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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、
　共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のために割り当てられた第１の
間隔を識別することと、ここにおいて、前記第１の間隔は第１のサブフレーム継続時間を
備える、
　前記第１の間隔の一部が前記共有無線周波数スペクトル帯域中での前記アップリンク送
信のために利用可能でないと決定することと、
　前記第１の間隔の前記一部が利用可能でないとの前記決定に少なくとも部分的に基づい
て、前記アップリンク送信のための第２のサブフレーム継続時間を備える第２の間隔を識
別することと、
　前記アップリンク送信に使用すべき前記第２のサブフレーム継続時間のアップリンクリ
ソースを決定すること、ここにおいて、前記第２のサブフレーム継続時間は、前記第１の
サブフレーム継続時間より短く、前記第２の間隔は、前記第１の間隔内にある、と
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無線周波数スペクトル帯域を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記共有無線周波数スペクトル帯域は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線
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周波数スペクトル帯域を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを
受信すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の間隔を識別するためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するこ
とと、
　前記決定されたアップリンクリソースを使用して前記アップリンク送信を送信すること
と
　をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＣＣＡは、拡張ＣＣＡを備える、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの複数の割当てを受信するこ
と、
　をさらに備え、アップリンクリソースを前記決定することは、前記アップリンク送信に
使用すべきアップリンクリソースの前記複数の割当てから割当てを選択することを備える
、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　アップリンクリソースを前記決定することは、
　前記アップリンク送信に、前記アップリンク送信の継続時間に関連するアップリンクリ
ソースの割当てのサブセットを適用すること
　を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項９】
　アップリンクリソースを前記決定することは、
　前記第２のサブフレーム継続時間における前記アップリンク送信に使用すべき前記アッ
プリンクリソースの１つまたは複数のパラメータを調整すること
　を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　基地局に、前記アップリンクリソースの前記調整された１つまたは複数のパラメータの
うちの少なくとも１つの値を示すインジケータをシグナリングすること
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　アップリンクリソースを前記決定することは、
　前記第１の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを
適用すること
　を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　アップリンクリソースを前記決定することは、
　前記第１の間隔に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基づいてア
ップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを適用すること
　を備える、請求項４に記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のためのユーザ機器であって、
　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、
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　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令は、前記プロセッサによって、
　　共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のために割り当てられた第１
の間隔を識別することと、ここにおいて、前記第１の間隔は第１のサブフレーム継続時間
を備える、
　　前記第１の間隔の一部が前記共有無線周波数スペクトル帯域中での前記アップリンク
送信のために利用可能でないと決定することと、
　　前記第１の間隔の前記一部が利用可能でないとの前記決定に少なくとも部分的に基づ
いて、前記アップリンク送信のための第２のサブフレーム継続時間を備える第２の間隔を
識別することと、
　　前記アップリンク送信に使用すべき前記第２のサブフレーム継続時間のアップリンク
リソースを決定すること、ここにおいて、前記第２のサブフレーム継続時間は、前記第１
のサブフレーム継続時間より短く、前記第２の間隔は、前記第１の間隔内にある、と
　を行うように実行可能である、ユーザ機器。

【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年２月１０日に出
願された、「Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　
ｆｏｒ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ　ｉｎ　ａ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｂａｎｄ」と題する、Ｃｈｅｎらによる
米国特許出願第１４／６１８，７３８号、および２０１４年５月２０日に出願された、「
Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　ｆｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓ　ｉｎ　ａ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｂａｎｄ」と題する、Ｃｈｅｎらによる米国仮特許出
願第６２／０００，９５７号の優先権を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は、たとえば、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、共有無線
周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のためのリソースを管理するための技法に
関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
よび電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（Ｃ
ＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が複数のユーザ機器（ＵＥ
）のための通信を同時にサポートする、いくつかの基地局を含み得る。基地局は、（たと
えば、基地局からＵＥへの送信のために）ダウンリンクチャネル、および（たとえば、Ｕ
Ｅから基地局への送信のために）アップリンクチャネル上で、ＵＥと通信し得る。
【０００５】
　[0005]いくつかの通信モードは、セルラーネットワークの異なる無線周波数スペクトル
帯域（たとえば、認可無線周波数スペクトル帯域または無認可無線周波数スペクトル帯域
）を介したＵＥとの通信を可能にし得る。認可無線周波数スペクトル帯域を使用するセル
ラーネットワークにおけるデータトラフィックの増加とともに、少なくとも一部のデータ
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トラフィックの、無認可無線周波数スペクトル帯域へのオフローディングは、セルラー事
業者に拡張データ送信容量のための機会を与え得る。無認可無線周波数スペクトル帯域へ
のアクセスを獲得し、無認可無線周波数スペクトル帯域を介して通信する前に、送信装置
は、いくつかの例では、無認可無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて競合する
ために、リッスンビフォアトーク（ＬＢＴ：listen before talk）プロシージャを実行し
得る。ＬＢＴプロシージャは、無認可無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能で
あるかどうかを決定するためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行することを
含み得る。（たとえば、別のデバイスが無認可無線周波数スペクトル帯域のチャネルをす
でに使用しているので）無認可無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能ではない
と決定されるとき、そのチャネルのためにＣＣＡが後で再び実行され得る。
【０００６】
　[0006]いくつかの場合、無認可無線周波数スペクトル帯域を介した１つまたは複数のノ
ード（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）ノードまたは他の事業者のノード）による送信
が、基地局またはＵＥがその無認可無線周波数スペクトルへのアクセスを獲得するのを妨
げ、基地局またはＵＥが無認可無線周波数スペクトル帯域の使用に「飢える」ようになる
ことがある。いくつかの場合、この飢餓の問題は、フレームベースの機器のために構成さ
れたＬＢＴプロトコル（ＬＢＴ－ＦＢＥ：LBT protocol configured for frame based eq
uipment）の代わりに、負荷ベースの機器のために構成されたＬＢＴプロトコル（ＬＢＴ
－ＬＢＥ：LBT protocol configured for load based equipment）を使用することによっ
て、軽減され得る。ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルでは、複数のＮ回のＣＣＡプロシージャを
含む拡張ＣＣＡプロシージャが実行され得る。ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルとともに実行さ
れる拡張ＣＣＡプロシージャは、（たとえば、ＬＢＴ－ＦＢＥプロトコルとともに実行さ
れる単一のＣＣＡプロシージャと比較して）無認可無線周波数スペクトル帯域へのアクセ
スを獲得するためのより多くの機会を、基地局またはＵＥに与え得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]本開示は、たとえば、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信の
ためのリソースを管理するための１つまたは複数の技法に関する。ＵＥが、共有無線周波
数スペクトル帯域へのアクセスを求めて競合するためにＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルを使用
するとき、共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めてＵＥが正常に競合するか
どうか、および正常にいつ競合するかに関する不確実性がある。たとえば、ＵＥは、アッ
プリンク送信のための割り当てられたまたは意図された間隔の一部分の間、共有無線周波
数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合し得る。本明細書で開示する技法によ
り、ＵＥおよび基地局は、アップリンク送信のための実際の間隔が、アップリンク送信の
ための割り当てられたまたは意図された間隔よりも短いときにどのアップリンクリソース
を使用すべきかを決定することが可能になる。
【０００８】
　[0008]一例では、ワイヤレス通信のための方法について説明する。一例では、本方法は
、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別する
ことと、アップリンク送信のための第２の間隔を識別することと、第１の間隔を第２の間
隔と比較することと、第１の間隔と第２の間隔との比較に少なくとも部分的に基づいてア
ップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定することとを含み得る。
【０００９】
　[0009]本方法のいくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無線周波
数スペクトル帯域を含み得る。本方法のいくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯
域は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。
【００１０】
　[0010]いくつかの例では、本方法は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソ
ースの１つまたは複数の割当てを受信することを含み得る。いくつかの例では、本方法は
、第２の間隔を識別するためにＣＣＡを実行することと、決定されたアップリンクリソー
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スを使用してアップリンク送信を送信することとをさらに含み得る。いくつかの例では、
ＣＣＡは、拡張ＣＣＡを含み得る。いくつかの例では、アップリンクリソースを決定する
ことは、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの複数の割当てを受信する
ことと、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの割当てを選択することと
を含み得る。いくつかの例では、アップリンクリソースを決定することは、アップリンク
送信に、アップリンク送信の継続時間に関連するアップリンクリソースの割当てのサブセ
ットを適用することを含み得る。いくつかの例では、アップリンクリソースを決定するこ
とは、第１の間隔と第２の間隔との比較に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信
に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数のパラメータを調整することを含み
得る。いくつかの例では、本方法は、基地局に、アップリンクリソースの調整された１つ
または複数のパラメータのうちの少なくとも１つの値を示すインジケータをシグナリング
することを含み得る。いくつかの例では、アップリンクリソースを決定することは、第１
の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを適用するこ
とを含み得る。いくつかの例では、アップリンクリソースを決定することは、第１の間隔
に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基づいてアップリンクリソー
スの少なくとも１つの割当てを適用することを含み得る。
【００１１】
　[0011]本方法のいくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第１の継
続時間を含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み得、第
２の継続時間は、第１の継続時間とは異なる。これらの例では、第１の間隔は、複数のサ
ブフレームを含み得る。
【００１２】
　[0012]一例では、ワイヤレス通信のための装置について説明する。一例では、本装置は
、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別する
ための手段と、アップリンク送信のための第２の間隔を識別するための手段と、第１の間
隔を第２の間隔と比較するための手段と、第１の間隔と第２の間隔との比較に少なくとも
部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定するための
手段とを含み得る。いくつかの例では、本装置は、例示的な例の第１のセットに関して上
記で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実施するための手
段をさらに含み得る。
【００１３】
　[0013]一例では、ワイヤレス通信のための別の装置について説明する。一例では、装置
は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令と
を含み得る。命令は、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のための第
１の間隔を識別することと、アップリンク送信のための第２の間隔を識別することと、第
１の間隔を第２の間隔と比較することと、第１の間隔と第２の間隔との比較に少なくとも
部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定することと
を行うようにプロセッサによって実行可能であり得る。いくつかの例では、命令はまた、
例示的な例の第１のセットに関して上記で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つ
または複数の態様を実施するようにプロセッサによって実行可能であり得る。
【００１４】
　[0014]一例では、ワイヤレス通信システム中のワイヤレス通信装置による通信のための
コンピュータプログラム製品について説明する。一例では、コンピュータプログラム製品
は、ワイヤレス通信装置に、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のた
めの第１の間隔を識別することと、アップリンク送信のための第２の間隔を識別すること
と、第１の間隔を第２の間隔と比較することと、第１の間隔と第２の間隔との比較に少な
くとも部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定する
こととを行わせるようにプロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュ
ータ可読媒体を含み得る。いくつかの例では、命令はまた、ワイヤレス通信装置に、説明
のための例の第１のセットに関して上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つま
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たは複数の態様を実装させるようにプロセッサによって実行可能であり得る。
【００１５】
　[0015]一例では、ワイヤレス通信のための方法について説明する。一例では、本方法は
、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソ
ースの１つまたは複数の割当てを送信することと、アップリンク送信の継続時間を検出す
ることと、検出することに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信のために使用さ
れるアップリンクリソースを識別することとを含み得る。
【００１６】
　[0016]本方法のいくつかの例では、アップリンクリソースを識別することは、アップリ
ンク送信のために使用されるアップリンクリソースを識別するためにブラインド検出を実
行することを含み得る。本方法のいくつかの例では、アップリンクリソースを識別するこ
とは、アップリンク送信のために使用されるアップリンクリソースを示す信号を受信する
ことを含み得る。本方法のいくつかの例では、アップリンクリソースを識別することは、
アップリンク送信のために使用されるアップリンクリソースにアップリンク送信の検出さ
れた継続時間をマッピングすることを含み得る。
【００１７】
　[0017]本方法のいくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを
送信することは、第１の継続時間を備える第１の間隔に関連するアップリンクリソースの
第１の割当てを送信することと、第２の継続時間を備える第２の間隔に関連するアップリ
ンクリソースの第２の割当てを送信することとを含み得る。第２の継続時間は、第１の継
続時間とは異なり得る。
【００１８】
　[0018]一例では、ワイヤレス通信のための装置について説明する。一例では、本装置は
、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソ
ースの１つまたは複数の割当てを送信するための手段と、アップリンク送信の継続時間を
検出するための手段と、検出することに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信の
ために使用されるアップリンクリソースを識別するための手段とを含み得る。いくつかの
例では、装置は、説明のための例の第５のセットに関して上で説明されたワイヤレス通信
のための方法の１つまたは複数の態様を実装するための手段をさらに含み得る。
【００１９】
　[0019]一例では、ワイヤレス通信のための別の装置について説明する。一例では、装置
は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令と
を含み得る。命令は、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべ
きアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを送信することと、アップリンク送信
の継続時間を検出することと、検出することに少なくとも部分的に基づいてアップリンク
送信のために使用されるアップリンクリソースを識別することとを行うようにプロセッサ
によって実行可能なビーイングをメイする。いくつかの例では、命令はまた、説明のため
の例の第５のセットに関して上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複
数の態様を実装するようにプロセッサによって実行可能であり得る。
【００２０】
　[0020]一例では、ワイヤレス通信システム中のワイヤレス通信装置による通信のための
コンピュータプログラム製品について説明する。一例では、コンピュータプログラム製品
は、ワイヤレス通信装置に、共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使
用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを送信することと、アップリン
ク送信の継続時間を検出することと、検出することに少なくとも部分的に基づいてアップ
リンク送信のために使用されるアップリンクリソースを識別することとを行わせるように
プロセッサによって実行可能な命令を記憶する非一時的コンピュータ可読媒体を含み得る
。いくつかの例では、命令はまた、ワイヤレス通信装置に、説明のための例の第５のセッ
トに関して上で説明されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数の態様を実装さ
せるように、プロセッサによって実行可能であり得る。
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【００２１】
　[0021]上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本
開示による例の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、追加の特徴お
よび利点について説明する。開示する概念および具体例は、本開示の同じ目的を実行する
ための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような
等価な構成は、添付の特許請求の範囲から逸脱しない。関連する利点とともに、本明細書
で開示する概念の編成と動作の方法の両方に関して、それらの概念を特徴づけると考えら
れる特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。各図は
、例示および説明のみのために与えられものであり、特許請求の範囲の限定の定義として
与えられるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　[0022]本発明の性質と利点とについてのさらなる理解は、以下の図面を参照することに
よって達成され得る。添付の図において、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、同
様の構成要素を区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照
ラベルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわ
らず、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれか１つに適用可能で
ある。
【図１】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２】本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可
無線周波数スペクトル帯域）を使用する異なるシナリオの下でＬＴＥ（登録商標）／ＬＴ
Ｅ－Ａが展開されるワイヤレス通信システムを示す図。
【図３】本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可
無線周波数スペクトル帯域）におけるセルラーダウンリンクのためのゲーティング間隔（
またはＬＢＴ無線フレーム）の例を示す図。
【図４】本開示の様々な態様による、無認可共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、
無認可無線周波数スペクトル帯域）を介したワイヤレス通信の一例を示す図。
【図５】本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可
無線周波数スペクトル帯域）を介したワイヤレス通信の一例を示す図。
【図６】本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可
無線周波数スペクトル帯域）における同期する事業者のＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）のため
のリソース割振りの一例を示す図。
【図７】本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可
無線周波数スペクトル帯域）を介したワイヤレス通信のタイミング図。
【図８】本開示の様々な態様による、第２の信号の開始点を共有無線周波数スペクトル帯
域に関連する基準の境界と整合させるように、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば
、無認可無線周波数スペクトル帯域）においてＬＢＴ－ＬＢＥ動作モードで動作する間に
第１の信号がどのように送信され得るかの一例を示す図。
【図９】ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルによる、および本開示の様々な態様による、共有無線
周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可無線周波数スペクトル帯域）を介した様々な送
信の一例を示す図。
【図１０】本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認
可無線周波数スペクトル帯域）中でのアップリンク送信の一例を示す図。
【図１１】本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認
可無線周波数スペクトル帯域）中でのアップリンク送信の一例を示す図。
【図１２】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための装置のブ
ロック図。
【図１３】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための装置のブ
ロック図。
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【図１４】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための装置のブ
ロック図。
【図１５】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための装置のブ
ロック図。
【図１６】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基地局（
たとえば、ｅＮＢの一部または全部を形成する基地局）のブロック図。
【図１７】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのＵＥのブ
ロック図。
【図１８】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図１９】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図２０】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図２１】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図２２】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図２３】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図２４】本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　[0047]共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のためのリソースを管理
する技法について説明する。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無線
周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無認可の用途に利用可能であるので装置が
アクセスを求めて競合する必要があり得る無認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。
他の例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が競合に基づ
いて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので装置がアクセスを求めて競
合する必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。いくつかの例では、共
有無線周波数スペクトル帯域は、セルラー通信（たとえば、ロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ）通信またはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）通信）のために使用さ
れ得る。
【００２４】
　[0048]認可無線周波数スペクトル帯域を使用するセルラーネットワークにおけるデータ
トラフィックの増加とともに、共有無線周波数スペクトル帯域への少なくとも一部のデー
タトラフィックのオフロードは、セルラー事業者（たとえば、公衆陸上移動体ネットワー
ク（ＰＬＭＮ）またはＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークなどのセルラーネットワークを定
義する基地局の協調させられたセットの事業者）にデータ送信容量の増強のための機会を
与え得る。共有無線周波数スペクトル帯域にアクセスし、共有無線周波数スペクトル帯域
を介して通信するより前に、送信装置は、いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル
帯域へのアクセスを獲得するために、ＬＢＴプロシージャを実行し得る。そのようなＬＢ
Ｔプロシージャは、共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能であるかどうか
を決定するために、ＣＣＡプロシージャ（または拡張ＣＣＡプロシージャ）を実行するこ
とを含み得る。チャネルが利用可能ではないと決定されるとき、そのチャネルのためのＣ
ＣＡプロシージャ（または拡張ＣＣＡプロシージャ）が後で再び実行され得る。
【００２５】
　[0049]ＵＥが、共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて競合するためにＬ
ＢＴ－ＬＢＥプロトコルを使用するとき、共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを
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求めてＵＥが正常に競合するかどうか、および正常にいつ競合するかに関する不確実性が
ある。たとえば、ＵＥは、アップリンク送信のための割り当てられたまたは意図された間
隔の一部分の間、共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合し得る
。本明細書で開示する技法により、ＵＥおよび基地局は、アップリンク送信のための実際
の間隔が、アップリンク送信のための割り当てられたまたは意図された間隔よりも短いと
きにどのアップリンクリソースを使用すべきかを決定することが可能になる。
【００２６】
　[0050]本明細書において記載される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭ
Ａ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムに使用さ
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、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲ
Ａ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、
およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に、
ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一
般に、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、Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ
（登録商標））とＣＤＭＡの他の変形形態とを含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイルシス
テムフォーモバイルコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobi
le Communications）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモ
バイルブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．
１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０
２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ
およびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴ
Ｓ：Universal Mobile Telecommunication System）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標
）　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲ
Ａ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「第３世代パート
ナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する組織からの文書に記載されている。ＣＤ
ＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ
２：3rd Generation Partnership Project 2）と称する団体からの文書に記載されている
。本明細書において記載される技法は、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシ
ステムおよび無線技術に使用され得る。しかしながら、以下の説明では、例としてＬＴＥ
システムについて説明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬ
ＴＥ適用例以外に適用可能である。
【００２７】
　[0051]以下の説明は例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用可
能性、または例を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく
、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。様々な例は、適宜に様々な
プロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明される方
法は、説明される順序とは異なる順序で実施され得、様々なステップが追加、省略、また
は組み合わされ得る。また、いくつかの例に関して説明される特徴は、他の例では組み合
わせられ得る。
【００２８】
　[0052]図１に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム１００のブロック
図を示す。ワイヤレス通信システム１００は、複数の基地局１０５（たとえば、１つまた
は複数のｅＮＢの一部または全部を形成する基地局）と、いくつかのＵＥ１１５と、コア
ネットワーク１３０とを含み得る。基地局１０５のいくつかは、様々な例ではコアネット
ワーク１３０または基地局１０５のうちのいくつかの一部であり得る、基地局コントロー
ラ（図示せず）の制御下でＵＥ１１５と通信し得る。基地局１０５のうちのいくつかは、
バックホール１３２を通してコアネットワーク１３０と制御情報またはユーザデータを通
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信し得る。いくつかの例では、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を介して互いと直接または間接的
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し得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時
に被変調信号を送信することができる。たとえば、各通信リンク１２５は、様々な無線技
術に従って変調されたマルチキャリア信号であり得る。各々の変調された信号は、異なる
キャリア上で送られ得、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、データなどを搬送し得る。
【００２９】
　[0053]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レス通信し得る。基地局１０５の各々は、それぞれのカバレージエリア１１０に通信カバ
レージを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５は、アクセスポイント、トランシー
バ基地局（ＢＴＳ）、無線基地局、無線トランシーバ、基本サービスセット（ＢＳＳ）、
拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、ホームノードＢ
、ホームｅノードＢ、ＷＬＡＮアクセスポイント、Ｗｉ－Ｆｉ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１０５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、
またはピコ基地局）を含み得る。基地局１０５はまた、セルラーまたはＷＬＡＮ無線アク
セス技術など、異なる無線技術を利用し得る。基地局１０５は、（たとえば、本明細書で
はまとめて「事業者」と呼ぶ）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。同じまたは異なるタイプの基地局１０５のカバレージエリアを含む
か、同じまたは異なる無線技術を利用するか、あるいは同じまた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。
【００３０】
　[0054]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信
システム（またはネットワーク）を含み得、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システムは、第１の
無線周波数スペクトル帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能な認可
無線周波数スペクトル帯域など、無線周波数スペクトル帯域がいくつかの用途のためにい
くつかのユーザに認可が与えられるので、装置がアクセスを求めて競合しない無線周波数
スペクトル帯域）または第２の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペク
トル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無認可の用途のために利用可能であるので、装置がアク
セスを求めて競合する必要があり得る無認可無線周波数スペクトル帯域、あるいは無線周
波数スペクトル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であ
るので、装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域
などの共有無線周波数スペクトル帯域）の中での１つまたは複数の動作モードまたは展開
をサポートし得る。他の例では、ワイヤレス通信システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
とは異なる１つまたは複数のアクセス技術を使用してワイヤレス通信をサポートし得る。
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、たと
えば、基地局１０５の複数またはグループを表すために使用され得る。
【００３１】
　[0055]ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５が様々な地理的
領域にカバレージを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであるか、またはそれ
を含み得る。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、また
は他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。ピコセル、フェムトセル、または他の
タイプのセルなどのスモールセルは低電力ノードまたはＬＰＮを含み得る。マクロセルは
、たとえば、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし、
ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし
得る。ピコセルは、たとえば、比較的小さい地理的エリアをカバーすることになり、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
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。また、フェムトセルは、たとえば、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカ
バーし、無制限アクセスに加えて、フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定
加入者グループ（ＣＳＧ）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による制限付き
アクセスも与え得る。マクロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある。
ピコセルのためのｅＮＢはピコｅＮＢと呼ばれることがある。また、フェムトセルのため
のｅＮＢはフェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれることがある。ｅＮＢは、１つま
たは複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セルをサポートし得る。
【００３２】
　[0056]コアネットワーク１３０は、バックホール１３２（たとえば、Ｓ１アプリケーシ
ョンプロトコルなど）を介して基地局１０５と通信し得る。基地局１０５はまた、たとえ
ば、バックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ２アプリケーションプロトコルなど）を介
して、またはバックホール１３２を介して（たとえば、コアネットワーク１３０を通して
）直接または間接的に互いと通信し得る。ワイヤレス通信システム１００は同期動作また
は非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、ｅＮＢは同様のフレームタイミングま
たはゲーティングタイミングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は近似的に時間的に整合
され得る。非同期動作の場合、ｅＮＢは異なるフレームタイミングまたはゲーティングタ
イミングを有し得、異なるｅＮＢからの送信は時間的に整合されないことがある。
【００３３】
　[0057]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され得る。Ｕ
Ｅ１１５は、当業者によって、モバイルデバイス、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。Ｕ
Ｅ１１５は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デ
バイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、
コードレス電話、時計または眼鏡などのウェアラブルアイテム、ワイヤレスローカルルー
プ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥ１１５は、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅ
ＮＢ、リレーなどと通信することが可能であり得る。ＵＥ１１５は、セルラーまたは他の
ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）アクセスネットワーク、あるいはワイ
ヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスネットワークなど、異なるタイ
プのアクセスネットワークを介して通信することも可能であり得る。ＵＥ１１５とのいく
つかの通信モードでは、複数の通信リンク１２５またはチャネル（すなわち、コンポーネ
ントキャリア）を介して通信が行われ得、各チャネルはＵＥ１１５といくつかのセル（た
とえばサービングセル、これはいくつかの場合には同じまたは異なる基地局１０５によっ
て運用され得る）の１つとの間のコンポーネントキャリアを使用する。
【００３４】
　[0058]各コンポーネントキャリアは、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の（
たとえば、共有）無線周波数スペクトル帯域を介して与えられ得、１つの通信モードにお
いて使用されるコンポーネントキャリアのセットは、すべて第１の無線周波数スペクトル
帯域を介して（たとえば、ＵＥ１１５において）受信されるか、すべて第２の（たとえば
、共有）無線周波数スペクトル帯域を介して（たとえば、ＵＥ１１５において）受信され
るか、または第１の無線周波数スペクトル帯域と第２の（たとえば、共有）無線周波数ス
ペクトル帯域との組合せを介して（たとえば、ＵＥ１１５において）受信され得る。
【００３５】
　[0059]ワイヤレス通信システム１００に示された通信リンク１２５は、アップリンク（
ＵＬ）通信（たとえば、ＵＥ１１５から基地局１０５への送信）を搬送するための（コン
ポーネントキャリアを使用した）アップリンクチャネル、またはダウンリンク（ＤＬ）通
信（たとえば、基地局１０５からＵＥ１１５への送信）を搬送するための（コンポーネン
トキャリアを使用した）ダウンリンクチャネルを含み得る。ＵＬ通信または送信は逆方向
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リンク通信または送信と呼ばれることもあり、ＤＬ通信または送信は順方向リンク通信ま
たは送信と呼ばれることもある。ダウンリンク通信またはアップリンク通信は、第１の無
線周波数スペクトル帯域、第２の（たとえば、共有）無線周波数スペクトル帯域、または
その両方を使用して行われ得る。
【００３６】
　[0060]ワイヤレス通信システム１００のいくつかの例では、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、第
２の（たとえば、共有）無線周波数スペクトル帯域を使用して異なるシナリオの下で展開
され得る。展開シナリオは、第１の無線周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａダウンリンク通信が第２の（たとえば、共有）無線周波数スペクトル帯域にオフロード
され得る補足ダウンリンクモード、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク通信とＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａアップリンク通信の両方が第１の無線周波数スペクトル帯域から第２の（たとえば
、共有）無線周波数スペクトル帯域にオフロードされ得るキャリアアグリゲーションモー
ド、または基地局１０５とＵＥ１１５との間のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク通信およ
びＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク通信が第２の（たとえば、共有）無線周波数スペクト
ル帯域において行われ得るスタンドアローンモードを含み得る。基地局１０５およびＵＥ
１１５は、いくつかの例では、これらまたは同様の動作モードの１つまたは複数をサポー
トし得る。ＯＦＤＭＡ波形は、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の（たとえば
、共有）無線周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク通信のため
に通信リンク１２５において使用され得、一方、ＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、
またはリソースブロックインターリーブＦＤＭＡ波形は、第１の無線周波数スペクトル帯
域または第２の（たとえば、共有）無線周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａアップリンク通信のために通信リンク１２５において使用され得る。
【００３７】
　[0061]図２に、本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば
、無認可無線周波数スペクトル帯域）を使用する異なるシナリオの下でＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａが展開されるワイヤレス通信システム２００を示す。より詳細には、図２に、ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａが共有無線周波数スペクトル帯域を使用して展開される補足ダウンリンクモー
ドと、キャリアアグリゲーションモードと、スタンドアローンモードとの例を示す。ワイ
ヤレス通信システム２００は、図１を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１０
０の部分の例であり得る。その上、第１の基地局２０５および第２の基地局２０５－ａは
、図１を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様の例であり得
、一方、第１のＵＥ２１５、第２のＵＥ２１５－ａ、第３のＵＥ２１５－ｂ、および第４
のＵＥ２１５－ｃは、図１を参照しながら説明したＵＥ１１５のうちの１つまたは複数の
態様の例であり得る。
【００３８】
　[0062]ワイヤレス通信システム２００における補助ダウンリンクモードの例では、第１
の基地局２０５は、ダウンリンクチャネル２２０を使用して第１のＵＥ２１５にＯＦＤＭ
Ａ波形を送信し得る。ダウンリンクチャネル２２０は、共有無線周波数スペクトル帯域に
おいて周波数Ｆ１に関連付けられ得る。第１の基地局２０５は、第１の双方向リンク２２
５を使用して第１のＵＥ２１５にＯＦＤＭＡ波形を送信し得、第１の双方向リンク２２５
を使用して第１のＵＥ２１５からＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受信し得る。第１の双方向リンク
２２５は、認可無線周波数スペクトル帯域における周波数Ｆ４に関連付けられ得る。共有
無線周波数スペクトル帯域におけるダウンリンクチャネル２２０、および認可無線周波数
スペクトル帯域における第１の双方向リンク２２５は、同時に動作し得る。ダウンリンク
チャネル２２０は、第１の基地局２０５にダウンリンク容量のオフロードを提供し得る。
いくつかの例では、ダウンリンクチャネル２２０は、（たとえば、１つのＵＥに宛てられ
る）ユニキャストサービスのために、または（たとえば、いくつかのＵＥに宛てられる）
マルチキャストサービスのために使用され得る。この状況は、認可無線周波数スペクトル
を使用し、トラフィックまたはシグナリングの混雑の一部を緩和する必要がある、任意の
サービスプロバイダ（たとえば、モバイルネットワーク事業者（ＭＮＯ））に対して生じ
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得る。
【００３９】
　[0063]ワイヤレス通信システム２００におけるキャリアアグリゲーションモードの一例
では、第１の基地局２０５は、第２の双方向リンク２３０を使用して第２のＵＥ２１５－
ａにＯＦＤＭＡ波形を送信し得、第２の双方向リンク２３０を使用して第２のＵＥ２１５
－ａからＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、またはリソースブロックインターリーブ
ＦＤＭＡ波形を受信し得る。第２の双方向リンク２３０は、共有無線周波数スペクトル帯
域における周波数Ｆ１に関連付けられ得る。第１の基地局２０５はまた、第３の双方向リ
ンク２３５を使用して第２のＵＥ２１５－ａにＯＦＤＭＡ波形を送信し得、第３の双方向
リンク２３５を使用して第２のＵＥ２１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受信し得る。第
３の双方向リンク２３５は、認可無線周波数スペクトル帯域における周波数Ｆ２に関連付
けられ得る。第２の双方向リンク２３０は、第１の基地局２０５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。上記で説明した補助ダウンリンクのよう
に、このシナリオは、認可無線周波数スペクトルを使用し、トラフィックまたはシグナリ
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）
に対して生じ得る。
【００４０】
　[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別の
例では、第１の基地局２０５は、第４の双方向リンク２４０を使用して第３のＵＥ２１５
－ｂにＯＦＤＭＡ波形を送信し得、第４の双方向リンク２４０を使用して第３のＵＥ２１
５－ｂからＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、またはリソースブロックインターリー
ブ波形を受信し得る。第４の双方向リンク２４０は、共有無線周波数スペクトル帯域にお
ける周波数Ｆ３に関連付けられ得る。第１の基地局２０５はまた、第５の双方向リンク２
４５を使用して第３のＵＥ２１５－ｂにＯＦＤＭＡ波形を送信し得、第５の双方向リンク
２４５を使用して第３のＵＥ２１５－ｂからＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受信し得る。第５の双
方向リンク２４５は、認可無線周波数スペクトル帯域における周波数Ｆ２に関連付けられ
得る。第４の双方向リンク２４０は、第１の基地局２０５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。この例および上で与えられた例は説明の目的で
提示され、容量オフロードのために、認可無線周波数スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａと共有アクセス無線周波数スペクトルにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとを組み合わせる
他の同様の動作モードまたは展開シナリオがあり得る。
【００４１】
　[0065]上記で説明したように、共有アクセス無線周波数スペクトルにおけるＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａを使用することによって提供される容量オフロードから恩恵を受け得る１つのタ
イプのサービスプロバイダは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ認可無線周波数スペクトル帯域へのア
クセス権を有する従来のＭＮＯである。これらのサービスプロバイダにとって、運用上の
例としては、認可無線周波数スペクトル帯域上のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ１次コンポーネント
キャリア（ＰＣＣ）と共有無線周波数スペクトル帯域上の少なくとも１つの２次コンポー
ネントキャリア（ＳＣＣ）とを使用するブートストラップモード（たとえば、補助ダウン
リンク、キャリアアグリゲーション）があり得る。
【００４２】
　[0066]キャリアアグリゲーションモードでは、たとえば、認可無線周波数スペクトルに
おいて（たとえば、第１の双方向リンク２２５、第３の双方向リンク２３５、および第５
の双方向リンク２４５を介して）データおよび制御が通信され得るが、たとえば、（たと
えば、第２の双方向リンク２３０および第４の双方向リンク２４０を介して）共有無線周
波数スペクトル帯域においてデータが通信され得る。共有アクセス無線周波数スペクトル
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ＴＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに
属し得る。
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【００４３】
　[0067]ワイヤレス通信システム２００におけるスタンドアローンモードの一例では、第
２の基地局２０５－ａは、双方向リンク２５０を使用して第４のＵＥ２１５－ｃにＯＦＤ
ＭＡ波形を送信し得、双方向リンク２５０を使用して第４のＵＥ２１５－ｃからＯＦＤＭ
Ａ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、またはリソースブロックインターリーブＦＤＭＡ波形を受
信し得る。双方向リンク２５０は、共有無線周波数スペクトル帯域における周波数Ｆ３と
関連付けられ得る。スタンドアローンモードは、スタジアム内アクセス（たとえば、ユニ
キャスト、マルチキャスト）など、非従来型のワイヤレスアクセスの状況において使用さ
れ得る。この動作モードのためのサービスプロバイダのタイプの一例は、認可無線周波数
スペクトル帯域へのアクセスを有しない、スタジアム所有者、ケーブル会社、イベント主
催者、ホテル、企業、または大企業であり得る。
【００４４】
　[0068]いくつかの例では、図１または図２を参照しながら説明した基地局１０５、２０
５、または２０５－ａのうちの１つあるいは図１または図２を参照しながら説明したＵＥ
１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、または２１５－ｃのうちの１つなどの送信装
置は、共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルへの（たとえば、共有無線周波数スペク
トル帯域の物理チャネルへの）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、欧州電気通信標準化機構（ＥＴＳＩ）（ＥＮ３０１　８９３）に
おいて指定されているＬＢＴプロトコルに基づくＬＢＴプロトコルなど、コンテンション
ベースのプロトコルの適用を定義し得る。ＬＢＴプロトコルの適用を定義するゲーティン
グ間隔を使用するとき、ゲーティング間隔は、送信装置がクリアチャネルアセスメント（
ＣＣＡ）プロシージャなどのコンテンションプロシージャを実行する必要があるときを示
し得る。ＣＣＡプロシージャの結果は、共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルが（Ｌ
ＢＴ無線フレームまたはＣＣＡフレームとも呼ばれる）ゲーティング間隔のために利用可
能であるかまたは使用中であるかを送信デバイスに示し得る。チャネルが、対応するＬＢ
Ｔ無線フレームのために利用可能である（たとえば、使用のために「空いている」）こと
をＣＣＡプロシージャが示すとき、送信装置は、ＬＢＴ無線フレームの一部または全部の
間に共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルを予約または使用し得る。チャネルが利用
可能ではないこと（たとえば、チャネルが別の装置によって使用中であるまたは予約され
ていること）をＣＣＡプロシージャが示すとき、送信装置は、ＬＢＴ無線フレームの間に
チャネルを使用することを妨げられ得る。
【００４５】
　[0069]いくつかの場合、送信装置が、周期的にゲーティング間隔を生成し、周期的な間
隔の少なくとも１つの境界とゲーティング間隔の少なくとも１つの境界とを同期させるこ
とが有用であり得る。たとえば、共有無線周波数スペクトル帯域においてセルラーダウン
リンクのための周期的な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
期的な間隔（たとえば、周期的ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線間隔）の少なくとも１つの境界と
周期的なゲーティング間隔の少なくとも１つの境界と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。
【００４６】
　[0070]図３に、本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば
、無認可無線周波数スペクトル帯域）におけるセルラーダウンリンクのためのゲーティン
グ間隔（またはＬＢＴ無線フレーム）の例３００を示す。第１のゲーティング間隔３０５
、第２のゲーティング間隔３１５、または第３のゲーティング間隔３２５は、共有無線周
波数スペクトル帯域を介した送信をサポートするｅＮＢまたはＵＥによって周期的なゲー
ティング間隔として使用され得る。そのようなｅＮＢの例としては、図１または図２を参
照しながら説明した基地局１０５、２０５、または２０５－ａがあり得、そのようなＵＥ
の例としては、図１または図２を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ
、２１５－ｂ、または２１５－ｃがあり得る。第１のゲーティング間隔３０５、第２のゲ
ーティング間隔３１５、または第３のゲーティング間隔３２５は、いくつかの例では、図
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１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００ととも
に使用され得る。
【００４７】
　[0071]例として、第１のゲーティング間隔３０５の持続時間は、セルラーダウンリンク
に関連する周期的な間隔のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム３１０の持続時間に等しい（
またはそれにほぼ等しい）ことが示されている。いくつかの例では、「ほぼ等しい」は、
第１のゲーティング間隔３０５の持続時間が周期的な間隔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。
【００４８】
　[0072]第１のゲーティング間隔３０５の少なくとも１つの境界は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
無線フレームＮ－１～Ｎ＋１を含む周期的な間隔の少なくとも１つの境界と同期され得る
。場合によっては、第１のゲーティング間隔３０５は、周期的な間隔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、第１のゲーティング間隔３０５は、周期的な間
隔のフレーム境界と同期されているがそれからオフセットされている境界を有し得る。た
とえば、第１のゲーティング間隔３０５の境界は、周期的な間隔のサブフレーム境界と整
合されるか、または周期的な間隔のサブフレーム中間点境界（たとえば、いくつかのサブ
フレームの中間点）と整合され得る。
【００４９】
　[0073]いくつかの場合、周期的な間隔は、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、第１のゲーティング間隔３０５も、１０ミリ秒の持続時間を有し得る
。これらの場合、第１のゲーティング間隔３０５の境界は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレ
ームの１つ（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム（Ｎ））の境界（たとえば、フ
レーム境界、サブフレーム境界、またはサブフレーム中間点境界）と同期され得る。
【００５０】
　[0074]例として、第２のゲーティング間隔３１５および第３のゲーティング間隔３２５
の持続時間は、セルラーダウンリンクに関連する周期的な間隔の持続時間の約数（または
、その近似的な約数）であることが示されている。いくつかの例では、「の近似的な約数
」は、第２のゲーティング間隔３１５または第３のゲーティング間隔３２５の持続時間が
、周期的な間隔の約数（たとえば、１／２または１／５）の持続時間のサイクリックプレ
フィックス（ＣＰ）持続時間内にあることを意味する。たとえば、第２のゲーティング間
隔３１５は、５ミリ秒の持続時間を有し得、第３のゲーティング間隔３２５は、２ミリ秒
の持続時間を有し得る。第２のゲーティング間隔３１５または第３のゲーティング間隔３
２５は、そのより短い持続時間が共有無線周波数スペクトル帯域のより頻繁な共有を容易
にし得るので、第１のゲーティング間隔３０５よりも有利であり得る。
【００５１】
　[0075]図４に、本開示の様々な態様による、無認可共有無線周波数スペクトル帯域（た
とえば、無認可無線周波数スペクトル帯域）を介したワイヤレス通信４１０の一例４００
を示す。図３を参照しながら説明する第１のゲーティング間隔３０５などのゲーティング
間隔に対応し得るＬＢＴ無線フレーム４１５は、１０ミリ秒の持続時間を有し、いくつか
のダウンリンクサブフレーム４２０と、いくつかのアップリンクサブフレーム４２５と、
２つのタイプの特別なサブフレーム、Ｓサブフレーム４３０およびＳ’サブフレーム４３
５とを含み得る。Ｓサブフレーム４３０は、ダウンリンクサブフレーム４２０とアップリ
ンクサブフレーム４２５との間の遷移を提供することができ、一方、Ｓ’サブフレーム５
３５は、アップリンクサブフレーム４２５とダウンリンクサブフレーム４２０との間の遷
移を与え得る。Ｓ’サブフレーム４３５の間に、図１または図２を参照しながら説明した
基地局１０５、２０５、または２０５－ａの１つまたは複数など、１つまたは複数の基地
局によって、ワイヤレス通信４１０が行われるチャネルをある期間の時間の間予約するた
めに、ダウンリンククリアチャネルアセスメント（ＤＣＣＡ）プロシージャ４４０が実行
され得る。基地局によるＤＣＣＡプロシージャ４４０の成功に続いて、基地局は、基地局
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がチャネルを予約したという指示を他の基地局または装置（たとえば、ＵＥ、Ｗｉ－Ｆｉ
アクセスポイントなど）に提供するために、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）４４
５を送信し得る。いくつかの例では、ＣＵＢＳ４４５は、複数のインターリーブされたリ
ソースブロックを使用して送信され得る。この方式でＣＵＢＳ４４５を送信することで、
ＣＵＢＳ４４５は、共有無線周波数スペクトル帯域中の利用可能な周波数帯域幅の少なく
ともある割合を占有し、１つまたは複数の規制上の要件（たとえば、ＣＵＢＳ４４５が利
用可能な周波数帯域幅の少なくとも８０％を占有するという要件）を満たすことが可能に
なり得る。ＣＵＢＳ４４５は、いくつかの例では、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａセル固有基準信号
（ＣＲＳ）またはチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の形態と同様の形態をとり
得る。ＤＣＣＡプロシージャ４４０が失敗すると、ＣＵＢＳ４４５が送信されない。
【００５２】
　[0076]Ｓ’サブフレーム４３５は、図４では０～１３の番号を付された、１４個のＯＦ
ＤＭシンボルを含み得る。Ｓ’サブフレーム４３５の第１の部分、この例ではシンボル０
～５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信規格との互換性のために必要とされ得るサイレントＤＬ
期間として基地局によって使用され得る。したがって、基地局は、サイレントＤＬ期間中
にデータを送信しないことがあるが、ＵＥは、サイレントＤＬ期間中に何らか量のアップ
リンクデータを送信し得る。Ｓ’サブフレーム４３５の第２の部分は、ＤＣＣＡプロシー
ジャ４４０のために使用され得る。例４００では、Ｓ’サブフレーム４３５は、シンボル
６～１２中に含まれる７つのＤＣＣＡスロットを含む。異なるネットワーク事業者による
ＤＣＣＡスロットの使用は、より効率的なシステム動作を行うように協調され得る。いく
つかの例では、ＤＣＣＡプロシージャ４４０を実行するために７つの可能なＤＣＣＡスロ
ットのいずれを使用すべきかを決定するために、基地局１０５は、以下の形式のマッピン
グ関数を評価し得る。　
　　　　ＦD（ＧｒｏｕｐＩＤ，ｔ） ∈ ｛１，２，３，４，５，６，７｝　
ここで、ＧｒｏｕｐＩＤは、基地局１０５に割り当てられた「展開グループｉｄ」であり
、ｔは、ＤＣＣＡプロシージャ４４０が実行されるゲーティング間隔またはフレームに対
応するＬＢＴ無線フレーム番号である。
【００５３】
