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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信する複数のブロー
ドキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第１のサブセットは、第１の時間
期間中に免許不要帯域において、補助的ダウンリンクキャリアとして前記複数のブロード
キャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記複数
のブロードキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第２のサブセットは、第
２の時間期間中に前記免許不要帯域において、前記補助的ダウンリンクキャリアとして前
記複数のブロードキャスト信号を送信し、ここにおいて、ノードの前記第１のサブセット
がノードの前記第２のサブセットとは異なる、と、
　免許帯域上でサービングノードから、前記複数のブロードキャスト信号のための制御チ
ャネルのロケーションを示すシステム情報を受信することと、
　前記免許帯域上で、前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、前記制御
チャネルを受信すること、ここにおいて、前記第１および第２の時間期間が、前記複数の
ノードに関して協調され、前記協調されることは、前記複数のノードの各ノードのための
リスニング間隔の間で前記第１および第２の時間期間を同期することを備える、と、
　を備える、方法。
【請求項２】
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　前記複数のノードが、前記第１および第２の時間期間中に部分的単一周波数ネットワー
ク（ＳＦＮ）動作を実行するＳＦＮを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記システム情報を受信することが、前記免許帯域上で前記サービングノードから送信
された前記システム情報を備えるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信することを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記システム情報が、時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
ス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記ＭＣＣＨが、前記免許帯域を使用して物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）上
で送信される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＭＣＣＨが、前記免許不要帯域を使用して前記ＰＭＣＨ上で送信される、請求項４
に記載の方法。
【請求項７】
　前記システム情報を受信することが、前記免許帯域上で送信されるべき前記ＭＣＣＨの
一部分を示すシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信することを備える、請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記制御チャネルを受信したことに応答して、前記複数のブロードキャスト信号を受信
することを求める要求を送信すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記免許不要帯域を使用し、前記システム情報を受信したことに応答して、前記サービ
ングノードに前記複数のブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信するこ
と、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリとを備え、ここにおいて、前記プロセッサが、
　　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信する複数のブロ
ードキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第１のサブセットが、第１の時
間期間中に免許不要帯域において、補助的ダウンリンクキャリアとして前記複数のブロー
ドキャスト信号を送信する、と、
　　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記複
数のブロードキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第２のサブセットが、
第２の時間期間中に前記免許不要帯域において、補助的ダウンリンクキャリアとして前記
複数のブロードキャスト信号を送信する、ここにおいて、ノードの前記第１のサブセット
がノードの前記第２のサブセットとは異なる、と、
　　免許帯域上でサービングノードから、前記複数のブロードキャスト信号のための制御
チャネルのロケーションを示すシステム情報を受信することと、
　　前記免許帯域上で、前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、前記制
御チャネルを受信すること、ここにおいて、前記第１および第２の時間期間が、前記複数
のノードに関して協調され、前記協調されることは、前記複数のノードの各ノードのため
のリスニング間隔の間で前記第１および第２の時間期間を同期することを備える、と、
　を行うように構成された、装置。
【請求項１１】
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　前記システム情報が、前記免許帯域上で前記サービングノードから送信された前記シス
テム情報を備えるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記システム情報が、時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
ス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を備える、請求項１０に記
載の装置。
【請求項１３】
　前記プロセッサが、前記制御チャネルを受信したことに応答して、前記複数のブロード
キャスト信号を受信することを求める要求を送信することを行うようにさらに構成された
、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサが、前記免許不要帯域を使用し、前記システム情報を受信したことに応
答して、前記サービングノードに前記複数のブロードキャスト信号を受信することを求め
る要求を送信することを行うようにさらに構成された、請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信する複数のブロー
ドキャスト信号を受信するための手段、ここで、ノードの前記第１のサブセットが、第１
の時間期間中に免許不要帯域において、補助的ダウンリンクキャリアとして前記複数のブ
ロードキャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記複数
のブロードキャスト信号を受信するための手段、ここで、ノードの前記第２のサブセット
が、第２の時間期間中に前記免許不要帯域において、補助的ダウンリンクキャリアとして
前記複数のブロードキャスト信号を送信し、ここにおいて、ノードの前記第１のサブセッ
トがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と、
　免許帯域上でサービングノードから、前記複数のブロードキャスト信号のための制御チ
ャネルのロケーションを示すシステム情報を受信するための手段と、
　前記免許帯域上で、前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、前記制御
チャネルを受信するための手段、ここにおいて、前記第１および第２の時間期間が、前記
複数のノードに関して協調され、前記協調されることは、前記複数のノードの各ノードの
ためのリスニング間隔の間で前記第１および第２の時間期間を同期することを備える、と
、
　を備える、装置。
【請求項１６】
　前記システム情報が、前記免許帯域上で前記サービングノードから送信された前記シス
テム情報を備えるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記システム情報が、時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
ス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を備える、請求項１５に記
載の装置。
【請求項１８】
　前記制御チャネルを受信したことに応答して、前記複数のブロードキャスト信号を受信
することを求める要求を送信するための手段をさらに備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するための非一時的コンピュータ可読な媒体
であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信する複数のブロー
ドキャスト信号を受信するための命令、ここで、ノードの前記第１のサブセットが、第１
の時間期間中に免許不要帯域において、補助的ダウンリンクキャリアとして前記複数のブ
