送信間隔の間に前記ＣＣＡを実行
する前記第１の事業者のために識別される前記ＣＣＡスロットが、前記第１の事業者によ
って前記ＣＣＡを実行する場合に無効であると決定すること
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
を識別することは、
　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットの中から前記第１の事業者のための
ＣＣＡスロットの数を識別すること
　を備え、ＣＣＡスロットの前記数が、前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第
１の事業者の前記優先度に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高い
場合に、前記サブフレームにおける前記第１の事業者に配分されるＣＣＡスロットの前記
数は、前記サブフレームにおける前記少なくとも１つの他の事業者に配分されるＣＣＡス
ロットの数よりも大きい、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基地局によって、および前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業
者の前記優先度に基づいて、前記第１の事業者が少なくとも１つの送信間隔の間、前記共
有スペクトル上で送信することを制限されると決定すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記基地局によって、前記第１の事業者のフレーム構造が、前記第１の事業者が少なく
とも１つの送信間隔の間、前記共有スペクトル上で送信することを制限すると決定するこ
と
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低い
ときに、前記第１の事業者の前記フレーム構造は、前記少なくとも１つの他の事業者のた
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めの沈黙期間よりも長い沈黙期間を備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
は、２つ以上の時間期間を占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別される、請求
項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
は、２つ以上の周波数トーンを占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度は、キャリア
に割り当てられた特定のスペクトルに固有のものである、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記共有スペクトルは無認可スペクトルを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
は、前記共有スペクトルの第１のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業
者のための機会であり、前記方法は、
　前記基地局によって、前記共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する
前記第１の事業者のための第２の機会を識別することと、前記第２の機会が、前記少なく
とも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づく、
　前記送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルの前記第２のキャリアが利用可能である
かどうかを決定するために、前記識別される第２の機会の間に、前記基地局によって、前
記共有スペクトルの前記第２のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
は、前記共有スペクトルの第１のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業
者のための機会であり、前記共有スペクトルに関連する前記少なくとも１つの他の事業者
に対する前記第１の事業者の前記優先度は、第１の優先度を備え、前記方法は、
　前記基地局によって、前記共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する
前記第１の事業者のための第２の機会を識別することと、前記第２の機会が、前記共有ス
ペクトルに関連する前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の第２の
優先度に基づき、ここにおいて、前記第２の優先度が前記第１の優先度とは異なる、
　前記送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルの前記第２のキャリアが利用可能である
かどうかを決定するために、前記識別される第２の機会の間に、前記基地局によって、前
記共有スペクトルの前記第２のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＣＣＡは、ダウンリンクまたはアップリンクのうちの少なくとも１つで実行される
、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度は、ダウンリ
ンクもしくはアップリンクのうちの１つに固有のものであるか、または前記ダウンリンク
と前記アップリンクの両方に適用する、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する基地局の第
１の事業者のための機会を識別するための手段と、前記機会が、前記共有スペクトルに関
連する少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先度に基づく、
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　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行するための
手段と
　を備える装置。
【請求項２２】
　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
　を備え、前記メモリは、前記プロセッサによって、
　共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する基地局の第
１の事業者のための機会を識別することと、前記機会が、前記共有スペクトルに関連する
少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先度に基づく、
　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行することと
　を行うように実行可能な命令を記憶する、装置。
【請求項２３】
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し
て同期され、前記第１の事業者および前記少なくとも１つの他の事業者は、前記共有スペ
クトルに関する同じフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、請求項２２に記載
の装置。
【請求項２４】
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し
て同期され、前記第１の事業者および前記少なくとも１つの他の事業者は、前記共有スペ
クトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、請求
項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記命令は、前記プロセッサによって、
　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットから前記第１の事業者のためのＣＣ
Ａスロットを識別する
　ようにさらに実行可能であり、ＣＣＡスロットの前記サブセットが、前記少なくとも１
つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づく、請求項２２に記載の装
置。
【請求項２６】
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高い
ときに、前記第１の事業者のための前記ＣＣＡスロットは、前記少なくとも１つの他の事
業者のためのＣＣＡスロットよりも、前記サブフレームにおいて早い、請求項２５に記載
の装置。
【請求項２７】
　前記命令は、前記プロセッサによって、
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づいて、
前記共有スペクトルの前記送信間隔の間に前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のため
に識別される前記ＣＣＡスロットが、前記第１の事業者によって前記ＣＣＡを実行する場
合に無効であると決定する
　ようにさらに実行可能である、請求項２５に記載の装置。
【請求項２８】
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
を識別するように前記プロセッサによって実行可能である前記命令は、前記プロセッサに
よって、
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　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットの中から前記第１の事業者のための
ＣＣＡスロットの数を識別する
　ように実行可能な命令を備え、ＣＣＡスロットの前記数が、前記少なくとも１つの他の
事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づく、請求項２２に記載の装置。
【請求項２９】
　命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記命令は、プロセッサによ
って実行されると、
　共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する基地局の第
１の事業者のための機会を識別することと、前記機会が、前記共有スペクトルに関連する
少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先度に基づく、
　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行することと
　を前記基地局に行わせる、非一時的コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１４年９月１７日に出
願された、「Ｐｒｉｏｒｉｔｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　Ｏｐｅｒａｔ
ｏｒｓ　ｉｎ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」と題する、Ｃｈｅｎらによる米国特許
出願第１４／４８９，２３９号、および２０１３年９月２７日に出願された、「Ｐｒｉｏ
ｒｉｔｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　Ｏｐｅｒａｔｏｒｓ　ｉｎ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」と題する、Ｃｈｅｎらによる米国仮特許出願第６１／８８３
，８５０号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのアクセスポイントを含み得る。セル
ラーネットワークのアクセスポイントは、ノードＢ（ＮＢ）または発展型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）など、いくつかの基地局を含み得る。ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）のアクセスポイントは、ＷｉＦｉ（登録商標）ノードなど、いくつかのＷＬＡＮア
クセスポイントを含み得る。各アクセスポイントは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）のた
めの通信をサポートし得、しばしば、同時に複数のＵＥと通信し得る。同様に、各ＵＥは
、いくつかのアクセスポイントと通信し得、時々、複数のアクセスポイントおよび／また
は異なるアクセス技術を採用するアクセスポイントと通信し得る。アクセスポイントは、
ダウンリンクおよびアップリンクを介してＵＥと通信し得る。ダウンリンク（または順方
向リンク）はアクセスポイントからＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または逆
方向リンク）はＵＥからアクセスポイントへの通信リンクを指す。
【０００４】
　[0004]セルラーネットワークがより混雑するようになるにつれて、事業者（operators
）は容量を増大させるための方法に注目し始めている。１つの手法には、セルラーネット
ワークのトラフィックおよび／またはシグナリングの一部をオフロードするためのＷＬＡ
Ｎスペクトルの使用があり得る。ＷＬＡＮ（またはＷｉＦｉネットワーク）は、認可スペ
クトル（a licensed spectrum）において動作するセルラーネットワークとは異なり、Ｗ
ｉＦｉネットワークが概して無認可スペクトル（an unlicensed spectrum）において動作
するので魅力的である。
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【０００５】
　[0005]異なるプロトコル（たとえば、セルラープロトコルおよびＷＬＡＮプロトコル）
を使用して通信するデバイスがスペクトルを共有するとき、共有スペクトルの異なる送信
間隔においてどのデバイスが送信することが可能であるかを決定するために、競合ベース
プロトコル（a contention-based protocol）が使用され得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]説明する特徴は、一般に、ワイヤレス通信のための１つまたは複数の改善された
方法、システム、装置、および／またはデバイスに関する。より詳細には、説明する特徴
は、異なる事業者（たとえば、異なるモバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ：mobile net
work operators））が共有スペクトルに対して有するアクセスに優先度を付けることに関
する。優先度付けの必要性は、様々な理由により生じ得る。たとえば、異なる事業者は、
各事業者が希望するサービス品質に応じて、共有スペクトルにアクセスするための異なる
料金を支払い得る。または、たとえば、一事業者は、それらの共有スペクトルのアクセス
権の一定割合を別の事業者に賃貸することがあり、使用割合を守らせる機構を希望するこ
とがある。
【０００７】
　[0007]例示的な実施形態の少なくとも第１のセットに従って、ワイヤレス通信のための
方法について説明する。一構成では、共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメン
ト（ＣＣＡ：a clear channel assessment）を実行する第１の事業者のための機会が識別
され得る。機会は、共有スペクトルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１
の事業者の優先度に基づき得る。送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能である
かどうかを決定するために、ＣＣＡは、識別される機会の間に、共有スペクトルに関して
実行され得る。
【０００８】
　[0008]いくつかの例では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むことができ
、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフ
レームタイミングに対して同期され、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は
、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する。
【０００９】
　[0009]いくつかの例では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、第１の事
業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイ
ミングに対して同期され、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、共有スペ
クトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する。
【００１０】
　[0010]いくつかの例では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のた
めの機会を識別することは、サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットから第１
の事業者のためのＣＣＡ機会を識別することを含むことができ、ＣＣＡスロットのサブセ
ットが、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づく。第１の事
業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高いときに、第１の事業者の
ためのＣＣＡ機会は、少なくとも１つの他の事業者のためのＣＣＡ機会よりも、サブフレ
ームにおいて早くなり得る（may be earlier in the subframe）。
【００１１】
　[0011]いくつかの例では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度
は、少なくとも１つの他の事業者に対する、サブフレームの間にＣＣＡを実行することの
制限を含み得る。
【００１２】
　[0012]いくつかの例では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度
に基づいて、共有スペクトルの送信間隔の間ＣＣＡを実行する（perform a CCA for a tr
ansmission interval）第１の事業者のために識別されるＣＣＡ機会が、第１の事業者に
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よってＣＣＡを実行する場合に無効であると決定され得る。
【００１３】
　[0013]いくつかの例では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のた
めの機会を識別することは、サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットの中から
第１の事業者のためのＣＣＡスロットの数を識別することを含むことができ、ＣＣＡスロ
ットの数が、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づく。第１
の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高い場合に、サブフレー
ムにおける第１の事業者に配分されるＣＣＡスロットの数は、サブフレームにおける少な
くとも１つの他の事業者に配分されるＣＣＡスロットの数よりも大きくなり得る。サブフ
レームにおける第１の事業者のためのＣＣＡスロットの数はさらに、その間ＣＣＡが実行
される送信間隔が偶数番号の送信間隔であるか、それとも奇数番号の送信間隔であるかに
基づき得る。
【００１４】
　[0014]いくつかの例では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度
に基づいて、第１の事業者が少なくとも１つの送信間隔の間、共有スペクトル上で送信す
ることを制限されると決定され得る。
【００１５】
　[0015]いくつかの例では、第１の事業者のフレーム構造が、第１の事業者が少なくとも
１つの送信間隔の間、共有スペクトル上で送信することを制限すると決定され得る。第１
の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低いときに、第１の事業
者のフレーム構造は、少なくとも１つの他の事業者のための沈黙期間（a silence period
）よりも長い沈黙期間を含み得る。
【００１６】
　[0016]いくつかの例では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のた
めの機会は、２つ以上の時間期間を占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別され
得る。
【００１７】
　[0017]いくつかの例では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のた
めの機会は、２つ以上の周波数トーンを占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別
され得る。
【００１８】
　[0018]いくつかの例では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度
は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。１つまたは複
数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付けは、２つ以上のキャリア全体
で個別または一緒に実行され得る。
【００１９】
　[0019]いくつかの例では、共有スペクトルは無認可スペクトルを含み得る。
【００２０】
　[0020]いくつかの例では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のた
めの機会は、共有スペクトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者の
ための機会であり得る。そのような例では、共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣ
ＣＡを実行する第１の事業者のための第２の機会が識別され得、第２の機会が、少なくと
も１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づく。送信間隔の間の送信に共有
スペクトルの第２のキャリアが利用可能であるかどうかを決定するために、ＣＣＡは、識
別される第２の機会の間に、共有スペクトルの第２のキャリアに関して実行され得る。
【００２１】
　[0021]いくつかの例では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のた
めの機会は、共有スペクトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者の
ための機会であり得、共有スペクトルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第
１の事業者の優先度は、第１の優先度であり得る。そのような例では、共有スペクトルの
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第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のための第２の機会が識別され得
、第２の機会が、共有スペクトルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の
事業者の第２の優先度に基づき、ここにおいて、第２の優先度が第１の優先度とは異なる
。送信間隔の間の送信に共有スペクトルの第２のキャリアが利用可能であるかどうかを決
定するために、ＣＣＡは、識別される第２の機会の間に、共有スペクトルの第２のキャリ
アに関して実行され得る。
【００２２】
　[0022]いくつかの例では、ＣＣＡは、基地局またはユーザ機器（ＵＥ）によって実行さ
れ得る。いくつかの例では、ＣＣＡは、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上で実
行され得る。いくつかの例では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優
先度は、ダウンリンクまたはアップリンクのうちの１つに固有のものであり得る。代替的
に、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度は、ダウンリンクとアッ
プリンクの両方に適用し得る。
【００２３】
　[0023]例示的な実施形態の少なくとも第２のセットに従って、ワイヤレス通信のための
装置について説明する。装置は、共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（
ＣＣＡ）を実行する第１の事業者のための機会を識別するための手段と、機会が、共有ス
ペクトルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づく
、および、送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するた
めに、識別される機会の間に、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行するための手段とを
含むことができる。
【００２４】
　[0024]いくつかの例では、ワイヤレス通信のための装置は、例示的な実施形態の第１の
セットに関して上記で説明した例のうちの１つまたは複数を実施し得る。特に、ワイヤレ
ス通信のための装置は、例示的な実施形態の第１のセットに関して上記で説明した方法の
１つまたは複数の態様を実施するための手段を含み得る。
【００２５】
　[0025]例示的な実施形態の少なくとも第３のセットに従って、ワイヤレス通信のための
装置について説明する。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリ
とを含み得る。プロセッサは、共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行する第１の事業者のための機会を識別することと、機会が、共有スペクトル
に関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づく、および
、送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために、識
別される機会の間に、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行することとを行うように構成
され得る。
【００２６】
　[0026]いくつかの例では、ワイヤレス通信のための装置は、例示的な実施形態の第１ま
たは第２のセットに関して上記で説明した例のうちの１つまたは複数を実施し得る。特に
、プロセッサは、例示的な実施形態の第１のセットに関して上記で説明した方法の１つま
たは複数の態様を実施するように構成され得る。
【００２７】
　[0027]例示的な実施形態の第４のセットに従って、プロセッサによって実行可能な命令
を記憶するための非一時的コンピュータ可読媒体について説明する。コンピュータ可読媒
体は、共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する第１の
事業者のための機会を識別するための命令と、機会が、共有スペクトルに関連する少なく
とも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づく、および、送信間隔の間の
送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために、識別される機会の間
に、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行するための命令とを含み得る。
【００２８】
　[0028]いくつかの例では、コンピュータ可読媒体は、例示的な実施形態の第１、第２ま
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たは第３のセットに関して上記で説明した例のうちの１つまたは複数を実施し得る。特に
、命令は、例示的な実施形態の第１のセットに関して上記で説明した方法の１つまたは複
数の態様を実施するようにプロセッサによって実行可能であり得る。
【００２９】
　[0029]説明する方法および装置の適用可能性のさらなる範囲は、以下の詳細な説明、特
許請求の範囲、および図面から明らかになろう。詳細な説明の趣旨および範囲内の様々な
変更および改変が当業者に明らかになるので、詳細な説明および特定の例は例示として与
えられるものにすぎない。
【００３０】
　[0030]以下の図面を参照することによって、本発明の性質および利点のさらなる理解が
得られ得る。添付の図では、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さ
らに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の
構成要素間で区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照ラ
ベルのみが明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわらず
、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】[0031]ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２Ａ】[0032]様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ（登録商標））を使用するための展開シナリオの例を示す図。