　[0077]図５に、本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば
、無認可無線周波数スペクトル帯域）を介したワイヤレス通信５１０の一例５００を示す
。図３を参照しながら説明した第１のゲーティング間隔３０５などのゲーティング間隔に
対応し得るＬＢＴ無線フレーム５１５、または図４を参照しながら説明したＬＢＴ無線フ
レーム４１５は、１０ミリ秒の持続時間を有し得、いくつかのダウンリンクサブフレーム
５２０と、いくつかのアップリンクサブフレーム５２５と、２つのタイプの特別なサブフ
レーム（たとえば、Ｓサブフレーム５３０およびＳ’サブフレーム５３５とを含み得る。
Ｓサブフレーム５３０は、ダウンリンクサブフレーム５２０とアップリンクサブフレーム
５２５との間の遷移を与え得るが、Ｓ’サブフレーム５３５は、アップリンクサブフレー
ム５２５とダウンリンクサブフレーム５２０との間の遷移を与え得る。Ｓサブフレーム５
３０の間に、図１または図２を参照しながら上記で説明したＵＥ１１５、２１５、２１５
－ａ、２１５－ｂ、または２１５－ｃの１つまたは複数など、１つまたは複数のＵＥによ
って、ワイヤレス通信５１０が行われるチャネルをある期間の時間の間予約するために、
アップリンクＣＣＡ（ＵＣＣＡ）プロシージャ５４０が実行され得る。ＵＥによるＵＣＣ
Ａプロシージャ５４０の成功に続いて、ＵＥは、ＵＥがチャネルを予約したという指示を
他のＵＥまたは装置（たとえば、基地局、Ｗｉ－Ｆｉアクセスポイントなど）に提供する
ために、ＣＵＢＳ５４５を送信し得る。いくつかの例では、ＣＵＢＳ５４５は、複数のイ
ンターリーブされたリソースブロックを使用して送信され得る。この方式でＣＵＢＳ５４
５を送信することで、ＣＵＢＳ５４５は、共有無線周波数スペクトル帯域中の利用可能な
周波数帯域幅の少なくともある割合を占有し、１つまたは複数の規制上の要件（たとえば
、ＣＵＢＳ５４５が利用可能な周波数帯域幅の少なくとも８０％を占有するという要件）
を満たすことが可能になり得る。ＣＵＢＳ５４５は、いくつかの例では、ＬＴＥ／ＬＴＥ
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－Ａセル固有基準信号（ＣＲＳ）またはチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）の形
態と同様の形態をとり得る。ＵＣＣＡプロシージャ５４０が失敗すると、ＣＵＢＳ５４５
が送信されない。
【００５４】
　[0078]Ｓサブフレーム５３０は、図５では０～１３の番号を付された、１４個のＯＦＤ
Ｍシンボルを含み得る。Ｓサブフレーム５３０の第１の部分、この例ではシンボル０～３
は、ダウンリンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ）５５０として使用され得、Ｓ
サブフレーム５３０の第２の部分はガード期間（ＧＰ）５５５として使用され得る。Ｓサ
ブフレーム５３０の第３の部分は、ＵＣＣＡプロシージャ５４０のために使用され得る。
例５００では、Ｓサブフレーム５３０は、シンボル６～１２中に含まれる７つのＵＣＣＡ
スロットを含む。様々なＵＥによるＵＣＣＡスロットの使用は、より効率的なシステム動
作を提供するために協調させられ得る。いくつかの例では、ＵＣＣＡプロシージャ５４０
を実行するために７つの可能なＵＣＣＡスロットのいずれを使用すべきかを決定するため
に、ＵＥは、以下の形式のマッピング関数を評価し得る。　
　　　　ＦU（ＧｒｏｕｐＩＤ，ｔ） ∈ ｛１，２，３，４，５，６，７｝　
ここで、ＧｒｏｕｐＩＤは、ＵＥに割り当てられた「展開グループｉｄ」であり、ｔは、
ＵＣＣＡプロシージャ５４０が実行されるフレームに対応するＬＢＴ無線フレーム番号で
ある。
【００５５】
　[0079]ＤＣＣＡプロシージャ４４０またはＵＣＣＡプロシージャ５４０のためのマッピ
ング関数は、マッピング関数が直交の性質を有するか非直交の性質を有するかに応じて、
異なる基準に基づいて構成され得る。直交ＬＢＴアクセスを用いる例では、マッピング関
数は、以下による直交化性質を有し得る。　
　　　　　　　ＦD/U（ｘ，ｔ） ≠ ＦD/U（ｙ，ｔ）　
　　　　ＧｒｏｕｐＩＤ ｘ，ｙ ∈ ｛１，２，３，４，５，６，７｝　
すべての時間ｔに対して、ｘ≠ｙであるときは常に異なるグループｉｄを表す。この場合
、異なるグループｉｄを有する基地局またはＵＥは、重複しないＣＣＡスロットの間にＣ
ＣＡプロシージャ（たとえば、ＤＣＣＡプロシージャ４４０またはＵＣＣＡプロシージャ
５４０）を実行し得る。干渉がない場合、より前のＣＣＡスロットにマッピングするグル
ープｉｄを有する基地局またはＵＥは、ある期間の時間の間チャネルを確保し得る。様々
な展開によれば、このマッピング関数は、様々な時間インデックスｔにわたって、異なる
グループｉｄが適切に長い時間間隔にわたってより前のＣＣＡスロットにマッピングする
等しい機会を有する（したがって、他の干渉がない場合にチャネルを確保する）ように、
マッピング｛ＦD/U（ｘ，ｔ），ｔ＝１，２，３，．．．｝が変化するという意味で公正
である。
【００５６】
　[0080]同じネットワーク事業者／サービスプロバイダによって展開されるすべての基地
局およびＵＥは、それらがコンテンションプロセスにおいて互いを先取りしないように、
同じグループｉｄを割り当てられ得る。これにより、同じ展開の基地局とＵＥとの間で完
全な周波数再利用が可能になり、システムスループットの向上につながる。異なる展開の
基地局またはＵＥは、直交ＣＣＡスロットマッピングの場合、チャネルへのアクセスが相
互排他的になるように、異なるグループｉｄを割り当てられ得る。
【００５７】
　[0081]非直交または重複するＣＣＡスロットアクセスを用いる例では、マッピング関数
は、８つ以上のグループｉｄを使用可能にし得る。状況によっては、たとえば、８つ以上
の展開グループｉｄをサポートすることは有用であり得、その場合、ＣＣＡスロットマッ
ピング関数の直交性性質を維持することが可能でない。そのような場合、任意の２つのグ
ループＩＤ間の競合の頻度を減らすことが望ましいことがある。いくつかの例では、非直
交ＣＣＡスロットマッピングシーケンスはまた、ＬＢＴ機会に関する緊密な協調なしに展
開間の公平なチャネルアクセスを与えるために使用され得る。非直交ＣＣＡスロットマッ
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ピングシーケンスの一例は次式によって与えられる。　
　　　　　　　ＦD/U（ｘ，ｔ） ≠ Ｒ1,7（ｘ，ｔ）　
　　　　　　ＧｒｏｕｐＩＤ ｘ ∈ ｛１，２，．．．２16｝　
ここで、Ｒ1,7（ｘ，ｔ）は、ＧｒｏｕｐＩＤ　ｘについて独立して選ばれる１と７の間
の擬似乱数生成器である。この場合、同じＬＢＴ無線フレームｔにおける異なるＧｒｏｕ
ｐＩＤの基地局またはＵＥ間に潜在的な競合があり得る。
【００５８】
　[0082]したがって、ＣＣＡスロットは、上記のマッピング関数に従って選択され、ＤＣ
ＣＡプロシージャ４４０またはＵＣＣＡプロシージャ５４０のために使用され得る。
【００５９】
　[0083]図４および図５の各々において、ＤＣＣＡプロシージャ４４０の実行の成功と、
ＤＣＣＡプロシージャ４４０が実行された送信期間の開始との間の期間（たとえば、図４
参照）、または、ＵＣＣＡプロシージャ５４０の実行の成功と、ＵＣＣＡプロシージャ５
４０が実行された送信期間の開始との間の期間（たとえば、図５参照）が、プリアンブル
と呼ばれ得る。ＤＣＣＡプロシージャ４４０またはＵＣＣＡプロシージャ５４０がいつ実
行されるかは可変であるので、プリアンブルの長さは変化し得る。しかしながら、図４お
よび図５に示される例の各々において、プリアンブルは、ＣＵＢＳ４４５（たとえば、図
４参照）またはＣＵＢＳ５４５（たとえば、図５参照）の後続の送信を終了させる。
【００６０】
　[0084]図６に、本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば
、無認可無線周波数スペクトル帯域）における同期する事業者のＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ
）のためのリソース割振りの一例６００を示す。ＣＥＴは、共有無線周波数スペクトル帯
域へのアクセスを最初に獲得するためにＣＣＡ（たとえば、ＤＣＣＡまたはアップリンク
ＣＣＡ（ＵＣＣＡ））を実行する必要なしに行われ得る。代わりに、事業者は、ＣＥＴを
送信する目的でＣＣＡを実行することを免除される。
【００６１】
　[0085]図示のように、ＣＥＴのためのリソース６０５の割振りは、たとえば、８０ミリ
秒（８０ｍｓ）に１回、またはＣＥＴ期間ごとに１回行われ得、ここで、ＣＥＴ期間は設
定可能な周期性を有し得る。共有スペクトル中のいくつかの事業者（たとえば、異なるＰ
ＬＭＮ）の各々は、ＣＥＴを送信するための別の１つのサブフレーム（図示）または複数
のサブフレーム（図示せず）を与えられ得る。例として、図６は、７つの異なる事業者（
たとえば、事業者ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２、…、ＰＬＭＮ７）に対する隣接ＣＥＴサブフ
レームを示す。そのようなＣＥＴ送信フレームワークは、基地局とＵＥとの間のダウンリ
ンクまたはアップリンクに適用可能であり得る。
【００６２】
　[0086]ほとんどの条件下で、上記で説明したように、送信装置によるＬＢＴ－ＦＢＥプ
ロトコルの使用は、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可無線周波数スペク
トル帯域）への十分なアクセスを与える。ＬＢＴ－ＦＢＥプロトコルの使用は、同じ事業
者に関連する基地局またはｅＮＢの間で周波数の再使用１が可能になるので有利であり得
る。しかしながら、いくつかの状況では、１つまたは複数のＷｉ－Ｆｉノードは、共有無
線周波数スペクトル帯域のチャネルにＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａノードがアクセスするのを妨げ
得る。これらの状況では、ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルの使用は、送信装置がＬＢＴ－ＬＢ
Ｅプロトコルを利用するときに共有無線周波数スペクトル帯域にアクセスすることを継続
的に試み得るという点で、（ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルの使用がいくつかの条件下では周
波数の再使用１を妨げ得るという事実にもかかわらず）ＬＢＴ－ＦＢＥプロトコルよりも
有利であり得る。たとえば、送信装置は、Ｎ回のＣＣＡプロシージャのランダムな持続時
間の間、しかしパラメータｑによって制御される最大の持続時間の間、媒体にアクセスす
ることを試み得る。ｑのより小さな値は、最大の拡張ＣＣＡプロシージャの持続時間がよ
り短いことと、無線フレームの長さがより短いこととを示唆する。
【００６３】
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　[0087]大半の条件下でＬＢＴ－ＦＢＥプロトコルを使用し、必要なときにＬＢＴ－ＬＢ
Ｅプロトコルを使用することが可能な送信装置は、いくつかのワイヤレス通信システムに
おいて有用であり得る。そのような送信装置は、ＬＢＴ－ＦＢＥプロトコルまたはＬＢＴ
－ＬＢＥプロトコルのいずれかを使用するときに同一または同様のＬＢＴ無線間隔を使用
し得るが、異なるプロトコルに対してはいくぶん異なるＣＣＡプロシージャを使用し得る
。
【００６４】
　[0088]ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルのいくつかの例では、送信装置はＣＣＡプロシージャ
を実行し、ＣＣＡプロシージャが成功すると、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば
、無認可無線周波数スペクトル帯域）のチャネルを介した送信を直ちに開始し得る。しか
しながら、ＣＣＡプロシージャが成功しないとき、送信装置は、１とｑの間のランダムな
整数Ｎを選択することによって、拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）プロシージャを実行し得、ここ
で、ｑは事業者またはベンダーによって告知される４≦ｑ≦３２の値を有する。ランダム
な整数Ｎの値を選択すると、送信装置は、共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルが空
いていることが判明するＮ回のＣＣＡプロシージャのために、共有無線周波数スペクトル
帯域にアクセスするのを待機し得る。Ｎ回のＣＣＡプロシージャのために共有無線周波数
スペクトル帯域のチャネルが空いていることが判明すると、送信装置は、別の拡張ＣＣＡ
プロシージャを実行しなければならなくなるまで、最大で（１３／３２）×ｑミリ秒（ｍ
ｓｅｃ）の間、共有無線周波数スペクトル帯域を介して送信し得る。したがって、（１３
／３２）×ｑ　ｍｓｅｃの送信時間が、最大のチャネル占有時間（すなわち、ＭａｘＣｈ
ａｎｎｅｌＯｃｃｕｐａｎｃｙＴｉｍｅ）である。
【００６５】
　[0089]図７に、本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば
、無認可無線周波数スペクトル帯域）を介したワイヤレス通信のタイミング図７００を示
す。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が
無認可の用途（たとえば、無認可無線周波数スペクトル帯域におけるＷｉ－Ｆｉ用途また
はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ用途）に少なくとも一部利用可能であるので装置がアクセスを争う
必要があり得る、無線周波数スペクトル帯域であり得る。
【００６６】
　[0090]例として、図７に示されるワイヤレス通信は、事業者１、事業者２、およびＷｉ
－Ｆｉノードによる通信（または送信（Ｔｘ））を含む。さらなる例として、事業者１お
よび事業者２の送信機、さらにはＷｉ－Ｆｉノードは、互いにＣＣＡの範囲内にあり得る
。事業者１は、共有無線周波数スペクトル帯域を介してＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）７０５
を、それに続いて、第１の数の無線フレーム（たとえば、無線フレームＦＲ＿０１、ＦＲ
＿１１、ＦＲ＿２１、またはＦＲ＿３１）を送信し得る。事業者２は、共有無線周波数ス
ペクトル帯域を介してＣＥＴ７１０を、それに続いて、第２の数の無線フレーム（たとえ
ば、無線フレームＦＲ＿０２またはＦＲ＿１２）を送信し得る。Ｗｉ－Ｆｉノードはまた
、共有無線周波数スペクトル帯域を介して送信し得る（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉと呼ばれる
送信）。事業者１に関連する送信機が共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルを介して
送信しているとき、事業者２およびＷｉ－Ｆｉノードは、共有無線周波数スペクトル帯域
のチャネルにアクセスするのを妨げられ得る。事業者２に関連する送信機が共有無線周波
数スペクトル帯域のチャネルを介して送信しているとき、事業者１およびＷｉ－Ｆｉノー
ドの送信機は、共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルにアクセスするのを妨げられ得
る。Ｗｉ－Ｆｉノードが共有無線周波数スペクトル帯域のチャネルを介して送信している
とき、事業者１および事業者２に関連する送信機は、共有無線周波数スペクトル帯域のチ
ャネルにアクセスするのを妨げられ得る。
【００６７】
　[0091]いくつかの例では、事業者１および事業者２の送信機は、ＮｘＣＣＡと呼ばれる
拡張ＣＣＡプロシージャを実行することによって、共有無線周波数スペクトル帯域（また
はそのチャネル）へのアクセスを獲得し得る。アクセスは、拡張ＣＣＡプロシージャが成
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功したとき（Ｅｘｔ　ＣＣＡ　Ｓｕｃｃｅｓｓと呼ばれる）にのみ獲得される。
【００６８】
　[0092]いくつかの例では、事業者１または事業者２によって送信される各無線フレーム
は、１０個のサブフレームと１０ｍｓｅｃの持続時間とを有するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線
フレームであり得る。各サブフレームは、たとえば１４個のＯＦＤＭシンボルを含み得る
。サブフレームは、データサブフレーム、アップリンクサブフレーム、または特別なサブ
フレーム（たとえば、制御情報、同期信号、一部のデータなどを送信するために使用され
るサブフレーム）を様々に含み得る。
【００６９】
　[0093]ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルに従って動作するとき、事業者のセル間のフレームレ
ベル整合が設計によって保証され得る。しかしながら、異なるセルが異なる時間に拡張Ｃ
ＣＡプロシージャを実行するのに成功し、送信フレームが異なる開始点または終点を有す
る可能性を作成し得る。図８に、異なるセルのフレームを整合させるための１つの技法を
示す。
【００７０】
　[0094]図８に、本開示の様々な態様による、第２の信号の開始点を共有無線周波数スペ
クトル帯域に関連する基準の境界と整合させるように、共有無線周波数スペクトル帯域（
たとえば、無認可無線周波数スペクトル帯域）においてＬＢＴ－ＬＢＥ動作モードで動作
する間に第１の信号がどのように送信され得るかの一例８００を示す。より具体的には、
図８に、２ｍｓの持続時間を有するＬＢＴ－ＬＢＥ無線フレーム８０５を示す。ＬＢＴ－
ＬＢＥ無線フレーム８０５は、各々が１ｍｓの持続時間を有する、第１のＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａサブフレーム８１０と第２のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａサブフレーム８１５とを含み得る。
第１のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａサブフレーム８１０および第２のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａサブフレ
ーム８１５の各々は、複数のＯＦＤＭシンボル期間の境界８２５によって境界を接する複
数のＯＦＤＭシンボル期間８２０（たとえば、１４個のＯＦＤＭシンボル期間）を含み得
る。
【００７１】
　[0095]いくつかの例では、基地局は、第１のＬＢＴ－ＬＢＥ無線フレーム８０５の第１
の部分の間に（たとえば、第１のＬＢＴ－ＬＢＥ無線フレーム８０５の開始において、ま
たはその近くで）同期信号または整合信号を送信し得る。たとえば、ＬＢＴ－ＬＢＥ無線
フレーム８０５の開始のタイミングが成功した拡張ＣＣＡプロシージャの完了のタイミン
グに基づいて変化することができる（たとえば、成功した拡張ＣＣＡプロシージャの完了
のタイミングは、共有無線周波数スペクトル帯域を介したＬＢＴ－ＦＢＥ間隔のＯＦＤＭ
シンボル境界、スロット境界、もしくはサブフレーム境界に関して、共有無線周波数スペ
クトル帯域を介して送信される発見信号（たとえば、ＣＥＴ）のタイミングに関して、ま
たは認可無線周波数スペクトル帯域を介した送信のＯＦＤＭシンボル境界、スロット境界
、もしくはサブフレーム境界（たとえば、認可無線周波数スペクトル帯域を介した主要サ
ービングセルからの送信のＯＦＤＭシンボル境界、スロット境界、もしくはサブフレーム
境界）に関して変化することができる）ので、または、基地局またはｅＮＢのダウンリン
ク送信の間でのＯＦＤＭシンボルレベルの同期が望ましいことがあるので、同期信号また
は整合信号が送信され得る。
【００７２】
　[0096]いくつかの例では、同期信号または整合信号は、可変長訓練シーケンス８３０（
たとえば、ＯＦＤＭシンボル期間８２０の持続時間未満の持続時間を有する断片的ＣＵＢ
Ｓ）を含むが固定長訓練シーケンス８３５を含まないことがある。他の例では、同期信号
または整合信号は、可変長訓練シーケンス８３０と少なくとも１つの固定長訓練シーケン
ス８３５（たとえば、各々があるＯＦＤＭシンボル期間にまたがる少なくとも１つのＣＵ
ＢＳ）とを含み得る。他の例では、同期信号または整合信号は、固定長訓練シーケンス８
３５を含むが可変長訓練シーケンス８３０を含まないことがある。可変長訓練シーケンス
８３０または固定長訓練シーケンス８３５（これらは個々にまたは集合的に第１の信号を
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構成し得る）は、いくつかの例では、ダウンリンク送信をＯＦＤＭシンボル期間８２０の
ＯＦＤＭシンボル期間境界８２５と整合させるために使用され得る。
【００７３】
　[0097]例として、図８は、ＯＦＦ時間８４０で開始し、その後に可変長訓練シーケンス
８３０、固定長訓練シーケンス８３５、およびダウンリンク送信８４５が続く、第１のＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａサブフレーム８１０を示す。いくつかの例では、ＯＦＦ時間８４０は、
たとえば、ＬＢＴ－ＦＢＥ送信のための１００マイクロ秒（μｓｅｃ）の最小のＯＦＦ時
間およびＬＢＴ－ＬＢＥ送信のための１００μｓｅｃ（５×２０μｓｅｃ）の最大のＯＦ
Ｆ時間によって決定される、１００μｓｅｃの持続時間を有し得る。
【００７４】
　[0098]図９に、ＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルによる、および本開示の様々な態様による、
共有無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無認可無線周波数スペクトル帯域）を介した
様々な送信の一例９００を示す。例として、送信は、事業者の第１のセル中のデバイスに
よる共有無線周波数スペクトル帯域を介したダウンリンク（Ｄ）送信およびアップリンク
（Ｕ）送信（集合的にＤ／Ｕ送信と呼ばれる）９０５と、事業者の第２のセル中のデバイ
スによる共有無線周波数スペクトル帯域を介したＤ／Ｕ送信９１０と、共有無線周波数（
ＲＦ）スペクトル帯域を介したＷｉ－Ｆｉ送信９１５とを含む。ＤまたはＵと標示された
ブロックの各々は、基地局によって送信されるそれぞれのダウンリンク（Ｄ）サブフレー
ムまたはＵＥによって送信されるアップリンク（Ｕ）サブフレームを表す。
【００７５】
　[0099]図示のように、事業者の第１のセル中のデバイスまたは事業者の第２のセル中の
デバイスによって送信されるアップリンクサブフレームの数は、成功した拡張ＣＣＡ（た
とえば、成功したＵＬ　ＥＣＣＡ）をデバイスが実行するためにかかる時間に応じてＬＢ
Ｔフレームごとに変動し得る。たとえば、事業者の第１のセル中のデバイスは、第１のＬ
ＢＴフレーム９２０と第３のＬＢＴフレーム９３０との各々中の３つのアップリンクサブ
フレームと、第２のＬＢＴフレーム９２５中の２つのサブフレームと、第４のＬＢＴフレ
ーム９３５中の１つのサブフレームとを送信し得る。さらなる例として、事業者の第２の
セルではデバイスは、第１のＬＢＴフレーム９２０中の１つのアップリンクサブフレーム
と、第２のＬＢＴフレーム９２５中の２つのアップリンクサブフレームと、第３のＬＢＴ
フレーム９３０中の３つのアップリンクサブフレームと、第４のＬＢＴフレーム９３５中
の０個のアップリンクサブフレームとを送信し得る。成功したＵＬ　ＥＣＣＡをデバイス
が実行するためにかかる時間は、たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ送信によってもたらされる干渉に
依存し得る。図９に示すように、Ｗｉ－Ｆｉ送信９１５は、事業者の第２のセル中のデバ
イスによる共有無線周波数スペクトル帯域を介した送信９１０に対する干渉をもたらす。
【００７６】
　[0100]いくつかの例では、電力制御は、ワイヤレス通信システムのダウンリンク送信ま
たはアップリンク送信のために与えられ得る。いくつかの例では、電力制御は、共有無線
周波数スペクトル帯域を介した送信のために与えられ得る。共有無線周波数スペクトル帯
域を介したＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク送信を含むＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンク
送信の電力制御では、セルによるダウンリンク送信の総送信電力は、システム情報ブロッ
ク１（ＳＩＢ１）中でブロードキャストされ得る。これは、ＵＥが経路損失測定を実行す
るのに役立ち得る。いくつかの例では、ダウンリンク送信中の共通基準信号（ＣＲＳ）が
出力増大され得る。制御／データダウンリンク送信のための電力制御がほとんど指定され
ておらず、実装形態に委ねられ得るが、制御／データダウンリンク送信のための電力制御
に対するいくつかの実際的制限があり得る。たとえば、制御／データダウンリンク送信の
出力増大は、しきい値（たとえば、６ｄＢ）以下に制限され得る。いくつかの例では、ト
ラフィック対パイロット電力比率（ＴＰＲ：traffic to pilot power ratio）は、ＣＲＳ
ベースの物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）の高変調次数（１６直交振幅変調
（１６ＱＡＭ）以上）について固定され得る。ＴＰＲはまた、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ
）ベースのＰＤＳＣＨについて固定され得る。
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【００７７】
　[0101]共有無線周波数スペクトル帯域を介したＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク送信を
含むＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク送信の電力制御について、開ループ電力制御と閉ル
ープ電力制御との両方がサポートされ得る。いくつかの例では、物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）電力制御またはサウンディング基準信号（ＳＲＳ）電力制御に対し
て、累積電力制御モードまたは絶対電力制御モードがサポートされ得る。ＵＥは、ＰＵＳ
ＣＨ電力制御またはＳＲＳ電力制御のためにＵＥによってどの電力制御モード（累積また
は絶対）が使用されるべきであるかに関して上位レイヤ上で構成され得る。いくつかの例
では、構成可能な電力オフセットは、ＳＲＳ電力制御とＰＵＳＣＨ電力制御との間に与え
られ得る。ＳＲＳ電力制御とＰＵＳＣＨ電力制御との間の帯域幅差も与えられ得る。いく
つかの例では、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）電力制御に対して累積電力
モードのみがサポートされ得る。
【００７８】
　[0102]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、ダウンリンク送信またはアップリンク送
信のための電力制御が、サブフレーム数に基づいて与えられ得る。
【００７９】
　[0103]共有無線周波数スペクトル帯域を介してＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を送信するとき
に、フレーム中のサブフレームにわたって同じ総送信電力を維持することが、異なるサブ
フレーム中で一貫した干渉レベルを受けることを保証するのに役立ち得る。たとえば、ダ
ウンリンク送信の場合、ダウンリンクＣＵＢＳまたはダウンリンク制御／データサブフレ
ームが送信されているかどうかにかかわらず、フレーム中のサブフレームにわたって同じ
総送信電力が維持され得る。同様に、アップリンク送信の場合、アップリンクＣＵＢＳま
たはアップリンク制御／データサブフレームが送信されているかどうかにかかわらず、フ
レーム中のサブフレームにわたって同じ総送信電力が維持され得る。同じ総送信電力を維
持し、他のノードに一貫した干渉レベルを与えることは、隠れノード問題に対処するのに
役立ち得る。共有無線周波数スペクトル帯域を介して動作するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａセルが
受ける「隠れノード」は、異なるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ事業者によって運用されるノード（
どのノードがセルに関して同期または非同期方式で動作し得るのか）または異なる技術（
たとえば、Ｗｉ－Ｆｉノード）を使用して運用されるノードであり得る。フレーム中のサ
ブフレームにわたって同じ総送信電力を維持することの潜在的なマイナス面としては、基
地局におけるスケジューリング／動作制限またはＵＥにおける電力消費量の増加があり得
る。いくつかの例では、総送信電力は、最大送信電力とは異なり得、電力の必要に応じて
ノード（たとえば、基地局またはＵＥ）の最大送信電力よりも低くなり得る。
【００８０】
　[0104]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、タイプ０とタイプ１との２つのタイプの
アップリンクリソース割当て方式がサポートされる。タイプ０は、連続アップリンクリソ
ース割当て方式である。アップリンクリソース割当ては、フレームの各スロット内に与え
られる。１ビットフラグを用いるスロットホッピングが可能にされ得る。アップリンクリ
ソース割当てのために与えられるビット数は、ｃｅｉｌｉｎｇ（ｌｏｇ２（Ｎ＊（Ｎ＋１
）／２））によって決定され得、ここで、Ｎは、アップリンク送信中の物理リソースブロ
ック（ＰＲＢ）の数である（たとえば、Ｎ＝１００個のＰＲＢの場合、または２０ＭＨｚ
のシステムでは、アップリンクリソース割当てのために与えられるビット数は１３になり
得る）。
【００８１】
　[0105]タイプ１は、デュアルクラスタアップリンクリソース割当て方式である。スロッ
トホッピングは与えられない。ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマット０では、ア
ップリンクリソース割当てのために与えられるビット数は、１＋ｃｅｉｌｉｎｇ（ｌｏｇ
２（Ｎ＊（Ｎ＋１）／２））によって決定され得る。タイプ０と比較してタイプ１によっ
て与えられる追加の１ビットは、スロットホッピングのための１ビットフラグの必要がな
いことの結果である。ＤＣＩフォーマット１では、アップリンクリソース割振りのために
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与えられるビット数は、ｍａｘ｛ｃｅｉｌｉｎｇ（ｌｏｇ２（Ｎ＊（Ｎ＋１）／２）），
ｃｅｉｌｉｎｇ（ｌｏｇ２（Ｎｃｈｏｏｓｅｋ（ｃｅｉｌｉｎｇ（Ｎ／Ｐ）＋１，４））
）｝によって決定され得、ここで、Ｐは、リソースブロック（ＲＢ）のグループサイズで
ある（システム帯域幅に応じて、最高４つのＲＢ）。
【００８２】
　[0106]ノード（たとえば、基地局またはＵＥ）が連続的に送信する必要があり得ること
により、または（たとえば、拡張ＣＣＡを実行する必要があることの結果として）フレー
ム中でのアップリンク送信の継続時間が動的に変化し得るので、共有無線周波数スペクト
ル帯域中でのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク送信のためにマルチサブフレームスケジュ
ーリングが必要になり得る。たとえば、ダウンリンクサブフレーム中で送信される単一の
アップリンク許可（または複数のアップリンク許可）は、１～Ｎ個のアップリンクサブフ
レーム中でのアップリンク送信をスケジュールし得、ここで、アップリンクサブフレーム
の数は動的に決定される。ジョイントアップリンク許可（たとえば、２つ以上のアップリ
ンクサブフレーム中でのアップリンク送信をスケジュールするアップリンク許可）では、
アップリンクサブフレームがジョイントアップリンク許可中で大多数の情報フィールドに
対して同じ情報を共有することが予想され得る。しかしながら、いくつかの情報フィール
ドは、アップリンクサブフレームに対して個別に定義され得る。たとえば、新規データイ
ンジケータ（ＮＤＩ）は、アップリンクサブフレームに対して個別に定義され得、したが
って、いくつかのアップリンクサブフレームは、新しい送信を有し得、いくつかのアップ
リンクサブフレームは、再送信を有し得る。別の例として、ＳＲＳを送信したいという要
求は、ジョイントアップリンク許可に対応する他のアップリンクサブフレームにではなく
、ジョイントアップリンク許可に対応する第１のアップリンクサブフレームに対して可能
にされ得る。
【００８３】
　[0107]ＵＥが、共有無線周波数スペクトル帯域中でＬＢＴ－ＦＢＥプロトコルの下で動
作するとき、アップリンク送信全体について共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセス
がクリアされるかまたはクリアされない。たとえば、ＵＣＣＡプロシージャはアップリン
ク送信の開始より前に、またはその時点に実行され得、ＵＣＣＡプロシージャの成功また
は失敗は、アップリンク送信が行われるかどうかを決定し、アップリンクリソース管理を
かなり予測可能なものにする。しかしながら、ＵＥが、共有無線周波数スペクトル帯域中
でＬＢＴ－ＬＢＥプロトコルの下で動作するとき、拡張ＵＣＣＡプロシージャの成功また
は失敗は、アップリンク送信を行うように割り当てられたかまたはそうするように意図さ
れたアップリンクサブフレームのうちのいくつかの一部または全部が過ぎるまでわからな
いことがある。したがって、アップリンク送信の割り当てられたまたは目的とする継続時
間の一部分がアップリンク送信のために利用可能である（たとえば、クリアされる）シナ
リオが生じ得る。そのようなシナリオの例を図１０および図１１に示す。
【００８４】
　[0108]図１０に、本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえ
ば、無認可無線周波数スペクトル帯域）中でのアップリンク送信の一例１０００を示す。
図示のように、アップリンク送信は、アップリンク送信の割り当てられたまたは意図され
た継続時間１００５よりも短い実際の継続時間１０１０を有し得る。同じく、図示のよう
に、例として、割り当てられたまたは意図された継続時間１００５は４つのサブフレーム
であり得る。いくつかの例では、基地局（たとえば、図１または図２を参照しながら説明
した基地局１０５、２０５、または２０５－ａ）は、共有無線周波数スペクトル帯域中で
のアップリンク送信のためのゲーティング間隔中に４つのアップリンクサブフレームを構
成し得るか、またはそれを割り当て得る。しかしながら、ＵＥが拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）
プロシージャ１０１５を完了するために必要とされる時間のために、または他のネットワ
ークノードからの干渉のために、ＵＥは、アップリンク送信を行うように割り当てられた
かまたはそうするように意図されたアップリンクサブフレームの一部分の間に共有無線周
波数スペクトル帯域にアクセスすることが可能であり得るか、またはその全部の間にそれ
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にアクセスできないことがある。
【００８５】
　[0109]いくつかの例では、ＣＣＡまたはＥＣＣＡプロシージャ１０１５は、サブフレー
ムの途中で成功し得る。そのような例では、（いくつかの例では、断片的ＣＵＢＳを含む
）ＣＵＢＳ１０２０が、たとえば、図８に示すように、次のサブフレーム境界まで共有無
線周波数スペクトル帯域を予約するためにＵＥによって送信され得る。アップリンク送信
の実際の継続時間１０１０に使用すべきアップリンクリソースを決定するための様々な技
法について、図１２～図１５および図１８～図２４を参照しながら説明する。
【００８６】
　[0110]図１１に、本開示の様々な態様による、共有無線周波数スペクトル帯域（たとえ
ば、無認可無線周波数スペクトル帯域）中でのアップリンク送信の一例１１００を示す。
図示のように、アップリンク送信は、アップリンク送信の割り当てられたまたは意図され
た継続時間１１０５よりも短い実際の継続時間１１１０を有し得る。同じく、図示のよう
に、例として、割り当てられたまたは意図された継続時間１１０５は４つのサブフレーム
であり得る。いくつかの例では、基地局（たとえば、図１または図２を参照しながら説明
した基地局１０５、２０５、または２０５－ａ）は、共有無線周波数スペクトル帯域中で
のアップリンク送信のためのゲーティング間隔中に４つのアップリンクサブフレームを構
成し得るか、またはそれを割り当て得る。しかしながら、ＵＥが拡張ＣＣＡ（ＥＣＣＡ）