ロードキャスト信号を送信する、と、
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　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記複数
のブロードキャスト信号を受信するための命令、ここで、ノードの前記第２のサブセット
が、第２の時間期間中に前記免許不要帯域において、補助的ダウンリンクキャリアとして
前記複数のブロードキャスト信号を送信し、ここにおいて、ノードの前記第１のサブセッ
トがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と、
　免許帯域上でサービングノードから、前記複数のブロードキャスト信号のための制御チ
ャネルのロケーションを示すシステム情報を受信するための命令と、
　前記免許帯域上で、前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、前記制御
チャネルを受信するための命令、ここにおいて、前記第１および第２の時間期間が、前記
複数のノードに関して協調され、前記協調されることは、前記複数のノードの各ノードの
ためのリスニング間隔の間で前記第１および第２の時間期間を同期することを備える、と
、
　を備える、非一時的コンピュータ可読な媒体。
【請求項２０】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信する複数のブロー
ドキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第１のサブセットは、第１の時間
期間中に免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記複数
のブロードキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第２のサブセットは、第
２の時間期間中に前記免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信し、ここに
おいて、ノードの前記第１のサブセットがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と
、
　前記複数のブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム
情報を備えるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信すること、ここで、前記ＳＩＢは、
免許帯域上でサービングノードから送信され、ここにおいて、前記第１および第２の時間
期間が、前記複数のノードに関して協調され、前記協調されることは、前記複数のノード
の各ノードのためのリスニング間隔の間で前記第１および第２の時間期間を同期すること
を備える、と、
　を備える、方法。
【請求項２１】
　前記複数のノードが、前記第１および第２の時間期間中に部分的単一周波数ネットワー
ク（ＳＦＮ）動作を実行するＳＦＮを備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数のブロードキャスト信号は、ノードの前記第１のサブセットとノードの前記第
２のサブセットとから、補助的ダウンリンクキャリアとして送信され、前記方法は、
　前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、前記制御チャネルを受信する
こと、
　をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記制御チャネルは、前記免許帯域上で受信される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記制御チャネルは、前記免許不要帯域上で受信される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記複数のブロードキャスト信号が、前記免許帯域および前記免許不要帯域を使用して
キャリアアグリゲーションモードにおいてノードの前記第１のサブセットとノードの前記
第２のサブセットとから送信される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ブロードキャスト信号が、前記免許不要帯域を使用してスタンドアロン（ＳＡ）モ
ードにおいてノードの前記第１のサブセットとノードの前記第２のサブセットとから送信
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され、前記方法は、
　前記免許不要帯域上で前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから前記制御
チャネルを受信すること、
　をさらに備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信する複数のブロー
ドキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第１のサブセットは、第１の時間
期間中に免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記複数
のブロードキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第２のサブセットは、第
２の時間期間中に前記免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信し、ここに
おいて、ノードの前記第１のサブセットがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と
、
　時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）制御チ
ャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を備えるシステム情報を受信すること、ここで、
前記ＭＣＣＨは、（ｉ）免許帯域または（ｉｉ）前記免許不要帯域のうちの１つを使用し
て物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）上で送信され、ここにおいて、前記システム
情報を受信することは、前記免許帯域上で送信されるべき前記ＭＣＣＨに関連する前記情
報の一部分を示すシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信することを備え、ここにおいて
、前記第１および第２の時間期間が、前記複数のノードに関して協調され、前記協調され
ることは、前記複数のノードの各ノードのためのリスニング間隔の間で前記第１および第
２の時間期間を同期することを備える、と、
　を備える、方法。
【請求項２８】
　前記複数のノードが、前記第１および第２の時間期間中に部分的単一周波数ネットワー
ク（ＳＦＮ）動作を実行するＳＦＮを備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記複数のブロードキャスト信号は、ノードの前記第１のサブセットとノードの前記第
２のサブセットとから、補助的ダウンリンクキャリアとして送信され、前記方法は、
　前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、前記制御チャネルを受信する
こと、
　をさらに備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記制御チャネルは、前記免許帯域上で受信される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記制御チャネルは、前記免許不要帯域上で受信される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記複数のブロードキャスト信号が、前記免許帯域および前記免許不要帯域を使用して
キャリアアグリゲーションモードにおいてノードの前記第１のサブセットとノードの前記
第２のサブセットとから送信される、請求項２７に記載の方法。
【請求項３３】
　前記複数のブロードキャスト信号が、前記免許不要帯域を使用してスタンドアロン（Ｓ
Ａ）モードにおいてノードの前記第１のサブセットとノードの前記第２のサブセットとか
ら送信され、前記方法は、
　前記免許不要帯域上で前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから前記制御
チャネルを受信すること、
　をさらに備える、請求項２７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１４年８月７日に出願
された、「ＬＴＥ　Ｂａｓｅｄ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｉｎ　Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｓ
ｐｅｃｔｒｕｍ」と題される、Ｚｈａｎｇらによる米国特許出願第１４／４５４，５３０
号、２０１３年１０月４日に出願された、「ＬＴＥ　ｅＭＢＭＳ　Ｉｎ　Ｕｎｌｉｃｅｎ
ｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」と題される、Ｚｈａｎｇらによる米国仮特許出願第６１／８
８７，３１２号、および２０１３年８月２３日に出願された、「ＬＴＥ　Ｂａｓｅｄ　Ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　ｉｎ　Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ」と題される、Ｍａ