【図２Ｂ】[0033]様々な実施形態による、無認可スペクトルにおいてＬＴＥを使用するス
タンドアロンモードの一例を示す図。
【図３】[0034]無認可フレーム／間隔、およびたとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレー
ムを含む周期的フレーム構造に対するそれらの関係の様々な例を示す図。
【図４】[0035]様々な実施形態による、周期的ゲーティング構造波形（a periodic gatin
g structure waveform）の一例を示す図。
【図５】[0036]いくつかのワイヤレスアクセスポイントおよびＵＥが基地局のカバレージ
エリア内にあるワイヤレス通信システムを示す図。
【図６】[0037]様々な実施形態による、Ｓ’サブフレームにおけるクリアチャネルアセス
メント（ＣＣＡ）スロットに関する配置オプションの一例を示す図。
【図７Ａ】[0038]様々な実施形態による、共有スペクトルへのアクセスに優先度を付ける
ための技法を示す図。
【図７Ｂ】様々な実施形態による、共有スペクトルへのアクセスに優先度を付けるための
技法を示す図。
【図７Ｃ】様々な実施形態による、共有スペクトルへのアクセスに優先度を付けるための
技法を示す図。
【図７Ｄ】様々な実施形態による、共有スペクトルへのアクセスに優先度を付けるための
技法を示す図。
【図８Ａ】[0039]様々な実施形態による、１４個の直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）シン
ボルを有する周期的ゲーティング構造波形の一例を示す図。
【図８Ｂ】[0040]様々な実施形態による、第１の事業者のための第１のフレーム構造と第
２の事業者のための第２のフレーム構造との例示的な比較を示す図。
【図９Ａ】[0041]様々な実施形態による、異なるキャリアに関するＣＣＡの実行を示す図
。
【図９Ｂ】[0042]様々な実施形態による、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トー
ンを占有する２つ以上のＣＣＡスロットを示す図。
【図１０Ａ】[0043]様々な実施形態による、デバイス（たとえば、基地局）の例のブロッ
ク図。
【図１０Ｂ】様々な実施形態による、デバイス（たとえば、基地局）の例のブロック図。
【図１１】[0044]様々な実施形態による、ＣＣＡ機会識別モジュールの一例のブロック図
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。
【図１２】[0045]様々な実施形態による、デバイス（たとえば、コアネットワークおよび
／または基地局）の一例のブロック図。
【図１３】[0046]様々な実施形態による基地局のブロック図。
【図１４】[0047]様々な実施形態によるＵＥのブロック図。
【図１５】[0048]様々な実施形態による、多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムの一例
を示すブロック図。
【図１６】[0049]様々な実施形態による、（たとえば、基地局またはＵＥにおける）共有
スペクトルを使用したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図１７】様々な実施形態による、（たとえば、基地局またはＵＥにおける）共有スペク
トルを使用したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図１８】様々な実施形態による、（たとえば、基地局またはＵＥにおける）共有スペク
トルを使用したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図１９】様々な実施形態による、（たとえば、基地局またはＵＥにおける）共有スペク
トルを使用したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２０】様々な実施形態による、（たとえば、基地局またはＵＥにおける）共有スペク
トルを使用したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２１】様々な実施形態による、（たとえば、基地局またはＵＥにおける）共有スペク
トルを使用したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図２２】様々な実施形態による、（たとえば、基地局またはＵＥにおける）共有スペク
トルを使用したワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【詳細な説明】
【００３２】
　[0050]異なる事業者（たとえば、異なるＭＮＯ）が共有スペクトルへのアクセスを求め
て競合する方法、システム、装置、およびデバイスについて説明する。共有スペクトルへ
のアクセスを求めて競合するとき、複数のデバイス（たとえば、ｅＮＢ）の各々は、送信
間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために、共有スペ
クトルのいくつかの送信間隔の各々の間ＣＣＡを実行することができる。デバイスが送信
間隔の間ＣＣＡを成功裏に実行するとき、デバイスは、送信間隔の間、共有スペクトルを
予約したことを他のデバイスに警告するために、共有スペクトル上で信号を送信すること
ができる。
【００３３】
　[0051]ＣＣＡを実行しているデバイスが異なる事業者によって操作またはサービス提供
されているとき、異なる事業者によって操作されているデバイスは、異なるＣＣＡスロッ
トにおいてＣＣＡを実行することができる。特定の事業者のデバイスによって使用される
ＣＣＡスロットは、場合によっては、各事業者のデバイスが共有スペクトルへの等しいア
クセスを提供されるように、擬似ランダムに識別され得る。しかしながら、場合によって
は、異なる事業者のデバイスに提供されるアクセスに優先度を付けることが有用であり得
る。
【００３４】
　[0052]場合によっては、本明細書で説明する方法、システム、装置、およびデバイスは
、セルラーネットワークの事業者（たとえば、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）通信ネットワークの事業者）に、共有無認可ス
ペクトル（たとえば、ＷｉＦｉ通信に通常使用されるＷＬＡＮスペクトル）への優先度付
きアクセス（prioritized access）を提供することができる。他の場合には、本明細書で
説明する方法、システム、装置、およびデバイスは、セルラーネットワークの事業者に、
共有認可スペクトルへの優先度付きアクセスを提供することができる。本明細書で開示す
る技法は、無認可スペクトル上で送信されるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信に適用し得る。
【００３５】
　[0053]本明細書で説明する技法は、ＬＴＥに限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭ
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Ａ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなど、様々なワイヤレス通信シス
テムにも使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互
換的に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上無線アク
セス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、
ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６の規格を含む。ＩＳ－２０００　リリース　０およびＡは
、通常、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６
）は、通常、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ：High
 Rate Packet Data）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録
商標））とＣＤＭＡの他の変形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グロー
バルシステム（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステム
は、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（
登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線技術を実装し得
る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）
の一部である。ＬＴＥおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用
するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、Ｌ
ＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ（登
録商標））という名称の組織からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭ
Ｂは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という名称の組織か
らの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび無線技術
、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。ただし、以下の説明では、例と
してＬＴＥシステムについて説明し、以下の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用され
るが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
【００３６】
　[0054]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載された範囲、適用
可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱すること
なく、説明する要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実施形態は、必
要に応じて様々な手順または構成要素を省略、置換、または追加することができる。たと
えば、説明する方法は、説明する順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追
加、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの実施形態に関して記載される特
徴は、他の実施形態において組み合わせられ得る。
【００３７】
　[0055]最初に図１を参照すると、図はワイヤレス通信システム１００の一例を示してい
る。ワイヤレス通信システム１００は、複数の基地局（たとえば、アクセスポイント、ｅ
ＮＢ、またはＷＬＡＮアクセスポイント）１０５と、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）１１
５と、コアネットワーク１３０とを含む。基地局１０５のうちのいくつかは、様々な実施
形態ではコアネットワーク１３０またはいくつかの基地局１０５（たとえば、アクセスポ
イントまたはｅＮＢ）の一部であり得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下でＵ
Ｅ１１５と通信し得る。基地局１０５のうちのいくつかは、バックホール１３２を通して
コアネットワーク１３０と制御情報および／またはユーザデータを通信し得る。いくつか
の実施形態では、基地局１０５のうちのいくつかは、ワイヤードまたはワイヤレス通信リ
ンクであり得るバックホールリンク１３４を介して互い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（異なる周波数の波形信号）上での
動作をサポートすることができる。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時に
変調された信号を送信することができる。たとえば、各通信リンク１２５は、様々な無線
技術に従って変調されたマルチキャリア信号であり得る。各変調された信号は、異なるキ
ャリア上で送られ得、制御情報（たとえば、基準信号、制御チャネルなど）、オーバーヘ
ッド情報、データなどを搬送することができる。
【００３８】
　[0056]基地局１０５は、１つまたは複数のアクセスポイントアンテナを介して、ＵＥ１
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１５とワイヤレスで通信し得る。基地局１０５の各々は、それぞれのカバレージエリア１
１０に対する通信カバレージを与え得る。いくつかの実施形態では、基地局１０５は、ア
クセスポイント、基地トランシーバ局（ＢＴＳ：base transceiver station）、無線基地
局、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サー
ビスセット（ＥＳＳ：extended service set）、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、
ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、ＷＬＡＮアクセスポイント、ＷｉＦｉノードまたは
何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。基地局のためのカバレージエリア１１０
は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタ（図示せず）に分割され得る。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無線アクセス技術などの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展開に関連付けられ得る。
同じもしくは異なるタイプの基地局１０５のカバレージエリアを含み、同じもしくは異な
る無線技術を利用し、および／または同じもしくは異なるアクセスネットワークに属する
、異なる基地局１０５のカバレージエリアは重複し得る。
【００３９】
　[0057]いくつかの実施形態では、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）を含むことができ、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信シス
テムは、無認可スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのための１つまたは複数の動作モ
ードまたは展開シナリオをサポートすることができる。他の実施形態では、ワイヤレス通
信システム１００は、無認可スペクトルと、無認可スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａとは異なるアクセス技術とを使用したワイヤレス通信、または認可スペクトルと、ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術とを使用したワイヤレス通信をサポートし得る。
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムでは、発展型ノードＢまたはｅＮＢという用語は、一般
に、基地局１０５を表すために使用され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なる
タイプのｅＮＢが様々な地理的領域に対するカバレージを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａまたは無認可スペクトルネットワークにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａであり得る。たとえ
ば、各基地局１０５は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および／または他のタイ
プのセルに対する通信カバレージを与え得る。ピコセル、フェムトセル、および／または
他のタイプのセルなどのスモールセルは、低電力ノード（low power nodes）すなわちＬ
ＰＮを含み得る。マクロセルは、一般的に、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、一般的に、比較的小さい地理的エリア
をカバーすることになり、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる
無制限アクセスを可能にし得る。また、フェムトセルは、一般的に、比較的小さい地理的
エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセスに加えて、フェムト
セルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ）中のＵＥ、自宅内
のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアクセスをも提供し得る。マクロセルのため
のｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれることがある。ピコセルのためのｅＮＢは、ピコｅＮ
Ｂ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）のセルをサポートすることができる。
【００４０】
　[0058]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
て基地局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１３
４（たとえば、Ｘ２など）を介して、および／またはバックホール１３２を介して（たと
えば、コアネットワーク１３０を介して）、直接的または間接的に、互いに通信し得る。
ワイヤレス通信システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作
の場合、複数の基地局は同様のフレームおよび／またはゲーティングタイミング（gating
 timing）を有し得、複数の異なる基地局からの送信は近似的に時間的に整合され得る。
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非同期動作の場合、複数の基地局は異なるフレームおよび／またはゲーティングタイミン
グを有し得、複数の異なる基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。本明細
書で説明する技法は、同期動作または非同期動作のいずれかに使用され得る。
【００４１】
　[0059]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散されてよく、
各ＵＥ１１５は固定的または移動性であり得る。ＵＥ１１５は、当業者によって、モバイ
ルデバイス、モバイル局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユ
ニット、リモートユニット、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデ
バイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端
末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または
何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス
、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、腕時計また
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など、異なるアクセスネットワーク上
で通信することが可能であり得る。
【００４２】
　[0060]ワイヤレス通信システム１００に示された通信リンク１２５は、（たとえば、Ｕ
Ｅ１１５から基地局１０５への）アップリンク（ＵＬ）送信を搬送するためのアップリン
ク、および／または（たとえば、基地局１０５からＵＥ１１５への）ダウンリンク（ＤＬ
）送信を搬送するためのダウンリンクを含み得る。ＵＬ送信は逆方向リンク送信と呼ばれ
ることもあり、ＤＬ送信は順方向リンク送信と呼ばれることもある。ダウンリンク送信は
、認可スペクトル、無認可スペクトル、またはその両方を使用して行われ得る。同様に、
アップリンク送信は、認可スペクトル、無認可スペクトル、またはその両方を使用して行
われ得る。
【００４３】
　[0061]ワイヤレス通信システム１００のいくつかの実施形態では、無認可スペクトルに
おけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのための様々な展開シナリオが、認可スペクトルにおけるＬＴ
Ｅダウンリンク容量が無認可スペクトルにオフロードされ得る補足ダウンリンクモード（
a supplemental downlink mode）と、ＬＴＥのダウンリンク容量とアップリンク容量の両
方が認可スペクトルから無認可スペクトルにオフロードされ得るキャリアアグリゲーショ
ンモードと、基地局（たとえば、ｅＮＢ）とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンクおよびアッ
プリンク通信が無認可スペクトルにおいて行われ得るスタンドアロンモードとを含めてサ
ポートされ得る。基地局１０５ならびにＵＥ１１５は、これらまたは同様の動作モードの
うちの１つまたは複数をサポートし得る。ＯＦＤＭＡ通信信号は、無認可および／または
認可スペクトルにおけるＬＴＥダウンリンク送信のために通信リンク１２５中で使用され
得、一方、ＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号は、無認可および／または認可スペクトルにおけるＬ
ＴＥアップリンク送信のために通信リンク１２５中で使用され得る。
【００４４】
　[0062]次に図２Ａを参照すると、ワイヤレス通信システム２００は、無認可スペクトル
においてＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡをサポートするＬＴＥネットワークのための補足ダウンリン
クモードおよびキャリアアグリゲーションモードの例を示している。ワイヤレス通信シス
テム２００は、図１のワイヤレス通信システム１００の部分の一例であり得る。さらに、
基地局２０５は図１の基地局１０５の一例であり得、一方、ＵＥ２１５、２１５－ａ、お
よび２１５－ｂは図１のＵＥ１１５の例であり得る。
【００４５】
　[0063]ワイヤレス通信システム２００における補足ダウンリンクモードの例では、基地
局２０５は、ダウンリンク２２０を使用してＵＥ２１５にＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得
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る。ダウンリンク２２０は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ１に関連付けられ得る。
基地局２０５は、双方向リンク２２５を使用して同じＵＥ２１５にＯＦＤＭＡ通信信号を
送信し得、双方向リンク２２５を使用してそのＵＥ２１５からＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を
受信し得る。双方向リンク２２５は、認可スペクトルにおける周波数Ｆ４に関連付けられ
得る。無認可スペクトルにおけるダウンリンク２２０および認可スペクトルにおける双方
向リンク２２５は同時に動作し得る。ダウンリンク２２０は、基地局２０５のためにダウ
ンリンク容量のオフロードを提供し得る。いくつかの実施形態では、ダウンリンク２２０
は、（たとえば、１つのＵＥにアドレス指定される）ユニキャストサービスのサービスの
ために、または（たとえば、いくつかのＵＥにアドレス指定される）マルチキャストサー
ビスのために使用され得る。このシナリオは、認可スペクトルを使用し、トラフィックお
よび／またはシグナリング輻輳の一部を軽減する必要がある、任意のサービスプロバイダ
（たとえば、従来型のモバイルネットワーク事業者またはＭＮＯ）に関して起こり得る。
【００４６】
　[0064]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、基地局２０５は、双方向リンク２３０を使用してＵＥ２１５－ａにＯＦＤＭＡ通信
信号を送信し得、双方向リンク２３０を使用して同じＵＥ２１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ
通信信号を受信し得る。双方向リンク２３０は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ１に
関連付けられ得る。基地局２０５はまた、双方向リンク２３５を使用して同じＵＥ２１５
－ａにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、双方向リンク２３５を使用して同じＵＥ２１５－
ａからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２３５は、認可スペクトルに
おける周波数Ｆ２に関連付けられ得る。双方向リンク２３０は、基地局２０５のためにダ
ウンリンク容量およびアップリンク容量のオフロードを提供し得る。上記で説明した補足
ダウンリンクのように、このシナリオは、認可スペクトルを使用し、トラフィックおよび
／またはシグナリング輻輳の一部を軽減する必要がある、任意のサービスプロバイダ（た
とえば、ＭＮＯ）に関して起こり得る。
【００４７】
　[0065]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、基地局２０５は、双方向リンク２４０を使用してＵＥ２１５－ｂにＯＦＤＭＡ通
信信号を送信し得、双方向リンク２４０を使用して同じＵＥ２１５－ｂからＳＣ－ＦＤＭ
Ａ通信信号を受信し得る。双方向リンク２４０は、無認可スペクトルにおける周波数Ｆ３
に関連付けられ得る。基地局２０５はまた、双方向リンク２４５を使用して同じＵＥ２１
５－ｂにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し得、双方向リンク２４５を使用して同じＵＥ２１５
－ｂからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し得る。双方向リンク２４５は、認可スペクトル
における周波数Ｆ２に関連付けられ得る。双方向リンク２４０は、基地局２０５のために
ダウンリンク容量およびアップリンク容量のオフロードを提供し得る。この例および上記
で提供した例は、説明のために提示され、容量のオフロードのために認可スペクトルにお
けるＬＴＥと無認可スペクトルにおけるＬＴＥ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存在し得る。
【００４８】
　[0066]上記で説明したように、無認可帯域（an unlicensed band）においてＬＴＥ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一般的なサービスプロ
バイダは、ＬＴＥスペクトルを用いる従来型のＭＮＯである。これらのサービスプロバイ
ダの場合、動作構成は、認可スペクトル上のＬＴＥ　１次コンポーネントキャリア（ＰＣ
Ｃ：primary component carrier）と無認可スペクトル上の２次コンポーネントキャリア
（ＳＣＣ：secondary component carrier）とを使用するブートストラップモード（a boo
tstrapped mode）（たとえば、補足ダウンリンク、キャリアアグリゲーション）を含み得
る。
【００４９】
　[0067]キャリアアグリゲーションモードでは、一般に、認可スペクトル（たとえば、双
方向リンク２２５、２３５、および２４５）においてデータおよび制御が通信され得、一
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方、一般に、無認可スペクトル（たとえば、双方向リンク２３０および２４０）において
データが通信され得る。無認可スペクトルを使用するときにサポートされるキャリアアグ
リゲーション機構は、ハイブリッド周波数分割複信－時分割複信（ＦＤＤ－ＴＤＤ）キャ
リアアグリゲーション、またはコンポーネントキャリアにわたって異なる対称性を伴うＴ
ＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションの範疇に入り得る。
【００５０】
　[0068]図２Ｂは、無認可スペクトルにおけるＬＴＥのためのスタンドアロンモードの一
例を示すワイヤレス通信システム２５０を示している。ワイヤレス通信システム２５０は
、図１のワイヤレス通信システム１００の部分の一例であり得る。さらに、基地局２０５
は、図１および／または図２Ａを参照しながら説明した基地局１０５および／または２０
５の一例であり得、一方、ＵＥ２１５－ｃは、図１および／または図２ＡのＵＥ１１５お
よび／または２１５の一例であり得る。
【００５１】
　[0069]ワイヤレス通信システム２５０におけるスタンドアロンモードの例では、基地局
２０５は、双方向リンク２５５を使用してＵＥ２１５－ｃにＯＦＤＭＡ通信信号を送信し