プロシージャ１１１５を完了するために必要とされる時間のために、または他のネットワ
ークノードからの干渉のために、ＵＥは、アップリンク送信を行うように割り当てられた
かまたはそうするように意図されたアップリンクサブフレームの一部分の間に共有無線周
波数スペクトル帯域にアクセスすることが可能であり得るか、またはその全部の間にそれ
にアクセスできないことがある。
【００８７】
　[0111]いくつかの例では、ＣＣＡまたはＥＣＣＡプロシージャ１１１５は、サブフレー
ムの途中で成功し得る。そのような例では、（いくつかの例では、断片的ＣＵＢＳを含む
）ＣＵＢＳ１１２０が、たとえば、図８に示すように、（ＳＣ－ＦＤＭシンボル、ＯＦＤ
Ｍシンボルなどであり得る）次のシンボルの期間境界まで共有無線周波数スペクトル帯域
を予約するためにＵＥによって送信され得る。アップリンク送信の実際の継続時間１１１
０に使用すべきアップリンクリソースを決定するための様々な技法について、図１２～図
１５および図１８～図２４を参照しながら説明する。図１１では、アップリンク送信の実
際の継続時間１１１０は、２つの全長サブフレーム１１２５および１１３０と短縮サブフ
レーム１１３５とを含む。
【００８８】
　[0112]図１２に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置１２０５のブロック図１２００を示す。いくつかの例では、装置１２０５は、図１ま
たは図２を参照しながら説明した基地局１０５、２０５、または２０５－ａのうちの１つ
または複数の態様の一例であり得る。装置１２０５はまた、プロセッサであり得る。装置
１２０５は、受信機モジュール１２１０、ワイヤレス通信管理モジュール１２２０、また
は送信機モジュール１２３０を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信している
ことがある。
【００８９】
　[0113]装置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ＡＳＩＣを使用して、個々にまたは集
合的に実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または、
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
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リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【００９０】
　[0114]いくつかの例では、受信機モジュール１２１０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能な認可無線周波数スペクトル
帯域など、無線周波数スペクトル帯域がいくつかの用途のためにいくつかのユーザに認可
が与えられるので、装置がアクセスを求めて競合しない無線周波数スペクトル帯域）また
は第２の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ
用途などの無認可の用途のために利用可能であるので、装置がアクセスを求めて競合する
必要があり得る無認可無線周波数スペクトル帯域、あるいは無線周波数スペクトル帯域が
競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置がアクセ
スを求めて競合する必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域などの共有無線周波数
スペクトル帯域）を介して送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）受信機など、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例では、第１
の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域は、たとえば、図１
または図２を参照しながら説明したように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得
る。受信機モジュール１２１０は、図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通
信システム１００または２００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または制御信号（すな
わち、送信）を受信するために使用され得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクト
ル帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域を介して確立され得る。
【００９１】
　[0115]いくつかの例では、送信機モジュール１２３０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域を介して送信するように動作可能な少なくと
も１つのＲＦ送信機など、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モジュール１
２３０は、図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または
２００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
通信リンク上で様々なタイプのデータまたは制御信号（すなわち、送信）を送信するため
に使用され得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波
数スペクトル帯域を介して確立され得る。
【００９２】
　[0116]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１２２０は、装置１２０５の
ためのワイヤレス通信の１つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつか
の例では、ワイヤレス通信管理モジュール１２２０は、アップリンクリソース割当て送信
モジュール１２３５、アップリンク送信間隔検出モジュール１２４０、またはアップリン
クリソース識別モジュール１２４５を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信し
ていることがある。
【００９３】
　[0117]いくつかの例では、アップリンクリソース割当て送信モジュール１２３５は、共
有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース
の１つまたは複数の割当てを送信するために使用され得る。いくつかの例では、アップリ
ンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを送信することは
、第１の継続時間を含む第１の間隔に関連するアップリンクリソースの第１の割当てを送
信することと、第２の継続時間を含む第２の間隔に関連するアップリンクリソースの第２
の割当てを送信することとを含み得る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得
る。
【００９４】
　[0118]いくつかの例では、アップリンク送信間隔検出モジュール１２４０は、アップリ
ンク送信の継続時間を検出するために使用され得る。
【００９５】
　[0119]いくつかの例では、アップリンクリソース識別モジュール１２４５は、アップリ
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ンク送信間隔検出モジュール１２４０によって実行される検出することに少なくとも部分
的に基づいてアップリンク送信のために使用されるアップリンクリソースを識別するため
に使用され得る。いくつかの例では、アップリンク送信のために使用されるアップリンク
リソースを識別することは、アップリンク送信のために使用されるアップリンクリソース
を識別するためにブラインド検出を実行すること、またはアップリンク送信のために使用
されるアップリンクリソースを示す信号を受信すること、またはアップリンク送信のため
に使用されるアップリンクリソースにアップリンク送信の検出された継続時間をマッピン
グすることを含み得る。
【００９６】
　[0120]図１３に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置１３１５のブロック図１３００を示す。いくつかの例では、装置１３１５は、図１ま
たは図２を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、または
２１５－ｃのうちの１つまたは複数の態様の一例であり得る。装置１３１５はまた、プロ
セッサであり得る。装置１３１５は、受信機モジュール１３１０、ワイヤレス通信管理モ
ジュール１３２０、または送信機モジュール１３３０を含み得る。これらの構成要素の各
々は互いと通信していることがある。
【００９７】
　[0121]装置１３１５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を使用して、個々にまたは集
合的に実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または、
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【００９８】
　[0122]いくつかの例では、受信機モジュール１３１０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能な認可無線周波数スペクトル
帯域など、無線周波数スペクトル帯域がいくつかの用途のためにいくつかのユーザに認可
が与えられるので、装置がアクセスを求めて競合しない無線周波数スペクトル帯域）また
は第２の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ
用途などの無認可の用途のために利用可能であるので、装置がアクセスを求めて競合する
必要があり得る無認可無線周波数スペクトル帯域、あるいは無線周波数スペクトル帯域が
競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置がアクセ
スを求めて競合する必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域などの共有無線周波数
スペクトル帯域）を介して送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）受信機など、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例では、第１
の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域は、たとえば、図１
または図２を参照しながら説明したように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得
る。受信機モジュール１３１０は、図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通
信システム１００または２００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または制御信号（すな
わち、送信）を受信するために使用され得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクト
ル帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域を介して確立され得る。
【００９９】
　[0123]いくつかの例では、送信機モジュール１３３０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域を介して送信するように動作可能な少なくと
も１つのＲＦ送信機など、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モジュール１
３３０は、図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または
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２００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
通信リンク上で様々なタイプのデータまたは制御信号（すなわち、送信）を送信するため
に使用され得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波
数スペクトル帯域を介して確立され得る。
【０１００】
　[0124]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１３２０は、装置１３１５の
ためのワイヤレス通信の１つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつか
の例では、ワイヤレス通信管理モジュール１３２０は、共有無線周波数スペクトル帯域へ
のアクセスを求めて競合するために使用され得る。いくつかの例では、共有無線周波数ス
ペクトル帯域へのアクセスを求めて競合することは、ＣＣＡプロシージャまたは拡張ＣＣ
Ａプロシージャを実行することを含み得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジ
ュール１３２０は、第１の間隔識別モジュール１３３５、第２の間隔識別モジュール１３
４０、間隔比較モジュール１３４５、またはアップリンクリソース決定モジュール１３５
０を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
【０１０１】
　[0125]いくつかの例では、第１の間隔識別モジュール１３３５は、共有無線周波数スペ
クトル帯域中でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別するために使用され得る。
いくつかの例では、装置１３１５が、割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線
周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は
、装置１３１５が使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。
代替的に、第１の間隔は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たとえ
ば、少なくとも１つのサブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与え
た別の間隔であり得る。
【０１０２】
　[0126]いくつかの例では、第２の間隔識別モジュール１３４０は、アップリンク送信の
ための第２の間隔を識別するために使用され得る。いくつかの例では、第２の間隔は、装
置１３１５が実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、装置１３１５が共有無線
周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するか（たとえば、ＣＣＡプ
ロシージャまたは拡張ＣＣＡプロシージャを正常にいつ実行するか）に依存する。
【０１０３】
　[0127]いくつかの例では、間隔比較モジュール１３４５は、第１の間隔を第２の間隔と
比較するために使用され得る。
【０１０４】
　[0128]いくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第１の継続時間を
含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み得る。第２の継
続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、間隔比較モジュール１３４
５によって実行される第１の間隔と第２の間隔との比較は、アップリンク送信のための第
１の継続時間をアップリンク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０１０５】
　[0129]いくつかの例では、アップリンクリソース決定モジュール１３５０は、間隔比較
モジュール１３４５によって行われた比較に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送
信に使用すべきアップリンクリソースを決定するために使用され得る。
【０１０６】
　[0130]図１４に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置１４１５のブロック図１４００を示す。いくつかの例では、装置１４１５は、図１ま
たは図２を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、または
２１５－ｃのうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３を参照しながら説明した装置
１３１５の態様の一例であり得る。装置１４１５はまた、プロセッサであり得る。装置１
４１５は、受信機モジュール１４１０、ワイヤレス通信管理モジュール１４２０、または
送信機モジュール１４３０を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信しているこ
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とがある。
【０１０７】
　[0131]装置１４１５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を使用して、個々にまたは集
合的に実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または、
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【０１０８】
　[0132]いくつかの例では、受信機モジュール１４１０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能な認可無線周波数スペクトル
帯域など、無線周波数スペクトル帯域がいくつかの用途のためにいくつかのユーザに認可
が与えられるので、装置がアクセスを求めて競合しない無線周波数スペクトル帯域）また
は第２の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ
用途などの無認可の用途のために利用可能であるので、装置がアクセスを求めて競合する
必要があり得る無認可無線周波数スペクトル帯域、あるいは無線周波数スペクトル帯域が
競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置がアクセ
スを求めて競合する必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域などの共有無線周波数
スペクトル帯域）を介して送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）受信機など、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例では、第１
の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域は、たとえば、図１
または図２を参照しながら説明したように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得
る。受信機モジュール１４１０は、場合によっては、第１の無線周波数スペクトル帯域お
よび第２の無線周波数スペクトル帯域のための別個の受信機を含み得る。別個の受信機は
、いくつかの例では、第１の無線周波数スペクトル帯域を介して通信するためのＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール（たとえば、第１のＲＦスペクトル帯域のためのＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ受信機モジュール１４１２）および第２の無線周波数スペクトル帯域を介して通
信するためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール（たとえば、第２のＲＦスペクトル帯
域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１４１４）の形態をとり得る。第１のＲ
Ｆスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１４１２または第２のＲ
Ｆスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１４１４を含む受信機モ
ジュール１４１０は、図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１
００または２００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または制御信号（すなわち、送信）
を受信するために使用され得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクトル帯域または
第２の無線周波数スペクトル帯域を介して確立され得る。
【０１０９】
　[0133]いくつかの例では、送信機モジュール１４３０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域を介して送信するように動作可能な少なくと
も１つのＲＦ送信機など、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モジュール１
４３０は、場合によっては、第１の無線周波数スペクトル帯域および第２の無線周波数ス
ペクトル帯域のための別個の送信機を含み得る。別個の送信機は、いくつかの例では、第
１の無線周波数スペクトル帯域を介して通信するためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュ
ール（たとえば、第１のＲＦスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュー
ル１４３２）および第２の無線周波数スペクトル帯域を介して通信するためのＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ送信機モジュール（たとえば、第２のＲＦスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ送信機モジュール１４３４）の形態をとり得る。第１のＲＦスペクトル帯域のため
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のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１４３２または第２のＲＦスペクトル帯域のため
のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１４３４を含む送信機モジュール１４３０は、図
１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００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または制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用さ
れ得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペク
トル帯域を介して確立され得る。
【０１１０】
　[0134]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１４２０は、装置１４１５の
ためのワイヤレス通信の１つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつか
の例では、ワイヤレス通信管理モジュール１４２０は、共有無線周波数スペクトル帯域へ
のアクセスを求めて競合するために使用され得る。いくつかの例では、共有無線周波数ス
ペクトル帯域へのアクセスを求めて競合することは、ＣＣＡプロシージャまたは拡張ＣＣ
Ａプロシージャを実行することを含み得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジ
ュール１４２０は、アップリンクリソース割当て受信モジュール１４３５、第１の間隔識
別モジュール１４４０、第２の間隔識別モジュール１４４５、間隔比較モジュール１４５
０、またはアップリンクリソース決定モジュール１４５５を含み得る。これらの構成要素
の各々は互いと通信していることがある。
【０１１１】
　[0135]いくつかの例では、アップリンクリソース割当て受信モジュール１４３５は、共
有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース
の複数の割当てを受信するために使用され得る。いくつかの例では、装置１４１５が、割
り当てられたまたは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求
めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は、装置１４１５が使用するように基地局
が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。代替的に、第１の間隔は、アップリンク
送信に使用すべきアップリンクリソースの割当てを基地局が与えた別の間隔であり得る。
【０１１２】
　[0136]いくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、アップ
リンクリソースのマルチ送信時間間隔（ＴＴＩ）割当て（たとえば、複数のＴＴＩまたは
サブフレームにまたがる送信ブロック（ＴＢ）のための割当て）を含み得る。いくつかの
例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、装置１４１５がアップリン
ク送信のために使用し得る異なる可能な間隔（たとえば、仮説）に対応し得る。いくつか
の例では、異なる可能な間隔は、アップリンク送信のための異なる可能な継続時間を含み
得る。たとえば、所与のフレームについて、アップリンク送信のための２つの可能な継続
時間（たとえば、１サブフレーム継続時間または２サブフレーム継続時間）があり得る。
基地局は、したがって、アップリンク送信のための可能な間隔または継続時間ごとにアッ
プリンクリソースの明示的割当て（たとえば、１サブフレーム継続時間を有する第１の間
隔の場合アップリンクリソースの第１の割当ておよび２サブフレーム継続時間を有する第
２の間隔の場合アップリンクリソースの第２の割当て）を与え得る。いくつかの例では、
アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば、アップリンク送信のための可能な継続
時間）は、個別のアップリンク許可として与えられ得る。他の例では、アップリンクリソ
ースの複数の割当て（たとえば、アップリンク送信のための可能な継続時間）は、ジョイ
ントアップリンク許可中に与えられ得る。ジョイントアップリンク許可の場合、アップリ
ンクリソースの割当ての２つ以上の間でいくつかの情報フィールドが共有され得、アップ
リンクリソースの割当ての各々に対して、いくつかの情報フィールドが個別に定義され得
る。代替的に、情報フィールドのすべてがジョイントアップリンク許可において個別に定
義され得る。
【０１１３】
　[0137]いくつかの例では、第１の間隔識別モジュール１４４０は、共有無線周波数スペ
クトル帯域中でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別するために使用され得る。
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たとえば、第１の間隔識別モジュール１４４０は、アップリンクリソース割当て受信モジ
ュール１４３５によって受信された１つまたは複数の割当てから第１の間隔を識別し得る
。いくつかの例では、装置１４１５が、割り当てられたまたは意図された時間まで共有無
線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔
は、装置１４１５が使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る
。代替的に、第１の間隔は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たと
えば、少なくとも１つのサブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与
えた別の間隔であり得る。
【０１１４】
　[0138]いくつかの例では、第２の間隔識別モジュール１４４５は、アップリンク送信の
ための第２の間隔を識別するために使用され得る。いくつかの例では、第２の間隔は、装
置１４１５が実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、装置１４１５が共有無線
周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するか（たとえば、ＣＣＡプ
ロシージャまたは拡張ＣＣＡプロシージャを正常にいつ実行するか）に依存する。
【０１１５】
　[0139]いくつかの例では、間隔比較モジュール１４５０は、第１の間隔を第２の間隔と
比較するために使用され得る。
【０１１６】
　[0140]いくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第１の継続時間を
含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み得る。第２の継
続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、間隔比較モジュール１４５
０によって実行される第１の間隔と第２の間隔との比較は、アップリンク送信のための第
１の継続時間をアップリンク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０１１７】
　[0141]いくつかの例では、アップリンクリソース決定モジュール１４５５は、間隔比較
モジュール１４５０によって行われた比較に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送
信に使用すべきアップリンクリソースを決定するために使用され得る。いくつかの例では
、アップリンクリソース決定モジュール１４５５は、アップリンクリソース割当て選択モ
ジュール１４６０を含み得る。アップリンクリソース割当て選択モジュール１４６０は、
アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの割当てを（たとえば、アップリン
クリソース割当て受信モジュール１４３５によって受信された複数の割当てから）選択す
ることによって、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定するために
使用され得る。たとえば、ＵＥが実際に使用することになる間隔が、アップリンク送信の
ための２つのサブフレームの継続時間を含むとき、アップリンクリソース割当て選択モジ
ュール１４６０は、２サブフレーム継続時間を有するアップリンク送信に対応するアップ
リンクリソースの割当てを選択し得、あるいは、ＵＥが実際に使用することになる間隔が
、アップリンク送信のための１つのサブフレームの継続時間を含むとき、アップリンクリ
ソース割当て選択モジュール１４６０は、１サブフレーム継続時間を有するアップリンク
送信に対応するアップリンクリソースの割当てを選択し得る。
【０１１８】
　[0142]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの決定に続いて、ワイヤレ
ス通信管理モジュール１４２０は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリ
ンク送信の送信を開始し得る。
【０１１９】
　[0143]図１５に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置１５１５のブロック図１５００を示す。いくつかの例では、装置１５１５は、図１ま
たは図２を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、または
２１５－ｃのうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３を参照しながら説明した装置
１３１５の態様の一例であり得る。装置１５１５はまた、プロセッサであり得る。装置１
５１５は、受信機モジュール１５１０、ワイヤレス通信管理モジュール１５２０、または
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送信機モジュール１５３０を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信しているこ
とがある。
【０１２０】
　[0144]装置１５１５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を使用して、個々にまたは集
合的に実装され得る。代替的に、機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（または、
コア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野
で知られている任意の方法でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路（たとえば、ス
トラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）
が使用され得る。各ユニットの機能はまた、全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リ中で具現化される命令によって実装され得る。
【０１２１】
　[0145]いくつかの例では、受信機モジュール１５１０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能な認可無線周波数スペクトル
帯域など、無線周波数スペクトル帯域がいくつかの用途のためにいくつかのユーザに認可
が与えられるので、装置がアクセスを求めて競合しない無線周波数スペクトル帯域）また
は第２の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ
用途などの無認可の用途のために利用可能であるので、装置がアクセスを求めて競合する
必要があり得る無認可無線周波数スペクトル帯域、あるいは無線周波数スペクトル帯域が
競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置がアクセ
スを求めて競合する必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域などの共有無線周波数
スペクトル帯域）を介して送信を受信するように動作可能な少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）受信機など、少なくとも１つのＲＦ受信機を含み得る。いくつかの例では、第１
の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域は、たとえば、図１
または図２を参照しながら説明したように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用され得
る。受信機モジュール１５１０は、場合によっては、第１の無線周波数スペクトル帯域お
よび第２の無線周波数スペクトル帯域のための別個の受信機を含み得る。別個の受信機は
、いくつかの例では、第１の無線周波数スペクトル帯域を介して通信するためのＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール（たとえば、第１のＲＦスペクトル帯域のためのＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ受信機モジュール１５１２）および第２の無線周波数スペクトル帯域を介して通
信するためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール（たとえば、第２のＲＦスペクトル帯
域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１５１４）の形態をとり得る。第１のＲ
Ｆスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１５１２または第２のＲ
Ｆスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１５１４を含む受信機モ
ジュール１５１０は、図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１
００または２００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または制御信号（すなわち、送信）
を受信するために使用され得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクトル帯域または
第２の無線周波数スペクトル帯域を介して確立され得る。
【０１２２】
　[0146]いくつかの例では、送信機モジュール１５３０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域を介して送信するように動作可能な少なくと
も１つのＲＦ送信機など、少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機モジュール１
５３０は、場合によっては、第１の無線周波数スペクトル帯域および第２の無線周波数ス
ペクトル帯域のための別個の送信機を含み得る。別個の送信機は、いくつかの例では、第
１の無線周波数スペクトル帯域を介して通信するためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュ
ール（たとえば、第１のＲＦスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュー
ル１５３２）および第２の無線周波数スペクトル帯域を介して通信するためのＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ送信機モジュール（たとえば、第２のＲＦスペクトル帯域のためのＬＴＥ／ＬＴ
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Ｅ－Ａ送信機モジュール１５３４）の形態をとり得る。第１のＲＦスペクトル帯域のため
のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１５３２または第２のＲＦスペクトル帯域のため
のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１５３４を含む送信機モジュール１５３０は、図
１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００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または制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用さ
れ得る。通信リンクは、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペク
トル帯域を介して確立され得る。
【０１２３】
　[0147]いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジュール１５２０は、装置１５１５の
ためのワイヤレス通信の１つまたは複数の態様を管理するために使用され得る。いくつか
の例では、ワイヤレス通信管理モジュール１５２０は、共有無線周波数スペクトル帯域へ
のアクセスを求めて競合するために使用され得る。いくつかの例では、共有無線周波数ス
ペクトル帯域へのアクセスを求めて競合することは、ＣＣＡプロシージャまたは拡張ＣＣ
Ａプロシージャを実行することを含み得る。いくつかの例では、ワイヤレス通信管理モジ
ュール１５２０は、アップリンクリソース割当て受信モジュール１５３５、第１の間隔識
別モジュール１５４０、第２の間隔識別モジュール１５４５、間隔比較モジュール１５５
０、アップリンクリソース決定モジュール１５５５、またはシグナリングモジュール１５
７５を含み得る。これらの構成要素の各々は互いと通信していることがある。
【０１２４】
　[0148]いくつかの例では、アップリンクリソース割当て受信モジュール１５３５は、共
有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース
の１つまたは複数の割当てを受信するために使用され得る。いくつかの例では、装置１５
１５が、割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのア
クセスを求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は、装置１５１５が使用するよ
うに基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。代替的に、第１の間隔は、ア
ップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの割当てを基地局が与えた別の間隔で
あり得る。
【０１２５】
　[0149]いくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、アップ
リンクリソースのマルチＴＴＩ割当て（たとえば、複数のＴＴＩまたはサブフレームにま
たがるＴＢのための割当て）を含み得る。いくつかの例では、ＵＥが、割り当てられたま
たは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合
すると仮定すると、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、方法２１００を
実行するＵＥが使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔に基づくアップ
リンクリソースの単一の割当てを含み得る。他の例では、アップリンクリソースの１つま
たは複数の割当ては、装置１５１５がアップリンク送信のために使用し得る異なる可能な
間隔（たとえば、仮説）に対応し得る。いくつかの例では、異なる可能な間隔は、アップ
リンク送信のための異なる可能な継続時間を含み得る。たとえば、所与のフレームについ
て、アップリンク送信のための２つの可能な継続時間（たとえば、１サブフレーム継続時
間または２サブフレーム継続時間）があり得る。基地局は、したがって、アップリンク送
信のための可能な間隔または継続時間ごとにアップリンクリソースの明示的割当て（たと
えば、１サブフレーム継続時間を有する第１の間隔の場合アップリンクリソースの第１の
割当ておよび２サブフレーム継続時間を有する第２の間隔の場合アップリンクリソースの
第２の割当て）を与え得る。いくつかの例では、アップリンクリソースの複数の割当て（
たとえば、アップリンク送信のための可能な継続時間）は、個別のアップリンク許可とし
て与えられ得る。他の例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば、アップ
リンク送信のための可能な継続時間）は、ジョイントアップリンク許可中に与えられ得る
。ジョイントアップリンク許可の場合、アップリンクリソースの割当ての２つ以上の間で
いくつかの情報フィールドが共有され得、アップリンクリソースの割当ての各々に対して
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、いくつかの情報フィールドが個別に定義され得る。代替的に、情報フィールドのすべて
がジョイントアップリンク許可において個別に定義され得る。
【０１２６】
　[0150]いくつかの例では、第１の間隔識別モジュール１５４０は、共有無線周波数スペ
クトル帯域中でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別するために使用され得る。
たとえば、第１の間隔識別モジュール１５４０は、アップリンクリソース割当て受信モジ
ュール１５３５によって受信された１つまたは複数の割当てから第１の間隔を識別し得る
。いくつかの例では、装置１５１５が、割り当てられたまたは意図された時間まで共有無
線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔
は、装置１５１５が使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る
。代替的に、第１の間隔は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たと
えば、少なくとも１つのサブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与
えた別の間隔であり得る。
【０１２７】
　[0151]いくつかの例では、第２の間隔識別モジュール１５４５は、アップリンク送信の
ための第２の間隔を識別するために使用され得る。いくつかの例では、第２の間隔は、装
置１５１５が実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、装置１５１５が共有無線
周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するかに依存する。
【０１２８】
　[0152]いくつかの例では、間隔比較モジュール１５５０は、第１の間隔を第２の間隔と
比較するために使用され得る。
【０１２９】
　[0153]いくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第１の継続時間を
含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み得る。第２の継
続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、間隔比較モジュール１５５
０によって実行される第１の間隔と第２の間隔との比較は、アップリンク送信のための第
１の継続時間をアップリンク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０１３０】
　[0154]いくつかの例では、アップリンクリソース決定モジュール１５５５は、間隔比較
モジュール１５５０によって行われた比較に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送
信に使用すべきアップリンクリソースを決定するために使用され得る。アップリンク送信
に使用すべきアップリンクリソースの１つの割当てまたは２つ以上の割当てがアップリン
クリソース割当て受信モジュールによって受信される例では、アップリンクリソース決定
モジュール１５５５はまた、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの割当
てを選択するために使用され得る。いくつかの例では、アップリンクリソース決定モジュ
ール１５５５は、アップリンクリソース割当て適用モジュール１５６０、アップリンクリ
ソースパラメータ調整モジュール１５６５、またはマルチサブフレーム割当て配分モジュ
ール１５７０を含み得る。
【０１３１】
　[0155]いくつかの例では、アップリンクリソース割当て適用モジュール１５６０は、ア
ップリンク送信に、アップリンク送信の間隔または実際の継続時間に関連するアップリン
クリソースの割当ての一部分を適用することによって、アップリンク送信に使用すべきア
ップリンクリソースを決定するために使用され得る。たとえば、装置１５１５が、アップ
リンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間（たとえば、装置１５１５が行う
ように基地局が割り当てるかまたは意図するアップリンク送信の継続時間）に基づいてア
ップリンクリソースの割当てを受信するが、装置１５１５が、より短い継続時間を有する
アップリンク送信を行うことになるとき、アップリンクリソース割当て適用モジュール１
５６０は、装置１５１５が行うアップリンク送信に、アップリンクリソースの割当ての一
部分を適用し得る（たとえば、アップリンクリソース割当て受信モジュール１５３５は、
４つのサブフレーム継続時間を有するアップリンク送信に対応するアップリンクリソース
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の割当てを受信し得るが、装置１５１５は、２サブフレーム継続時間を有するアップリン
ク送信を行い得、したがって、アップリンクリソース割当て適用モジュール１５６０は、
装置１５１５が行うアップリンク送信にアップリンクリソースの割当ての一部分（たとえ
ば、アップリンクリソースの割当ての２つのサブフレームに対応する割当ての一部分）を
適用し得る）。別の例として、アップリンクリソース割当て受信モジュール１５３５は、
４サブフレーム継続時間を有するアップリンク送信に対応するアップリンクリソースの割
当てを受信し得るが、装置１５１５は、２つの全長サブフレームと１つの部分長サブフレ
ームとの継続時間を有するアップリンク送信を行い得る。この後者の例では、アップリン
クリソース割当て適用モジュール１５６０は、装置１５１５が行うアップリンク送信にア
ップリンクリソースの割当ての一部分（たとえば、２つの全長サブフレームと１つの部分
長サブフレームとに対応する割当ての一部分）を適用し得る。
【０１３２】
　[0156]いくつかの例では、アップリンクリソースパラメータ調整モジュール１５６５は
、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数のパラメータを
調整することによってアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定するた
めに使用され得る。いくつかの例では、調整することは、装置１５１５によって自律的に
実行され得る。装置１５１５がアップリンク送信のためのアップリンクリソースの単一の
割当てを受信するとき、アップリンクリソースの１つまたは複数のパラメータの自律調整
が有用であり得、アップリンクリソースの単一の割当ては、アップリンク送信継続時間（
たとえば、より少ないアップリンクサブフレームまたは短縮されたアップリンクサブフレ
ームに基づく異なるアップリンク送信継続時間）の異なる可能な間隔（たとえば、仮説）
を区別しない。
【０１３３】
　[0157]アップリンク送信のためのアップリンクリソースのパラメータを調整することの
一例では、複数のサブフレームにまたがる送信ブロック（ＴＢ）のためのアップリンクリ
ソースのマルチＴＴＩ割当ての受信について検討する。装置１５１５が、ＴＢの割り当て
られたまたは意図された継続時間よりも短い継続時間を有するアップリンク送信を行うと
き、アップリンクリソースパラメータ調整モジュール１５６５は、アップリンク送信の送
信電力を増加させ得る。たとえば、装置１５１５が、ＴＢの割り当てられたまたは意図さ
れた継続時間の半分である継続時間を有するアップリンク送信を行う場合、アップリンク
リソースパラメータ調整モジュール１５６５は、アップリンク送信のための送信電力を増
加させ得る（たとえば、アップリンクリソースパラメータ調整モジュール１５６５は、３
ｄＢだけ送信電力を増加させ得る）。アップリンクリソースパラメータ調整モジュール１
５６５は、同じくまたは代替的に、基準の境界（たとえば、シンボル期間の境界またはサ
ブフレーム境界）を整合させるようにＴＢのサイズを調整する（たとえば、減少させる）
こと、またはシンボル（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭシンボルまたはＯＦＤＭシンボル）の数
を調整することを行い得る。
【０１３４】
　[0158]アップリンク送信のためのアップリンクリソースのパラメータを調整することの
別の例では、装置１５１５が、アップリンクリソースの割当て中で示されるアップリンク
送信の継続時間よりも短い継続時間を有するアップリンク送信を行うとき、アップリンク
リソースパラメータ調整モジュール１５６５は、（たとえば、アップリンクリソースの割
当て中で示される変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）と比較して）アップリンク送信
のためにより高いＭＣＳを使用し得る。
【０１３５】
　[0159]いくつかの例では、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つ
または複数のパラメータの自律調整は、１つまたは複数のルールまたはテーブルに基づき
得る。１つまたは複数のルールまたはテーブルは、いくつかの例では、基地局によって装
置１５１５に与えられ得、したがって、基地局と装置１５１５とは、ルールの共通のセッ
トまたはテーブルへのアクセスを有する。いくつかの例では、ルールまたはテーブルは、
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アップリンク送信の継続時間をアップリンクリソースのパラメータの単一の値にマッピン
グし得る（たとえば、１対１マッピング）。他の例では、ルールまたはテーブルは、アッ
プリンク送信の継続時間をアップリンクリソースのパラメータの複数の値にマッピングし
得る（たとえば、１対多マッピング）。１対１マッピングの場合、アップリンクリソース
パラメータ調整モジュール１５６５は、ルールまたはテーブルによって与えられたアップ
リンク送信の実際の継続時間に基づいてアップリンクリソースのパラメータの単一の値を
調整し得る。基地局は、アップリンク送信の実際の継続時間を受信または検出すると、調
整されたパラメータの値を決定し得る。１対多マッピングの場合、アップリンクリソース
パラメータ調整モジュール１５６５は、ルールまたはテーブルによって与えられたアップ
リンク送信の実際の継続時間に基づいてアップリンクリソースのパラメータの複数の値か
ら値を選択し得、選択された値に基づいてアップリンクリソースのパラメータを調整し得
る。基地局は、調整されたパラメータの値を決定するためにブラインド検出を実行する必
要があり得る。代替的に、装置１５１５は、シグナリングを介して（たとえば、アップリ
ンクＣＵＢＳまたは別のチャネルを介して）調整されたパラメータ（たとえば、調整され
たＭＣＳ）の値を示し得る。たとえば、シグナリングモジュール１５７５は、基地局に、
アップリンクリソースの調整された１つまたは複数のパラメータのうちの少なくとも１つ
の値を示すインジケータをシグナリングするために使用され得る。
【０１３６】
　[0160]いくつかの例では、マルチサブフレーム割当て配分モジュール１５７０は、第１
の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを選択するこ
とによって、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定するために使用
され得る。たとえば、装置１５１５が、第１の間隔に対応するアップリンクリソースのマ
ルチＴＴＩ割当てを受信し、アップリンクリソースのマルチＴＴＩ割当てが、アップリン
ク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間（たとえば、装置１５１５が行うよう
に基地局が割り当てるかまたは意図するアップリンク送信の継続時間）に基づくが、装置
１５１５が、割り当てられたまたは意図された継続時間よりも短い実際の継続時間を有す
るアップリンク送信を行うことになる（実際の継続時間は第２の間隔に対応する）とき、
マルチサブフレーム割当て配分モジュール１５７０は、第１の間隔の一部分に対応するア
ップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを選択し得る。たとえば、アップリンク送
信の割り当てられたまたは意図された継続時間が４つのサブフレームであり、アップリン
ク送信の実際の継続時間が２つのサブフレームであると考える。そのような例では、マル
チサブフレーム割当て配分モジュール１５７０は、第１の間隔の第１の部分に対応するア
ップリンクリソースの少なくとも１つの割当て（たとえば、第１の間隔の４つのサブフレ
ームの最初の２つに対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当て）を選択し
得る。たとえば、マルチサブフレーム割当て配分モジュール１５７０は、第１の間隔に対
応するアップリンクリソースの第１の割当て（たとえば、第１のサブフレーム割当て）を
選択し得る。たとえば、第１の間隔の最初の２つのサブフレーム中でのみ送信するように
装置１５１５がスケジュールされた（したがって、装置１５１５が、それが送信するよう
に割り当てられたまたは意図されたよりも後でデータを送信するにもかかわらず、それが
送信するように割り当てられたまたは意図されたデータを送信し得る）場合、そのような
選択は有利であり得る。
【０１３７】
　[0161]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの決定に続いて、ワイヤレ
ス通信管理モジュール１５２０は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリ
ンク送信の送信を開始し得る。
【０１３８】
　[0162]いくつかの例では、第１の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少な
くとも１つの割当てを選択することは、異なるサブフレームインデックスに適用可能でな
い１つまたは複数のパラメータの使用または変更を必要とし得る。たとえば、間隔の後の
サブフレーム中に間隔の第１のサブフレームのためにトリガされるサウンディング基準信
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号（ＳＲＳ）を送信することは望ましくないことがある。物理アップリンク共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）送信の場合、実際のＰＵＳＣＨ送信は、（たとえば、いくつかのＰＵＳＣ
Ｈパラメータ（たとえば、ＰＵＳＣＨホッピング、復調基準信号（ＤＭ－ＲＳ）シーケン
ス生成など）がサブフレームインデックスに関連付けられ得るので）実際のサブフレーム
インデックスに基づいて調整され得る。
【０１３９】
　[0163]いくつかの例では、マルチサブフレーム割当て配分モジュール１５７０は、第１
の間隔に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基づいてアップリンク
リソースの少なくとも１つの割当てを選択することによって、アップリンク送信に使用す
べきアップリンクリソースを決定するために使用され得る。たとえば、装置１５１５が、
第１の間隔に対応するアップリンクリソースのマルチＴＴＩ割当てを受信し、アップリン
クリソースのマルチＴＴＩ割当てが、アップリンク送信の割り当てられたまたは意図され
た継続時間（たとえば、装置１５１５が行うように基地局が割り当てるかまたは意図する
アップリンク送信の継続時間）に基づくが、装置１５１５が、割り当てられたまたは意図
された継続時間よりも短い実際の継続時間を有するアップリンク送信を行うことになる（
実際の継続時間は第２の間隔に対応する）とき、マルチサブフレーム割当て配分モジュー
ル１５７０は、第１の間隔に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基
づいてアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを選択し得る。たとえば、アップ
リンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間が４つのサブフレームであり、ア
ップリンク送信の実際の継続時間が２つのサブフレームであると考える。同じく、アップ
リンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間中の４つのサブフレームが、それ
ぞれ、サブフレームインデックスＳＦ＿５、ＳＦ＿６、ＳＦ＿７、およびＳＦ＿８に関連
付けられ、装置１５１５によって送信されるべきアップリンク送信が、サブフレームイン
デックスＳＦ＿７を有するサブフレームで始まることになると考える。そのような例では
、マルチサブフレーム割当て配分モジュール１５７０は、第１の間隔のサブフレームイン
デックスＳＦ＿７およびＳＦ＿８に対応するアップリンクリソースの割当てを選択し得る
。
【０１４０】
　[0164]第１の間隔に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基づいて
アップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを選択することは、（たとえば、ＤＭ－
ＲＳによって使用される開始物理リソースブロック（ＰＲＢ）およびサイクリックシフト
に基づいて（たとえば、アップリンク同期ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）のため
の）物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）リソース管理に関して、または（
たとえば、サブフレームインデックスに結びつけられる場合）ＰＵＳＣＨホッピングに関
して）アップリンク送信を基地局の元の意図により良く整合させ得る。そのような選択は
、装置１５１５のためのマルチＴＴＩスケジューリングが、第１の間隔のすべてのアップ
リンクサブフレーム中で送信するように装置１５１５がスケジュールされるようなもので
あるときに有利であり得る。すべてのアップリンクサブフレーム中で送信するように装置
１５１５がスケジュールされないとき、第１の間隔中に後のサブフレームに対応するアッ
プリンクリソースの１つまたは複数の割当ての選択によって、装置１５１５がデータを送
信することができないことになり得る。
【０１４１】
　[0165]図１３、図１４、または図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５
、または１５１５のいずれにおいても、アップリンク送信の異なるサブフレームにわたっ
てアップリンク送信電力を同じに維持することが望ましいことがある。いくつかの例では
、装置は、装置１５１５によるアップリンク送信の実際の継続時間がアップリンク送信の
割り当てられたまたは意図された継続時間よりも短いときでも、装置が使用するように基
地局が割り当てるかまたは意図する間隔に対応するアップリンクリソースの割当て中のア
ップリンク電力制御コマンドが有効であり、それらを相応に適用すると仮定するように構
成され得る。いくつかの例では、アップリンク送信のアップリンク電力制御調整は、アッ



(37) JP 6553091 B2 2019.7.31

10

20

30

40

50

プリンク送信の最初に、１回だけ行われ得る。したがって、これらの例では、アップリン
ク送信の継続時間の間に電力制御コマンドが１つあり、電力制御コマンドは、アップリン
ク送信の実際の継続時間にかかわらずアップリンク送信に適用され得ることが予想され得
る。
【０１４２】
　[0166]図１３、図１４、または図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５
、または１５１５のいずれにおいても、割り当てられたまたは意図された継続時間よりも
短い実際の継続時間を有するアップリンク送信へのアップリンクリソースの１つまたは複
数の割当ての適用によって、アップリンク送信が行われないことになり得る。これらの例
では、アップリンク送信が測定ギャップに該当するとき、現在の送信番号（ＣＵＲＲＥＮ
Ｔ＿ＴＸ＿ＮＢ）パラメータが増分され、装置のために構成されたＴＢのためのアップリ
ンク再送信の最大数に対してカウントし得る。他の例では、アップリンク送信が行われな
いとき、ＣＵＲＲＥＮＴ＿ＴＸ＿ＮＢパラメータは増分されないことがある。
【０１４３】
　[0167]図１３、図１４、または図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５
、または１５１５のいずれにおいても、非適応アップリンク再送信（たとえば、同期アッ
プリンクＨＡＲＱ）のためにＰＨＩＣＨが使用され得る。アップリンク送信の実際の継続
時間が、アップリンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間よりも短く、した
がって、アップリンクＴＢの数が少なくなるとき、装置は、消失したアップリンク送信の
ＴＢのための肯定応答（ＡＣＫ）が受信されたかのように消失したアップリンク送信のＴ
Ｂを扱い得る。肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＫ）バンドリングの可能性があるとき
、装置は、消失したアップリンク送信のＴＢがＡＣＫ／ＮＡＫバンドリングに関与しない
と仮定し得る（すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＫバンドリングは、消失したアップリンク送信の
ＴＢがＡＣＫされると仮定し得る）。
【０１４４】
　[0168]図１６に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
基地局１６０５（たとえば、ｅＮＢの一部または全部を形成する基地局）のブロック図１
６００を示す。いくつかの例では、基地局１６０５は、図１または図２を参照しながら説
明した基地局１０５、２０５、または２０５－ａの１つまたは複数の態様、あるいは図１
２に関して説明した装置１２０５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。基地局１６
０５は、図１、図２、図３、図４、図５、図６、図７、図８、図９、図１０、または図１
１を参照しながら説明した基地局または装置の特徴および機能のうちの少なくともいくつ
かを実装するかまたは可能にするように構成され得る。
【０１４５】
　[0169]基地局１６０５は、基地局プロセッサモジュール１６１０、基地局メモリモジュ
ール１６２０、（基地局トランシーバモジュール１６５０によって表される）少なくとも
１つの基地局トランシーバモジュール、（基地局アンテナ１６５５によって表される）少
なくとも１つの基地局アンテナ、または基地局ワイヤレス通信管理モジュール１６６０を
含み得る。基地局１６０５はまた、基地局通信モジュール１６３０またはネットワーク通
信モジュール１６４０のうちの１つまたは複数を含み得る。これらの構成要素の各々は、
１つまたは複数のバス１６３５上で、直接または間接的に互いと通信していることがある
。
【０１４６】
　[0170]基地局メモリモジュール１６２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）または
読取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含み得る。基地局メモリモジュール１６２０は、実行され
たとき、ワイヤレス通信に関係する本明細書で説明する様々な機能を基地局プロセッサモ
ジュール１６１０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コード１６２５を記憶し得る。代替的に、コード１６２５は、基地局
プロセッサモジュール１６１０によって直接的に実行可能ではないことがあるが、（たと
えば、コンパイルされ実行されたとき）本明細書で説明する様々な機能を基地局１６０５
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に実行させるように構成され得る。
【０１４７】
　[0171]基地局プロセッサモジュール１６１０は、インテリジェントハードウェアデバイ
ス、たとえば、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得
る。基地局プロセッサモジュール１６１０は、基地局トランシーバモジュール１６５０、
基地局通信モジュール１６３０、またはネットワーク通信モジュール１６４０を通して受
信された情報を処理し得る。基地局プロセッサモジュール１６１０はまた、アンテナ１６
５５を通した送信のためにトランシーバモジュール１６５０に送られるべき情報、１つま
たは複数の他の基地局１６０５－ａおよび１６０５－ｂへの送信のために基地局通信モジ
ュール１６３０に送られるべき情報、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つまたは複数の態様の一例であり得る、コアネットワーク１６４５への送信
のためにネットワーク通信モジュール１６４０に送られるべき情報を処理し得る。基地局
プロセッサモジュール１６１０は、単独で、または基地局ワイヤレス通信管理モジュール
１６６０とともに、第１の無線周波数スペクトル帯域（たとえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通
信のために使用可能な認可無線周波数スペクトル帯域など、無線周波数スペクトル帯域が
いくつかの用途のためにいくつかのユーザに認可が与えられるので、装置がアクセスを求
めて競合しない無線周波数スペクトル帯域）または第２の無線周波数スペクトル帯域（た
とえば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無認可の用途のために利用可
能であるので、装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る無認可無線周波数スペク
トル帯域、あるいは無線周波数スペクトル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者による
使用のために利用可能であるので、装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る認可
無線周波数スペクトル帯域などの共有無線周波数スペクトル帯域）を介して通信すること
（またはそれを介した通信を管理すること）の様々な態様を扱い得る。
【０１４８】
　[0172]基地局トランシーバモジュール１６５０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基地局アンテナ１６５５に与え、基地局アンテナ１６５５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。基地局トランシーバモジュ
ール１６５０は、いくつかの例では、１つまたは複数の基地局送信機モジュールおよび１
つまたは複数の別個の基地局受信機モジュールとして実装され得る。基地局トランシーバ
モジュール１６５０は、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペク
トル帯域における通信をサポートし得る。基地局トランシーバモジュール１６５０は、図
１または図２を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、ま
たは２１５－ｃのうちの１つまたは複数、あるいは図１３、図１４、または図１５を参照
しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５のうちの１つまたは複数など
、１つまたは複数の移動局または装置と、アンテナ１６５５を介して双方向に通信するよ
うに構成され得る。基地局１６０５は、たとえば、複数の基地局アンテナ１６５５（たと
えば、アンテナアレイ）を含み得る。基地局１６０５は、ネットワーク通信モジュール１
６４０を通してコアネットワーク１６４５と通信し得る。基地局１６０５はまた、基地局
通信モジュール１６３０を使用して、基地局１６０５－ａおよび１６０５－ｂなどの他の
基地局と通信し得る。
【０１４９】
　[0173]基地局ワイヤレス通信管理モジュール１６６０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域上でのワイヤレス通信に関係する図１、図２
、図３、図４、図５、図６、図７、図８、図９、図１０、または図１１に関して説明した
特徴または機能の一部または全部を実行または制御するように構成され得る。たとえば、
基地局ワイヤレス通信管理モジュール１６６０は、第１の無線周波数スペクトル帯域また
は第２の無線周波数スペクトル帯域を使用して補助ダウンリンクモード、キャリアアグリ
ゲーションモード、またはスタンドアローンモードをサポートするように構成され得る。