ｌｌａｄｉらによる米国仮特許出願第６１／８６９，２９８号の優先権を主張する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、いくつかのアクセスポイントを含み得る。セル
ラーネットワークのアクセスポイントは、ノードＢ（ＮＢ）または進化型ノードＢ（ｅＮ
Ｂ）のようないくつかの基地局を含み得る。ワイヤレスローカルエリアネットワーク（Ｗ
ＬＡＮ）のアクセスポイントは、ＷｉＦｉ（登録商標）ノードのようないくつかのＷＬＡ
Ｎアクセスポイントを含み得る。各アクセスポイントは、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）
のための通信をサポートし得、しばしば、同時に複数のＵＥと通信し得る。同様に、各Ｕ
Ｅは、いくつかのアクセスポイントと通信し得、時々、複数のアクセスポイントおよび／
または異なるアクセス技術を採用するアクセスポイントと通信し得る。アクセスポイント
は、ダウンリンクおよびアップリンクを介してＵＥと通信し得る。ダウンリンク（または
順方向リンク）はアクセスポイントからＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（また
は逆方向リンク）はＵＥからアクセスポイントへの通信リンクを指す。
【０００４】
　[0004]セルラーネットワークがより混雑するようになっているので、通信事業者は容量
を増やすための方法に注目し始めている。１つの手法は、セルラーネットワークのトラフ
ィックおよび／またはシグナリングの一部をオフロードするためのＷＬＡＮの使用を含み
得る。免許帯域において動作するセルラーネットワークとは異なり、ＷｉＦｉネットワー
クは、一般に、免許不要帯域において動作するので、ＷＬＡＮ（またはＷｉＦｉネットワ
ーク）は、魅力的である。しかしながら、免許不要帯域へのアクセスは、免許不要帯域に
アクセスするために同じまたは異なる技法を使用する、同じまたは異なる通信事業者展開
のアクセスポイントが、共存し、免許不要帯域を効果的に使用することができることを保
証するような協調を必要とし得る。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]説明する特徴は、概して、ワイヤレス通信のための１つまたは複数の改善された
システム、方法、および／またはデバイスに関し、より詳細には、免許不要帯域において
いくつかのノードを使用したブロードキャスト信号送信に関する。ブロードキャスト信号
の送信において使用するためのノードのセットが識別され得、ノードの第１のサブセット
は、第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信するためにブロードキャスト信号を送信
し、ノードの第２のサブセットは、第２の時間期間中に第２のコンテンツを配信するため
にブロードキャスト信号を送信する。ノードの第１のサブセットがノードの第２のサブセ
ットとは異なる。ノードのセットは、したがって、第１および第２の時間期間中に部分的
単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ：single frequency network）動作を実行するＳＦＮを
形成し得る。
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【０００６】
　[0006]ノードのうちの１つまたは複数と通信するＵＥは、ノードのセットのうちの各ノ
ードの間でリスニング間隔と送信期間とを同期させるための情報を受信し、異なる時間期
間中にノードの異なるサブセットからブロードキャスト信号を受信し得る。いくつかの実
施形態では、ブロードキャスト信号送信の同期およびタイミングに関係する制御情報は、
免許帯域において送信され、ブロードキャスト信号は、免許不要帯域において送信され得
る。追加または代替の実施形態では、ＵＥは、制御情報の少なくとも一部分を受信したこ
とに応答して、ブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信し得る。そのよ
うな要求の送信は、免許帯域または免許不要帯域を使用して送信され得る。免許不要帯域
における送信は、２次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
タンドアロンモードに従って動作し得る。
【０００７】
　[0007]いくつかの態様では、ワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概し
て、いくつかのノードの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信するブロードキャ
スト信号を受信すること、ノードの第１のサブセットが、第１の時間期間中に免許不要帯
域においてブロードキャスト信号を送信する、と、いくつかのノードの第２のサブセット
から第２のコンテンツを配信するブロードキャスト信号を受信すること、ノードの第２の
サブセットが、第２の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信し
、ノードの第１のサブセットはノードの第２のサブセットとは異なる、を含む。いくつか
の例では、ノードは、第１および第２の時間期間中に部分的な単一周波数ネットワーク（
ＳＦＮ）動作を実行するＳＦＮを構成し得る。第１および第２の時間期間は、たとえば、
各ノードのためのリスニング間隔の間で同期された送信期間を含み得る。
【０００８】
　[0008]いくつかの例では、本方法は、ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロ
ケーションを示すシステム情報を受信することを含み得る。システム情報は、たとえば、
免許帯域上でサービングノードから送信されたシステム情報を含むシステム情報ブロック
（ＳＩＢ：system information block）を含み得る。システム情報は、たとえば、時間的
なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ：Multimedia Bro
adcast Multicast Service）制御チャネル（ＭＣＣＨ：MBMS control channel）ロケーシ
ョンの指示を含み得る。いくつかの例では、ＭＣＣＨは、免許帯域を使用して物理マルチ
キャストチャネル（ＰＭＣＨ：physical multicast channel）上で送信され得、ＭＣＣＨ
は、免許不要帯域を使用してＰＭＣＨ上で送信され得る。システム情報を受信することは
、たとえば、免許帯域上で送信されるべきＭＣＣＨの一部分を示すシステム情報ブロック
（ＳＩＢ）を受信することを含み得る。追加または代替として、本方法は、制御チャネル
を受信したことに応答して、ブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信す
ることを含み得る。いくつかの例では、ブロードキャスト信号は、補助的ダウンリンク（
ＳＤＬ：supplemental downlink）キャリアとしてノードの第１のサブセットとノードの
第２のサブセットとから送信され得る。
【０００９】
　[0009]追加または代替として、本方法は、免許帯域上でサービングノードから、ブロー
ドキャスト信号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム情報を受信すること
と、複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、制御チャネルを受信することと
を含み得る。制御チャネルは、たとえば、免許帯域上でまたは免許不要帯域上で受信され
得る。いくつかの例では、ブロードキャスト信号は、免許不要帯域を使用してキャリアア
グリゲーションモードでノードの第１のサブセットとノードの第２のサブセットとから送
信され得る。本方法は、いくつかの例では、免許帯域上でサービングノードから、ブロー
ドキャスト信号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム情報を受信すること
と、複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、制御チャネルを受信することと
をさらに含み得る。本方法はまた、免許帯域を使用して、システム情報を受信したことに
応答して、サービングノードにブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信
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することを含み得る。ブロードキャスト信号は、いくつかの例では、免許不要帯域を使用
してスタンドアロンモードでノードの第１のサブセットとノードの第２のサブセットとか
ら送信され得る。いくつかの例では、本方法はまた、免許不要帯域上でサービングノード
から、ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム情報を
受信することと、免許不要帯域上で複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、
制御チャネルを受信することとを含み得る。本方法は、またさらなる例では、免許不要帯
域を使用して、システム情報を受信したことに応答して、サービングノードにブロードキ