得、双方向リンク２５５を使用してＵＥ２１５－ｃからＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を受信し
得る。双方向リンク２５５は、図２Ａを参照しながら上記で説明した無認可スペクトルに
おける周波数Ｆ３に関連付けられ得る。スタンドアロンモードは、スタジアム内アクセス
（たとえば、ユニキャスト、マルチキャスト）などの非従来型のワイヤレスアクセスシナ
リオにおいて使用され得る。この動作モードの典型的なサービスプロバイダは、認可スペ
クトルを有しないスタジアムオーナー、ケーブル会社、イベントホスト、ホテル、企業ま
たは大規模会社（large corporation）であり得る。
【００５２】
　[0070]いくつかの実施形態では、図１、図２Ａ、および／もしくは図２Ｂを参照しなが
ら説明した基地局１０５および／もしくは２０５、または図１、図２Ａ、および／もしく
は図２Ｂを参照しながら説明したＵＥ１１５および／もしくは２１５などの送信デバイス
は、共有スペクトルのチャネルへの（たとえば、認可スペクトルまたは無認可スペクトル
のチャネルへの）アクセスを獲得するためにゲーティング間隔を使用し得る。ゲーティン
グ間隔は、ＥＴＳＩ（ＥＮ３０１　８９３）において指定されているリスンビフォートー
ク（ＬＢＴ：Listen Before Talk）プロトコルに基づくＬＢＴプロトコルなどの競合ベー
スプロトコルの適用を定義し得る。ＬＢＴプロトコルの適用を定義するゲーティング間隔
を使用するとき、ゲーティング間隔は、送信デバイスがクリアチャネルアセスメント（Ｃ
ＣＡ）を実行する必要があるときを示し得る。ＣＣＡの結果は、共有スペクトルのチャネ
ルが利用可能であるか、それとも使用中であるかを送信デバイスに示す。チャネルが利用
可能である（たとえば、使用「可」である（“clear” for use））ことをＣＣＡが示す
と、ゲーティング間隔は、通常はあらかじめ定義された送信間隔の間 、送信デバイスが
チャネルを使用することを許可し得る。チャネルが利用可能でない（たとえば、使用中ま
たは予約済みである）ことをＣＣＡが示すと、ゲーティング間隔は、送信デバイスが送信
間隔の間にチャネルを使用するのを妨げ得る。
【００５３】
　[0071]場合によっては、送信デバイスが、周期的にゲーティング間隔を生成し、周期的
フレーム構造の少なくとも１つの境界とゲーティング間隔の少なくとも１つの境界を同期
させることが有用であり得る。たとえば、共有スペクトルにおいてセルラーダウンリンク
のための周期的ゲーティング間隔を生成し、セルラーダウンリンクに関連する周期的フレ
ーム構造（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム）の少なくとも１つの境界と周期
的ゲーティング間隔の少なくとも１つの境界を同期させることが有用であり得る。そのよ
うな同期の例を図３に示す。
【００５４】
　[0072]図３は、無認可スペクトルにおけるセルラーダウンリンクのための無認可フレー
ム／間隔３０５、３１５、および／または３２５の例３００を示している。無認可フレー
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ム／間隔３０５、３１５、および／または３２５は、無認可スペクトル上での送信をサポ
ートする基地局によって周期的ゲーティング間隔として使用され得る。そのような基地局
の例としては、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照しながら説明した基地局１０
５および／または２０５があり得る。無認可フレーム／間隔３０５、３１５、および／ま
たは３２５は、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照しながら説明したワイヤレス
通信システム１００、２００、および／または２５０とともに使用され得る。
【００５５】
　[0073]例として、無認可フレーム／間隔３０５の持続時間は、セルラーダウンリンクに
関連する周期的フレーム構造の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）ものとして示されている。いくつかの実施形態では、「ほ
ぼ等しい」は、無認可フレーム／間隔３０５の持続時間が周期的フレーム構造の持続時間
のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）持続時間内にあることを意味する。
【００５６】
　[0074]無認可フレーム／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を含む周期的フレーム構造の少なくとも１つの境界と同期され
得る。場合によっては、無認可フレーム／間隔３０５は、周期的フレーム構造のフレーム
境界と整合された境界を有し得る。他の場合には、無認可フレーム／間隔３０５は、周期
的フレーム構造のフレーム境界と同期されているが、そのフレーム境界からオフセットさ
れている境界を有し得る。たとえば、無認可フレーム／間隔３０５の境界は、周期的フレ
ーム構造のサブフレーム境界と整合されるか、または周期的フレーム構造のサブフレーム
中間点境界（たとえば、特定のサブフレームの中間点）と整合され得る。
【００５７】
　[0075]場合によっては、周期的フレーム構造は、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得、無認可フレーム／間隔３０５も、１０ミリ秒の持続時間を有し
得る。これらの場合、無認可フレーム／間隔３０５の境界は、複数のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
無線フレームのうちの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（subfra
me midpoint boundaries））と同期され得る。
【００５８】
　[0076]例として、無認可フレーム／間隔３１５および３２５の持続時間は、セルラーダ
ウンリンクに関連する周期的フレーム構造の持続時間の約数（sub-multiples）（または
それのほぼ約数）であるものとして示されている。いくつかの実施形態では、「～のほぼ
約数」は、無認可フレーム／間隔３１５、３２５の持続時間が周期的フレーム構造の約数
（たとえば、１／２または１／１０）の持続時間のサイクリックプレフィックス（ＣＰ）
持続時間内にあることを意味する。たとえば、無認可フレーム／間隔３１５は、５ミリ秒
の持続時間を有し得、無認可フレーム／間隔３２５は、１ミリ秒のまたは２ミリ秒の持続
時間を有し得る。
【００５９】
　[0077]図４は、無認可スペクトルにおけるセルラーダウンリンクのための周期的ゲーテ
ィング間隔４０５の一例４００を示している。周期的ゲーティング間隔４０５は、無認可
スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａをサポートする基地局によって使用され得る。そ
のような基地局の例としては、図１、図２Ａ、および／または図２Ｂを参照しながら説明
した基地局１０５および２０５があり得る。周期的ゲーティング間隔４０５はまた、図１
、図２Ａ、および／または図２Ｂのワイヤレス通信システム１００、２００、および／ま
たは２５０とともに使用され得る。
【００６０】
　[0078]例として、周期的ゲーティング間隔４０５の持続時間は、セルラーダウンリンク
に関連する周期的フレーム構造４１０の持続時間に等しい（またはそれにほぼ等しい）も
のとして示されている。周期的ゲーティング間隔４０５の境界は、周期的フレーム構造４
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１０の境界と同期され得る（たとえば、それと整合され得る）。
【００６１】
　[0079]周期的フレーム構造４１０は、１０個のサブフレーム（たとえば、ＳＦ０、ＳＦ
１、．．．、ＳＦ９）を有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレームを含み得る。サブフレー
ムＳＦ０～ＳＦ８は、ダウンリンク（Ｄ）サブフレーム４１５であり得、サブフレームＳ
Ｆ９は、特殊な（Ｓ’）サブフレーム４２０であり得る。Ｄサブフレーム４１５は、ＬＴ
Ｅ無線フレームのチャネル占有時間（a channel occupancy time）を集合的に定義し得、
Ｓ’サブフレーム４２０の少なくとも一部は、チャネルアイドル時間（a channel idle t
ime）を定義し得る。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格のバージョンの下で、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
無線フレームは、１ミリ秒と９．５ミリ秒との間の最大チャネル占有時間（オン時間）を
有し、チャネル占有時間の５パーセント（たとえば、最小５０マイクロ秒）の最小チャネ
ルアイドル時間（オフ時間）を有し得る。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規格への準拠を保証するた
めに、周期的ゲーティング間隔４０５は、Ｓ’サブフレーム４２０の一部として０．５ミ
リ秒のガード期間（すなわち、オフ時間）を与えることによって、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ規
格のこれらの要件に準拠し得る。
【００６２】
　[0080]Ｓ’サブフレーム４２０は、１ミリ秒の持続時間を有するので、無認可スペクト
ルの特定のチャネルを求めて競合する送信デバイスがそれらのＣＣＡを実行し得る、１つ
または複数のＣＣＡスロットまたはウィンドウ４２５を含み得る。送信デバイスのＣＣＡ
が、チャネルが利用可能であるが、周期的ゲーティング間隔４０５の終了の前にデバイス
のＣＣＡが完了したことを示すとき、デバイスは、周期的ゲーティング間隔４０５の終了
までチャネルを予約するために１つまたは複数の信号を送信し得る。１つまたは複数の信
号は、場合によっては、丁重にチャネル使用パイロット信号（ＣＵＰＳ：Channel Usage 
Pilot Signal）４３０とも呼ばれる、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ：Channel Us
age Beacon Signal）または部分ＣＵＢＳ（ＰＣＵＢＳ：Partial CUBS）を含み得る。Ｃ
ＵＢＳ（またはＣＵＰＳ）４３０は、チャネル同期とチャネル予約の両方に使用され得る
。すなわち、別のデバイスがチャネル上でＣＵＢＳを送信し始めた後にそのチャネルに対
してＣＣＡを実行するデバイスは、ＣＵＢＳ４３０のエネルギーを検出し、そのチャネル
が現在利用不可能であると決定し得る。
【００６３】
　[0081]送信デバイスによるチャネルに対するＣＣＡの正常完了および／またはチャネル
を介したＣＵＢＳ４３０の送信の後、送信デバイスは、波形（たとえば、ＬＴＥベースの
波形４３５）を送信するために所定の時間期間（たとえば、１つのＬＴＥ無線フレーム）
までの間チャネルを使用し得る。
【００６４】
　[0082]図５は、いくつかのワイヤレスアクセスポイント（たとえば、ＷｉＦｉノード）
５３５およびＵＥ５１５が基地局５０５のカバレージエリア５１０内にあるワイヤレス通
信システム５００を示している。いくつかの例では、基地局５０５、ＵＥ５１５、および
／またはワイヤレスアクセスポイント５３５は、図１、図２Ａおよび／または図２Ｂを参
照しながら説明した基地局１０５および／もしくは２０５、ＵＥ１１５および／もしくは
２１５、ならびに／またはワイヤレスアクセスポイント１０５の１つまたは複数の態様の
それぞれの例であり得る。
【００６５】
　[0083]基地局５０５およびＵＥ５１５は、認可スペクトルにおける双方向リンク５２０
および無認可スペクトルにおける双方向リンク５２５のいずれかまたは両方を使用して、
認可スペクトルまたは無認可スペクトル上で互いに通信することができる。そのような通
信は、図２Ａに関して上記で説明したキャリアアグリゲーションシナリオの一例であり得
る。
【００６６】
　[0084]無認可スペクトルにおける双方向リンク５２５へのアクセスを予約しようと試み
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るとき、基地局５０５とＵＥ５１５の両方は、無認可スペクトルの利用可能性を決定する
ためにＣＣＡを実行し得る。場合によっては、基地局５０５とＵＥ５１５の両方は、基地
局５０５のカバレージエリア５１０の外にあるが、ＵＥ５１５の範囲内にあるワイヤレス
アクセスポイント５４０および／または他の潜在的な送信デバイスの存在を捕らえる（ac
count for）ためにＣＣＡを実行し得る。そのようなワイヤレスアクセスポイント５４０
は、それらの存在が基地局５０５に知られておらず、基地局５０５から隠れているので、
「隠れノード（hidden nodes）」と呼ばれ得る。したがって、ワイヤレスアクセスポイン
ト５４０の起こりうる送信を発見するためにＣＣＡを実行しているＵＥ５１５がいない場
合に、基地局５０５は、実際には、隠れワイヤレスアクセスポイント５４０がＵＥ５１５
の近くで無認可スペクトルをすでに予約しているときに、特定の送信間隔において無認可
スペクトルが利用可能であると決定し得る。
【００６７】
　[0085]図６は、図４を参照しながら説明した１０ミリ秒の周期的ゲーティング間隔４０
５のＳ’サブフレームなど、ゲーティング間隔のＳ’サブフレーム６００内にＬＢＴなど
の競合ベースプロトコルがどのように実装され得るかを示している。競合ベースプロトコ
ルは、たとえば、図１、図２Ａ、図２Ｂおよび／または図５を参照しながら説明したワイ
ヤレス通信システム１００、２００、２５０および／もしくは５００、基地局１０５、２
０５および／もしくは５０５、ならびに／またはＵＥ１１５、２１５および／もしくは５
１５とともに使用され得る。
【００６８】
　[0086]Ｓ’サブフレーム６００は、ガード期間（または沈黙期間）６０５とＣＣＡ期間
６１０とを有し得る。例として、ガード期間６０５およびＣＣＡ期間６１０の各々は、０
．５ミリ秒の持続時間を有し、（図６においてスロット１～スロット７として標示された
）７個のＯＦＤＭシンボル位置（seven OFDM symbol positions）６１５を含むことがで
きる。場合によっては、基地局は、無認可スペクトルの送信間隔が送信間隔の間の送信に
利用可能であるかどうかを決定するために、無認可スペクトルの後続の送信間隔の間ＣＣ
Ａ６２０を実行するために、複数のＯＦＤＭシンボル位置６１５のうちの１つまたは複数
を選択することができる。場合によっては、複数のＯＦＤＭシンボル位置６１５のうちの
異なるものは、Ｓ’サブフレーム６００の異なるオカレンスにおいて（すなわち、無認可
スペクトルの異なる送信間隔の間ＣＣＡ６２０を実行するために使用される異なるＳ’サ
ブフレームにおいて）基地局によって擬似ランダムに識別または選択され得る。ＯＦＤＭ
シンボル位置の擬似ランダム識別または選択は、ホッピングシーケンスを使用して制御さ
れ得る。
【００６９】
　[0087]ＬＢＴプロトコルは、ＬＢＴフレームベース機器（ＬＢＴ－ＦＢＥ：LBT Frame 
Based Equipment）プロトコルまたはＬＢＴロードベース機器（ＬＢＴ－ＬＢＥ：LBT Loa
d Based Equipment）プロトコルの形態をとり得る。ＬＢＴ－ＦＢＥプロトコルは、固定
／周期的タイミングを有することがあり、トラフィック需要によって直接影響されないこ
とがある（たとえば、それのタイミングは再構成を通じて変更され得る）。対照的に、Ｌ
ＢＴ－ＬＢＥプロトコルは、固定タイミングを有さないことがあり（すなわち、非同期で
あり得）、トラフィック需要によってかなり影響されることがある。
【００７０】
　[0088]ワイヤレス通信システムの基地局は、同じ事業者または異なる事業者によって操
作され得る。いくつかの実施形態では、異なる事業者によって操作される基地局は、特定
のＳ’サブフレーム６００における複数のＯＦＤＭシンボル位置６１５のうちの異なる複
数のものを選択し、それによって異なる事業者間のＣＣＡ衝突を回避することができる。
異なる事業者の擬似ランダム選択機構が調整される場合、いくつかの送信間隔の間、最も
早いＯＦＤＭシンボル位置（すなわち、スロット１）においてＣＣＡ６２０を実行するた
めの等しい機会を異なる事業者の基地局がそれぞれ有するように、ＯＦＤＭシンボル位置
６１５は、複数の異なる事業者によって擬似ランダム選択され得る。したがって、経時的
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に、異なる事業者の基地局はそれぞれ、他の事業者の他の基地局のニーズに関係なく、最
初にＣＣＡ６２０を実行して、無認可スペクトルの送信間隔へのアクセスを獲得するため
の機会を有し得る。ＣＣＡ６２０が成功した後、基地局は、他の事業者が無認可スペクト
ルの送信間隔の１つまたは複数のチャネルを使用するのを防ぐために、ＣＵＢＳを送信す
ることができる。
【００７１】
　[0089]場合によっては、異なる事業者が共有スペクトル（たとえば、共有認可スペクト
ルおよび／または共有無認可スペクトル）に対して有するアクセスに優先度を付けるのが
望ましいことがある。優先度付けの必要性は、様々な理由により生じ得る。たとえば、異
なる事業者は、各事業者が希望するサービス品質に応じて、共有スペクトルにアクセスす
るための異なる料金を支払い得る。または、たとえば、一事業者は、それらの共有スペク
トルのアクセス権の一定割合を別の事業者に賃貸することがあり、使用割合を守らせる機
構を希望することがある。
【００７２】
　[0090]図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、および図７Ｄは、共有スペクトルへのアクセスに優先
度を付けるための様々な技法を示している。これらの図の各々は、送信間隔のシーケンス
を示しており、図６を参照しながら説明したＳ’サブフレーム６００を含むゲーティング
間隔の使用を仮定した場合に、送信間隔の各々において第１の事業者（事業者＃１）およ
び第２の事業者（事業者＃２）によってどのＯＦＤＭシンボル位置またはＣＣＡスロット
が使用されるかを示している。
【００７３】
　[0091]ここで図７Ａを参照すると、第１の事業者が各送信間隔においてＣＣＡを実行す
るためにスロット１を使用し、第２の事業者が各送信間隔においてＣＣＡを実行するため
にスロット２を使用する固定優先度付け技法（a fixed prioritization technique）７０
０の一例が示されている。そのような技法を使用して、第１の事業者は、（隠れノードか
らの干渉がないと仮定した場合に）第１の事業者が共有スペクトルにアクセスすることを
希望する任意の送信間隔において共有スペクトルにアクセスすることが可能である。
【００７４】
　[0092]図７Ｂを参照すると、制限付きホッピング優先度付け技法７１０の一例が示され
ている。この技法では、すべての利用可能なロケーション（たとえば、７個のＣＣＡスロ
ット）にわたって１つまたは複数のＣＣＡ機会を識別することを事業者の各々に許可する
代わりに、第１の事業者および第２の事業者の各々によって識別されるＣＣＡ機会のセッ
トが、事業者ベースで制限され得る。たとえば、図７Ｂにおける７個のＣＣＡスロットの
中で、第１の事業者（事業者＃１）はスロット１、スロット２およびスロット７の中でＣ
ＣＡホッピングを有することができ、第２の事業者（事業者＃２）はスロット３、スロッ
ト４、スロット５およびスロット６の中でＣＣＡロケーションを識別することができる。
（図示のように）各事業者に割り振られたスロットでの順次ローテーション（a sequenti
al rotation）を仮定した場合に、第１の事業者が第２の事業者に優先して共有スペクト
ルの送信間隔へのアクセスを獲得する２／３のチャンスを有し得る。
【００７５】
　[0093]次に図７Ｃを参照すると、第１の事業者が送信間隔の各々の間ＣＣＡを実行する
が、第２の事業者が１つおきの送信間隔において（たとえば、奇数番号の送信間隔におい
て）ＣＣＡを実行すること、および／または送信することを制限される制限付き送信優先
度付け技法７２０の一例が示されている。（図示のように）いくつかの実施形態では、第
２の事業者は、送信間隔の各々の間ＣＣＡを実行し得るが、第１の事業者によって使用さ
れるホッピングシーケンスとは反対のホッピングシーケンスを有する。奇数番号の送信間
隔において、第２の事業者によって実行されるＣＣＡは、無効と宣言され、それによって
、第２の事業者が奇数番号の送信間隔において送信することを制限し得る。図示の例では
、これは第１の事業者に、共有スペクトルの送信間隔へのアクセスを獲得する３／４のチ
ャンスを与えている。
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【００７６】
　[0094]図７Ｄでは、事業者の各々が少なくともいくつかの送信間隔において２つ以上の
ＣＣＡロケーションを割り振られ得る複数ＣＣＡロケーション優先度付け技法７３０の一
例が示されている。たとえば、図７Ｄに示すように、第１の事業者は、奇数番号の送信間
隔に対して２つのＣＣＡスロットを割り振られ、偶数番号の送信間隔に対して１つのＣＣ
Ａスロットを割り振られる。対照的に、第２の事業者は、各送信間隔においてたった１つ
のＣＣＡを割り振られる。代替実施形態では、第１の事業者および／または第２の事業者
は、スロット番号の静的または動的な割当てにより、送信間隔の任意の番号において２つ
以上のＣＣＡスロットを割り振られ得る。図示の例では、第１の事業者は、共有スペクト
ルの送信間隔へのアクセスを獲得する約３／２のチャンスを有する。
【００７７】
　[0095]図７Ａ～図７Ｄを参照しながら説明した優先度付け技法の各々は、３つ以上の事
業者に優先度を付けることに拡大され得る。３つ以上の事業者の場合、少なくとも１つの
他の事業者に対する第１の事業者の優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクト
ルに固有のものであり得る。すなわち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少な
くとも１つの他の事業者に対する優先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態
では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によっ
て共有され得る。すなわち、第１の事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の
事業者（たとえば、第２の事業者）と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを
共有するための直交伝送および／または他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者
および第２の事業者はまた、たとえば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各
々が同じスペクトルに関する同じ優先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第
１の事業者および第２の事業者に与えられる優先度を交替することによって、少なくとも
１つの他の事業者に対する同じ優先度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキ
ャリア上で送信する場合、優先度付けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実
行され得る。
【００７８】
　[0096]事業者間で公平な占有をもたらすために、各事業者のためのＣＣＡ機会は、異な
る送信間隔にわたって変化し得、長期間にわたって、ＣＣＡ機会のホッピングは、各事業
者が占有率の等しいシェア（an equal share of occupancy rate）を有するようなものと
なり得る。
【００７９】
　[0097]図８Ａは、１ミリ秒（たとえば、１つのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａサブフレーム）ゲー
ティング間隔８０５の例８００を提供する。１ミリ秒のゲーティング間隔８０５は、図１
、図２Ａ、図２Ｂおよび／または図５を参照しながら説明した基地局１０５、２０５、お
よび／または５０５によって使用され得る。ゲーティング間隔８０５はまた、図１、図２
Ａ、図２Ｂおよび／または図５のワイヤレス通信システム１００、２００、２５０、およ
び／または５００とともに使用され得る。
【００８０】
　[0098]ＬＴＥ仕様のバージョンは、チャネル占有時間（オン時間）≧１ミリ秒を要求し
ている。チャネルアイドル時間≧チャネル占有時間の５パーセントのもとで、ＬＴＥ仕様
は、１．０５ミリ秒の最小ゲーティング間隔持続時間を指示し得る。しかしながら、ＬＴ
Ｅ仕様が、場合によっては０．９５ミリ秒の最小チャネル占有時間を要求することに緩和
され得る場合、１ミリ秒のゲーティング間隔が可能となる。
【００８１】
　[0099]図８Ａに示すように、１ミリ秒のゲーティング間隔８０５は、１４個のＯＦＤＭ
シンボル（またはシンボル位置）を含むことができる。ゲーティング間隔８０５に先行す
るＣＣＡスロット８１０の間に成功したＣＣＡが実行されたとき、ゲーティング間隔８０
５の最初の１３個のＯＦＤＭシンボルの間にダウンリンク送信が発生し得る。そのような
ダウンリンク送信は、９２９マイクロ秒の持続時間（またはチャネル占有時間）を有し得
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る。ＬＴＥ規格のバージョンによれば、９２９マイクロ秒のチャネル占有時間は、１つの
ＯＦＤＭシンボルの７１．４マイクロ秒の持続時間を下回る４８マイクロ秒のチャネルア
イドル時間８１５を必要とする。その結果、４８マイクロ秒のチャネルアイドル時間８１
５、ならびに１つまたは複数のＣＣＡスロット８１０が第１４番目のＯＦＤＭシンボル位
置の間に提供され得る。場合によっては、２０マイクロ秒の総持続時間を有する２つのＣ
ＣＡスロット８１０が第１４番目のＯＦＤＭシンボル位置の間に提供され、それによって
、いくらかのＣＣＡランダム化が可能になり得る。注目すべきことに、例８００における
各ＣＣＡスロット８１０は、１つのＯＦＤＭシンボルよりも少ない持続時間を有する。
【００８２】
　[0100]次に図８Ｂを参照すると、第１の事業者（事業者＃１）のための第１のフレーム
構造と第２の事業者（事業者＃２）のための第２のフレーム構造との例示的な比較８２０
が示されている。各フレーム構造は、１０個のサブフレーム（すなわち、ＳＦ０～ＳＦ９
）を含む。第１の事業者のフレーム構造の各サブフレームは、図８Ａを参照しながら説明
したように構成され得、約５パーセントの沈黙期間８２５を含むことができ、それによっ
て、ＣＣＡスロットが識別されることが可能となり、第１の事業者のフレーム構造の各サ
ブフレームにおいて、ＣＣＡが実行される。代替的に、第１の事業者のフレーム構造は、
１０サブフレームベースの構造に従ってよく、この場合には、すべての単一のサブフレー
ムの代わりに１０個のサブフレームのうちの１つにおいてＣＣＡが実行される一方、（ダ
ウンリンク送信からアップリンク送信への、またはその逆の、起こりうる切替えを除いて
）残りのサブフレームは完全に利用され得る。一方、第２の事業者のサブフレーム構造は
、約５０パーセントの沈黙期間８３０を有し、この沈黙期間は、第２の事業者がサブフレ
ームＳＦ０～ＳＦ４の各々においてＣＣＡを実行すること、および／または送信すること
を制限する。沈黙期間におけるそのような差は、５個の送信間隔へのアクセスを求めて第
２の事業者と競合することなく、共有スペクトルの少なくとも５個の送信間隔にアクセス
する機会を、第１の事業者に提供する。第２の事業者を上回る第１の事業者の優先度は、
さらに、たとえば、第２の事業者のフレーム構造に関する沈黙期間の長さを増大させるこ
と、ならびに／または図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、および／もしくは図７Ｄを参照しながら
説明した優先度付け技法のうちの１つをサブフレームＳＦ５～ＳＦ９に適用することによ
って、拡大され得る。
【００８３】
　[0101]場合によっては、第１の事業者のデバイス（たとえば、基地局）は、２つ以上の
キャリア（たとえば、２つ以上の周波数トーン）上で送信することが可能であり得る。こ
れらの場合、図９Ａに示すように、すべてのキャリアに対する単一の優先度付け技法の例
９００を使用して、異なるキャリアに関するＣＣＡが実行され得る。代替的に、キャリア
の一部または全部に異なる優先度付け技法が適用され得る。場合によっては、図７Ａ、図
７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄおよび／もしくは図８Ｂを参照しながら説明した様々な技法または
それらの変形態の中から、異なる優先度付け技法が選択され得る。異なる優先度付け技法
は、１つまたは複数のキャリアの第１のセットに関する少なくとも１つの他の事業者を上
回る優先度を第１の事業者に提供する一方、１つまたは複数のキャリアの第２のセットに
関する第１の事業者を上回る優先度を少なくとも１つの他の事業者に提供することができ
る。
【００８４】
　[0102]いくつかの実施形態では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する事業者のた
めの異なる機会は、たとえば、図６、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、および／または図７Ｄに
示すように、２つ以上の時間期間を占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別され
得る。他の実施形態では、また図９Ｂに示すように、共有スペクトルに関するＣＣＡを実
行する事業者のための異なる機会は、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トーンを
占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別され得る。さらなる実施形態では、共有
スペクトルに関するＣＣＡを実行する事業者のための異なる機会は、異なる時間期間と異