基地局ワイヤレス通信管理モジュール１６６０は、第１の無線周波数スペクトル帯域にお
けるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された認可スペクトルのための基地局ＬＴ
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Ｅ／ＬＴＥ－Ａモジュール１６６５と、第２の無線周波数スペクトル帯域におけるＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された無認可スペクトルのための基地局ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａモジュール１６７０とを含み得る。基地局ワイヤレス通信管理モジュール１６６０
、またはそれの部分はプロセッサを含み得、あるいは基地局ワイヤレス通信管理モジュー
ル１６６０の機能の一部または全部は、基地局プロセッサモジュール１６１０によって実
行されるか、または基地局プロセッサモジュール１６１０とともに実行され得る。いくつ
かの例では、基地局ワイヤレス通信管理モジュール１６６０は、図１２を参照しながら説
明したワイヤレス通信管理モジュール１２２０の一例であり得る。
【０１５０】
　[0174]図１７に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
ＵＥ１７１５のブロック図１７００を示す。ＵＥ１７１５は様々な構成を有し得、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（ＤＶ
Ｒ）、インターネット機器、ゲームコンソール、電子リーダーなどに含まれるか、または
その一部であり得る。ＵＥ１７１５は、いくつかの例では、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。いくつかの例では、ＵＥ
１７１５は、図１または図２を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、
２１５－ｂ、または２１５－ｃの１つまたは複数の態様、あるいは図１３、図１４、また
は図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５の１つまたは
複数の態様の一例であり得る。ＵＥ１７１５は、図１、図２、図３、図４、図５、図６、
図７、図８、図９、図１０、または図１１を参照しながら説明したＵＥまたは装置の特徴
および機能のうちの少なくともいくつかを実装するように構成され得る。
【０１５１】
　[0175]ＵＥ１７１５は、ＵＥプロセッサモジュール１７１０、ＵＥメモリモジュール１
７２０、（ＵＥトランシーバモジュール１７３０によって表される）少なくとも１つのＵ
Ｅトランシーバモジュール、（ＵＥアンテナ１７４０によって表される）少なくとも１つ
のＵＥアンテナ、またはＵＥワイヤレス通信管理モジュール１７６０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１７３５を介して直接または間接的に互いと
通信していることがある。
【０１５２】
　[0176]ＵＥメモリモジュール１７２０は、ＲＡＭまたはＲＯＭを含み得る。ＵＥメモリ
モジュール１７２０は、実行されたとき、ワイヤレス通信に関する本明細書で説明する様
々な機能をＵＥプロセッサモジュール１７１０に実行させるように構成される命令を含む
、コンピュータ可読のコンピュータ実行可能コード１７２５を記憶し得る。代替的に、コ
ード１７２５は、ＵＥプロセッサモジュール１７１０によって直接実行可能でないことが
あるが、（たとえば、コンパイルされ実行されたとき）ＵＥ１７１５に本明細書で説明す
る様々な機能を実行させるように構成され得る。
【０１５３】
　[0177]ＵＥプロセッサモジュール１７１０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。ＵＥプロセッサ
モジュール１７１０は、ＵＥトランシーバモジュール１７３０を通して受信された情報、
またはＵＥアンテナ１７４０を通る送信用にＵＥトランシーバモジュール１７３０に送ら
れるべき情報を処理し得る。ＵＥプロセッサモジュール１７１０は、単独で、またはＵＥ
ワイヤレス通信管理モジュール１７６０とともに、第１の無線周波数スペクトル帯域（た
とえば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能な認可無線周波数スペクトル帯域など
、無線周波数スペクトル帯域がいくつかの用途のためにいくつかのユーザに認可が与えら
れるので、装置がアクセスを求めて競合しない無線周波数スペクトル帯域）または第２の
無線周波数スペクトル帯域（たとえば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途など
の無認可の用途のために利用可能であるので、装置がアクセスを求めて競合する必要があ
り得る無認可無線周波数スペクトル帯域、あるいは無線周波数スペクトル帯域が競合に基
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づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置がアクセスを求め
て競合する必要があり得る認可無線周波数スペクトル帯域などの共有無線周波数スペクト
ル帯域）を介して通信すること（またはそれを介した通信を管理すること）の様々な態様
を扱い得る。
【０１５４】
　[0178]ＵＥトランシーバモジュール１７３０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ＵＥアンテナ１７４０に与え、ＵＥアンテナ１７４０から受信されたパ
ケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。ＵＥトランシーバモジュール１７
３０は、いくつかの例では、１つまたは複数のＵＥ送信機モジュールおよび１つまたは複
数の別個のＵＥ受信機モジュールとして実装され得る。ＵＥトランシーバモジュール１７
３０は、第１の無線周波数スペクトル帯域または第２の無線周波数スペクトル帯域におけ
る通信をサポートし得る。ＵＥトランシーバモジュール１７３０は、図１、図２、また図
１６を参照しながら説明した基地局１０５、２０５、２０５－ａ、または１６０５のうち
の１つまたは複数、あるいは図１２を参照しながら説明した装置１２０５のうちの１つま
たは複数と、ＵＥアンテナ１７４０を介して、双方向に通信するように構成され得る。Ｕ
Ｅ１７１５は単一のＵＥアンテナを含み得るが、ＵＥ１７１５が複数のＵＥアンテナ１７
４０を含み得る例があり得る。
【０１５５】
　[0179]ＵＥ状態モジュール１７５０は、たとえば、無線リソース制御（ＲＲＣ）アイド
ル状態とＲＲＣ接続状態との間のＵＥ１７１５の遷移を管理するために使用され得、１つ
または複数のバス１７３５を介して、直接または間接的に、ＵＥ１７１５の他の構成要素
と通信していることがある。ＵＥ状態モジュール１７５０またはそれの部分は、プロセッ
サを含み得、あるいはＵＥ状態モジュール１７５０の機能の一部または全部は、ＵＥプロ
セッサモジュール１７１０によってまたはＵＥプロセッサモジュール１７１０とともに実
行され得る。
【０１５６】
　[0180]ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１７６０は、第１の無線周波数スペクトル帯
域または第２の無線周波数スペクトル帯域上でのワイヤレス通信に関係する図１、図２、
図３、図４、図５、図６、図７、図８、図９、図１０、または図１１を参照しながら説明
した特徴または機能の一部または全部を実行または制御するように構成され得る。たとえ
ば、ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１７６０は、第１の無線周波数スペクトル帯域ま
たは第２の無線周波数スペクトル帯域を使用して、補助ダウンリンクモード、キャリアア
グリゲーションモード、またはスタンドアローンモードをサポートするように構成され得
る。ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１７６０は、第１の無線周波数スペクトル帯域に
おけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された認可スペクトルのためのＵＥ　Ｌ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａモジュール１７６５と、第２の無線周波数スペクトルにおけるＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された無認可スペクトルのためのＵＥ　ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａモジュール１７７０とを含み得る。ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１７６０また
はそれの部分は、プロセッサを含み得、あるいはＵＥワイヤレス通信管理モジュール１７
６０の機能の一部または全部は、ＵＥプロセッサモジュール１７１０によってまたはＵＥ
プロセッサモジュール１７１０とともに実行され得る。いくつかの例では、ＵＥワイヤレ
ス通信管理モジュール１７６０は、図１３、図１４、または図１５を参照しながら説明し
たワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、または１５２０の一例であり得る
。
【０１５７】
　[0181]図１８は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１８００の
一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２、
または図１６を参照しながら説明した基地局１０５、２０５、２０５－ａ、または１６０
５のうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１２を参照しながら説明した装置１２０５
の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、基地局または装置は、以下で説明す
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る機能を実施するように基地局または装置の機能要素を制御するためのコードの１つまた
は複数のセットを実行し得る。
【０１５８】
　[0182]ブロック１８０５において、方法１８００は、共有無線周波数スペクトル帯域中
でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを送
信することを含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無
線周波数スペクトル帯域を含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域
は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。無
認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無
認可の用途に利用可能であるので装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周
波数スペクトル帯域であり得る。認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクト
ル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置
がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周波数スペクトル帯域であり得る。ブロ
ック１８０５における動作は、図１２または図１６を参照しながら説明したワイヤレス通
信管理モジュール１２２０または１６６０、あるいは図１２を参照しながら説明したアッ
プリンクリソース割当て送信モジュール１２３５を使用して実行され得る。
【０１５９】
　[0183]方法１８００のいくつかの例では、アップリンク送信に使用すべきアップリンク
リソースの１つまたは複数の割当てを送信することは、第１の継続時間を含む第１の間隔
に関連するアップリンクリソースの第１の割当てを送信することと、第２の継続時間を含
む第２の間隔に関連するアップリンクリソースの第２の割当てを送信することとを含み得
る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。
【０１６０】
　[0184]ブロック１８１０において、方法１８００は、アップリンク送信の持続時間を検
出することを含み得る。ブロック１８１０における動作は、図１２または図１６を参照し
ながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１２２０または１６６０、あるいは図１２
を参照しながら説明したアップリンク送信間隔検出モジュール１２４０を使用して実行さ
れ得る。
【０１６１】
　[0185]ブロック１８１５において、方法１８００は、検出することに少なくとも部分的
に基づいてアップリンク送信のために使用されるアップリンクリソースを識別することを
含み得る。ブロック１８１５における動作は、図１２または図１６を参照しながら説明し
たワイヤレス通信管理モジュール１２２０または１６６０、あるいは図１２を参照しなが
ら説明したアップリンクリソース識別モジュール１２４５を使用して実行され得る。
【０１６２】
　[0186]方法１８００のいくつかの例では、アップリンク送信のために使用されるアップ
リンクリソースを識別することは、アップリンク送信のために使用されるアップリンクリ
ソースを識別するためにブラインド検出を実行すること、またはアップリンク送信のため
に使用されるアップリンクリソースを示す信号を受信すること、またはアップリンク送信
のために使用されるアップリンクリソースにアップリンク送信の検出された継続時間をマ
ッピングすることを含み得る。
【０１６３】
　[0187]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される
か、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１６４】
　[0188]図１９は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１９００の
一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２、
または図１７を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２
１５－ｃ、または１７１５のうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３、図１４、ま
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たは図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５のうちの１
つまたは複数の態様を参照しながら以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥまたは装置
は、以下で説明する機能を実施するようにＵＥまたは装置の機能要素を制御するためのコ
ードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０１６５】
　[0189]ブロック１９０５において、方法１９００は、共有無線周波数スペクトル帯域中
でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別することを含み得る。いくつかの例では
、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。いく
つかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、２つ以上の事業者によって共有される
認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。無認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周
波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無認可の用途に利用可能であるので装置がア
クセスを求めて競合する必要があり得る無線周波数スペクトル帯域であり得る。認可無線
周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者
による使用のために利用可能であるので、装置がアクセスを求めて競合する必要があり得
る無線周波数スペクトル帯域であり得る。
【０１６６】
　[0190]いくつかの例では、ＵＥが、割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線
周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は
、方法１９００を実行するＵＥが使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間
隔であり得る。代替的に、第１の間隔は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリ
ソース（たとえば、少なくとも１つのサブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当て
を基地局が与えた別の間隔であり得る。
【０１６７】
　[0191]ブロック１９０５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、あるいは図１３、図１４、または図１５を参照しながら説明した第１の間隔
識別モジュール１３３５、１４４０、または１５４０を使用して実行され得る。
【０１６８】
　[0192]ブロック１９１０において、方法１９００は、アップリンク送信ための第２の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第２の間隔は、方法１９００を実行す
るＵＥが実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、ＵＥが共有無線周波数スペク
トル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するか（たとえば、ＣＣＡプロシージャま
たは拡張ＣＣＡプロシージャを正常にいつ実行するか）に依存する。ブロック１９１０に
おける動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しながら説明したワイヤレ
ス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７６０、あるいは図１３
、図１４、または図１５を参照しながら説明した第２の間隔識別モジュール１３４０、１
４４５、または１５４５を使用して実行され得る。
【０１６９】
　[0193]ブロック１９１５において、方法１９００は、第１の間隔を第２の間隔と比較す
ることを含み得る。ブロック１９１５における動作は、図１３、図１４、図１５、または
図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５
２０、または１７６０、あるいは図１３、図１４、または図１５を参照しながら説明した
間隔比較モジュール１３４５、１４５０、または１５５０を使用して実行され得る。
【０１７０】
　[0194]方法１９００のいくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第
１の継続時間を含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み
得る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、第１の間隔
を第２の間隔と比較することは、アップリンク送信のための第１の継続時間をアップリン
ク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０１７１】
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　[0195]ブロック１９２０において、方法１９００は、第１の間隔と第２の間隔との比較
に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決
定することを含み得る。ブロック１９２０における動作は、図１３、図１４、図１５、ま
たは図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、
１５２０、または１７６０、あるいは図１３、図１４、または図１５を参照しながら説明
したアップリンクリソース決定モジュール１３５０、１４５５、または１５５５を使用し
て実行され得る。
【０１７２】
　[0196]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定した後に、方法１９
００は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリンク送信を送信することを
続け得る。
【０１７３】
　[0197]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される
か、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１７４】
　[0198]図２０は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法２０００の
一例を示すフローチャートである。明確さのために、方法２０００について、図１、図２
、または図１７を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、
２１５－ｃ、または１７１５のうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３、図１４、
または図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５のうちの
１つまたは複数の態様を参照しながら以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥまたは装
置は、以下で説明する機能を実施するようにＵＥまたは装置の機能要素を制御するための
コードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０１７５】
　[0199]ブロック２００５において、方法２０００は、共有無線周波数スペクトル帯域中
でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの複数の割当てを受信すること
を含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無線周波数ス
ペクトル帯域を含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、２つ以
上の事業者によって共有される認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。無認可無線周
波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無認可の用途
に利用可能であるので装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周波数スペク
トル帯域であり得る。認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域が競
合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置がアクセス
を求めて競合する必要があり得る無線周波数スペクトル帯域であり得る。
【０１７６】
　[0200]いくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、アップ
リンクリソースのマルチＴＴＩ割当て（たとえば、複数のＴＴＩまたはサブフレームにま
たがるＴＢのための割当て）を含み得る。いくつかの例では、アップリンクリソースの１
つまたは複数の割当ては、ＵＥがアップリンク送信のために使用し得る異なる可能な間隔
（たとえば、仮説）に対応し得る。いくつかの例では、異なる可能な間隔は、アップリン
ク送信のための異なる可能な継続時間を含み得る。たとえば、所与のフレームについて、
アップリンク送信のための２つの可能な継続時間（たとえば、１サブフレーム継続時間ま
たは２サブフレーム継続時間）があり得る。基地局は、したがって、アップリンク送信の
ための可能な間隔または継続時間ごとにアップリンクリソースの明示的割当て（たとえば
、１サブフレーム継続時間を有する第１の間隔の場合アップリンクリソースの第１の割当
ておよび２サブフレーム継続時間を有する第２の間隔の場合アップリンクリソースの第２
の割当て）を与え得る。いくつかの例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たと
えば、アップリンク送信のための可能な継続時間）は、個別のアップリンク許可として与
えられ得る。他の例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば、アップリン
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ク送信のための可能な継続時間）は、ジョイントアップリンク許可中に与えられ得る。ジ
ョイントアップリンク許可の場合、アップリンクリソースの割当ての２つ以上の間でいく
つかの情報フィールドが共有され得、アップリンクリソースの割当ての各々に対して、い
くつかの情報フィールドが個別に定義され得る。代替的に、情報フィールドのすべてがジ
ョイントアップリンク許可において個別に定義され得る。
【０１７７】
　[0201]ブロック２００５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、あるいは図１４を参照しながら説明したアップリンクリソース割当て受信モ
ジュール１４３５を使用して実行され得る。
【０１７８】
　[0202]ブロック２０１０において、方法２０００は、アップリンク送信ための第１の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第１の間隔は、ブロック２００５にお
いて受信された１つまたは複数の割当てから識別され得る。いくつかの例では、ＵＥが、
割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを
求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は、方法２０００を実行するＵＥが使用
するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。代替的に、第１の間隔
は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たとえば、少なくとも１つの
サブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与えた別の間隔であり得る
。ブロック２０１０における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しな
がら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７
６０、あるいは図１３または図１４を参照しながら説明した第１の間隔識別モジュール１
３３５または１４４０を使用して実行され得る。
【０１７９】
　[0203]ブロック２０１５において、方法２０００は、アップリンク送信ための第２の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第２の間隔は、方法２０００を実行す
るＵＥが実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、ＵＥが共有無線周波数スペク
トル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するか（たとえば、ＣＣＡプロシージャま
たは拡張ＣＣＡプロシージャを正常にいつ実行するか）に依存する。ブロック２０１５に
おける動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しながら説明したワイヤレ
ス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７６０、あるいは図１３
または図１４を参照しながら説明した第２の間隔識別モジュール１３４０または１４４５
を使用して実行され得る。
【０１８０】
　[0204]ブロック２０２０において、方法２０００は、第１の間隔を第２の間隔と比較す
ることを含み得る。ブロック２０２０における動作は、図１３、図１４、図１５、または
図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５
２０、または１７６０、あるいは図１３または図１４を参照しながら説明した間隔比較モ
ジュール１３４５または１４５０を使用して実行され得る。
【０１８１】
　[0205]方法２０００のいくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第
１の継続時間を含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み
得る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、第１の間隔
を第２の間隔と比較することは、アップリンク送信のための第１の継続時間をアップリン
ク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０１８２】
　[0206]ブロック２０２５において、方法２０００は、第１の間隔と第２の間隔との比較
に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決
定することを含み得る。アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定する
ことは、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの割当てを（たとえば、ブ
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ロック２００５において受信された複数の割当てから）選択することを含み得る。たとえ
ば、ＵＥが実際に使用することになる間隔が、アップリンク送信のための２つのサブフレ
ームの継続時間を含むとき、２サブフレーム継続時間を有するアップリンク送信に対応す
るアップリンクリソースの割当てが選択され得、あるいは、ＵＥが実際に使用することに
なる間隔が、アップリンク送信のための１つのサブフレームの継続時間を含むとき、１サ
ブフレーム継続時間を有するアップリンク送信に対応するアップリンクリソースの割当て
が選択され得る。ブロック２０２５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図
１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２
０、または１７６０、図１３または図１４を参照しながら説明したアップリンクリソース
決定モジュール１３５０または１４５５、あるいは図１４を参照しながら説明したアップ
リンクリソース割当て選択モジュール１４６０を使用して実行され得る。
【０１８３】
　[0207]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定した後に、方法２０
００は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリンク送信を送信することを
続け得る。
【０１８４】
　[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される
か、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１８５】
　[0209]図２１は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法２１００の
一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２、
または図１７を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２
１５－ｃ、または１７１５のうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３、図１４、ま
たは図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５のうちの１
つまたは複数の態様を参照しながら以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥまたは装置
は、以下で説明する機能を実施するようにＵＥまたは装置の機能要素を制御するためのコ
ードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０１８６】
　[0210]ブロック２１０５において、方法２１００は、共有無線周波数スペクトル帯域中
でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを受
信することを含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無
線周波数スペクトル帯域を含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域
は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。無
認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無
認可の用途に利用可能であるので装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周
波数スペクトル帯域であり得る。認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクト
ル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置
がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周波数スペクトル帯域であり得る。
【０１８７】
　[0211]いくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、アップ
リンクリソースのマルチＴＴＩ割当て（たとえば、複数のＴＴＩまたはサブフレームにま
たがるＴＢのための割当て）を含み得る。いくつかの例では、ＵＥが、割り当てられたま
たは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合
すると仮定すると、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、方法２１００を
実行するＵＥが使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔に基づくアップ
リンクリソースの単一の割当てを含み得る。他の例では、アップリンクリソースの１つま
たは複数の割当ては、ＵＥがアップリンク送信のために使用し得る異なる可能な間隔（た
とえば、仮説）に対応し得る。いくつかの例では、異なる可能な間隔は、アップリンク送
信のための異なる可能な継続時間を含み得る。たとえば、所与のフレームについて、アッ
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プリンク送信のための２つの可能な継続時間（たとえば、１サブフレーム継続時間または
２サブフレーム継続時間）があり得る。基地局は、したがって、アップリンク送信のため
の可能な間隔または継続時間ごとにアップリンクリソースの明示的割当て（たとえば、１