ャスト信号を受信することを求める要求を送信することを含み得る。
【００１０】
　[0010]いくつかの態様では、ワイヤレス通信のための方法を提供する。本方法は、概し
て、いくつかのノードの間でリスニング間隔と送信期間とを同期させるための情報を受信
することと、第１の時間期間中に免許不要帯域において、ノードの第１のサブセットと同
期したブロードキャスト信号を送信すること、ノードの第１のサブセットが、第１の時間
期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信し、ブロードキャスト信号が
、第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信する、と、第２の時間期間中に免許不要帯
域において、ノードの第２のサブセットと同期したブロードキャスト信号を送信すること
、ノードの第２のサブセットが、第２の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャ
スト信号を送信し、ブロードキャスト信号が、第２の時間期間中に第２のコンテンツを配
信し、ここにおいて、ノードの第１のサブセットがノードの第２のサブセットとは異なる
、と、を含む。いくつかの例では、ノードは、第１および第２の時間期間中に部分的な単
一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）動作を実行するＳＦＮを構成する。本方法はまた、いく
つかの例では、第１および第２の時間期間中にブロードキャスト信号を送信するより前に
免許不要帯域の利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ：clea
r channel assessment）を実行することを含み得る。
【００１１】
　[0011]追加または代替として、本方法は、ブロードキャスト信号のための制御チャネル
のロケーションを示すシステム情報を送信することを含み得る。本方法はまた、たとえば
、制御チャネルを送信したことに応答して、ブロードキャスト信号を受信することを求め
る１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）要求を受信することを含み得、第１および第２の
時間期間中にブロードキャスト信号を送信することは、ブロードキャスト信号を受信する
ことを求める所定の数のＵＥ要求を受信したことに応答する。システム情報は、免許帯域
および／または免許不要帯域を使用して送信され得る。システム情報は、たとえば、物理
マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）上での時間的なマルチメディアブロードキャストマ
ルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）制御チャネルロケーションの指示を含み得る。本方法
はまた、いくつかの例では、制御チャネルを送信したことに応答して、ブロードキャスト
信号を受信することを求める要求を受信することを含み得る。ブロードキャスト信号は、
たとえば、補助的ダウンリンクキャリアとして送信され得る。いくつかの例では、ブロー
ドキャスト信号は、免許不要帯域を使用してキャリアアグリゲーションモードで送信され
得る。さらなる例では、ブロードキャスト信号は、免許不要帯域を使用してスタンドアロ
ンモードで送信され得る。本方法はまた、たとえば、免許帯域上で、ブロードキャスト信
号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム情報を送信することと、制御チャ
ネルを送信することとを含み得る。制御チャネルは、免許帯域および／または免許不要帯
域上で送信され得る。
【００１２】
　[0012]いくつかの態様では、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概し
て、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリとを含む。プロセッサは、いく
つかのノードの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信するブロードキャスト信号
を受信すること、ノードの第１のサブセットが、第１の時間期間中に免許不要帯域におい
てブロードキャスト信号を送信する、と、ノードの第２のサブセットから第２のコンテン
ツを配信するブロードキャスト信号を受信すること、ノードの第２のサブセットが、第２
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の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信し、、ノードの第１の
サブセットはノードの第２のサブセットとは異なる、と、を行うように構成され得る。プ
ロセッサはまた、たとえば、免許帯域上でサービングノードから送信されたシステム情報
を含むシステム情報ブロック（ＳＩＢ）のような、ブロードキャスト信号のための制御チ
ャネルのロケーションを示すシステム情報を受信することを行うように構成され得る。シ
ステム情報は、たとえば、時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を含み得る。
【００１３】
　[0013]他の態様では、ワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は、概して、プ
ロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリとを含む。プロセッサは、いくつかの
ノードの間でリスニング間隔と送信期間とを同期させるための情報を受信することと、第
１の時間期間中に免許不要帯域において、ノードの第１のサブセットと同期したブロード
キャスト信号を送信すること、ノードの第１のサブセットが、第１の時間期間中に免許不
要帯域においてブロードキャスト信号を送信し、ブロードキャスト信号が、第１の時間期
間中に第１のコンテンツを配信する、と、第２の時間期間中に免許不要帯域において、ノ
ードの第２のサブセットと同期したブロードキャスト信号を送信すること、ノードの第２
のサブセットが、第２の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信
し、ブロードキャスト信号が、第２の時間期間中に第２のコンテンツを配信し、ノードの
第１のサブセットはノードの第２のサブセットとは異なる、と、を行うように構成され得
る。プロセッサはまた、第１および第２の時間期間中にブロードキャスト信号を送信する
より前に免許不要帯域の利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣ
Ａ）を実行することを行うように構成され得る。いくつかの例では、プロセッサは、制御
チャネルを送信したことに応答して、ブロードキャスト信号を受信することを求める１つ
または複数のユーザ機器（ＵＥ）要求を受信することを行うように構成され得、第１およ
び第２の時間期間中のブロードキャスト信号の送信は、ブロードキャスト信号を受信する
ことを求める所定の数のＵＥ要求を受信したことに応答し得る。
【００１４】
　[0014]いくつかの態様では、いくつかのノードの第１のサブセットから第１のコンテン
ツを配信するブロードキャスト信号を受信するための手段、ノードの第１のサブセットが
、第１の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信する、と、ノー
ドの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信するブロードキャスト信号を受信する
ための手段、ノードの第２のサブセットが、第２の時間期間中に免許不要帯域においてブ
ロードキャスト信号を送信し、ノードの第１のサブセットはノードの第２のサブセットと
は異なる、と、を含み得るワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置はまた、たと
えば、免許帯域上でサービングノードから送信されたシステム情報を含むシステム情報ブ
ロック（ＳＩＢ）のような、ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケーション
を示すシステム情報を受信するための手段を含み得る。
【００１５】
　[0015]他の態様では、いくつかのノードの間でリスニング間隔と送信期間とを同期させ
るための情報を受信するための手段と、第１の時間期間中に免許不要帯域において、ノー
ドの第１のサブセットと同期したブロードキャスト信号を送信するための手段、ノードの
第１のサブセットが、第１の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を
送信し、ブロードキャスト信号が、第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信する、と
、第２の時間期間中に免許不要帯域において、ノードの第２のサブセットと同期したブロ
ードキャスト信号を送信するための手段、ノードの第２のサブセットが、第２の時間期間
中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信し、ブロードキャスト信号が、第
２の時間期間中に第２のコンテンツを配信し、ノードの第１のサブセットはノードの第２
のサブセットとは異なる、と、を含むワイヤレス通信のための装置を提供する。本装置は
また、たとえば、第１および第２の時間期間中にブロードキャスト信号を送信するより前