なる周波数トーンの両方の組合せを占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別され
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得る。
【００８５】
　[0103]いくつかの実施形態では、説明する技法は、ｅＮＢ、ユーザ機器または両方に適
用可能である。ダウンリンクサブフレームとアップリンクサブフレームの両方からなるフ
レーム構造では、同じ技法または異なる技法がダウンリンクＣＣＡおよびアップリンクＣ
ＣＡに対して適用され得る。同じ優先度付け基準または異なる優先度付け基準がダウンリ
ンクＣＣＡおよびアップリンクＣＣＡに対して適用され得る。すなわち、同じ優先度付け
または異なる優先度付けが、事業者全体のダウンリンク動作およびアップリンク動作にお
いて適用され得る。事業者間の優先度付けはさらに、各事業者によって使用されるダウン
リンク／アップリンクフレーム構造に依存し得る。
【００８６】
　[0104]次に図１０Ａを参照すると、ブロック図１０００は、様々な実施形態によるワイ
ヤレス通信において使用するためのデバイス１００５を示している。いくつかの実施形態
では、デバイス１００５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照しながら
説明した基地局１０５、２０５、および／または５０５の１つまたは複数の態様の一例で
あり得る。デバイス１００５は、プロセッサでもあり得る。デバイス１００５は、受信機
モジュール１０１０、ＣＣＡモジュール１０１５、および／または送信機モジュール１０
２０を含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通信していることがある。
【００８７】
　[0105]デバイス１００５の構成要素は、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部ま
たは全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）を用いて、個々にまたはまとめて実装され得る。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
。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタ
イプの集積回路（たとえば、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、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロセッサ
または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリに
組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００８８】
　[0106]いくつかの実施形態では、受信機モジュール１０１０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおいて伝送を受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）
受信機などのＲＦ受信機であるか、またはそれを含み得る。受信機モジュール１０１０は
、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照しながら説明したワイヤレス通信シ
ステム１００、２００、２５０、および／または５００の１つまたは複数の通信リンクな
ど、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを含むワイヤレス通信システムの１
つまたは複数の通信リンクを介して、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（す
なわち、伝送）を受信するために使用され得る。
【００８９】
　[0107]いくつかの実施形態では、送信機モジュール１０２０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおいて送信するように動作可能なＲＦ送信機などのＲＦ送信
機であるか、またはそれを含み得る。送信機モジュール１０２０は、図１、図２Ａ、図２
Ｂ、および／または図５を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００、２００
、２５０、および／または５００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信シ
ステムの１つまたは複数の通信リンクを介して、様々なタイプのデータおよび／または制
御信号（すなわち、伝送）を送信するために使用され得る。
【００９０】
　[0108]いくつかの実施形態では、ＣＣＡモジュール１０１５は、共有スペクトルに関す
るＣＣＡを実行するために使用され得る。ＣＣＡは、場合によっては、図４および／また
は図８Ａを参照しながら説明したゲーティング間隔を使用して実行され得る。ＣＣＡは、
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特定の送信間隔の間ＣＣＡスロットの中で実行されてよく、ＣＣＡスロットの識別が、基
地局またはデバイス１００５を操作する事業者（たとえば、ネットワーク事業者またはサ
ービスプロバイダ）の優先度に基づいている。事業者の優先度は、場合によっては、少な
くとも１つの他の事業者に対する事業者の優先度であり得る。いくつかの実施形態では、
特定の送信間隔に関するＣＣＡスロットの識別は、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ、お
よび／または図８Ｂを参照しながら説明した技法のうちの１つを使用して決定され得る。
【００９１】
　[0109]次に図１０Ｂを参照すると、ブロック図１０５０は、様々な実施形態によるワイ
ヤレス通信において使用するためのデバイス１０５５を示している。いくつかの実施形態
では、デバイス１０５５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、および／または図１０Ａを参
照しながら説明した基地局またはデバイス１０５、２０５、５０５、および／または１０
０５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス１０５５は、プロセッサでもあ
り得る。デバイス１０５５は、受信機モジュール１０６０、ＣＣＡモジュール１０６５、
および／または送信機モジュール１０７０を含み得る。これらの構成要素の各々は互いに
通信していることがある。
【００９２】
　[0110]デバイス１０５５の構成要素は、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部ま
たは全部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個々にまたは
まとめて実装され得る。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。他の実施形態では、当技
術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば
、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Ｉ
Ｃ）が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数
の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマット
された、メモリに組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【００９３】
　[0111]いくつかの実施形態では、受信機モジュール１０６０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおいて伝送を受信するように動作可能なＲＦ受信機などのＲ
Ｆ受信機であるか、またはそれを含み得る。ＲＦ受信機は、認可スペクトルおよび無認可
スペクトルのための別個の受信機を含み得る。別個の受信機は、場合によっては、認可ス
ペクトルモジュール１０６２および無認可スペクトルモジュール１０６４の形態をとり得
る。認可スペクトルモジュール１０６２および／または無認可スペクトルモジュール１０
６４を含む受信機モジュール１０６０は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を
参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００、２００、２５０、および／または
５００の１つまたは複数の通信リンクなど、認可スペクトルと無認可スペクトルとを含む
ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを介して、様々なタイプのデータ
および／または制御信号（すなわち、伝送）を受信するために使用され得る。
【００９４】
　[0112]いくつかの実施形態では、送信機モジュール１０７０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおいて送信するように動作可能なＲＦ送信機などのＲＦ送信
機であるか、またはそれを含み得る。ＲＦ送信機は、認可スペクトルおよび無認可スペク
トルのための別個の送信機を含み得る。別個の送信機は、場合によっては、認可スペクト
ルモジュール１０７２および無認可スペクトルモジュール１０７４の形態をとり得る。認
可スペクトルモジュール１０７２および／または無認可スペクトルモジュール１０７４を
含む送信機モジュール１０７０は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照し
ながら説明したワイヤレス通信システム１００、２００、２５０、および／または５００
の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リ
ンクを介して、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、伝送）を送信
するために使用され得る。
【００９５】
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　[0113]いくつかの実施形態では、ＣＣＡモジュール１０６５は、図１０Ａを参照しなが
ら説明したＣＣＡモジュール１０１５の１つまたは複数の態様の一例であり得、ＣＣＡ機
会識別モジュール１０７５および／またはＣＣＡ実行モジュール１０８０を含み得る。
【００９６】
　[0114]いくつかの実施形態では、ＣＣＡ機会識別モジュール１０７５は、共有スペクト
ルに関するＣＣＡを実行するデバイス１０５５の事業者のための機会を識別するために使
用され得る。共有スペクトルは、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを含む
ことができる。識別される機会は、共有スペクトルに関連する少なくとも１つの他の事業
者に対するデバイス１０５５の事業者の優先度に基づき得る。
【００９７】
　[0115]いくつかの実施形態では、送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能であ
るかどうかを決定するために、識別される機会の間に、共有スペクトルに関するＣＣＡを
実行するために、ＣＣＡ実行モジュール１０８０が使用され得る。場合によっては、送信
間隔は、フレームまたはサブフレームを含むことができ、デバイス１０５５の事業者およ
び少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに
対して同期され得る。場合によっては、デバイス１０５５の事業者および少なくとも１つ
の他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレーム構造を利
用することができる。他の場合には、デバイス１０５５の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【００９８】
　[0116]次に図１１を参照すると、ブロック図１１００は、様々な実施形態によるＣＣＡ
機会識別モジュール１１０５の一実施形態を示している。ＣＣＡ機会識別モジュール１１
０５は、図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５の１つまた
は複数の態様の一例であり得る。ＣＣＡ機会識別モジュール１１０５は、ＣＣＡ優先度タ
イプ決定モジュール１１１０、時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１１５、送
信間隔識別モジュール１１２０、制限付きホッピング管理モジュール１１２５、制限付き
送信管理モジュール１１３０、複数ＣＣＡスロット管理モジュール１１３５、フレーム構
造識別モジュール１１４０、および／またはキャリア管理モジュール１１４５を含むこと
ができる。
【００９９】
　[0117]ＣＣＡ機会識別モジュール１１０５の構成要素は、ハードウェアにおいて適用可
能な機能の一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを用い
て、個々にまたはまとめて実装され得る。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。他の実
施形態では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集
積回路（たとえば、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、全体的または部分的に
、１つまたは複数の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるよ
うにフォーマットされた、メモリに組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【０１００】
　[0118]いくつかの実施形態では、ＣＣＡ優先度タイプ決定モジュール１１１０は、いく
つかのＣＣＡ優先度タイプのうちのどれが、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の
事業者（たとえば、ＣＣＡ機会識別モジュール１１０５が提供されるデバイスの事業者）
の優先度を定義するかを決定するように使用され得る。いくつかの優先度タイプは、たと
えば、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ、および／または図８Ｂを参照しながら説明した
優先度タイプのいずれかまたはすべてを含み得る。
【０１０１】
　[0119]いくつかの実施形態では、時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１１５
は、第１の事業者が共有スペクトルに関するＣＣＡを実行し得るＣＣＡスロット（すなわ
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ち、機会）のセットまたはサブセットを識別するために使用され得る。いくつかの実施形
態では、時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１１５は、２つ以上の時間期間を
占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から、ＣＣＡスロットのセットまたはサブセット
を識別し得る。他の実施形態では、時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１１５
は、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トーンを占有する２つ以上のＣＣＡスロッ
トの中から、ＣＣＡスロットのセットまたはサブセットを識別し得る。さらなる実施形態
では、時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１１５は、異なる時間期間と異なる
周波数トーンの両方の組合せを占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から、ＣＣＡスロ
ットのセットまたはサブセットを識別し得る。
【０１０２】
　[0120]いくつかの実施形態では、送信間隔識別モジュール１１２０は、その間ＣＣＡが
実行されることになる送信間隔を識別するために使用され得る。送信間隔は、共有スペク
トルの送信間隔であり得る。共有スペクトルは、認可スペクトルおよび／または無認可ス
ペクトルを含むことができる。場合によっては、送信間隔は、フレーム番号によって、ま
たは偶数もしくは奇数のフレーム番号に関連する送信間隔として識別され得る。
【０１０３】
　[0121]いくつかの実施形態では、制限付きホッピング管理モジュール１１２５は、少な
くとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度が制限付きホッピングタイプのＣ
ＣＡ優先度を含むときに、ＣＣＡ機会を識別するために使用され得る。そのような場合、
ＣＣＡ機会は、関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基
づいて、サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットから識別され得る。
【０１０４】
　[0122]第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高いときに
、制限付きホッピング管理モジュール１１２５によって識別されるＣＣＡスロットのサブ
セットは、第１の事業者が少なくとも１つの他の事業者よりも多くの送信間隔においてＣ
ＣＡ優先度を有することを保証し得る。例として、図７Ｂは、３つの送信間隔ごとに２つ
の送信間隔において、第１の事業者が第２の事業者を上回るＣＣＡ優先度を有する一例を
示している。
【０１０５】
　[0123]第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低いときに
、制限付きホッピング管理モジュール１１２５によって識別されるＣＣＡスロットのサブ
セットは第１の事業者に、少なくとも１つの他の事業者よりも少ない送信間隔においてＣ
ＣＡ優先度を提供し得る。
【０１０６】
　[0124]いくつかの実施形態では、また、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事
業者の優先度が制限付き送信タイプのＣＣＡ優先度を含むときに、制限付き送信管理モジ
ュール１１３０は、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度が、第１
の事業者が識別されるＣＣＡスロットにおいてＣＣＡを実行することを制限するかどうか
を決定するために使用され得る。たとえば、制限付き送信管理モジュール１１３０は、少
なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づいて、識別される送信間
隔の間ＣＣＡを実行する第１の事業者のために識別されるＣＣＡスロットが、第１の事業
者によってＣＣＡを実行する場合に無効であるかどうかを決定し得る。
【０１０７】
　[0125]制限付き送信タイプのＣＣＡ優先度では、あらゆる識別されるＣＣＡスロットが
、ＣＣＡを実行するために第１の事業者によって使用されることを制限されるとは限らな
い。しかしながら、第１の事業者が少なくとも１つの他の事業者に対するより低い優先度
を有するときには、識別されるＣＣＡスロットが第１の事業者によって使用されることを
制限される可能性が比較的高くなり得、第１の事業者が少なくとも１つの他の事業者に対
するより高い優先度を有するときには、識別されるＣＣＡスロットが第１の事業者によっ
て使用されることを制限される可能性が比較的低くなり得る。例として、図７Ｃは、第１
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の事業者がＣＣＡを実行することに対する制限を有しない一方で、第２の事業者が１つお
きの送信間隔（たとえば、１つおきのフレーム）においてＣＣＡを実行することを制限さ
れる一例を示している。
【０１０８】
　[0126]制限付き送信タイプのＣＣＡ優先度に従ってＣＣＡスロットを識別するためにホ
ッピングシーケンスが使用されるとき、ホッピングシーケンスは、サブフレームにおける
ＣＣＡスロットのすべてまたはサブセットを含むことができる。場合によっては、１つま
たは複数の事業者が共有スペクトルの特定の送信間隔の間ＣＣＡを実行することを制限す
ることによって、共有スペクトルにおける別の事業者を上回る１つの事業者の優先度が制
御され得るので、他の事業者を上回る異なる優先度を有する事業者のために同じホッピン
グシーケンスが使用され得る。
【０１０９】
　[0127]いくつかの実施形態では、複数ＣＣＡスロット管理モジュール１１３５は、共有
スペクトルの識別される送信間隔の間ＣＣＡを実行する第１の事業者のためのいくつかの
ＣＣＡ機会を識別するために使用され得る。第１の事業者のために識別されるいくつかの
ＣＣＡ機会は、送信間隔の識別に応じて変わり得る。たとえば、複数ＣＣＡスロット管理
モジュール１１３５は、第１の事業者に、偶数番号の送信間隔の間に１つのＣＣＡスロッ
トを配分し、奇数番号の送信間隔の間に２つのＣＣＡスロットを配分することができる。
第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高いときに、第１の
事業者の優先度に関連するいくつかのＣＣＡ機会は、経時的に、第１の事業者が少なくと
も１つの他の事業者よりも多くのＣＣＡスロットを配分されることを保証し得る。たとえ
ば、図７Ｄは、第２の事業者に配分される２つのＣＣＡスロットごとに第１の事業者が３
つのＣＣＡスロットを配分される一例を示している。第１の事業者の優先度が少なくとも
１つの他の事業者の優先度よりも低いときに、第１の事業者の優先度に関連するいくつか
のＣＣＡ機会は、経時的に第１の事業者に、少なくとも１つの他の事業者よりも少ないＣ
ＣＡスロットを提供し得る。
【０１１０】
　[0128]場合によっては、識別されるＣＣＡ機会のうちの２つ以上が時間的に隣接し得る
。他の場合には、識別されるＣＣＡ機会の各々は、１つまたは複数の識別されないＣＣＡ
機会によって、識別されるＣＣＡ機会のうちの別の１つまたは複数から隔てられ得る。
【０１１１】
　[0129]いくつかの実施形態では、フレーム構造識別モジュール１１４０は、事業者のフ
レーム構造を識別し、事業者が共有スペクトルの識別される送信間隔の間ＣＣＡを実行す
ること、および／または共有スペクトル上で送信することをフレーム構造が制限するかど
うかを決定するために使用され得る。場合によっては、識別されるフレーム構造は、事業
者が共有スペクトルの識別される送信間隔の間ＣＣＡを実行すること、および／または共
有スペクトル上で送信することを制限する沈黙期間を定義し得る。
【０１１２】
　[0130]いくつかの実施形態では、キャリア管理モジュール１１４５は、共有スペクトル
において事業者がその上で送信する複数のキャリアに対して使用される優先度付け技法が
ある場合に、それを管理するために使用され得る。場合によっては、キャリア管理モジュ
ール１１４５は、図９Ａを参照しながら説明したような機能を実行することができる。
【０１１３】
　[0131]図１２を参照すると、ブロック図１２００は、様々な実施形態によるワイヤレス
通信において使用するためのデバイス１２０５を示している。いくつかの実施形態では、
デバイス１２０５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／もしくは図５を参照しながら説明
した基地局１０５、２０５、および／もしくは５０５の１つもしくは複数の態様、ならび
に／または図１を参照しながら説明したコアネットワーク１３０の１つもしくは複数の態
様の一例であり得る。デバイス１２０５は、プロセッサでもあり得る。デバイス１２０５
は、受信機モジュール１２１０、ＣＣＡ優先度決定モジュール１２１５、および／または
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送信機モジュール１２２０を含み得る。これらの構成要素の各々は互いに通信しているこ
とがある。
【０１１４】
　[0132]デバイス１２０５の構成要素は、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部ま
たは全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ
）を用いて、個々にまたはまとめて実装され得る。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
。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタ
イプの集積回路（たとえば、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、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用プロセッサ
または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリに
組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【０１１５】
　[0133]いくつかの実施形態では、受信機モジュール１２１０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおいて伝送を受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）
受信機などのＲＦ受信機であるか、またはそれを含み得る。他の実施形態では、受信モジ
ュール１２１０はワイヤード受信機であるか、またはそれを含み得る。受信機モジュール
１２１０は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照しながら説明したワイヤ
レス通信システム１００、２００、２５０、および／または５００の１つまたは複数の通
信リンクなど、ワイヤレス通信システムまたはワイヤード通信システムの１つまたは複数
の通信リンクを介して、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、伝送
）を受信するために使用され得る。
【０１１６】
　[0134]いくつかの実施形態では、送信機モジュール１２２０は、認可スペクトルおよび
／または無認可スペクトルにおいて送信するように動作可能なＲＦ送信機などのＲＦ送信
機であるか、またはそれを含み得る。他の実施形態では、送信機モジュール１２２０はワ
イヤード送信機であるか、またはそれを含み得る。送信機モジュール１２２０は、図１、
図２Ａ、図２Ｂ、および／または図５を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１
００、２００、２５０、および／または５００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイ
ヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを介して、様々なタイプのデータおよ
び／または制御信号（すなわち、伝送）を送信するために使用され得る。
【０１１７】
　[0135]いくつかの実施形態では、ＣＣＡ優先度決定モジュール１２１５は、共有スペク
トルに関するＣＣＡを実行する必要がある事業者のグループに優先度を付けるために使用
され得る。ＣＣＡ優先度決定モジュール１２１５は、場合によっては、図７Ａ、図７Ｂ、
図７Ｃ、図７Ｄ、および／または図８Ｂを参照しながら説明した優先度技法のうちの１つ
または複数を実施することができる。
【０１１８】
　[0136]図１３を参照すると、共有スペクトル上でのワイヤレス通信のために構成された
基地局１３０５を示すブロック図１３００が示されている。いくつかの実施形態では、基
地局１３０５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ、および／または図１０Ｂを参
照しながら説明した基地局またはデバイス１０５、２０５、２５５、５０５、１００５、
および／または１０５５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。基地局１３０５は、
図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図４、図５、図６、図７Ａ～図７Ｄ、図８Ａ、図８Ｂ、図
９Ａ、図９Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂ、および／または図１１を参照しながら説明した特徴
および機能のうちの少なくともいくつかを実施するように構成され得る。基地局１３０５
は、プロセッサモジュール１３１０、メモリモジュール１３２０、（トランシーバモジュ
ール１３５５によって表される）少なくとも１つのトランシーバモジュール、（アンテナ
１３６０によって表される）少なくとも１つのアンテナ、および／または基地局共有スペ
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クトルモジュール１３７０を含み得る。基地局１３０５はまた、基地局通信モジュール１
３３０およびネットワーク通信モジュール１３４０のうちの一方または両方を含み得る。
これらの構成要素の各々は、１つまたは複数のバス１３３５を介して直接または間接的に
互いに通信していることがある。
【０１１９】
　[0137]メモリモジュール１３２０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。メモリモジュール１３２０は、実行されたと
きに、共有スペクトルにおけるワイヤレス通信を実行する（またはワイヤレス通信のため
にＣＣＡを実行する）ための本明細書で説明する様々な機能をプロセッサモジュール１３
１０に実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実