サブフレーム継続時間を有する第１の間隔の場合アップリンクリソースの第１の割当てお
よび２サブフレーム継続時間を有する第２の間隔の場合アップリンクリソースの第２の割
当て）を与え得る。いくつかの例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば
、アップリンク送信のための可能な継続時間）は、個別のアップリンク許可として与えら
れ得る。他の例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば、アップリンク送
信のための可能な継続時間）は、ジョイントアップリンク許可中に与えられ得る。ジョイ
ントアップリンク許可の場合、アップリンクリソースの割当ての２つ以上の間でいくつか
の情報フィールドが共有され得、アップリンクリソースの割当ての各々に対して、いくつ
かの情報フィールドが個別に定義され得る。代替的に、情報フィールドのすべてがジョイ
ントアップリンク許可において個別に定義され得る。
【０１８８】
　[0212]ブロック２１０５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、あるいは図１４を参照しながら説明したアップリンクリソース割当て受信モ
ジュール１５３５を使用して実行され得る。
【０１８９】
　[0213]ブロック２１１０において、方法２１００は、アップリンク送信ための第１の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第１の間隔は、ブロック２１０５にお
いて受信された１つまたは複数の割当てから識別され得る。いくつかの例では、ＵＥが、
割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを
求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は、方法２１００を実行するＵＥが使用
するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。代替的に、第１の間隔
は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たとえば、少なくとも１つの
サブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与えた別の間隔であり得る
。ブロック２１１０における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しな
がら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７
６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した第１の間隔識別モジュール１
３３５または１５４０を使用して実行され得る。
【０１９０】
　[0214]ブロック２１１５において、方法２１００は、アップリンク送信ための第２の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第２の間隔は、方法２１００を実行す
るＵＥが実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、ＵＥが共有無線周波数スペク
トル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するかに依存する。ブロック２１１５にお
ける動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しながら説明したワイヤレス
通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７６０、あるいは図１３ま
たは図１５を参照しながら説明した第２の間隔識別モジュール１３４０または１５４５を
使用して実行され得る。
【０１９１】
　[0215]ブロック２１２０において、方法２１００は、第１の間隔を第２の間隔と比較す
ることを含み得る。ブロック２１２０における動作は、図１３、図１４、図１５、または
図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５
２０、または１７６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した間隔比較モ
ジュール１３４５または１５５０を使用して実行され得る。
【０１９２】
　[0216]方法２１００のいくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第
１の継続時間を含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み
得る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、第１の間隔
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を第２の間隔と比較することは、アップリンク送信のための第１の継続時間をアップリン
ク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０１９３】
　[0217]ブロック２１２５において、方法２１００は、第１の間隔と第２の間隔との比較
に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決
定することを含み得る。アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定する
ことは、アップリンク送信に、アップリンク送信の間隔または実際の継続時間に関連する
アップリンクリソースの割当ての一部分を適用することを含み得る。たとえば、ＵＥが、
アップリンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間（たとえば、ＵＥが行うよ
うに基地局が割り当てるかまたは意図するアップリンク送信の継続時間）に基づいてアッ
プリンクリソースの割当てを受信するが、ＵＥが、より短い継続時間を有するアップリン
ク送信を行うことになるとき、ＵＥは、それが行うアップリンク送信に、アップリンクリ
ソースの割当ての一部分を適用し得る（たとえば、ＵＥは、４つのサブフレーム継続時間
を有するアップリンク送信に対応するアップリンクリソースの割当てを受信し得るが、Ｕ
Ｅは、２サブフレーム継続時間を有するアップリンク送信を行い得、したがって、それが
行うアップリンク送信にアップリンクリソースの割当ての一部分（たとえば、アップリン
クリソースの割当ての２つのサブフレームに対応する割当ての一部分）を適用し得る）。
別の例として、ＵＥは、４サブフレーム継続時間を有するアップリンク送信に対応するア
ップリンクリソースの割当てを受信し得るが、ＵＥは、２つの全長サブフレームと１つの
部分長サブフレームとの継続時間を有するアップリンク送信を行い得る。この後者の例で
は、ＵＥは、それが行うアップリンク送信にアップリンクリソースの割当ての一部分（た
とえば、２つの全長サブフレームと１つの部分長サブフレームとに対応する割当ての一部
分）を適用し得る。
【０１９４】
　[0218]ブロック２１２５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、図１３または図１５を参照しながら説明したアップリンクリソース決定モジ
ュール１３５０または１５５５、あるいは図１５を参照しながら説明したアップリンクリ
ソース割当て適用モジュール１５６０を使用して実行され得る。
【０１９５】
　[0219]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの２つ以上の割当てが受信
される方法２１００の例では、ブロック２１２５における動作はまた、アップリンク送信
に使用すべきアップリンクリソースの割当てを選択することを含み得る。
【０１９６】
　[0220]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定した後に、方法２１
００は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリンク送信を送信することを
続け得る。
【０１９７】
　[0221]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される
か、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０１９８】
　[0222]図２２は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法２２００の
一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２、
または図１７を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２
１５－ｃ、または１７１５のうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３、図１４、ま
たは図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５のうちの１
つまたは複数の態様を参照しながら以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥまたは装置
は、以下で説明する機能を実施するようにＵＥまたは装置の機能要素を制御するためのコ
ードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
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【０１９９】
　[0223]ブロック２２０５において、方法２２００は、共有無線周波数スペクトル帯域中
でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを受
信することを含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無
線周波数スペクトル帯域を含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域
は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。無
認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無
認可の用途に利用可能であるので装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周
波数スペクトル帯域であり得る。認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクト
ル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置
がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周波数スペクトル帯域であり得る。
【０２００】
　[0224]いくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、アップ
リンクリソースのマルチＴＴＩ割当て（たとえば、複数のＴＴＩまたはサブフレームにま
たがるＴＢのための割当て）を含み得る。いくつかの例では、ＵＥが、割り当てられたま
たは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合
すると仮定すると、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、方法２２００を
実行するＵＥが使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔に基づくアップ
リンクリソースの単一の割当てを含み得る。他の例では、アップリンクリソースの１つま
たは複数の割当ては、ＵＥがアップリンク送信のために使用し得る異なる可能な間隔（た
とえば、仮説）に対応し得る。いくつかの例では、異なる可能な間隔は、アップリンク送
信のための異なる可能な継続時間を含み得る。たとえば、所与のフレームについて、アッ
プリンク送信のための２つの可能な継続時間（たとえば、１サブフレーム継続時間または
２サブフレーム継続時間）があり得る。基地局は、したがって、アップリンク送信のため
の可能な間隔または継続時間ごとにアップリンクリソースの明示的割当て（たとえば、１
サブフレーム継続時間を有する第１の間隔の場合アップリンクリソースの第１の割当てお
よび２サブフレーム継続時間を有する第２の間隔の場合アップリンクリソースの第２の割
当て）を与え得る。いくつかの例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば
、アップリンク送信のための可能な継続時間）は、個別のアップリンク許可として与えら
れ得る。他の例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば、アップリンク送
信のための可能な継続時間）は、ジョイントアップリンク許可中に与えられ得る。ジョイ
ントアップリンク許可の場合、アップリンクリソースの割当ての２つ以上の間でいくつか
の情報フィールドが共有され得、アップリンクリソースの割当ての各々に対して、いくつ
かの情報フィールドが個別に定義され得る。代替的に、情報フィールドのすべてがジョイ
ントアップリンク許可において個別に定義され得る。
【０２０１】
　[0225]ブロック２２０５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、あるいは図１４を参照しながら説明したアップリンクリソース割当て受信モ
ジュール１５３５を使用して実行され得る。
【０２０２】
　[0226]ブロック２２１０において、方法２２００は、アップリンク送信ための第１の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第１の間隔は、ブロック２２０５にお
いて受信された１つまたは複数の割当てから識別され得る。いくつかの例では、ＵＥが、
割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを
求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は、方法２２００を実行するＵＥが使用
するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。代替的に、第１の間隔
は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たとえば、少なくとも１つの
サブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与えた別の間隔であり得る
。ブロック２２１０における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しな
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がら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７
６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した第１の間隔識別モジュール１
３３５または１５４０を使用して実行され得る。
【０２０３】
　[0227]ブロック２２１５において、方法２２００は、アップリンク送信ための第２の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第２の間隔は、方法２２００を実行す
るＵＥが実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、ＵＥが共有無線周波数スペク
トル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するか（たとえば、ＣＣＡプロシージャま
たは拡張ＣＣＡプロシージャを正常にいつ実行するか）に依存する。ブロック２２１５に
おける動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しながら説明したワイヤレ
ス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７６０、あるいは図１３
または図１５を参照しながら説明した第２の間隔識別モジュール１３４０または１５４５
を使用して実行され得る。
【０２０４】
　[0228]ブロック２２２０において、方法２２００は、第１の間隔を第２の間隔と比較す
ることを含み得る。ブロック２２２０における動作は、図１３、図１４、図１５、または
図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５
２０、または１７６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した間隔比較モ
ジュール１３４５または１５５０を使用して実行され得る。
【０２０５】
　[0229]方法２２００のいくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第
１の継続時間を含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み
得る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、第１の間隔
を第２の間隔と比較することは、アップリンク送信のための第１の継続時間をアップリン
ク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０２０６】
　[0230]ブロック２２２５において、方法２２００は、第１の間隔と第２の間隔との比較
に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決
定することを含み得る。アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定する
ことは、第１の間隔と第２の間隔との比較に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送
信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数のパラメータを調整することを含
み得る。いくつかの例では、調整することは、ＵＥによって自律的に実行され得る。ＵＥ
がアップリンク送信のためのアップリンクリソースの単一の割当てを受信するとき、アッ
プリンクリソースの１つまたは複数のパラメータの自律調整が有用であり得、アップリン
クリソースの単一の割当ては、アップリンク送信継続時間（たとえば、より少ないアップ
リンクサブフレームまたは短縮されたアップリンクサブフレームに基づく異なるアップリ
ンク送信継続時間）の異なる可能な間隔（たとえば、仮説）を区別しない。
【０２０７】
　[0231]アップリンク送信のためのアップリンクリソースのパラメータを調整することの
一例では、複数のサブフレームにまたがるＴＢのためのアップリンクリソースのマルチＴ
ＴＩ割当ての受信について検討する。ＵＥが、ＴＢの割り当てられたまたは意図された継
続時間よりも短い継続時間を有するアップリンク送信を行うとき、ＵＥは、それの送信電
力を増加させ得る。たとえば、ＵＥが、ＴＢの割り当てられたまたは意図された継続時間
の半分である継続時間を有するアップリンク送信を行う場合、ＵＥは、それの送信電力を
増加させ得る（たとえば、送信電力が３ｄＢだけ増加され得る）。ＵＥは、同じくまたは
代替的に、基準の境界（たとえば、シンボル期間の境界またはサブフレーム境界）を整合
させるようにＴＢのサイズを調整する（たとえば、減少させる）こと、またはシンボル（
たとえば、ＳＣ－ＦＤＭシンボルまたはＯＦＤＭシンボル）の数を調整することを行い得
る。
【０２０８】
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　[0232]アップリンク送信のためのアップリンクリソースのパラメータを調整することの
別の例では、ＵＥが、アップリンクリソースの割当て中で示されるアップリンク送信の継
続時間よりも短い継続時間を有するアップリンク送信を行うとき、ＵＥは、アップリンク
リソースの割当て中で示されるＭＣＳよりも高いＭＣＳを使用し得る。
【０２０９】
　[0233]いくつかの例では、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つ
または複数のパラメータの自律調整は、１つまたは複数のルールまたはテーブルに基づき
得る。１つまたは複数のルールまたはテーブルは、いくつかの例では、基地局によってＵ
Ｅに与えられ得、したがって、基地局とＵＥとは、ルールの共通のセットまたはテーブル
へのアクセスを有する。いくつかの例では、ルールまたはテーブルは、アップリンク送信
の継続時間をアップリンクリソースのパラメータの単一の値にマッピングし得る（たとえ
ば、１対１マッピング）。他の例では、ルールまたはテーブルは、アップリンク送信の継
続時間をアップリンクリソースのパラメータの複数の値にマッピングし得る（たとえば、
１対多マッピング）。１対１マッピングの場合、ＵＥは、ルールまたはテーブルによって
与えられたアップリンク送信の実際の継続時間に基づいてアップリンクリソースのパラメ
ータの単一の値を調整し得る。基地局は、アップリンク送信の実際の継続時間を受信また
は検出すると、調整されたパラメータの値を決定し得る。１対多マッピングの場合、ＵＥ
は、ルールまたはテーブルによって与えられたアップリンク送信の実際の継続時間に基づ
いてアップリンクリソースのパラメータの複数の値から値を選択し得、選択された値に基
づいてアップリンクリソースのパラメータを調整し得る。基地局は、調整されたパラメー
タの値を決定するためにブラインド検出を実行する必要があり得る。代替的に、ＵＥは、
ブロック２２３０を参照しながら説明したように、シグナリングを介して（たとえば、ア
ップリンクＣＵＢＳまたは別のチャネルを介して）調整されたパラメータ（たとえば、調
整されたＭＣＳ）の値を示し得る。
【０２１０】
　[0234]ブロック２２２５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、図１３または図１５を参照しながら説明したアップリンクリソース決定モジ
ュール１３５０または１５５５、あるいは図１５を参照しながら説明したアップリンクリ
ソースパラメータ調整モジュール１５６５を使用して実行され得る。
【０２１１】
　[0235]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの２つ以上の割当てが受信
される方法２２００の例では、ブロック２２２５における動作はまた、アップリンク送信
に使用すべきアップリンクリソースの割当てを選択することを含み得る。
【０２１２】
　[0236]ブロック２２３０において、方法２２００は、基地局に、アップリンクリソース
の調整された１つまたは複数のパラメータのうちの少なくとも１つの値を示すインジケー
タをシグナリングすることをオプションとして含み得る。ブロック２２３０における動作
は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理
モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７６０、あるいは図１５を参照しな
がら説明したシグナリングモジュール１５７５を使用して実行され得る。
【０２１３】
　[0237]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定した後に、方法２２
００は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリンク送信を送信することを
続け得る。
【０２１４】
　[0238]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される
か、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２１５】
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　[0239]図２３は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法２３００の
一例を示すフローチャートである。明快のために、方法２３００について、図１、図２、
または図１７を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２
１５－ｃ、または１７１５のうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３、図１４、ま
たは図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５のうちの１
つまたは複数の態様を参照しながら以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥまたは装置
は、以下で説明する機能を実施するようにＵＥまたは装置の機能要素を制御するためのコ
ードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０２１６】
　[0240]ブロック２３０５において、方法２３００は、共有無線周波数スペクトル帯域中
でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを受
信することを含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無
線周波数スペクトル帯域を含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域
は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。無
認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無
認可の用途に利用可能であるので装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周
波数スペクトル帯域であり得る。認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクト
ル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置
がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周波数スペクトル帯域であり得る。
【０２１７】
　[0241]いくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、アップ
リンクリソースのマルチＴＴＩ割当て（たとえば、複数のＴＴＩまたはサブフレームにま
たがるＴＢのための割当て）を含み得る。いくつかの例では、ＵＥが、割り当てられたま
たは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合
すると仮定すると、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、方法２３００を
実行するＵＥが使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔に基づくアップ
リンクリソースの単一の割当てを含み得る。他の例では、アップリンクリソースの１つま
たは複数の割当ては、ＵＥがアップリンク送信のために使用し得る異なる可能な間隔（た
とえば、仮説）に対応し得る。いくつかの例では、異なる可能な間隔は、アップリンク送
信のための異なる可能な継続時間を含み得る。たとえば、所与のフレームについて、アッ
プリンク送信のための２つの可能な継続時間（たとえば、１サブフレーム継続時間または
２サブフレーム継続時間）があり得る。基地局は、したがって、アップリンク送信のため
の可能な間隔または継続時間ごとにアップリンクリソースの明示的割当て（たとえば、１
サブフレーム継続時間を有する第１の間隔の場合アップリンクリソースの第１の割当てお
よび２サブフレーム継続時間を有する第２の間隔の場合アップリンクリソースの第２の割
当て）を与え得る。いくつかの例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば
、アップリンク送信のための可能な継続時間）は、個別のアップリンク許可として与えら
れ得る。他の例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば、アップリンク送
信のための可能な継続時間）は、ジョイントアップリンク許可中に与えられ得る。ジョイ
ントアップリンク許可の場合、アップリンクリソースの割当ての２つ以上の間でいくつか
の情報フィールドが共有され得、アップリンクリソースの割当ての各々に対して、いくつ
かの情報フィールドが個別に定義され得る。代替的に、情報フィールドのすべてがジョイ
ントアップリンク許可において個別に定義され得る。
【０２１８】
　[0242]ブロック２３０５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、あるいは図１４を参照しながら説明したアップリンクリソース割当て受信モ
ジュール１５３５を使用して実行され得る。
【０２１９】
　[0243]ブロック２３１０において、方法２３００は、アップリンク送信ための第１の間
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隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第１の間隔は、ブロック２３０５にお
いて受信された１つまたは複数の割当てから識別され得る。いくつかの例では、ＵＥが、
割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを
求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は、方法２３００を実行するＵＥが使用
するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。代替的に、第１の間隔
は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たとえば、少なくとも１つの
サブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与えた別の間隔であり得る
。ブロック２３１０における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しな
がら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７
６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した第１の間隔識別モジュール１
３３５または１５４０を使用して実行され得る。
【０２２０】
　[0244]ブロック２３１５において、方法２３００は、アップリンク送信ための第２の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第２の間隔は、方法２３００を実行す
るＵＥが実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、ＵＥが共有無線周波数スペク
トル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するか（たとえば、ＣＣＡプロシージャま
たは拡張ＣＣＡプロシージャを正常にいつ実行するか）に依存する。ブロック２３１５に
おける動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しながら説明したワイヤレ
ス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７６０、あるいは図１３
または図１５を参照しながら説明した第２の間隔識別モジュール１３４０または１５４５
を使用して実行され得る。
【０２２１】
　[0245]ブロック２３２０において、方法２３００は、第１の間隔を第２の間隔と比較す
ることを含み得る。ブロック２３２０における動作は、図１３、図１４、図１５、または
図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５
２０、または１７６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した間隔比較モ
ジュール１３４５または１５５０を使用して実行され得る。
【０２２２】
　[0246]方法２３００のいくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第
１の継続時間を含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み
得る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、第１の間隔
を第２の間隔と比較することは、アップリンク送信のための第１の継続時間をアップリン
ク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０２２３】
　[0247]ブロック２３２５において、方法２３００は、第１の間隔と第２の間隔との比較
に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決
定することを含み得る。アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定する
ことは、第１の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当て
を選択することを含み得る。たとえば、ＵＥが、第１の間隔に対応するアップリンクリソ
ースのマルチＴＴＩ割当てを受信し、アップリンクリソースのマルチＴＴＩ割当てが、ア
ップリンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間（たとえば、ＵＥが行うよう
に基地局が割り当てるかまたは意図するアップリンク送信の継続時間）に基づくが、ＵＥ
が、割り当てられたまたは意図された継続時間よりも短い実際の継続時間を有するアップ
リンク送信を行うことになる（実際の継続時間は第２の間隔に対応する）とき、ＵＥは、
第１の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを選択し
得る。たとえば、アップリンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間が４つの
サブフレームであり、アップリンク送信の実際の継続時間が２つのサブフレームであると
考える。そのような例では、ＵＥは、第１の間隔の第１の部分に対応するアップリンクリ
ソースの少なくとも１つの割当て（たとえば、第１の間隔の４つのサブフレームの最初の
２つに対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当て）を選択し得る。たとえ
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ば、マルチサブフレーム割当て配分モジュール１５７０は、第１の間隔に対応するアップ
リンクリソースの第１の割当て（たとえば、第１のサブフレーム割当て）を選択し得る。
たとえば、第１の間隔の最初の２つのサブフレーム中でのみ送信するようにＵＥがスケジ
ュールされた（したがって、ＵＥが、それが送信するように割り当てられたまたは意図さ
れたよりも後でデータを送信するにもかかわらず、それが送信するように割り当てられた
または意図されたデータを送信し得る）場合、そのような選択は有利であり得る。
【０２２４】
　[0248]いくつかの例では、第１の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少な
くとも１つの割当てを選択することは、異なるサブフレームインデックスに適用可能でな
い１つまたは複数のパラメータの使用または変更を必要とし得る。たとえば、間隔の後の
サブフレーム中に間隔の第１のサブフレームのためにトリガされるＳＲＳを送信すること
は望ましくないことがある。ＰＵＳＣＨ送信の場合、実際のＰＵＳＣＨ送信は、（たとえ