に免許不要帯域の利用可能性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を



(10) JP 6411611 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

実行するための手段を含み得る。本装置はまた、いくつかの例では、ブロードキャスト信
号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム情報を受信するための手段を含み
得る。
【００１６】
　[0016]いくつかの態様では、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するための非一
時的コンピュータ可読媒体を提供する。コンピュータ可読媒体は、いくつかのノードの第
１のサブセットから第１のコンテンツを配信するブロードキャスト信号を受信するための
命令、ノードの第１のサブセットが、第１の時間期間中に免許不要帯域においてブロード
キャスト信号を送信する、と、ノードの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信す
るブロードキャスト信号を受信するための命令、ノードの第２のサブセットが、第２の時
間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信し、ここで、ノードの第１
のサブセットがノードの第２のサブセットとは異なる、と、を含み得る。いくつかの例で
は、命令は、免許帯域上でサービングノードから送信されたシステム情報を含むシステム
情報ブロック（ＳＩＢ）のような、ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケー
ションを示すシステム情報を受信することを行うために、プロセッサによって実行可能で
あり得る
　[0017]他の態様では、プロセッサによって実行可能な命令を記憶するためのコンピュー
タ可読媒体は、いくつかのノードの間でリスニング間隔と送信期間とを同期させるための
情報を受信することと、第１の時間期間中に免許不要帯域において、ノードの第１のサブ
セットと同期したブロードキャスト信号を送信すること、ノードの第１のサブセットが、
第１の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信し、ブロードキャ
スト信号が、第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信する、と、第２の時間期間中に
免許不要帯域において、ノードの第２のサブセットと同期したブロードキャスト信号を送
信すること、ノードの第２のサブセットが、第２の時間期間中に免許不要帯域においてブ
ロードキャスト信号を送信し、ブロードキャスト信号が、第２の時間期間中に第２のコン
テンツを配信し、ここにおいて、ノードの第１のサブセットがノードの第２のサブセット
とは異なる、と、を行う命令を含み得る。
【００１７】
　[0018]本開示のいくつかの態様では、ワイヤレス通信のための方法、コンピュータプロ
グラム製品、および装置を提供する。本装置は、基地局がサービスを送信するゲート期間
（gated period）を決定し、決定されたゲート期間に基づいてサービスに関連する少なく
とも１つのパケットに前方誤り訂正（ＦＥＣ）を適用する。
【００１８】
　[0019]別の態様では、本装置は、免許不要帯域において基地局がサービスを送信するゲ
ート期間を決定し、決定されたゲート期間に基づいてサービスに関連する少なくとも１つ
のパケットのための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ：modulation and coding sche
me）を決定する。
【００１９】
　[0020]さらなる態様では、本装置は、サービスが免許不要帯域において送信されると決
定し、免許不要帯域においてサービスを送信するように少なくとも１つの無線フレームを
構成する。
【００２０】
　[0021]また別の態様では、本装置は、トラフィックチャネルのために受信された複数の
パケットを送信するようにスケジュールし、スケジューリングに従って複数のパケットの
うちの少なくとも１つのパケットを送信し、ゲート期間をアクティブ化し、複数のパケッ
トのうちのあるパケットがゲート期間中に送信されるようにスケジュールされたときにそ
のパケットを送信するのを控え、ここにおいて、ゲート期間中に送信されるようにスケジ
ュールされたパケットがドロップされる（dripped）、本装置は、さらに、ゲート期間を
非アクティブ化し、ゲート期間が非アクティブ化されるときにスケジューリングに従って
ドロップされたパケットの後にパケットを送信し続ける。
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【００２１】
　[0022]またさらなる態様では、本装置は、免許不要帯域において信号を送信するための
チャネル可用性を決定するためにクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行し、ＣＣ
Ａに従って信号を送信するための送信電力を設定する。
【００２２】
　[0023]別の態様では、本装置は、免許不要帯域においてサービスを送信し、サービスに
関連して、免許帯域においてマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ：multicast contro
l channel）と、マルチキャストチャネルスケジューリング情報（ＭＳＩ：multicast cha
nnel scheduling information）と、システム情報ブロックタイプ１３（ＳＩＢ１３：sys
tem information block type 13）と、ＭＣＣＨ変更通知とを送信する。
【００２３】
　[0024]さらなる態様では、本装置は、免許不要帯域においてサービスを送信し、サービ
スに関連して繰り返してマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）とマルチキャストチャ
ネルスケジューリング情報（ＭＳＩ）とを周期的に送信する。
【００２４】
　[0025]また別の態様では、本装置は、基地局からシステム情報ブロックタイプ１３（Ｓ
ＩＢ１３）とＭＣＣＨ情報とを受信し、ダウンリンク送信について、ＳＩＢ１３とＭＣＣ
Ｈとによって割り振られたすべてのサブフレームをミュートするか、またはＭＣＣＨサブ
フレームとＭＳＩサブフレームとをミュートする。
【００２５】
　[0026]またさらなる態様では、本装置は、基地局からシステム情報ブロックタイプ１３
（ＳＩＢ１３）とマルチキャストチャネルスケジューリング情報（ＭＳＩ）とを受信し、
ダウンリンク送信について、ＳＩＢ１３とＭＳＩとによって割り振られたすべてのサブフ
レームをミュートし、ＭＢＭＳ送信のために使用されない場合、ダウンリンク送信につい
て、ユニキャスト送信のためにＭＣＣＨのために割り振られたサブフレームを使用する。
【００２６】
　[0027]別の態様では、本装置は、ＭＢＭＳ協調エンティティ（ＭＣＥ：MBMS coordinat
ion entity）からシステム情報ブロックタイプ１３（ＳＩＢ１３）とＭＣＣＨ情報とを受
信し、ダウンリンク送信について、ＳＩＢ１３とＭＣＣＨとによって割り振られたすべて
のサブフレームをミュートするかまたはＭＣＣＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとを
ミュートする。
【００２７】
　[0028]さらなる態様では、本装置は、マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネッ
トワーク（ＭＢＳＦＮ：multicast broadcast single frequency network）を介して免許
不要帯域においてサービスを通信することに関連しない情報を送信するための無線フレー
ムのサブフレームの第１のセットを予約することと、ＭＢＳＦＮを介して免許不要帯域に
おいてサービスを通信することに関連する情報を送信するための無線フレームのサブフレ
ームの第２のセットを割り振ることと、を行うことによって免許不要帯域においてサービ
スを通信するための無線フレームを構成する。
【００２８】
　[0029]説明する方法および装置の適用性のさらなる範囲は、以下の発明を実施するため
の形態、特許請求の範囲、および図面から明らかになろう。当業者には発明を実施するた
めの形態の趣旨および範囲内の様々な変更および改変が明らかになるので、発明を実施す
るための形態および特定の例は、例示として与えられるものにすぎない。
【００２９】
　[0030]本発明の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面の参照によって実現され
得る。添付の図面では、同様のコンポーネントまたは特徴が、同じ参照ラベルを有するこ
とがある。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントは、参照ラベルに、ダッシュと、
同様のコンポーネントを区別する第２のラベルとを続けることによって、区別され得る。
第１の参照ラベルだけが本明細書で使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにか
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かわらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのいずれにも適用可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】[0031]ＬＴＥネットワークアーキテクチャを示す図。