行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１３２５を記憶し得る。代替的に、ソフトウェアコー
ド１３２５は、プロセッサモジュール１３１０によって直接的に実行可能でない場合があ
るが、たとえば、コンパイルされ実行されたときに、本明細書で説明する機能のうちの様
々な機能を基地局１３０５に実行させるように構成され得る。
【０１２０】
　[0138]プロセッサモジュール１３１０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。プ
ロセッサモジュール１３１０は、トランシーバモジュール１３５５、基地局通信モジュー
ル１３３０、および／またはネットワーク通信モジュール１３４０を通して受信された情
報を処理し得る。プロセッサモジュール１３１０はまた、アンテナ１３６０を介した送信
のためにトランシーバモジュール１３５５に、１つもしくは複数の他の基地局もしくはｅ
ＮＢ１３０５－ａおよび１３０５－ｂへの送信のために基地局通信モジュール１３３０に
、ならびに／または図１を参照しながら説明したコアネットワーク１３０の態様の一例で
あり得るコアネットワーク１３４５への送信のためにネットワーク通信モジュール１３４
０に、送られるべき情報を処理し得る。プロセッサモジュール１３１０は、単独で、また
は基地局共有スペクトルモジュール１３７０と連動して、共有スペクトルにおけるワイヤ
レス通信を実行する（またはワイヤレス通信のためにＣＣＡを実行する）様々な態様を処
理し得る。
【０１２１】
　[0139]トランシーバモジュール１３５５は、パケットを変調し、変調されたパケットを
送信のためにアンテナ１３６０に与え、アンテナ１３６０から受信されたパケットを復調
するように構成されたモデムを含み得る。トランシーバモジュール１３５５は、場合によ
っては、１つまたは複数の送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個の受信機モジュ
ールとして実装され得る。トランシーバモジュール１３５５は、共有認可スペクトルおよ
び／または共有無認可スペクトルなどの共有スペクトルにおける通信をサポートし得る。
トランシーバモジュール１３５５は、たとえば、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／または
図５を参照しながら説明したＵＥまたはデバイス１１５、２１５、および／または５１５
のうちの１つまたは複数と、アンテナ１３６０を介して、双方向に通信するように構成さ
れ得る。基地局１３０５は、通常、複数のアンテナ１３６０（たとえば、アンテナアレイ
）を含み得る。基地局１３０５は、ネットワーク通信モジュール１３４０を介してコアネ
ットワーク１３４５と通信し得る。基地局１３０５は、基地局通信モジュール１３３０を
使用して、ｅＮＢ１３０５－ａおよび１３０５－ｂなどの他の基地局またはｅＮＢと通信
し得る。
【０１２２】
　[0140]図１３のアーキテクチャによれば、基地局１３０５はさらに、通信管理モジュー
ル１３５０を含み得る。通信管理モジュール１３５０は、他の基地局、ｅＮＢ、および／
またはデバイスとの通信を管理し得る。通信管理モジュール１３５０は、１つまたは複数
のバス１３３５を介して、基地局１３０５の他の構成要素の一部または全部と通信してい
ることがある。代替的に、通信管理モジュール１３５０の機能は、トランシーバモジュー
ル１３５５の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、および／またはプロ
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セッサモジュール１３１０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実装され得る。
【０１２３】
　[0141]基地局共有スペクトルモジュール１３７０は、共有スペクトルにおけるワイヤレ
ス通信を実行すること（またはワイヤレス通信のためにＣＣＡを実行すること）に関係し
て図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図４、図５、図６、図７Ａ～７Ｄ、図８Ａ、図８Ｂ、図
９Ａ、図９Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂ、および／または図１１を参照しながら説明した特徴
および／または機能の一部または全部を実行および／または制御するように構成され得る
。たとえば、基地局共有スペクトルモジュール１３７０は、認可スペクトルにおけるワイ
ヤレス通信、ならびに／または無認可スペクトルにおける補足ダウンリンクモード、キャ
リアアグリゲーションモード、および／もしく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。基地局共有スペクトルモジュール１３７０は、ＬＴＥ通信を処理する
ように構成されたＬＴＥモジュール１３７５、無認可スペクトルにおいてＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ通信を処理するように構成されたＬＴＥ無認可モジュール１３８０、および／または
無認可スペクトルにおいてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信以外の通信を処理するように構成され
た無認可モジュール１３８５を含み得る。基地局共有スペクトルモジュール１３７０はま
た、たとえば、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行するための図３、図４、図５、図６
、図７Ａ～７Ｄ、図８Ａ、図８Ｂ、図９Ａ、図９Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂ、および／また
は図１１を参照しながら説明した基地局機能のうちのいずれかを実行するように構成され
たＣＣＡモジュール１３９０を含み得る。ＣＣＡモジュール１３９０は、図１０Ａおよび
／または図１０Ｂを参照しながら説明した同様のモジュール（たとえば、モジュール１０
１５および／またはモジュール１０６５）の一例であり得る。基地局共有スペクトルモジ
ュール１３７０もしくはそれの部分は、プロセッサを含み得、ならびに／または基地局共
有スペクトルモジュール１３７０の機能の一部もしくは全部は、プロセッサモジュール１
３１０によって、および／もしくはプロセッサモジュール１３１０と連動して実行され得
る。
【０１２４】
　[0142]コアネットワーク１３４５は、場合によっては、ＣＣＡ優先度決定モジュール１
３９５を含み得る。ＣＣＡ優先度決定モジュール１３９５は、ワイヤレス通信ネットワー
クの共有スペクトルに関連する（たとえば、共有スペクトル上で通信するように構成され
た）異なる事業者のためのＣＣＡ優先度を確立するために使用され得る。ＣＣＡ優先度決
定モジュール１３９５は、それの確立された優先度を１つまたは複数の基地局またはｅＮ
Ｂ１３０５、１３０５－ａおよび／または１３０５－ｂに通信することができる。いくつ
かの実施形態では、ＣＣＡ優先度決定モジュール１３９５は、図１２を参照しながら説明
したＣＣＡ優先度決定モジュール１２１５の態様の一例であり得る。
【０１２５】
　[0143]図１４を参照すると、共有スペクトル上でのワイヤレス通信のために構成された
ＵＥ１４１５を示すブロック図１４００が示されている。ＵＥ１４１５は、様々な他の構
成を有し得、パーソナルコンピュータ（たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブ
ックコンピュータ、タブレットコンピュータなど）、セルラー電話、ＰＤＡ、デジタルビ
デオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネット機器、ゲーミングコンソール、電子リーダーな
ど含むか、またはその一部であり得る。ＵＥ１４１５は、場合によっては、モバイル動作
を容易にするために、小型バッテリーなどの内部電源（図示せず）を有し得る。いくつか
の実施形態では、ＵＥ１４１５は、図１、図２Ａ、図２Ｂ、および／もしくは図５を参照
しながら説明したＵＥ１１５、２１５、および／もしくは５１５のうちの１つもしくは複
数、ならびに／または図１０Ａおよび／もしくは図１０Ｂを参照しながら説明したデバイ
ス１００５および／もしくは１０５５のうちの１つ、の一例であり得る。ＵＥ１４１５は
、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１２、および／または図１３を
参照しながら説明した基地局またはデバイス１０５、２０５、２５５、５０５、１００５
、１０５５、１２０５、および／または１３０５のうちの１つまたは複数と通信するよう
に構成され得る。
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【０１２６】
　[0144]ＵＥ１４１５は、プロセッサモジュール１４１０、メモリモジュール１４２０、
（トランシーバモジュール１４７０によって表される）少なくとも１つのトランシーバモ
ジュール、（アンテナ１４８０によって表される）少なくとも１つのアンテナ、および／
またはＵＥ共有スペクトルモジュール１４４０を含み得る。これらの構成要素の各々は、
１つまたは複数のバス１４３５を介して直接または間接的に互いに通信していることがあ
る。
【０１２７】
　[0145]メモリモジュール１４２０はＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含み得る。メモリモ
ジュール１４２０は、実行されたときに、共有スペクトルにおけるワイヤレス通信を実行
する（またはワイヤレス通信のためにＣＣＡを実行する）ための本明細書で説明する様々
な機能を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んでいる
コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１４２５を記憶し
得る。場合によっては、実行される命令は、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しな
がら説明したデバイス１００５および／または１０５５のうちの１つがＣＣＡを実行する
方法と同様にＣＣＡをプロセッサモジュール１４１０に実行させ得る。代替的に、ソフト
ウェアコード１４２５は、プロセッサモジュール１４１０によって直接的に実行可能でな
い場合があるが、（たとえば、コンパイルされ実行されたときに）本明細書で説明するＵ
Ｅ機能のうちの様々な機能をＵＥ１４１５に実行させるように構成され得る。
【０１２８】
　[0146]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、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１４１０は、トランシーバモジュール１４７０を通して受信された情報、および／また
はアンテナ１４８０を介した送信のためにトランシーバモジュール１４７０に送られるべ
き情報を処理し得る。プロセッサモジュール１４１０は、単独で、またはＵＥ共有スペク
トルモジュール１４４０と連動して、共有スペクトルにおけるワイヤレス通信を実行する
（またはワイヤレス通信のためにＣＣＡを実行する）様々な態様を処理し得る。場合によ
っては、プロセッサモジュール１４１０は、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しな
がら説明したデバイス１００５および／または１０５５のうちの１つがＣＣＡを実行する
方法と同様にＣＣＡを実行し得る。
【０１２９】
　[0147]トランシーバモジュール１４７０は、基地局と双方向に通信するように構成され
得る。トランシーバモジュール１４７０は、１つまたは複数の送信機モジュールおよび１
つまたは複数の別個の受信機モジュールとして実装され得る。トランシーバモジュール１
４７０は、共有認可スペクトルおよび／または共有無認可スペクトルなどの共有スペクト
ルにおける通信をサポートし得る。トランシーバモジュール１４７０は、パケットを変調
し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ１４８０に与え、アンテナ１４８０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。ＵＥ１４１５は単一
のアンテナを含み得るが、ＵＥ１４１５が複数のアンテナ１４８０を含み得る実施形態が
あり得る。
【０１３０】
　[0148]図１４のアーキテクチャによれば、ＵＥ１４１５はさらに、通信管理モジュール
１４３０を含み得る。通信管理モジュール１４３０は、様々な基地局またはｅＮＢとの通
信を管理し得る。通信管理モジュール１４３０は、１つまたは複数のバス１４３５を介し
てＵＥ１４１５の他の構成要素の一部または全部と通信しているＵＥ１４１５の構成要素
であり得る。代替的に、通信管理モジュール１４３０の機能は、トランシーバモジュール
１４７０の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、および／またはプロセ
ッサモジュール１４１０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実装され得る。
【０１３１】
　[0149]ＵＥ共有スペクトルモジュール１４４０は、共有スペクトルにおけるワイヤレス
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通信を実行すること（またはワイヤレス通信のためにＣＣＡを実行すること）に関係して
図１、図２Ａ、図２Ｂ、図３、図４、図５、図６、図７Ａ～図７Ｄ、図８Ａ、図８Ｂ、図
９Ａ、図９Ｂ、図１０Ａ、図１０Ｂ、および／または図１１を参照しながら説明した特徴
および／または機能の一部または全部を実行および／または制御するように構成され得る
。たとえば、ＵＥ共有スペクトルモジュール１４４０は、認可スペクトル（たとえば、Ｌ
ＴＥスペクトル）におけるワイヤレス通信、ならびに／または無認可スペクトルにおける
補足ダウンリンクモード、キャリアアグリゲーションモードおよび／もしくはスタンドア
ロンモードをサポートするように構成され得る。ＵＥ共有スペクトルモジュール１４４０
は、ＬＴＥ通信を処理するように構成されたＬＴＥモジュール１４４５、無認可スペクト
ルにおいてＬＴＥ通信を処理するように構成されたＬＴＥ無認可モジュール１４５０、お
よび／または無認可スペクトルにおいてＬＴＥ通信以外の通信を処理するように構成され
た無認可モジュール１４５５を含み得る。ＵＥ共有スペクトルモジュール１４４０はまた
、たとえば、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明したデバイス１００５
および／または１０５５のうちの１つがＣＣＡを実行する方法と同様にＣＣＡを実行する
ように構成されたＵＥ　ＣＣＡモジュール１４６０を含み得る。ＵＥ　ＣＣＡモジュール
１４６０は、図１０Ａおよび／または図１０Ｂを参照しながら説明したモジュール（たと
えば、モジュール１０１５および／またはモジュール１０６５）と同様に構成され得る。
ＵＥ共有スペクトルモジュール１４４０もしくはそれの部分は、プロセッサを含み得、な
らびに／またはＵＥ共有スペクトルモジュール１４４０の機能の一部もしくは全部は、プ
ロセッサモジュール１４１０によって、および／もしくはプロセッサモジュール１４１０
と連動して実行され得る。
【０１３２】
　[0150]次に図１５を参照すると、基地局１５０５とＵＥ１５１５とを含む多入力多出力
（ＭＩＭＯ）通信システム１５００のブロック図が示されている。基地局１５０５および
ＵＥ１５１５は、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを使用したＬＴＥベー
スの通信をサポートし得る。基地局１５０５が、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１２、および／または図１３を参照しながら説明した基地局またはデバイ
ス１０５、２０５、２５５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、および／または１
３０５の１つまたは複数の態様の一例であり得る一方、ＵＥ１５１５は、図１、図２Ａ、
図２Ｂ、図５、および／もしくは図１４を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、５
１５、および／もしくは１４１５、ならびに／または図１０Ａおよび／もしくは図１０Ｂ
を参照しながら説明したデバイス１００５および／もしくは１０５５のうちの１つ、の１
つまたは複数の態様の一例であり得る。システム１５００は、図１、図２Ａ、および／ま
たは図２Ｂを参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００、２００、および／ま
たは２５０の態様を示し得る。
【０１３３】
　[0151]基地局１５０５は、アンテナ１５３４－ａ～１５３４－ｘを備え得、ＵＥ１５１
５は、アンテナ１５５２－ａ～１５５２－ｎを備え得る。システム１５００では、基地局
１５０５は、複数の通信リンクを介して同時にデータを送ることが可能であり得る。各通
信リンクは「レイヤ」と呼ばれることがあり、通信リンクの「ランク」は、通信に使用さ
れるレイヤの数を示し得る。たとえば、基地局１５０５が２つの「レイヤ」を送信する２
×２ＭＩＭＯシステムでは、基地局１５０５とＵＥ１５１５との間の通信リンクのランク
は２であり得る。
【０１３４】
　[0152]基地局１５０５において、送信メモリ１５４２と通信可能に結合された送信（Ｔ
ｘ）プロセッサ１５２０は、データソースからデータを受信し得る。送信プロセッサ１５
２０は、そのデータを処理し得る。送信プロセッサ１５２０はまた、基準シンボルおよび
／またはセル固有基準信号を生成し得る。送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１５３０は、
適用可能な場合にデータシンボル、制御シンボル、および／または基準シンボルに対して
空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行し得、出力シンボルストリームを送信（
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Ｔｘ）変調器１５３２－ａ～１５３２－ｘに与え得る。各変調器１５３２は、出力サンプ
ルストリームを取得するために、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）それぞれの出力シ
ンボルストリームを処理し得る。各変調器１５３２は、ダウンリンク（ＤＬ）信号を取得
するために、その出力サンプルストリームをさらに処理（たとえば、アナログ変換、増幅
、フィルタ処理、およびアップコンバート）し得る。一例では、変調器１５３２－ａ～１
５３２－ｘからのＤＬ信号は、それぞれアンテナ１５３４－ａ～１５３４－ｘを介して送
信され得る。
【０１３５】
　[0153]ＵＥ１５１５において、アンテナ１５５２－ａ～１５５２－ｎは、基地局１５０
５からＤＬ信号を受信し得、受信された信号をそれぞれ受信（Ｒｘ）復調器１５５４－ａ
～１５５４－ｎに与え得る。各復調器１５５４は入力サンプルを取得するために、それぞ
れの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタ
ル化）し得る。各復調器１５５４は、受信シンボルを取得するために、（たとえば、ＯＦ
ＤＭなどのために）入力サンプルをさらに処理し得る。ＭＩＭＯ検出器１５５６は、すべ
ての復調器１５５４－ａ～１５５４－ｎから受信シンボルを取得し、適用可能な場合に受
信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、検出されたシンボルを与え得る。受信（Ｒｘ
）プロセッサ１５５８は、検出されたシンボルを処理（たとえば、復調、デインターリー
ブ、および復号）し、ＵＥ１５１５のための復号されたデータをデータ出力に与え、復号
された制御情報をプロセッサ１５８０またはメモリ１５８２に与え得る。
【０１３６】
　[0154]アップリンク（ＵＬ）上で、ＵＥ１５１５において、送信（Ｔｘ）プロセッサ１
５６４は、データソースからのデータを受信し、処理し得る。送信プロセッサ１５６４は
また、基準信号用の基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ１５６４からのシンボル
は、適用可能な場合に送信（Ｔｘ）ＭＩＭＯプロセッサ１５６６によってプリコーディン
グされ、（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭＡなどのために）送信（Ｔｘ）変調器１５５４－ａ～
１５５４－ｎによってさらに処理され、基地局１５０５から受信された送信パラメータに
従って基地局１５０５に送信され得る。基地局１５０５において、ＵＥ１５１５からのＵ
Ｌ信号がアンテナ１５３４によって受信され、受信機（Ｒｘ）復調器１５３２によって処
理され、適用可能な場合にＭＩＭＯ検出器１５３６によって検出され、受信（Ｒｘ）プロ
セッサ１５３８によってさらに処理され得る。受信プロセッサ１５３８は、復号されたデ
ータをデータ出力およびプロセッサ１５４０に与え得る。
【０１３７】
　[0155]プロセッサ１５４０および１５８０は、共有スペクトル上で通信する前に共有ス
ペクトルに関するＣＣＡを実行するためのそれぞれのモジュールまたは機能１５４１、１
５８１を含み得る。いくつかの実施形態では、モジュールまたは機能１５４１、１５８１
は、図１０Ａおよび／もしくは図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１
５および／もしくは１０６５、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照しながら説明した
ＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および１１０５、ならびに／または図１０Ｂを参照し
ながら説明したＣＣＡ実行モジュール１０８０、の１つまたは複数の態様の例であり得る
。基地局１５０５が、他の基地局によるＣＣＡの実行と連動してＣＣＡを実行するために
モジュールまたは機能１５４１を使用し得る一方、ＵＥ１５１５は、他のＵＥによるＣＣ
Ａの実行と連動してＣＣＡを実行するためにモジュールまたは機能１５８１を使用し得る
。場合によっては、基地局１５０５およびＵＥ１５１５は、基地局１５０５およびＵＥ１
５１５の各々が成功したＣＣＡを実行した後に初めて、共有スペクトル上で互いに通信し
得る。場合によっては、基地局１５０５およびＵＥ１５１５は、基地局１５０５およびＵ
Ｅ１５１５の各々が、基地局１５０５およびＵＥ１５１５によってそれらの通信の間に使
用される各通信チャネルに対して成功したＣＣＡを実行した後に初めて、共有スペクトル
上で互いに通信し得る。
【０１３８】
　[0156]基地局１５０５の構成要素は、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部また
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は全部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個々にまたはま
とめて実装され得る。言及したモジュールの各々は、システム１５００の動作に関係する
１つまたは複数の機能を実行するための手段であり得る。同様に、ＵＥ１５１５の構成要
素は、ハードウェアにおいて適用可能な機能の一部または全部を実行するように適応され
た１つまたは複数のＡＳＩＣを用いて、個々にまたはまとめて実装され得る。言及した構
成要素の各々は、システム１５００の動作に関係する１つまたは複数の機能を実行するた
めの手段であり得る。
【０１３９】
　[0157]図１６は、ワイヤレス通信のための方法１６００の一例を示すフローチャートで
ある。明快のために、方法１６００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ、
図１０Ｂ、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明した基地局または
デバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／
または１５０５のうちの１つを参照しながら以下で説明する。一実施形態では、基地局ま
たはデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、およ
び／または１５０５は、以下で説明する機能を実行するために基地局またはデバイス１０
５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５０
５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。
【０１４０】
　[0158]ブロック１６０５において、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事
業者のための機会が識別され得る。共有スペクトルは、認可スペクトルおよび／または無
認可スペクトルを含むことができる。機会は、共有スペクトルに関連する少なくとも１つ
の他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づいて識別され得る。ブロック１６０５
における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１
５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、および／も
しくは１５４１、ならびに／または図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照しながら説明
したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは１１０５を使用して実行され得
る。
【０１４１】
　[0159]いくつかの実施形態では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業
者のための機会は、２つ以上の時間期間を占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識
別され得る。他の実施形態では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者
のための機会は、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トーンを占有する２つ以上の
ＣＣＡスロットの中から識別され得る。さらなる実施形態では、共有スペクトルに関する
ＣＣＡを実行する第１の事業者のための機会は、異なる時間期間と異なる周波数トーンの
両方の組合せを占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別され得る。
【０１４２】
　[0160]いくつかの実施形態では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の
優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。すなわ
ち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少なくとも１つの他の事業者に対する優
先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態では、少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によって共有され得る。すなわち、第１の
事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の事業者（たとえば、第２の事業者）
と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを共有するための直交伝送および／ま
たは他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者および第２の事業者はまた、たとえ
ば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各々が同じスペクトルに関する同じ優
先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第１の事業者および第２の事業者に与
えられる優先度を交替することによって、少なくとも１つの他の事業者に対する同じ優先
度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付
けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実行され得る。
【０１４３】
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　[0161]ブロック１６１０において、送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能で
あるかどうかを決定するために、共有スペクトルに関するＣＣＡが、識別される機会の間
に実行され得る。ブロック１６１０における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０
Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５
、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、ならびに／または図１０Ｂを参照し
ながら説明したＣＣＡ実行モジュール１０８０を使用して実行され得る。
【０１４４】
　[0162]いくつかの実施形態では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むこと
ができ、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたは
サブフレームタイミングに対して同期され得る。場合によっては、第１の事業者および少
なくとも１つの他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレ
ーム構造を利用することができる。他の場合には、第１の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【０１４５】
　[0163]場合によっては、第１の事業者は、２つ以上のキャリア（たとえば、２つ以上の
周波数トーン）上で送信することが可能であり得、ブロック１６０５における共有スペク
トルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のための機会は、共有スペクトルの第１のキ
ャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のための機会であり得る。これらの場合、
ＣＣＡを実行する第１の事業者のための第２の機会が識別され得る。第２の機会は、共有
スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のための機会であり
得る。第２の機会は、１）少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度、
または２）少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくこ
とができ、ここにおいて、第２の優先度が第１の優先度とは異なる。第２のＣＣＡ機会が
少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくとき、第１の
優先度および第２の優先度は、同じ技法または異なる技法（たとえば、図７Ａ、図７Ｂ、
図７Ｃ、図７Ｄ、および／または図８Ｂを参照しながら説明した様々な技法のうちの１つ
または複数）を使用して決定され得る。送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能
であるかどうかを決定するために、ＣＣＡは、識別される第２の機会の間に、共有スペク
トルの第２のキャリアに関して実行され得る。
【０１４６】
　[0164]したがって、方法１６００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１６００は一実
装形態にすぎず、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あるい
は修正されてよいことに留意されたい。
【０１４７】
　[0165]図１７は、ワイヤレス通信のための方法１７００の別の例を示すフローチャート
である。明快のために、方法１７００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明した基地局また
はデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および
／または１５０５のうちの１つを参照しながら以下で説明する。一実施形態では、基地局
またはデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、お
よび／または１５０５は、以下で説明する機能を実行するために基地局またはデバイス１
０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５
０５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。
【０１４８】
　[0166]ブロック１７０５において、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事
業者のためのＣＣＡ機会が識別され得る。共有スペクトルは、認可スペクトルおよび／ま
たは無認可スペクトルを含むことができる。ＣＣＡ機会は、サブフレームにおけるＣＣＡ
スロットのサブセットから識別され得る。ＣＣＡスロットのサブセットは、共有スペクト
ルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づき得る。
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ブロック１７０５における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、およ
び／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３
９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照しながら説明
したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは１１０５、ならびに／または図
１１を参照しながら説明した時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１１５を使用
して実行され得る。
【０１４９】
　[0167]第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高いときに
、第１の事業者のためのＣＣＡ機会は、（たとえば、図７Ａを参照しながら説明したよう
に）少なくとも１つの他の事業者のためのＣＣＡ機会よりも、サブフレームにおいて早く
なり得る。第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低いとき
に、第１の事業者のためのＣＣＡ機会は、少なくとも１つの他の事業者のためのＣＣＡ機
会よりも、サブフレームにおいて遅くなり得る。
【０１５０】
　[0168]いくつかの実施形態では、ＣＣＡスロットのサブセットは、２つ以上の時間期間
を占有する２つ以上のＣＣＡスロットを含むことができる。他の実施形態では、ＣＣＡス
ロットのサブセットは、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トーンを含むことがで
きる。さらなる実施形態では、ＣＣＡスロットは、異なる時間期間と異なる周波数トーン
の両方の組合せを占有することができる。
【０１５１】
　[0169]いくつかの実施形態では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の
優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。すなわ
ち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少なくとも１つの他の事業者に対する優
先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態では、少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によって共有され得る。すなわち、第１の
事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の事業者（たとえば、第２の事業者）
と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを共有するための直交伝送および／ま
たは他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者および第２の事業者はまた、たとえ
ば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各々が同じスペクトルに関する同じ優
先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第１の事業者および第２の事業者に与
えられる優先度を交替することによって、少なくとも１つの他の事業者に対する同じ優先
度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付
けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実行され得る。
【０１５２】
　[0170]ブロック１７１０において、送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能で
あるかどうかを決定するために、共有スペクトルに関するＣＣＡが、識別されるＣＣＡ機
会の中で実行され得る。ブロック１７１０における動作は、場合によっては、図１０Ａ、
図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１
０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、ならびに／または図１０Ｂを
参照しながら説明したＣＣＡ実行モジュール１０８０を使用して実行され得る。
【０１５３】
　[0171]いくつかの実施形態では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むこと
ができ、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたは
サブフレームタイミングに対して同期され得る。場合によっては、第１の事業者および少
なくとも１つの他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレ
ーム構造を利用することができる。他の場合には、第１の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【０１５４】
　[0172]場合によっては、第１の事業者は、２つ以上のキャリア（たとえば、２つ以上の
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周波数トーン）上で送信することが可能であり得、ブロック１７０５における共有スペク
トルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のために識別されるＣＣＡ機会は、共有スペ
クトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のためのＣＣＡスロット
であり得る。これらの場合、ＣＣＡを実行する第１の事業者のための第２のＣＣＡ機会が
識別され得る。第２のＣＣＡ機会は、共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを
実行する第１の事業者のためのＣＣＡスロットであり得る。第２のＣＣＡ機会は、１）少
なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度、または２）少なくとも１つの
他の事業者に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくことができ、ここにおいて、第
２の優先度が第１の優先度とは異なる。第２のＣＣＡ機会が少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくとき、第１の優先度および第２の優先度は
、同じ技法または異なる技法（たとえば、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ、および／ま
たは図８Ｂを参照しながら説明した様々な技法のうちの１つまたは複数）を使用して決定
され得る。送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するた
めに、ＣＣＡは、識別される第２のＣＣＡ機会において、共有スペクトルの第２のキャリ
アに関して実行され得る。
【０１５５】
　[0173]したがって、方法１７００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１７００は一実
装形態にすぎず、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あるい
は修正されてよいことに留意されたい。
【０１５６】
　[0174]図１８は、ワイヤレス通信のための方法１８００の別の例を示すフローチャート
である。明快のために、方法１８００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明した基地局また
はデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および
／または１５０５のうちの１つを参照しながら以下で説明する。一実施形態では、基地局
またはデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、お
よび／または１５０５は、以下で説明する機能を実行するために基地局またはデバイス１
０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５
０５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。
【０１５７】
　[0175]ブロック１８０５において、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事
業者のためのＣＣＡ機会が識別され得る。共有スペクトルは、認可スペクトルおよび／ま
たは無認可スペクトルを含むことができる。ＣＣＡ機会は、サブフレームにおけるＣＣＡ
スロットのサブセットから識別され得る。ＣＣＡスロットのサブセットは、共有スペクト
ルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づき得る。
ＣＣＡ機会はまた、図７Ｂに関して本明細書で説明した制限付きホッピング技法に基づい
て識別され得る。ブロック１８０５における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０
Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５
、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を
参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは１１０５、な
らびに／または図１１を参照しながら説明した時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュー
ル１１１５および／もしくは制限付きホッピング管理モジュール１１２５を使用して実行
され得る。
【０１５８】
　[0176]第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高いときに
、第１の事業者の優先度に関連するＣＣＡスロットのサブセットは、第１の事業者が少な
くとも１つの他の事業者よりも多くの送信間隔においてＣＣＡ優先度を有することを保証
し得る。たとえば、図７Ｂは、３つの送信間隔ごとに２つの送信間隔において、第１の事
業者が第２の事業者を上回るＣＣＡ優先度を有する一例を示している。
【０１５９】
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　[0177]第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低いときに
、第１の事業者の優先度に関連するＣＣＡスロットのサブセットは第１の事業者に、少な
くとも１つの他の事業者よりも少ない送信間隔においてＣＣＡ優先度を提供し得る。
【０１６０】
　[0178]いくつかの実施形態では、ＣＣＡスロットのサブセットは、２つ以上の時間期間
を占有する２つ以上のＣＣＡスロットを含むことができる。他の実施形態では、ＣＣＡス
ロットのサブセットは、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トーンを含むことがで
きる。さらなる実施形態では、ＣＣＡスロットは、異なる時間期間と異なる周波数トーン
の両方の組合せを占有することができる。
【０１６１】
　[0179]いくつかの実施形態では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の
優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。すなわ
ち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少なくとも１つの他の事業者に対する優
先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態では、少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によって共有され得る。すなわち、第１の
事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の事業者（たとえば、第２の事業者）
と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを共有するための直交伝送および／ま
たは他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者および第２の事業者はまた、たとえ
ば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各々が同じスペクトルに関する同じ優
先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第１の事業者および第２の事業者に与
えられる優先度を交替することによって、少なくとも１つの他の事業者に対する同じ優先
度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付
けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実行され得る。
【０１６２】
　[0180]ブロック１８１０において、送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能で
あるかどうかを決定するために、共有スペクトルに関するＣＣＡが、識別されるＣＣＡ機
会の中で実行され得る。ブロック１８１０における動作は、場合によっては、図１０Ａ、
図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１
０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、ならびに／または図１０Ｂを
参照しながら説明したＣＣＡ実行モジュール１０８０を使用して実行され得る。
【０１６３】
　[0181]いくつかの実施形態では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むこと
ができ、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたは
サブフレームタイミングに対して同期され得る。場合によっては、第１の事業者および少
なくとも１つの他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレ
ーム構造を利用することができる。他の場合には、第１の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【０１６４】
　[0182]場合によっては、第１の事業者は、２つ以上のキャリア（たとえば、２つ以上の
周波数トーン）上で送信することが可能であり得、ブロック１８０５における共有スペク
トルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のために識別されるＣＣＡ機会は、共有スペ
クトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のためのＣＣＡスロット
であり得る。これらの場合、ＣＣＡを実行する第１の事業者のための第２のＣＣＡ機会が
識別され得る。第２のＣＣＡ機会は、共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを
実行する第１の事業者のためのＣＣＡスロットであり得る。第２のＣＣＡ機会は、１）少
なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度、または２）少なくとも１つの
他の事業者に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくことができ、ここにおいて、第
２の優先度が第１の優先度とは異なる。第２のＣＣＡ機会が少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくとき、第１の優先度および第２の優先度は
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、同じ技法または異なる技法（たとえば、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ、および／ま
たは図８Ｂを参照しながら説明した様々な技法のうちの１つまたは複数）を使用して決定
され得る。送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するた
めに、ＣＣＡは、識別される第２のＣＣＡ機会において、共有スペクトルの第２のキャリ
アに関して実行され得る。
【０１６５】
　[0183]したがって、方法１８００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１８００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あるい
は修正されてよいことに留意されたい。
【０１６６】
　[0184]図１９は、ワイヤレス通信のための方法１９００の別の例を示すフローチャート
である。明快のために、方法１９００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明した基地局また
はデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および
／または１５０５のうちの１つを参照しながら以下で説明する。一実施形態では、基地局
またはデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、お
よび／または１５０５は、以下で説明する機能を実行するために基地局またはデバイス１
０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５
０５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。
【０１６７】
　[0185]ブロック１９０５において、共有スペクトルの送信間隔が識別され得る。共有ス
ペクトルは、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを含むことができる。場合
によっては、送信間隔は、フレーム番号によって、または偶数もしくは奇数のフレーム番
号に関連する送信間隔として識別され得る。ブロック１９０５における動作は、場合によ
っては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明した
ＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂ
および／もしくは図１１を参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５およ
び／もしくは１１０５、ならびに／または図１１を参照しながら説明した送信間隔識別モ
ジュール１１２０を使用して実行され得る。
【０１６８】
　[0186]ブロック１９１０において、識別される送信間隔の間ＣＣＡを実行する第１の事
業者のためのＣＣＡ機会が識別され得る。ＣＣＡ機会は、サブフレームにおけるＣＣＡス
ロットのセットから識別され得る。ＣＣＡ機会はまた、図７Ｃに関して本明細書で説明し
た制限付き送信技法に基づいて識別され得る。ブロック１９１０における動作は、場合に
よっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明し
たＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０
Ｂおよび／もしくは図１１を参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５お
よび／もしくは１１０５、ならびに／または図１１を参照しながら説明した時間／周波数
ＣＣＡスロット識別モジュール１１１５および／もしくは制限付きホッピング管理モジュ
ール１１２５を使用して実行され得る。
【０１６９】
　[0187]いくつかの実施形態では、ＣＣＡスロットのセットは、２つ以上の時間期間を占
有する２つ以上のＣＣＡスロットを含むことができる。他の実施形態では、ＣＣＡスロッ
トのセットは、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トーンを含むことができる。さ
らなる実施形態では、ＣＣＡスロットは、異なる時間期間と異なる周波数トーンの両方の
組合せを占有することができる。
【０１７０】
　[0188]いくつかの実施形態では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の
優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。すなわ
ち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少なくとも１つの他の事業者に対する優
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先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態では、少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によって共有され得る。すなわち、第１の
事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の事業者（たとえば、第２の事業者）
と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを共有するための直交伝送および／ま
たは他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者および第２の事業者はまた、たとえ
ば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各々が同じスペクトルに関する同じ優
先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第１の事業者および第２の事業者に与
えられる優先度を交替することによって、少なくとも１つの他の事業者に対する同じ優先
度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付
けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実行され得る。
【０１７１】
　[0189]ブロック１９１５において、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者
の優先度が、第１の事業者が識別されるＣＣＡ機会においてＣＣＡを実行することを制限
するかどうかが決定され得る。たとえば、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事
業者の優先度に基づいて、識別される送信間隔の間ＣＣＡを実行する第１の事業者のため
に識別されるＣＣＡ機会が、第１の事業者によってＣＣＡを実行する場合に無効であるか
どうかが決定され得る。ブロック１９１５における動作は、場合によっては、図１０Ａ、
図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１
０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂおよび／もしくは図
１１を参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは１１０
５、ならびに／または図１１を参照しながら説明した制限付き送信管理モジュール１１３
０を使用して実行され得る。
【０１７２】
　[0190]あらゆる識別されるＣＣＡ機会が、ＣＣＡを実行するために第１の事業者によっ
て使用されることを制限されるとは限らない。しかしながら、第１の事業者が少なくとも
１つの他の事業者に対するより低い優先度を有するときには、識別されるＣＣＡ機会が第
１の事業者によって使用されることを制限される可能性が比較的高くなり得、第１の事業
者が少なくとも１つの他の事業者に対するより高い優先度を有するときには、識別される
ＣＣＡ機会が第１の事業者によって使用されることを制限される可能性が比較的低くなり
得る。たとえば、図７Ｃは、第１の事業者がＣＣＡを実行することに対する制限を有しな
い一方で、第２の事業者が１つおきの送信間隔（たとえば、１つおきのフレーム）におい
てＣＣＡを実行することを制限される一例を示している。
【０１７３】
　[0191]場合によっては、１つまたは複数の事業者が共有スペクトルの特定の送信間隔の
間ＣＣＡを実行することを制限することによって、共有スペクトルにおける別の事業者を
上回る１つの事業者の優先度が制御され得るので、他の事業者を上回る異なる優先度を有
する事業者のために同じ制限付き送信技法が使用され得る。
【０１７４】
　[0192]ブロック１９２０において、また識別されるＣＣＡ機会が使用を制限されない、
および／または無効ではないと決定されたとき、識別される送信間隔の間の送信に共有ス
ペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために、識別されるＣＣＡ機会の中で、共
有スペクトルの識別される送信間隔の間ＣＣＡが実行され得る。ブロック１９２０におけ
る動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参