ば、いくつかのＰＵＳＣＨパラメータ（たとえば、ＰＵＳＣＨホッピング、ＤＭ－ＲＳシ
ーケンス生成など）がサブフレームインデックスに関連付けられ得るので）実際のサブフ
レームインデックスに基づいて調整され得る。
【０２２５】
　[0249]ブロック２３２５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、図１３または図１５を参照しながら説明したアップリンクリソース決定モジ
ュール１３５０または１５５５、あるいは図１５を参照しながら説明したマルチサブフレ
ーム割当て配分モジュール１５７０を使用して実行され得る。
【０２２６】
　[0250]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの２つ以上の割当てが受信
される方法２３００の例では、ブロック２３２５における動作はまた、アップリンク送信
に使用すべきアップリンクリソースの割当てを選択することを含み得る。
【０２２７】
　[0251]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定した後に、方法２３
００は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリンク送信を送信することを
続け得る。
【０２２８】
　[0252]したがって、方法２３００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２３００は一実
装形態にすぎず、方法２３００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成される
か、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２２９】
　[0253]図２４は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法２４００の
一例を示すフローチャートである。明快のために、方法２４００について、図１、図２、
または図１７を参照しながら説明したＵＥ１１５、２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２
１５－ｃ、または１７１５のうちの１つまたは複数の態様、あるいは図１３、図１４、ま
たは図１５を参照しながら説明した装置１３１５、１４１５、または１５１５のうちの１
つまたは複数の態様を参照しながら以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥまたは装置
は、以下で説明する機能を実施するようにＵＥまたは装置の機能要素を制御するためのコ
ードの１つまたは複数のセットを実行し得る。
【０２３０】
　[0254]ブロック２４０５において、方法２４００は、共有無線周波数スペクトル帯域中
でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの１つまたは複数の割当てを受
信することを含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無
線周波数スペクトル帯域を含み得る。いくつかの例では、共有無線周波数スペクトル帯域
は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線周波数スペクトル帯域を含み得る。無
認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉ用途などの無
認可の用途に利用可能であるので装置がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周
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波数スペクトル帯域であり得る。認可無線周波数スペクトル帯域は、無線周波数スペクト
ル帯域が競合に基づいて２つ以上の事業者による使用のために利用可能であるので、装置
がアクセスを求めて競合する必要があり得る無線周波数スペクトル帯域であり得る。
【０２３１】
　[0255]いくつかの例では、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、アップ
リンクリソースのマルチＴＴＩ割当て（たとえば、複数のＴＴＩまたはサブフレームにま
たがるＴＢのための割当て）を含み得る。いくつかの例では、ＵＥが、割り当てられたま
たは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを求めて正常に競合
すると仮定すると、アップリンクリソースの１つまたは複数の割当ては、方法２３００を
実行するＵＥが使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔に基づくアップ
リンクリソースの単一の割当てを含み得る。他の例では、アップリンクリソースの１つま
たは複数の割当ては、ＵＥがアップリンク送信のために使用し得る異なる可能な間隔（た
とえば、仮説）に対応し得る。いくつかの例では、異なる可能な間隔は、アップリンク送
信のための異なる可能な継続時間を含み得る。たとえば、所与のフレームについて、アッ
プリンク送信のための２つの可能な継続時間（たとえば、１サブフレーム継続時間または
２サブフレーム継続時間）があり得る。基地局は、したがって、アップリンク送信のため
の可能な間隔または継続時間ごとにアップリンクリソースの明示的割当て（たとえば、１
サブフレーム継続時間を有する第１の間隔の場合アップリンクリソースの第１の割当てお
よび２サブフレーム継続時間を有する第２の間隔の場合アップリンクリソースの第２の割
当て）を与え得る。いくつかの例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば
、アップリンク送信のための可能な継続時間）は、個別のアップリンク許可として与えら
れ得る。他の例では、アップリンクリソースの複数の割当て（たとえば、アップリンク送
信のための可能な継続時間）は、ジョイントアップリンク許可中に与えられ得る。ジョイ
ントアップリンク許可の場合、アップリンクリソースの割当ての２つ以上の間でいくつか
の情報フィールドが共有され得、アップリンクリソースの割当ての各々に対して、いくつ
かの情報フィールドが個別に定義され得る。代替的に、情報フィールドのすべてがジョイ
ントアップリンク許可において個別に定義され得る。
【０２３２】
　[0256]ブロック２４０５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、あるいは図１５を参照しながら説明したアップリンクリソース割当て受信モ
ジュール１５３５を使用して実行され得る。
【０２３３】
　[0257]ブロック２４１０において、方法２４００は、アップリンク送信ための第１の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第１の間隔は、ブロック２４０５にお
いて受信された１つまたは複数の割当てから識別され得る。いくつかの例では、ＵＥが、
割り当てられたまたは意図された時間まで共有無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを
求めて正常に競合すると仮定すると、第１の間隔は、方法２４００を実行するＵＥが使用
するように基地局が割り当てるかまたは意図する間隔であり得る。代替的に、第１の間隔
は、アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソース（たとえば、少なくとも１つの
サブフレームまたは周波数サブキャリア）の割当てを基地局が与えた別の間隔であり得る
。ブロック２４１０における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しな
がら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７
６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した第１の間隔識別モジュール１
３３５または１５４０を使用して実行され得る。
【０２３４】
　[0258]ブロック２４１５において、方法２４００は、アップリンク送信ための第２の間
隔を識別することを含み得る。いくつかの例では、第２の間隔は、方法２４００を実行す
るＵＥが実際に使用することになる間隔であり得、間隔は、ＵＥが共有無線周波数スペク
トル帯域へのアクセスを求めて正常にいつ競合するか（たとえば、ＣＣＡプロシージャま
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たは拡張ＣＣＡプロシージャを正常にいつ実行するか）に依存する。ブロック２４１５に
おける動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参照しながら説明したワイヤレ
ス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、または１７６０、あるいは図１３
または図１５を参照しながら説明した第２の間隔識別モジュール１３４０または１５４５
を使用して実行され得る。
【０２３５】
　[0259]ブロック２４２０において、方法２４００は、第１の間隔を第２の間隔と比較す
ることを含み得る。ブロック２４２０における動作は、図１３、図１４、図１５、または
図１７を参照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５
２０、または１７６０、あるいは図１３または図１５を参照しながら説明した間隔比較モ
ジュール１３４５または１５５０を使用して実行され得る。
【０２３６】
　[0260]方法２４００のいくつかの例では、第１の間隔は、アップリンク送信のための第
１の継続時間を含み得、第２の間隔は、アップリンク送信のための第２の継続時間を含み
得る。第２の継続時間は、第１の継続時間とは異なり得る。これらの例では、第１の間隔
を第２の間隔と比較することは、アップリンク送信のための第１の継続時間をアップリン
ク送信のための第２の継続時間と比較することを含み得る。
【０２３７】
　[0261]ブロック２４２５において、方法２４００は、第１の間隔と第２の間隔との比較
に少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決
定することを含み得る。アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定する
ことは、第１の間隔に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基づいて
アップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを選択することを含み得る。たとえば、
ＵＥが、第１の間隔に対応するアップリンクリソースのマルチＴＴＩ割当てを受信し、ア
ップリンクリソースのマルチＴＴＩ割当てが、アップリンク送信の割り当てられたまたは
意図された継続時間（たとえば、ＵＥが行うように基地局が割り当てるかまたは意図する
アップリンク送信の継続時間）に基づくが、ＵＥが、割り当てられたまたは意図された継
続時間よりも短い実際の継続時間を有するアップリンク送信を行うことになる（実際の継
続時間は第２の間隔に対応する）とき、ＵＥは、第１の間隔に関連するサブフレームイン
デックスに少なくとも部分的に基づいてアップリンクリソースの少なくとも１つの割当て
を選択し得る。たとえば、アップリンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間
が４つのサブフレームであり、アップリンク送信の実際の継続時間が２つのサブフレーム
であると考える。同じく、アップリンク送信の割り当てられたまたは意図された継続時間
中の４つのサブフレームが、それぞれ、サブフレームインデックスＳＦ＿５、ＳＦ＿６、
ＳＦ＿７、およびＳＦ＿８に関連付けられ、ＵＥによって送信されるべきアップリンク送
信が、サブフレームインデックスＳＦ＿７を有するサブフレームで始まることになると考
える。そのような例では、ＵＥは、第１の間隔のサブフレームインデックスＳＦ＿７およ
びＳＦ＿８に対応するアップリンクリソースの割当てを選択し得る。
【０２３８】
　[0262]第１の間隔に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基づいて
アップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを選択することは、（たとえば、ＤＭ－
ＲＳによって使用される開始ＰＲＢおよびサイクリックシフトに基づいて（たとえば、ア
ップリンク同期ＨＡＲＱのための）ＰＨＩＣＨリソース管理に関して、または（たとえば
、サブフレームインデックスに結びつけられる場合）ＰＵＳＣＨホッピングに関して）ア
ップリンク送信を基地局の元の意図により良く整合させ得る。そのような選択は、ＵＥの
ためのマルチＴＴＩスケジューリングが、第１の間隔のすべてのアップリンクサブフレー
ム中で送信するようにＵＥがスケジュールされるようなものであるときに有利であり得る
。すべてのアップリンクサブフレーム中で送信するようにＵＥがスケジュールされないと
き、第１の間隔中に後のサブフレームに対応するアップリンクリソースの１つまたは複数
の割当ての選択によって、ＵＥがデータを送信することができないことになり得る。
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【０２３９】
　[0263]ブロック２４２５における動作は、図１３、図１４、図１５、または図１７を参
照しながら説明したワイヤレス通信管理モジュール１３２０、１４２０、１５２０、また
は１７６０、図１３または図１５を参照しながら説明したアップリンクリソース決定モジ
ュール１３５０または１５５５、あるいは図１５を参照しながら説明したマルチサブフレ
ーム割当て配分モジュール１５７０を使用して実行され得る。
【０２４０】
　[0264]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの２つ以上の割当てが受信
される方法２４００の例では、ブロック２４２５における動作はまた、アップリンク送信
に使用すべきアップリンクリソースの割当てを選択することを含み得る。
【０２４１】
　[0265]アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定した後に、方法２４
００は、決定されたアップリンクリソースを使用してアップリンク送信を送信することを
続け得る。
【０２４２】
　[0266]したがって、方法２４００はワイヤレス通信を提供し得る。方法２４００は一実
装形態にすぎず、方法２４００の動作は、他の実装形態が可能であるように再構成される
か、または場合によっては修正され得ることに留意されたい。
【０２４３】
　[0267]いくつかの例では、図１９、図２０、図２１、図２２、図２３、または図２４を
参照しながら説明した方法１９００、２０００、２１００、２２００、２３００、または
２４００のうちの１つまたは複数の態様は組み合わせられ得る。たとえば、図２３を参照
しながら説明した方法２３００と図２４を参照しながら説明した方法２４００とは、アッ
プリンクリソースの少なくとも１つの割当ての選択が、ブロック２３２５を参照しながら
説明した動作またはブロック２４２５を参照しながら説明した動作に従って行われ得るよ
うに組み合わされ得る。アップリンクリソースの少なくとも１つの割当ての選択は、第１
の間隔のすべてのサブフレーム中で（たとえば、割り当てられたまたは意図された間隔の
すべてのサブフレーム中で）送信するようにＵＥがスケジュールされているかどうかに少
なくとも部分的に基づき得る。第１の間隔のすべてのサブフレーム中で送信するようにＵ
Ｅがスケジュールされているとき、アップリンクリソースの少なくとも１つの割当ての選
択は、ブロック２４２５を参照しながら説明した動作に従って行われ得る。第１の間隔の
すべてのサブフレーム中で送信するようにＵＥがスケジュールされていないとき、アップ
リンクリソースの少なくとも１つの割当ての選択は、ブロック２３２５を参照しながら説
明した動作に従って行われ得る。代替的に、基地局は、ブロック２３２５を参照しながら
説明した動作またはブロック２４２５を参照しながら説明した動作に従ってＵＥがアップ
リンクリソースの少なくとも１つの割当ての選択を行うべきであるかどうかをＵＥに示し
得る。
【０２４４】
　[0268]図１９、図２０、図２１、図２２、図２３、または図２４を参照しながら説明し
た方法１９００、２０００、２１００、２２００、２３００、または２４００のいずれに
おいても、アップリンク送信の異なるサブフレームにわたってアップリンク送信電力を同
じに維持することが望ましいことがある。いくつかの例では、ＵＥは、ＵＥによるアップ
リンク送信の実際の継続時間がアップリンク送信の割り当てられたまたは意図された継続
時間よりも短いときでも、ＵＥが使用するように基地局が割り当てるかまたは意図する間
隔に対応するアップリンクリソースの割当て中のアップリンク電力制御コマンドが有効で
あり、それらを相応に適用すると仮定するように構成され得る。いくつかの例では、アッ
プリンク送信のアップリンク電力制御調整は、アップリンク送信の最初に、１回だけ行わ
れ得る。したがって、これらの例では、アップリンク送信の継続時間の間に電力制御コマ
ンドが１つあり、電力制御コマンドは、アップリンク送信の実際の継続時間にかかわらず
アップリンク送信に適用され得ることが予想され得る。
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【０２４５】
　[0269]図１９、図２０、図２１、図２２、図２３、または図２４を参照しながら説明し
た方法１９００、２０００、２１００、２２００、２３００、または２４００のいずれに
おいても、割り当てられたまたは意図された継続時間よりも短い実際の継続時間を有する
アップリンク送信へのアップリンクリソースの１つまたは複数の割当ての適用によって、
アップリンク送信が行われないことになり得る。これらの例では、アップリンク送信が測
定ギャップに該当するとき、現在の送信番号（ＣＵＲＲＥＮＴ＿ＴＸ＿ＮＢ）パラメータ
が増分され、ＵＥのために構成されたＴＢのためのアップリンク再送信の最大数に対して
カウントし得る。他の例では、アップリンク送信が行われないとき、ＣＵＲＲＥＮＴ＿Ｔ
Ｘ＿ＮＢパラメータは増分されないことがある。
【０２４６】
　[0270]図１９、図２０、図２１、図２２、図２３、または図２４を参照しながら説明し
た方法１９００、２０００、２１００、２２００、２３００、または２４００のいずれに
おいても、非適応アップリンク再送信（たとえば、同期アップリンクＨＡＲＱ）のために
ＰＨＩＣＨが使用され得る。アップリンク送信の実際の継続時間が、アップリンク送信の
割り当てられたまたは意図された継続時間よりも短く、したがって、アップリンクＴＢの
数が少なくなるとき、ＵＥは、消失したアップリンク送信のＴＢのためのＡＣＫが受信さ
れたかのように消失したアップリンク送信のＴＢを扱い得る。ＡＣＫ／ＮＡＫバンドリン
グの可能性があるとき、ＵＥは、消失したアップリンク送信のＴＢがＡＣＫ／ＮＡＫバン
ドリングに関与しないと仮定し得る（すなわち、ＡＣＫ／ＮＡＫバンドリングは、消失し
たアップリンク送信のＴＢがＡＣＫされると仮定し得る）。
【０２４７】
　[0271]添付の図面に関して上に記載された詳細な説明は、例を説明しており、実装され
得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。「例」および「例示的」
という語は、この説明で使用されるとき、「一例、実例、または例示としての役割を果た
す」ことを意味し、「好ましい」または「他の例より有利である」ことを意味しない。詳
細な説明は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの
技法は、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明された例
の概念を不明瞭にすることを避けるために、よく知られている構造および装置がブロック
図の形態で示されている。
【０２４８】
　[0272]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得
る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、
信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子
、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０２４９】
　[0273]本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュール
は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡまたは他
のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウ
ェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの
任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサで
あり得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイ
クロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバ
イスの組合せ、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他の
そのような構成としても実装され得る。
【０２５０】
　[0274]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
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として非一時的コンピュータ可読媒体上に記憶され、または非一時的コンピュータ可読媒
体を介して送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲
および趣旨内に入る。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、またはこれらのうちの
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」で終わる項目の列挙中で使
用される「または」は、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙
は、ＡまたはＢまたはＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、Ａお
よびＢおよびＣ）を意味するような選言的列挙を示す。
【０２５１】
　[0275]コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、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円滑にする任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。記
憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の入手可能な媒体
であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ（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
のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、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、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる
。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デ
ジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス
技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、
およびマイクロ波などのワイヤレス技術は媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するデ
ィスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レー
ザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（di
sc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録
商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に
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。
【０２５２】
　[0276]本開示の前の説明は、当業者が本開示を作成または使用することが可能になるよ
うに提供される。本開示への様々な修正が当業者には容易に明らかであり、本明細書にお
いて定義された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく、他の変形形
態に適用され得る。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、一例
または一事例を示すものであり、言及し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
、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきで
ある。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別する
ことと、
　前記アップリンク送信のための第２の間隔を識別することと、
　前記第１の間隔を前記第２の間隔と比較することと、
　前記第１の間隔と前記第２の間隔との前記比較に少なくとも部分的に基づいて前記アッ
プリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定することと
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　を備える、方法。
　　［Ｃ２］
　前記共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無線周波数スペクトル帯域を備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記共有無線周波数スペクトル帯域は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線
周波数スペクトル帯域を備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを
受信すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記第２の間隔を識別するためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行するこ
とと、
　前記決定されたアップリンクリソースを使用して前記アップリンク送信を送信すること
と
　をさらに備える、Ｃ４に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記ＣＣＡは、拡張ＣＣＡを備える、
　Ｃ５に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの複数の割当てを受信するこ
と、
　をさらに備え、アップリンクリソースを前記決定することは、前記アップリンク送信に
使用すべきアップリンクリソースの前記複数の割当てから割当てを選択することを備える
、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　アップリンクリソースを前記決定することは、
　前記アップリンク送信に、前記アップリンク送信の継続時間に関連するアップリンクリ
ソースの割当てのサブセットを適用すること
　を備える、Ｃ４に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　アップリンクリソースを前記決定することは、
　前記第１の間隔と前記第２の間隔との前記比較に少なくとも部分的に基づいて前記アッ
プリンク送信に使用すべき前記アップリンクリソースの１つまたは複数のパラメータを調
整すること
　を備える、Ｃ４に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　基地局に、前記アップリンクリソースの前記調整された１つまたは複数のパラメータの
うちの少なくとも１つの値を示すインジケータをシグナリングすること
　をさらに備える、Ｃ９に記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　アップリンクリソースを前記決定することは、
　前記第１の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを
適用すること
　を備える、Ｃ４に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　アップリンクリソースを前記決定することは、
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　前記第１の間隔に関連するサブフレームインデックスに少なくとも部分的に基づいてア
ップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを適用すること
　を備える、Ｃ４に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記第１の間隔は、前記アップリンク送信のための第１の継続時間を備え、前記第２の
間隔は、前記アップリンク送信のための第２の継続時間を備え、前記第２の継続時間は、
前記第１の継続時間とは異なる、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記第１の間隔は、複数のサブフレームを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令は、前記プロセッサによって、
　共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信のための第１の間隔を識別する
ことと、
　前記アップリンク送信のための第２の間隔を識別することと、
　前記第１の間隔を前記第２の間隔と比較することと、
　前記第１の間隔と前記第２の間隔との前記比較に少なくとも部分的に基づいて前記アッ
プリンク送信に使用すべきアップリンクリソースを決定することと
　を行うように実行可能である、装置。
　　［Ｃ１６］
　前記共有無線周波数スペクトル帯域は、無認可無線周波数スペクトル帯域を備える、
　Ｃ１５に記載の装置。
　　［Ｃ１７］
　前記共有無線周波数スペクトル帯域は、２つ以上の事業者によって共有される認可無線
周波数スペクトル帯域を備える、
　Ｃ１５に記載の装置。
　　［Ｃ１８］
　前記命令は、前記プロセッサによって、
　前記アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを
受信すること
　を行うように実行可能である、Ｃ１５に記載の装置。
　　［Ｃ１９］
　前記命令は、前記プロセッサによって、
　前記アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソースの複数の割当てを受信するこ
と、
　を行うように実行可能であり、アップリンクリソースを決定するように前記プロセッサ
によって実行可能な前記命令は、前記アップリンク送信に使用すべきアップリンクリソー
スの前記複数の割当てから割当てを選択することを行うように前記プロセッサによって実
行可能な命令を備える、
　Ｃ１５に記載の装置。
　　［Ｃ２０］
　アップリンクリソースを決定するように前記プロセッサによって実行可能な前記命令は
、前記プロセッサによって、
　前記アップリンク送信に、前記アップリンク送信の継続時間に関連するアップリンクリ
ソースの割当てのサブセットを適用すること
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　を行うように実行可能な命令を備える、Ｃ１８に記載の装置。
　　［Ｃ２１］
　アップリンクリソースを決定するように前記プロセッサによって実行可能な前記命令は
、前記プロセッサによって、
　前記第１の間隔と前記第２の間隔との前記比較に少なくとも部分的に基づいて前記アッ
プリンク送信に使用すべき前記アップリンクリソースの１つまたは複数のパラメータを調
整すること
　を行うように実行可能な命令を備える、Ｃ１８に記載の装置。
　　［Ｃ２２］
　アップリンクリソースを決定するように前記プロセッサによって実行可能な前記命令は
、前記プロセッサによって、
　前記第１の間隔の一部分に対応するアップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを
適用すること
　を行うように実行可能な命令を備える、Ｃ１８に記載の装置。
　　［Ｃ２３］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソ
ースの少なくとも１つの割当てを送信することと、
　前記アップリンク送信の継続時間を検出することと、
　前記検出することに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンク送信のために使用さ
れるアップリンクリソースを識別することと
　を備える、方法。
　　［Ｃ２４］
　アップリンクリソースを前記識別することは、
　前記アップリンク送信のために使用される前記アップリンクリソースを識別するために
ブラインド検出を実行すること
　を備える、Ｃ２３に記載の方法。
　　［Ｃ２５］
　アップリンクリソースを前記識別することは、
　前記アップリンク送信のために使用される前記アップリンクリソースを示す信号を受信
すること
　を備える、Ｃ２３に記載の方法。
　　［Ｃ２６］
　アップリンクリソースを前記識別することは、
　前記アップリンク送信のために使用される前記アップリンクリソースに前記アップリン
ク送信の前記検出された継続時間をマッピングすること
　を備える、Ｃ２３に記載の方法。
　　［Ｃ２７］
　アップリンクリソースの少なくとも１つの割当てを前記送信することは、
　第１の継続時間を備える第１の間隔に関連するアップリンクリソースの第１の割当てを
送信することと、
　第２の継続時間を備える第２の間隔に関連するアップリンクリソースの第２の割当てを
送信すること、前記第２の継続時間は、前記第１の継続時間とは異なる、と
　を備える、Ｃ２３に記載の方法。
　　［Ｃ２８］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令は、前記プロセッサによって、
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　共有無線周波数スペクトル帯域中でのアップリンク送信に使用すべきアップリンクリソ
ースの少なくとも１つの割当てを送信することと、
　前記アップリンク送信の継続時間を検出することと、
　前記検出することに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンク送信のために使用さ
れるアップリンクリソースを識別することと
　を行うように実行可能である、装置。
　　［Ｃ２９］
　アップリンクリソースを識別するように前記プロセッサによって実行可能な前記命令は
、前記プロセッサによって、
　前記アップリンク送信のために使用される前記アップリンクリソースを識別するために
ブラインド検出を実行すること
　を行うように実行可能な命令を備える、Ｃ２８に記載の装置。
　　［Ｃ３０］
　アップリンクリソースを識別するように前記プロセッサによって実行可能な前記命令は
、前記プロセッサによって、
　前記アップリンク送信のために使用される前記アップリンクリソースに前記アップリン
ク送信の前記検出された継続時間をマッピングすること
　を行うように実行可能な命令を備える、Ｃ２８に記載の装置。
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