【図２】[0032]ワイヤレス通信システムまたはネットワークの例を示す図。
【図３Ａ】[0033]様々な実施形態による、免許不要帯域を使用するＬＴＥのための補助的
ダウンリンクモードの例とキャリアアグリゲーションモードの例とを示す図。
【図３Ｂ】[0034]様々な実施形態による、免許不要帯域を使用するＬＴＥのためのスタン
ドアロンモードの例を示す図。
【図４】[0035]様々な実施形態による、免許帯域および免許不要帯域において同時にＬＴ
Ｅを使用するときのキャリアアグリゲーションの例を示す図。
【図５Ａ】[0036]免許不要帯域におけるセルラーダウンリンクのための周期的なゲーティ
ング間隔の第１の例を示す図。
【図５Ｂ】[0037]免許不要帯域におけるセルラーダウンリンクのための周期的なゲーティ
ング間隔の第２の例を示す図。
【図５Ｃ】[0038]免許不要帯域におけるセルラーダウンリンクのための周期的なゲーティ
ング間隔の第３の例を示す図。
【図５Ｄ】[0039]免許不要帯域におけるセルラーダウンリンクのための周期的なゲーティ
ング間隔の第４の例を示す図。
【図６】[0040]免許不要帯域におけるセルラーダウンリンクのための周期的なゲーティン
グ間隔の第５の例を示す図。
【図７Ａ】[0041]ゲーティング間隔のサブフレーム内にコンテンションに基づくプロトコ
ルがどのように実装され得るかを示す図。
【図７Ｂ】ゲーティング間隔のサブフレーム内にコンテンションに基づくプロトコルがど
のように実装され得るかを示す図。
【図８Ａ】[0042]現在のゲーティング間隔と連携してサブフレームがどのように使用され
得るかの例を示す図。
【図８Ｂ】現在のゲーティング間隔と連携してサブフレームがどのように使用され得るか
の例を示す図。
【図８Ｃ】[0043]免許不要帯域（または免許不要帯域のチャネル）のためのクリアチャネ
ルアセスメント（ＣＣＡ）の実行が複数の基地局にわたってどのように同期され得るかの
例を示す図。
【図８Ｄ】[0044]１ミリ秒または２ミリ秒のゲーティング間隔の状況においてＣＣＡスロ
ットがどのように選択され得るのかの例を示す図。
【図８Ｅ】１ミリ秒または２ミリ秒のゲーティング間隔の状況においてＣＣＡスロットが
どのように選択され得るのかの例を示す図。
【図８Ｆ】１ミリ秒または２ミリ秒のゲーティング間隔の状況においてＣＣＡスロットが
どのように選択され得るのかの例を示す図。
【図８Ｇ】１ミリ秒または２ミリ秒のゲーティング間隔の状況においてＣＣＡスロットが
どのように選択され得るのかの例を示す図。
【図９】[0045]基地局とＵＥの間の通信を示す図。
【図１０】[0046]様々な実施形態による、免許不要帯域における通常のサブフレームおよ
びロバストなサブフレームの例を示す図。
【図１１】[0047]様々な実施形態による、免許不要帯域のための物理アップリンク制御チ
ャネル（ＰＵＣＣＨ）信号および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）信号の例
を示す図。
【図１２】[0048]様々な実施形態による、免許不要帯域における負荷に基づくゲーティン
グの例を示す図。
【図１３】[0049]様々な実施形態による、多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システムの例を
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示すブロック図。
【図１４】[0050]免許不要帯域におけるＬＴＥサブフレーム構造を示す図。
【図１５】[0051]免許不要帯域における複数の基地局のＬＴＥサブフレーム構造の例を示
す図。
【図１６】免許不要帯域における複数の基地局のＬＴＥサブフレーム構造の例を示す図。
【図１７】[0052]免許不要帯域におけるｅＭＢＭＳの基地局送信の例を示す図。
【図１８】[0053]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信におけるスタンドアロン
モードを検討するＭＢＳＦＮ構成の例を示す図。
【図１９】[0054]様々な実施形態による、ＵＥのアーキテクチャの例を示すブロック図。
【図２０】[0055]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために構成されたデバ
イスの例を示すブロック図。
【図２１Ａ】[0056]様々な実施形態による、異なるノードが異なる時間期間中にブロード
キャスト信号を送信し得るワイヤレス通信システムの例を示す図。
【図２１Ｂ】様々な実施形態による、異なるノードが異なる時間期間中にブロードキャス
ト信号を送信し得るワイヤレス通信システムの例を示す図。
【図２２Ａ】[0057]様々な実施形態による、ブロードキャスト信号送信のために免許帯域
と免許不要帯域とを使用して送信される様々な情報の例を示す図。
【図２２Ｂ】様々な実施形態による、ブロードキャスト信号送信のために免許帯域と免許
不要帯域とを使用して送信される様々な情報の例を示す図。
【図２２Ｃ】様々な実施形態による、ブロードキャスト信号送信のために免許帯域と免許
不要帯域とを使用して送信される様々な情報の例を示す図。
【図２３Ａ】[0058]様々な実施形態による、ワイヤレス通信において使用するための、基
地局またはＵＥのようなデバイスの例のブロック図。
【図２３Ｂ】様々な実施形態による、ワイヤレス通信において使用するための、基地局ま
たはＵＥのようなデバイスの例のブロック図。
【図２４】[0059]様々な実施形態による、基地局のアーキテクチャの例を示すブロック図
。
【図２５】[0060]様々な実施形態による、ＵＥのアーキテクチャの例を示すブロック図。
【図２６】[0061]様々な実施形態による、（たとえば、ＵＥにおける）免許不要帯域を使
用したブロードキャスト送信受信のための方法の例のフローチャート。
【図２７】様々な実施形態による、（たとえば、ＵＥにおける）免許不要帯域を使用した
ブロードキャスト送信受信のための方法の例のフローチャート。
【図２８】[0062]様々な実施形態による、（たとえば、基地局における）免許不要帯域を
使用したブロードキャスト信号の送信のための方法の例のフローチャート。
【図２９】様々な実施形態による、（たとえば、基地局における）免許不要帯域を使用し
たブロードキャスト信号の送信のための方法の例のフローチャート。
【図３０】[0063]様々な実施形態による、（たとえば、進化型パケットコア（ＥＰＣ：Ev
olved Packet Core）における）免許不要帯域におけるワイヤレス通信のための方法の例
のフローチャート。
【図３１】様々な実施形態による、（たとえば、進化型パケットコア（ＥＰＣ）における
）免許不要帯域におけるワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３２】様々な実施形態による、（たとえば、進化型パケットコア（ＥＰＣ）における
）免許不要帯域におけるワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３３】[0064]様々な実施形態による、（たとえば、基地局における）免許不要帯域に
おけるワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３４】様々な実施形態による、（たとえば、基地局における）免許不要帯域における
ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３５】様々な実施形態による、（たとえば、基地局における）免許不要帯域における
ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３６】様々な実施形態による、（たとえば、基地局における）免許不要帯域における
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ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３７】様々な実施形態による、（たとえば、基地局における）免許不要帯域における
ワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３８】[0065]様々な実施形態による、（たとえば、アクセスポイント（ＡＰ）におけ
る）免許不要帯域におけるワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図３９】様々な実施形態による、（たとえば、アクセスポイント（ＡＰ）における）免
許不要帯域におけるワイヤレス通信のための方法の例のフローチャート。
【図４０】[0066]様々な実施形態による、免許不要帯域においてサービスを通信するため
の無線フレームの構成のための方法の例のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　[0067]免許不要帯域（たとえば、ＷｉＦｉ通信のために一般に使用される帯域）がセル
ラー通信（たとえば、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））通信）のた
めに使用され得る方法、装置、システム、およびデバイスが説明される。詳細には、本明
細書で開示する技法は、免許不要帯域を介したＬＴＥ通信に適用され得る。
【００３２】
　[0068]通信事業者は、セルラーネットワークにおいて常に増大する混雑のレベルを緩和