照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは
１５４１、ならびに／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ実行モジュール１０
８０を使用して実行され得る。
【０１７５】
　[0193]ブロック１９１５において、識別されるＣＣＡ機会が使用を制限される、および
／または無効であると決定されると、またはブロック１９２０において、識別される送信
間隔の間ＣＣＡを実行した後、方法１９００はブロック１９２５に進むことができる。ブ
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ロック１９２５において、方法１９００は、共有スペクトルの次の送信間隔の間ＣＣＡを
実行するのを待ち、次いでブロック１９０５に戻る。
【０１７６】
　[0194]いくつかの実施形態では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むこと
ができ、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたは
サブフレームタイミングに対して同期され得る。場合によっては、第１の事業者および少
なくとも１つの他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレ
ーム構造を利用することができる。他の場合には、第１の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【０１７７】
　[0195]場合によっては、第１の事業者は、２つ以上のキャリア（たとえば、２つ以上の
周波数トーン）上で送信することが可能であり得、ブロック１９１０における共有スペク
トルの識別される送信間隔の間ＣＣＡを実行する第１の事業者のために識別されるＣＣＡ
機会は、共有スペクトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のため
のＣＣＡ機会であり得る。これらの場合、ＣＣＡを実行する第１の事業者のための第２の
ＣＣＡ機会が識別され得る。第２のＣＣＡ機会は、共有スペクトルの第２のキャリアに関
するＣＣＡを実行する第１の事業者のためのＣＣＡスロットであり得る。第２のＣＣＡ機
会は、１）少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度、または２）少な
くとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくことができ、ここ
において、第２の優先度が第１の優先度とは異なる。第２のＣＣＡ機会が少なくとも１つ
の他の事業者に対する第１の事業者の第２の優先度に基づくとき、第１の優先度および第
２の優先度は、同じ技法または異なる技法（たとえば、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ
、および／または図８Ｂを参照しながら説明した様々な技法のうちの１つまたは複数）を
使用して決定され得る。識別される送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能であ
るかどうかを決定するために、ＣＣＡは、識別される第２のＣＣＡ機会において、共有ス
ペクトルの第２のキャリアに関して実行され得る。
【０１７８】
　[0196]したがって、方法１９００はワイヤレス通信を提供し得る。方法１９００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あるい
は修正されてよいことに留意されたい。
【０１７９】
　[0197]場合によっては、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度は
、第１の事業者がサブフレームの間に共有スペクトルの送信間隔の間ＣＣＡを実行するこ
とを制限しない代わりに、少なくとも１つの他の事業者に対する、サブフレームの間にＣ
ＣＡを実行することの制限を課すことがある。
【０１８０】
　[0198]図２０は、ワイヤレス通信のための方法２０００の別の例を示すフローチャート
である。明快のために、方法２０００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明した基地局また
はデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および
／または１５０５のうちの１つを参照しながら以下で説明する。一実施形態では、基地局
またはデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、お
よび／または１５０５は、以下で説明する機能を実行するために基地局またはデバイス１
０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５
０５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。
【０１８１】
　[0199]ブロック２００５において、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事
業者のためのいくつかのＣＣＡ機会が識別され得る。いくつかのＣＣＡ機会は、共有スペ
クトルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づき得
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る。いくつかのＣＣＡ機会は、サブフレームにおけるＣＣＡスロットのセットから識別さ
れ得る。共有スペクトルは、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを含むこと
ができる。ブロック２００５における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図
１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０
６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照し
ながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは１１０５、ならびに
／または図１１を参照しながら説明した時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１
１５および／もしくは複数ＣＣＡスロット管理モジュール１１３５を使用して実行され得
る。
【０１８２】
　[0200]場合によっては、識別されるＣＣＡ機会のうちの２つ以上が時間的に隣接し得る
。他の場合には、識別されるＣＣＡスロットの各々は、１つまたは複数の識別されないＣ
ＣＡ機会によって、識別されるＣＣＡ機会のうちの別の１つまたは複数から隔てられ得る
。
【０１８３】
　[0201]第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高いときに
、第１の事業者の優先度に関連するいくつかのＣＣＡ機会は、第１の事業者が少なくとも
１つの他の事業者よりも多くのＣＣＡスロットを配分される（たとえば、サブフレームに
おける第１の事業者に配分されるＣＣＡスロットの数が、サブフレームにおける少なくと
も１つの他の事業者に配分されるＣＣＡスロットの数よりも大きくなり得る）ことを保証
し得る。第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低いときに
、第１の事業者の優先度に関連するいくつかのＣＣＡ機会は第１の事業者に、少なくとも
１つの他の事業者よりも少ないＣＣＡスロットを提供し得る。
【０１８４】
　[0202]いくつかの実施形態では、いくつかのＣＣＡ機会は、２つ以上の時間期間を占有
する２つ以上のＣＣＡスロットを含むことができる。いくつかの実施形態では、いくつか
のＣＣＡ機会は、異なる時間期間と異なる周波数トーンの両方の組合せを占有することが
できる。
【０１８５】
　[0203]いくつかの実施形態では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の
優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。すなわ
ち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少なくとも１つの他の事業者に対する優
先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態では、少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によって共有され得る。すなわち、第１の
事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の事業者（たとえば、第２の事業者）
と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを共有するための直交伝送および／ま
たは他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者および第２の事業者はまた、たとえ
ば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各々が同じスペクトルに関する同じ優
先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第１の事業者および第２の事業者に与
えられる優先度を交替することによって、少なくとも１つの他の事業者に対する同じ優先
度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付
けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実行され得る。
【０１８６】
　[0204]ブロック２０１０において、送信間隔の間の送信に共有スペクトルが利用可能で
あるかどうかを決定するために、共有スペクトルに関するＣＣＡが、識別されるＣＣＡ機
会のうちの次のＣＣＡ機会（および場合によっては、たった１つのＣＣＡ機会が識別され
る場合に、唯一の識別されるＣＣＡ機会）の中で、実行され得る。ブロック２０１０にお
ける動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を
参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、および／もしく
は１５４１、ならびに／または図１０Ｂを参照しながら説明したＣＣＡ実行モジュール１



(42) JP 6092475 B2 2017.3.8

10

20

30

40

50

０８０を使用して実行され得る。
【０１８７】
　[0205]いくつかの実施形態では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むこと
ができ、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたは
サブフレームタイミングに対して同期され得る。場合によっては、第１の事業者および少
なくとも１つの他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレ
ーム構造を利用することができる。他の場合には、第１の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【０１８８】
　[0206]ブロック２０１５において、識別されるいくつかのＣＣＡ機会のうちのさらなる
１つが残存するかどうかが決定され得る。残存する場合、処理はブロック２０１０に戻る
ことができ、ブロック２０１０において、共有スペクトルの同じ送信間隔の間、ただし識
別されるいくつかのＣＣＡ機会のうちの次のＣＣＡ機会において、ＣＣＡが実行され得る
。一方、ブロック２０１５において、識別されるＣＣＡ機会のいずれも残存しない（すな
わち、識別されるＣＣＡ機会の各々においてＣＣＡがすでに実行されているので）と決定
されたとき、処理はブロック２０２０に進むことができる。ブロック２０２０において、
方法２０００は、共有スペクトルの次の送信間隔の間ＣＣＡを実行するのを待ち、次いで
ブロック２００５に戻る。
【０１８９】
　[0207]場合によっては、第１の事業者は、２つ以上のキャリア（たとえば、２つ以上の
周波数トーン）で送信することが可能であり得、ブロック２００５における共有スペクト
ルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のために識別されるいくつかのＣＣＡ機会は、
共有スペクトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のためのいくつ
かのＣＣＡ機会であり得る。これらの場合、ＣＣＡを実行する第１の事業者のための第２
のいくつかのＣＣＡ機会が識別され得る。第２のいくつかのＣＣＡ機会は、共有スペクト
ルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のためのいくつかのＣＣＡ機
会であり得る。第２のいくつかのＣＣＡ機会は、１）少なくとも１つの他の事業者に対す
る第１の事業者の優先度、または２）少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者
の第２の優先度に基づくことができ、ここにおいて、第２の優先度が第１の優先度とは異
なる。第２のいくつかのＣＣＡ機会が少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者
の第２の優先度に基づくとき、第１の優先度および第２の優先度は、同じ技法または異な
る技法（たとえば、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ、および／または図８Ｂを参照しな
がら説明した様々な技法のうちの１つまたは複数）を使用して決定され得る。送信間隔の
間の送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために、ＣＣＡは、識別
される第２のいくつかのＣＣＡ機会の各々において、共有スペクトルの第２のキャリアに
関して実行され得る。
【０１９０】
　[0208]したがって、方法２０００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２０００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あるい
は修正されてよいことに留意されたい。
【０１９１】
　[0209]図２１は、ワイヤレス通信のための方法２１００の別の例を示すフローチャート
である。明快のために、方法２１００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１３、および／または図１５を参照しながら説明したｅＮＢまたはデバイ
ス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１３０５、および／または１５０５の
うちの１つを参照しながら以下で説明する。一実施形態では、基地局またはデバイス１０
５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５０
５は、以下で説明する機能を実行するために基地局またはデバイス１０５、２０５、５０
５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５０５の機能要素を制
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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。
【０１９２】
　[0210]ブロック２１０５において、共有スペクトルの送信間隔が識別され得る。共有ス
ペクトルは、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを含むことができる。場合
によっては、送信間隔は、フレーム番号によって、または偶数もしくは奇数のフレーム番
号に関連する送信間隔として識別され得る。ブロック２１０５における動作は、場合によ
っては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明した
ＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂ
および／もしくは図１１を参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５およ
び／もしくは１１０５、ならびに／または図１１を参照しながら説明した送信間隔識別モ
ジュール１１２０を使用して実行され得る。
【０１９３】
　[0211]ブロック２１１０において、識別される送信間隔の間ＣＣＡを実行する第１の事
業者のためのいくつかのＣＣＡ機会が識別され得る。いくつかのＣＣＡ機会は、共有スペ
クトルに関連する少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づき得
る。いくつかのＣＣＡ機会は、サブフレームにおけるＣＣＡスロットのセットから識別さ
れ得る。ブロック２１１０における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１
３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０６
５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照しな
がら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは１１０５、ならびに／
または図１１を参照しながら説明した時間／周波数ＣＣＡスロット識別モジュール１１１
５および／もしくは複数ＣＣＡスロット管理モジュール１１３５を使用して実行され得る
。
【０１９４】
　[0212]場合によっては、識別されるＣＣＡ機会のうちの２つ以上が時間的に隣接し得る
。他の場合には、識別されるＣＣＡ機会の各々は、１つまたは複数の識別されないＣＣＡ
機会によって、識別されるＣＣＡ機会のうちの別の１つまたは複数から隔てられ得る。
【０１９５】
　[0213]場合によっては、いくつかの識別されるＣＣＡ機会は、送信間隔の識別に応じて
変わり得る。たとえば、第１の事業者は、偶数番号の送信間隔の間に１つのＣＣＡスロッ
トを配分され、奇数番号の送信間隔の間に２つのＣＣＡスロットを配分され得る。第１の
事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高いときに、第１の事業者
の優先度に関連するいくつかのＣＣＡ機会は、経時的に、第１の事業者が少なくとも１つ
の他の事業者よりも多くのＣＣＡスロットを配分されることを保証し得る。たとえば、図
７Ｄは、第２の事業者に配分される２つのＣＣＡスロットごとに第１の事業者が３つのＣ
ＣＡスロットを配分される一例を示している。第１の事業者の優先度が少なくとも１つの
他の事業者の優先度よりも低いときに、第１の事業者の優先度に関連するいくつかのＣＣ
Ａ機会は、経時的に第１の事業者に、少なくとも１つの他の事業者よりも少ないＣＣＡス
ロットを提供し得る。
【０１９６】
　[0214]いくつかの実施形態では、いくつかのＣＣＡ機会は、２つ以上の時間期間を占有
する２つ以上のＣＣＡスロットを含むことができる。いくつかの実施形態では、いくつか
のＣＣＡ機会は、異なる時間期間と異なる周波数トーンの両方の組合せを占有することが
できる。
【０１９７】
　[0215]いくつかの実施形態では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の
優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。すなわ
ち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少なくとも１つの他の事業者に対する優
先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態では、少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によって共有され得る。すなわち、第１の
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事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の事業者（たとえば、第２の事業者）
と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを共有するための直交伝送および／ま
たは他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者および第２の事業者はまた、たとえ
ば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各々が同じスペクトルに関する同じ優
先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第１の事業者および第２の事業者に与
えられる優先度を交替することによって、少なくとも１つの他の事業者に対する同じ優先
度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付
けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実行され得る。
【０１９８】
　[0216]ブロック２１１５において、送信間隔の間の送信に共有スペクトルの送信間隔が
利用可能であるかどうかを決定するために、識別されるＣＣＡ機会のうちの次のＣＣＡ機
会（および場合によっては、たった１つのＣＣＡ機会が識別される場合に、唯一の識別さ
れるＣＣＡ機会）の中で、共有スペクトルの識別される送信間隔の間ＣＣＡが実行され得
る。ブロック２１１５における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、
および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、
１３９０、および／もしくは１５４１、ならびに／または図１０Ｂを参照しながら説明し
たＣＣＡ実行モジュール１０８０を使用して実行され得る。
【０１９９】
　[0217]いくつかの実施形態では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むこと
ができ、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたは
サブフレームタイミングに対して同期され得る。場合によっては、第１の事業者および少
なくとも１つの他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレ
ーム構造を利用することができる。他の場合には、第１の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【０２００】
　[0218]ブロック２１２０において、識別されるいくつかのＣＣＡ機会のうちのさらなる
１つが残存するかどうかが決定され得る。残存する場合、処理はブロック２１１５に戻る
ことができ、ブロック２１１５において、共有スペクトルの同じ送信間隔の間、ただし識
別されるいくつかのＣＣＡ機会のうちの次のＣＣＡ機会において、ＣＣＡが実行され得る
。一方、ブロック２１２０において、識別されるＣＣＡ機会のいずれも残存しない（すな
わち、識別されるＣＣＡ機会の各々においてＣＣＡがすでに実行されているので）と決定
されたとき、処理はブロック２１２５に進むことができる。ブロック２１２５において、
方法２１００は、共有スペクトルの次の送信間隔の間ＣＣＡを実行するのを待ち、次いで
ブロック２１０５に戻る。
【０２０１】
　[0219]場合によっては、第１の事業者は、２つ以上のキャリア（たとえば、２つ以上の
周波数トーン）上で送信することが可能であり得、ブロック２００５における共有スペク
トルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のために識別されるいくつかのＣＣＡ機会は
、共有スペクトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のためのいく
つかのＣＣＡ機会であり得る。これらの場合、ＣＣＡを実行する第１の事業者のための第
２のいくつかのＣＣＡ機会が識別され得る。第２のいくつかのＣＣＡ機会は、共有スペク
トルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のためのいくつかのＣＣＡ
機会であり得る。第２のいくつかのＣＣＡ機会は、１）少なくとも１つの他の事業者に対
する第１の事業者の優先度、または２）少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業
者の第２の優先度に基づくことができ、ここにおいて、第２の優先度が第１の優先度とは
異なる。第２のいくつかのＣＣＡ機会が少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業
者の第２の優先度に基づくとき、第１の優先度および第２の優先度は、同じ技法または異
なる技法（たとえば、図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ、および／または図８Ｂを参照し
ながら説明した様々な技法のうちの１つまたは複数）を使用して決定され得る。送信間隔
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の間の送信に共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために、ＣＣＡは、識
別される第２のいくつかのＣＣＡ機会の各々において、共有スペクトルの第２のキャリア
に関して実行され得る。
【０２０２】
　[0220]したがって、方法２１００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２１００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あるい
は修正されてよいことに留意されたい。
【０２０３】
　[0221]図２２は、ワイヤレス通信のための方法２２００の別の例を示すフローチャート
である。明快のために、方法２２００について、図１、図２Ａ、図２Ｂ、図５、図１０Ａ
、図１０Ｂ、図１２、図１３、および／または図１５を参照しながら説明した基地局また
はデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および
／または１５０５のうちの１つを参照しながら以下で説明する。一実施形態では、基地局
またはデバイス１０５、２０５、５０５、１００５、１０５５、１３０５、および／また
は１５０５は、以下で説明する機能を実行するために基地局またはデバイス１０５、２０
５、５０５、１００５、１０５５、１２０５、１３０５、および／または１５０５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。
【０２０４】
　[0222]ブロック２２０５において、共有スペクトルの送信間隔が識別され得る。共有ス
ペクトルは、認可スペクトルおよび／または無認可スペクトルを含むことができる。場合
によっては、送信間隔は、フレーム番号によって、または偶数もしくは奇数のフレーム番
号に関連する送信間隔として識別され得る。ブロック２２０５における動作は、場合によ
っては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明した
ＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂ
および／もしくは図１１を参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５およ
び／もしくは１１０５、ならびに／または図１１を参照しながら説明した送信間隔識別モ
ジュール１１２０を使用して実行され得る。
【０２０５】
　[0223]ブロック２２１０において、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者
の優先度に基づいて、第１の事業者が少なくとも１つの送信間隔の間、共有スペクトル上
で送信することを制限されるかどうかが決定され得る。たとえば、第１の事業者のフレー
ム構造が、第１の事業者が識別される送信間隔の間、共有スペクトル上で送信することを
制限するかどうかが決定され得るか、または第１の事業者のフレーム構造が、第１の事業
者が識別される送信間隔の間、共有スペクトル上で送信することを制限する沈黙期間を有
するかどうかが決定され得る。ブロック２２１０における動作は、場合によっては、図１
０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュ
ール１０１５、１０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、図１０Ｂおよび／もし
くは図１１を参照しながら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは
１１０５、ならびに／または図１１を参照しながら説明したフレーム構造識別モジュール
１１４０および／もしくは制限付き送信管理モジュール１１３０を使用して実行され得る
。
【０２０６】
　[0224]いくつかの実施形態では、第１の事業者は、少なくとも１つの送信間隔の間、共
有スペクトル上で送信することを制限され得るが、あらゆる識別される送信間隔の間に共
有スペクトル上で送信することを制限されるとは限らない。たとえば、また図８Ｂに示す
ように、第１の事業者のフレーム構造が、第１の事業者が特定のサブフレーム（すなわち
、送信間隔の例）の間に共有スペクトル上で送信することができないことを指示する沈黙
期間を有するので、第１の事業者は、特定のサブフレームの間に共有スペクトル上で送信
することを制限され得る。
【０２０７】
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　[0225]第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低いときに
、第１の事業者のフレーム構造は、少なくとも１つの他の事業者のための沈黙期間よりも
長い沈黙期間を含み得る。第１の事業者の優先度が少なくとも１つの他の事業者の優先度
よりも高いときに、第１の事業者のフレーム構造は、少なくとも１つの他の事業者のため
の沈黙期間よりも短い沈黙期間を含み得る。
【０２０８】
　[0226]ブロック２２１５において、また第１の事業者が識別される送信間隔の間に送信
することを制限されないと決定されたとき、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第
１の事業者のための機会が識別され得る。その機会は、共有スペクトルに関連する少なく
とも１つの他の事業者に対する第１の事業者の優先度に基づいて識別され得る。ブロック
２２１５における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、図１３、および／もし
くは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１０６５、１３９０、お
よび／もしくは１５４１、ならびに／または図１０Ｂおよび／もしくは図１１を参照しな
がら説明したＣＣＡ機会識別モジュール１０７５および／もしくは１１０５を使用して実
行され得る。
【０２０９】
　[0227]いくつかの実施形態では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業
者のための機会は、２つ以上の時間期間を占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識
別され得る。他の実施形態では、共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する第１の事業者
のための機会は、異なる優先度に関連する２つ以上の周波数トーンを占有する２つ以上の
ＣＣＡスロットの中から識別され得る。さらなる実施形態では、共有スペクトルに関する
ＣＣＡを実行する第１の事業者のための機会は、異なる時間期間と異なる周波数トーンの
両方の組合せを占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別され得る。
【０２１０】
　[0228]いくつかの実施形態では、少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の
優先度は、キャリアに割り当てられた特定のスペクトルに固有のものであり得る。すなわ
ち、第１の事業者は、特定のスペクトルに関する少なくとも１つの他の事業者に対する優
先度を有する唯一の事業者であり得る。他の実施形態では、少なくとも１つの他の事業者
に対する第１の事業者の優先度は、他の事業者によって共有され得る。すなわち、第１の
事業者は、少なくとも１つの他の事業者に対する別の事業者（たとえば、第２の事業者）
と同じ優先度を有し得る。後者は、同じスペクトルを共有するための直交伝送および／ま
たは他の技法を使用して達成され得る。第１の事業者および第２の事業者はまた、たとえ
ば、経時的に、第１の事業者および第２の事業者の各々が同じスペクトルに関する同じ優
先度を提供されるように、送信間隔を交替する際に第１の事業者および第２の事業者に与
えられる優先度を交替することによって、少なくとも１つの他の事業者に対する同じ優先
度を共有し得る。１つまたは複数の事業者が複数のキャリア上で送信する場合、優先度付
けは、２つ以上のキャリア全体で個別または一緒に実行され得る。
【０２１１】
　[0229]ブロック２２２０において、共有スペクトルの送信間隔が送信に利用可能である
かどうかを決定するために、共有スペクトルに関するＣＣＡが、識別される機会の間に実
行され得る。ブロック２２２０における動作は、場合によっては、図１０Ａ、図１０Ｂ、
図１３、および／もしくは図１５を参照しながら説明したＣＣＡモジュール１０１５、１
０６５、１３９０、および／もしくは１５４１、ならびに／または図１０Ｂを参照しなが
ら説明したＣＣＡ実行モジュール１０８０を使用して実行され得る。
【０２１２】
　[0230]ブロック２２１０において、第１の事業者が識別される送信間隔の間に送信する
ことを制限されると決定すると、またはブロック２２２０において、識別される送信間隔
の間ＣＣＡを実行した後、方法２２００はブロック２２２５に進むことができる。ブロッ
ク２２２５において、方法２２００は、共有スペクトルの次の送信間隔の間ＣＣＡを実行
するのを待ち、次いでブロック２２０５に戻る。
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【０２１３】
　[0231]いくつかの実施形態では、送信間隔は、フレームまたはサブフレームを含むこと
ができ、第１の事業者および少なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたは
サブフレームタイミングに対して同期され得る。場合によっては、第１の事業者および少
なくとも１つの他の事業者は、共有スペクトルに関する同じフレーム構造またはサブフレ
ーム構造を利用することができる。他の場合には、第１の事業者および少なくとも１つの
他の事業者は、共有スペクトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレー
ム構造を利用することができる。
【０２１４】
　[0232]場合によっては、第１の事業者は、２つ以上のキャリア（たとえば、２つ以上の
周波数トーン）上で送信することが可能であり得、ブロック２２１５における共有スペク
トルの送信間隔の間ＣＣＡを実行する第１の事業者のために識別される機会は、共有スペ
クトルの第１のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者のための機会であり得る
。これらの場合、ＣＣＡを実行する第１の事業者のための第２の機会が識別され得る。第
２の機会は、共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する第１の事業者の
ための機会であり得る。第２の機会は、１）少なくとも１つの他の事業者に対する第１の
事業者の優先度、または２）少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の第２の
優先度に基づくことができ、ここにおいて、第２の優先度が第１の優先度とは異なる。第
２のＣＣＡ機会が少なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の第２の優先度に基
づくとき、第１の優先度および第２の優先度は、同じ技法または異なる技法（たとえば、
図７Ａ、図７Ｂ、図７Ｃ、図７Ｄ、および／または図８Ｂを参照しながら説明した様々な
技法のうちの１つまたは複数）を使用して決定され得る。送信間隔の間の送信に共有スペ
クトルが利用可能であるかどうかを決定するために、ＣＣＡは、識別される第２の機会の
間に、共有スペクトルの第２のキャリアに関して実行され得る。
【０２１５】
　[0233]したがって、方法２２００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２２００は一実
装形態にすぎず、方法２２００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成あるい
は修正されてよいことに留意されたい。
【０２１６】
　[0234]場合によっては、図１６、図１７、図１８、図１９、図２０、図２１、および／
または図２２を参照しながら説明した方法１６００、１７００、１８００、１９００、２
０００、２１００、および／または２２００の態様は組み合わせられ得る。たとえば、少
なくとも１つの他の事業者に対する第１の事業者の異なるその優先度が、図１６、図１７
、図１８、図１９、図２０、図２１、および／または図２２において説明した技法のうち
の２つ以上の組合せに基づいて決定され得る。
【０２１７】
　[0235]添付の図面に関して上記に記載した詳細な説明は、例示的な実施形態について説
明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る唯一の実施形態を表すものでは
ない。この明細書全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例、また
は例示の働きをすること」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも有利であ
る」ことを意味しない。詳細な説明は、説明した技法の理解を与えるための具体的な詳細
を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳細なしに実践され得る。場
合によっては、説明した実施形態の概念を不明瞭にしないために、よく知られている構造
およびデバイスがブロック図の形態で示される。
【０２１８】
　[0236]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信
号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、
光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０２１９】
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　[0237]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的なブロックおよびモジュールは、
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡもしくは他の
プログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア
構成要素、または本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組
合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得る
が、代替では、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、またはステートマシンであり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの
組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ
、ＤＳＰコアと連携する１つ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。プロセッサは、場合によっては、メモリと電子通信し
ていることがあり、メモリは、プロセッサによって実行可能な命令を記憶する。
【０２２０】
　[0238]本明細書で説明した機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフ
トウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。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
コードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶され得、またはコンピュータ可読媒体を介し
て送信され得る。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲お
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、上記で説明した機能は、プ
ロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのいずれ
かの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装する特
徴はまた、機能の部分が異なる物理的ロケーション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場合、「のうちの少なくとも１つ」で始まる項目の列挙中で使用され
る「または」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙が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。
【０２２１】
　[0239]コンピュータプログラム製品またはコンピュータ可読媒体はいずれも、ある場所
から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体
と、コンピュータ可読記憶媒体とを含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによ
ってアクセスされ得る任意の媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読
媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディス
クストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命
令またはデータ構造の形態の所望のコンピュータ可読プログラムコードを搬送または記憶
するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッ
サによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。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、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、ソフトウェアがウェブサイト、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（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク
（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）
は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に
再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０２２２】
　[0240]本開示の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用することができるよう
に与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本明細書
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で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適
用され得る。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例または
一事例を示すものであり、言及された例についての選好を暗示せず、または必要としない
。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべきでなく、本
明細書で開示した原理および新規の特徴に一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］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する第１の事業
者のための機会を識別することと、前記機会が、前記共有スペクトルに関連する少なくと
も１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先度に基づく、
　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行することと
　を備える方法。
　［Ｃ２］
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し
て同期され、前記第１の事業者および前記少なくとも１つの他の事業者は、前記共有スペ
クトルに関する同じフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、Ｃ１に記載の方法
。
　［Ｃ３］
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し
て同期され、前記第１の事業者および前記少なくとも１つの他の事業者は、前記共有スペ
クトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、Ｃ１
に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
を識別することは、
　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットから前記第１の事業者のためのＣＣ
Ａスロットを識別すること
　を備え、ＣＣＡスロットの前記サブセットが、前記少なくとも１つの他の事業者に対す
る前記第１の事業者の前記優先度に基づく、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ５］
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高い
ときに、前記第１の事業者のための前記ＣＣＡスロットは、前記少なくとも１つの他の事
業者のためのＣＣＡスロットよりも、前記サブフレームにおいて早い、Ｃ４に記載の方法
。
　［Ｃ６］
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度は、前記少な
くとも１つの他の事業者に対する、前記サブフレームの間にＣＣＡを実行することの制限
　を備える、Ｃ４に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づいて、
前記共有スペクトルの送信間隔の間ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のために識別され
るＣＣＡスロットが、前記第１の事業者によって前記ＣＣＡを実行する場合に無効である
と決定すること
　をさらに備える、Ｃ４に記載の方法。
　［Ｃ８］
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　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
を識別することは、
　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットの中から前記第１の事業者のための
ＣＣＡスロットの数を識別すること
　を備え、ＣＣＡスロットの前記数が、前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第
１の事業者の前記優先度に基づく、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高い
場合に、前記サブフレームにおける前記第１の事業者に配分されるＣＣＡスロットの前記
数は、前記サブフレームにおける前記少なくとも１つの他の事業者に配分されるＣＣＡス
ロットの数よりも大きい、Ｃ８に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づいて、
前記第１の事業者が少なくとも１つの送信間隔の間、前記共有スペクトル上で送信するこ
とを制限されると決定すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１１］
　前記第１の事業者のフレーム構造が、前記第１の事業者が少なくとも１つの送信間隔の
間、前記共有スペクトル上で送信することを制限すると決定すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１２］
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも低い
ときに、前記第１の事業者の前記フレーム構造は、前記少なくとも１つの他の事業者のた
めの沈黙期間よりも長い沈黙期間を備える、Ｃ１１に記載の方法。
　［Ｃ１３］
　前記共有スペクトルに関するＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会は、
２つ以上の時間期間を占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別される、Ｃ１に記
載の方法。
　［Ｃ１４］
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
は、２つ以上の周波数トーンを占有する２つ以上のＣＣＡスロットの中から識別される、
Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１５］
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度は、キャリア
に割り当てられた特定のスペクトルに固有のものである、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１６］
　前記共有スペクトルは無認可スペクトルを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１７］
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
は、前記共有スペクトルの第１のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業
者のための機会であり、前記方法は、
　前記共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する前記第１の事業者のた
めの第２の機会を識別することと、前記第２の機会が、前記少なくとも１つの他の事業者
に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づく、
　前記送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルの前記第２のキャリアが利用可能である
かどうかを決定するために、前記識別される第２の機会の間に、前記共有スペクトルの前
記第２のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行することと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１８］
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
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は、前記共有スペクトルの第１のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業
者のための機会であり、前記共有スペクトルに関連する前記少なくとも１つの他の事業者
に対する前記第１の事業者の前記優先度は、第１の優先度を備え、前記方法は、
　前記共有スペクトルの第２のキャリアに関するＣＣＡを実行する前記第１の事業者のた
めの第２の機会を識別することと、前記第２の機会が、前記共有スペクトルに関連する前
記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の第２の優先度に基づき、ここ
において、前記第２の優先度が前記第１の優先度とは異なる、
　前記送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルの前記第２のキャリアが利用可能である
かどうかを決定するために、前記識別される第２の機会の間に、前記共有スペクトルの前
記第２のキャリアに関する前記ＣＣＡを実行することと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１９］
　前記ＣＣＡは、基地局またはユーザ機器（ＵＥ）のうちの少なくとも１つによって実行
される、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ２０］
　前記ＣＣＡは、ダウンリンクまたはアップリンクのうちの少なくとも１つで実行される
、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ２１］
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度は、ダウンリ
ンクもしくはアップリンクのうちの１つに固有のものであるか、またはダウンリンクとア
ップリンクの両方に適用する、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ２２］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する第１の事業
者のための機会を識別するための手段と、前記機会が、前記共有スペクトルに関連する少
なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先度に基づく、
　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行するための
手段と
　を備える装置。
　［Ｃ２３］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備え、前記プロセッサは、
　共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する第１の事業
者のための機会を識別することと、前記機会が、前記共有スペクトルに関連する少なくと
も１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先度に基づく、
　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行することと
　を行うように構成される、装置。
　［Ｃ２４］
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し
て同期され、前記第１の事業者および前記少なくとも１つの他の事業者は、前記共有スペ
クトルに関する同じフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、Ｃ２３に記載の装
置。
　［Ｃ２５］
　前記送信間隔は、フレームまたはサブフレームを備え、前記第１の事業者および前記少
なくとも１つの他の事業者は、フレームタイミングまたはサブフレームタイミングに対し
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クトルに関する２つ以上の異なるフレーム構造またはサブフレーム構造を利用する、Ｃ２
３に記載の装置。
　［Ｃ２６］
　前記プロセッサは、
　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットから前記第１の事業者のためのＣＣ
Ａスロットを識別する
　ようにさらに構成され、ＣＣＡスロットの前記サブセットが、前記少なくとも１つの他
の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づく、Ｃ２３に記載の装置。
　［Ｃ２７］
　前記第１の事業者の前記優先度が前記少なくとも１つの他の事業者の優先度よりも高い
ときに、前記第１の事業者のための前記ＣＣＡスロットは、前記少なくとも１つの他の事
業者のためのＣＣＡスロットよりも、前記サブフレームにおいて早い、Ｃ２６に記載の装
置。
　［Ｃ２８］
　前記プロセッサは、
　前記少なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づいて、
前記共有スペクトルの送信間隔の間ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のために識別され
るＣＣＡスロットが、前記第１の事業者によって前記ＣＣＡを実行する場合に無効である
と決定する
　ようにさらに構成される、Ｃ２６に記載の装置。
　［Ｃ２９］
　前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行する前記第１の事業者のための前記機会
を識別するようにさらに構成される前記プロセッサは、
　サブフレームにおけるＣＣＡスロットのサブセットの中から前記第１の事業者のための
ＣＣＡスロットの数を識別する
ようにさらに構成された前記プロセッサを備え、ＣＣＡスロットの前記数が、前記少なく
とも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の前記優先度に基づく、Ｃ２３に記載の
装置。
　［Ｃ３０］
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するための非一時的コンピュータ可読媒体で
あって、
　共有スペクトルに関するクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行する第１の事業
者のための機会を識別するための命令と、前記機会が、前記共有スペクトルに関連する少
なくとも１つの他の事業者に対する前記第１の事業者の優先度に基づく、
　送信間隔の間の送信に前記共有スペクトルが利用可能であるかどうかを決定するために
、前記識別される機会の間に、前記共有スペクトルに関する前記ＣＣＡを実行するための
命令と
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
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