するために免許不要帯域を使用するための主要な機構として、ＷｉＦｉに注目してきた。
しかしながら、免許不要帯域におけるＬＴＥに基づくニューキャリアタイプ（ＮＣＴ：ne
w carrier type）は、キャリアグレードＷｉＦｉと互換性があることがあり、免許不要帯
域におけるＬＴＥ通信をＷｉＦｉの代替物にしている。免許不要帯域におけるＬＴＥ通信
は、ＬＴＥのコンセプトを利用することができ、免許不要帯域におけるより効率的な動作
を実現するため、および規制上の要件を満たすために、ネットワークまたはネットワーク
デバイスの物理層（ＰＨＹ）および媒体アクセス制御（ＭＡＣ）の態様に、何らかの修正
を導入することができる。たとえば、免許不要帯域は６００メガヘルツ（ＭＨｚ）から６
ギガヘルツ（ＧＨｚ）にわたり得る。いくつかのシナリオでは、免許不要帯域におけるＬ
ＴＥ通信は、帯域利用率および／またはデータレートに関してＷｉＦｉよりもはるかに良
好に動作し得る。たとえば、免許不要帯域における（単一または複数の通信事業者につい
て）すべてがＬＴＥである展開は、すべてがＷｉＦｉである展開と比較して、または、免
許不要帯域における密集した小さなセルの展開があるとき、たとえば、より良い基地局協
調によりＷｉＦｉよりもはるかに良好に動作し得る。免許不要帯域におけるＬＴＥ通信は
、他のシナリオでも、たとえば（単一または複数の通信事業者について）免許不要帯域に
おけるＬＴＥ通信がＷｉＦｉと混合しているときも、ＷｉＦｉより良好に動作し得る。
【００３３】
　[0069]セルラーネットワークからオフロードすることによるトラフィックの増加に伴い
、免許不要帯域へのアクセスにより通信事業者にデータ伝送容量を強化する機会が与えら
れ得る。チャネルアクセスを獲得し、免許不要帯域を使用して送信するより前に、送信デ
バイスは、いくつかの展開において、特定のキャリアが利用可能であるかどうかを決定す
るためにリスニング間隔中にクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を実行し得る。キャ
リアが利用可能でないと決定された場合、ＣＣＡが再び後で実行され得る。さらに、免許
不要帯域の使用は、同じまたは異なる通信事業者の展開のアクセスポイントが、免許不要
帯域にアクセスするために同じまたは異なる技法を使用し、免許不要帯域内に共存するこ
とを保証するような協調を必要とし得る。
【００３４】
　[0070]場合によっては、共存は、リスニング間隔の同期と免許不要帯域にアクセスした
いと望む異なるデバイスまたはノードによって実行されるＣＣＡの協調とによって容易に
され得る。本明細書で開示するブロードキャスト信号送信方法のいくつかでは、システム
中の異なるノードは、ブロードキャスト信号を与えるように協調され得る。いくつかの展
開では、ノードのセットは、ブロードキャスト信号の送信において使用するために識別さ
れ得、ノードのセットのうちの各ノードは、同期されたリスニング間隔と送信期間とを有
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し得る。ノードの第１のサブセットは、第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信する
ためにブロードキャスト信号を送信し得、ノードの第２のサブセットは、第２の時間期間
中に第２のコンテンツを配信するためにブロードキャスト信号を送信し得る。ノードの第
１のサブセットは、ノードの第２のサブセットとは異なり得る。ノードのセットは、した
がって、第１および第２の時間期間中に部分的単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）動作を
実行するＳＦＮを形成し得る。
【００３５】
　[0071]ノードのうちの１つまたは複数と通信するＵＥは、ノードのセットのうちの各ノ
ードの間で同期されたリスニング間隔と送信期間とに関係する情報を受信し、異なる時間
期間中にノードの異なるサブセットからブロードキャスト信号を受信し得る。いくつかの
実施形態では、ブロードキャスト信号送信の同期およびタイミングに関係する制御情報は
、免許帯域において送信され、ブロードキャスト信号は、免許不要帯域において送信され
得る。追加または代替の実施形態では、ＵＥは、制御情報の少なくとも一部分を受信した
ことに応答して、ブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信し得る。その
ような要求の送信は、免許帯域または免許不要帯域を使用して送信され得る。
【００３６】
　[0072]様々な実施形態に従って、様々な展開シナリオがサポートされ得、それは、ＬＴ
Ｅダウンリンクトラフィックが免許不要帯域にオフロードされ得る補助的ダウンリンクモ
ードを含む。ＬＴＥダウンリンクトラフィックとＬＴＥアップリンクトラフィックの両方
を免許帯域から免許不要帯域にオフロードするために、キャリアアグリゲーションモード
が使用され得る。スタンドアロンモードにおいて、基地局（たとえば、ｅＮＢ）とＵＥと
の間のＬＴＥダウンリンク通信およびＬＴＥアップリンク通信は、免許不要帯域において
発生し得る。ＬＴＥおよび他の基地局およびＵＥは、これらの動作モードまたは同様の動
作モードのうちの１つまたは複数をサポートし得る。免許不要帯域におけるＬＴＥダウン
リンク通信のためにはＯＦＤＭＡ通信信号が使用され得るが、免許不要帯域におけるＬＴ
Ｅアップリンク通信のためにはＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号が使用され得る。
【００３７】
　[0073]単一のサービスプロバイダ（ＳＰ）に対して、免許不要帯域におけるＬＴＥネッ
トワークは、免許帯域におけるＬＴＥネットワークと同期するように構成され得る。しか
しながら、複数のＳＰによって所与のチャネル上で展開される免許不要帯域を使用するＬ
ＴＥネットワークは、複数のＳＰにわたって同期するように構成され得る。上の特徴の両
方を組み込むための１つの手法は、所与のＳＰに対して、免許帯域におけるＬＴＥ通信と
免許不要帯域におけるＬＴＥ通信との間で一定のタイミングオフセットを使用することを
伴い得る。免許不要帯域を使用するＬＴＥネットワークは、ＳＰの要望に従って、ユニキ
ャストサービスおよび／またはマルチキャストサービスを提供することができる。その上
、免許不要帯域を使用するＬＴＥネットワークは、ＬＴＥセルがアンカーとして活動し、
免許不要帯域を介したＬＴＥ通信についての関連するＬＴＥセル情報（たとえば、無線フ
レームのタイミング、共通チャネルの構成、システムフレーム番号すなわちＳＦＮなど）
を提供する、ブートストラップモードで動作することができる。このモードでは、免許帯
域におけるＬＴＥと免許不要帯域におけるＬＴＥとの間には密接な連係動作があり得る。
たとえば、ブートストラップモードは、上で説明された補助的ダウンリンクモードとキャ
リアアグリゲーションモードとをサポートすることができる。ＬＴＥネットワークのＰＨ
Ｙ－ＭＡＣ層は、免許不要帯域を使用するＬＴＥネットワークが免許帯域を使用するＬＴ
Ｅネットワークとは独立に動作する、スタンドアロンモードで動作することができる。こ
の場合、たとえば、免許帯域および免許不要帯域において通信するための同じ位置にある
ＬＴＥセルによるＲＬＣレベルのアグリゲーション、または複数のセルおよび／または基
地局にわたるマルチフローに基づく、免許帯域におけるＬＴＥと免許不要帯域におけるＬ
ＴＥとの間の緩い連係動作があり得る。
【００３８】
　[0074]本明細書で説明される技法はＬＴＥには限定されず、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤ
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ＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡおよび他のシステムのような、様々なワイヤレス通信
システムにも使用され得る。「システム」と「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、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）などのような無線技術を実
装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格を
包含する。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、通常、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘ
などと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、通常、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥ
Ｖ－ＤＯ、Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ（ＨＲＰＤ）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、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実
装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（Ｕ
ＭＢ）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（ＷｉＦ
ｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ　８０２．２０、
Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ
（ＵＭＴＳ）の一部である。ＬＴＥおよびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）は、
Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｕ
ＭＴＳ、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（登録商標））と称する組織からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２００
０およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称す
る組織からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上で言及されたシス
テムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使用され得る。しか
しながら、以下の説明は、例示を目的にＬＴＥシステムを説明し、以下の説明の大部分に
おいてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ適用例以外に適用可能である。
【００３９】
　[0075]以下の説明は例を提供するものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用
性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく
、論じられる要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な実施形態は、必要
に応じて様々な手順またはコンポーネントを省略し、置換し、または追加することができ
る。たとえば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実行されてよく、様
々なステップが追加され、省略され、または組み合わせられ得る。また、いくつかの実施
形態に関して説明される特徴は、他の実施形態において組み合わせられ得る。
【００４０】
　[0076]本明細書の例について、無認可無線周波数スペクトル帯域のコンテキスト内で主
に説明するが、本原理はまた、２つ以上の展開（たとえば、２つ以上の地上波公共移動通
信ネットワーク（ＰＬＭＮ：public land mobile network）または他の通信事業者）によ
って共有される認可無線周波数スペクトル帯域を介した送信に適用され得ることを理解さ
れたい
　[0077]最初に図１を参照すると、図解が、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００の
例を示す。ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００は、進化型パケットシステム（ＥＰ
Ｓ：Evolved Packet System）と呼ばれることがある。そのような実施形態では、ＬＴＥ
ネットワークアーキテクチャ１００は、１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）１０２と、
進化型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Evolved UMTS Terre
strial Radio Access Network）１０４と、進化型パケットコア（ＥＰＣ：Evolved Packe
t Core）１１０と、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：Home Subscriber Server）１２０と、
通信事業者のインターネットプロトコル（ＩＰ）サービス１２２とを含み得る。ＥＰＳは
他のアクセスネットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエン
ティティ／インターフェースは図示していない。図示のように、ＥＰＳはパケット交換サ
ービスを提供するが、当業者が容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示される
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様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
【００４１】
　[0078]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、基地局１０６と他の基地局１０８とを含む。基地局１０６は
、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーンプロトコル終端とを
与える。基地局１０６は、バックホール（たとえば、Ｘ２インターフェース）を介して他
の基地局１０８に接続され得る。基地局１０６は、ＵＥ１０２にＥＰＣ１１０へのアクセ
スポイントを与える。基地局１０６はＥＰＣ１１０に接続される。ＥＰＣ１１０は、モビ
リティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management Entity）１１２と、他のＭＭＥ
１１４と、サービングゲートウェイ１１６と、マルチメディアブロードキャストマルチキ
ャストサービス（ＭＢＭＳ：Multimedia Broadcast Multicast Service）ゲートウェイ１
２４と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター（ＢＭ－ＳＣ：Broadcast Mu
lticast Service Center）１２６と、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェ
イ１１８と、マルチセル／マルチキャスト協調エンティティ（ＭＣＥ）１２８とを含み得
る。ＭＭＥ１１２は、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナリングを処理する制御ノ
ードである。概して、ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を行う。ユーザＩＰパケット
はサービングゲートウェイ１１６を通して転送されてもよく、サービングゲートウェイ１
１６自体はＰＤＮゲートウェイ１１８に接続され得る。ＰＤＮゲートウェイ１１８はＵＥ
のＩＰアドレス割振りならびに他の機能を与える。ＰＤＮゲートウェイ１１８は通信事業
者のＩＰサービス１２２に接続される。通信事業者のＩＰサービス１２２は、インターネ
ットと、イントラネットと、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ：IP Multimedia 
Subsystem）と、ＰＳストリーミングサービス（ＰＳＳ：PS Streaming Service）とを含
み得る。ＢＭ－ＳＣ１２６は、ＭＢＭＳユーザサービスプロビジョニングおよび配信のた
めの機能を与え得る。ＢＭ－ＳＣ１２６は、コンテンツプロバイダＭＢＭＳ送信のための
エントリポイントとして働き得、ＰＬＭＮ内のＭＢＭＳベアラサービスを許可し、開始す
るために使用され得、ＭＢＭＳ送信をスケジュールし、配信するために使用され得る。Ｍ
ＢＭＳゲートウェイ１２４は、特定のサービスをブロードキャストするマルチキャストブ
ロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）エリアに属する基地局（たとえば
、１０６、１０８）にＭＢＭＳトラフィックを配信するために使用され得、セッション管
理（開始／停止）と、ｅＭＢＭＳ関係の課金情報を収集することとを担当し得る。ＭＣＥ
１２８は、マルチセルＭＢＭＳ送信のための時間と周波数のリソースを割り振ることを担
当し得る。したがって、ＭＣＥ１２８は、無線インターフェース上でスケジューリングを
実行する。
【００４２】
　[0079]次に図２を参照すると、図解が、ワイヤレス通信システム２００の例を示す。ワ
イヤレス通信システム２００は、複数の基地局（たとえば、アクセスポイント、ｅＮＢ、
またはＷＬＡＮアクセスポイント）２０５と、いくつかのユーザ機器（ＵＥ）２１５と、
コアネットワーク２３０とを含む。基地局２０５のうちのいくつかは、様々な実施形態で
は、コアネットワーク２３０またはいくつかの基地局２０５（たとえば、アクセスポイン
トまたはｅＮＢ）の一部であり得る、基地局コントローラ（図示せず）の制御下でＵＥ２
１５と通信し得る。基地局２０５のうちのいくつかは、バックホール２３２を通じて制御
情報および／またはユーザデータをコアネットワーク２３０と通信することができる。い
くつかの実施形態では、基地局２０５のうちのいくつかは、有線またはワイヤレス通信リ
ンクであり得るバックホールリンク２３４を通じて、直接的にまたは間接的に、互いに通
信することができる。ワイヤレス通信システム２００は、複数のキャリア（異なる周波数
の波形信号）上での動作をサポートすることができる。マルチキャリア送信機は、複数の
キャリア上で同時に、変調された信号を送信することができる。たとえば、各通信リンク
２２５は、様々な無線技術に従って変調されたマルチキャリア信号であり得る。各々の変
調された信号は、異なるキャリア上で送られてよく、制御情報（たとえば、基準信号、制
御チャネルなど）、オーバーヘッド情報、データなどを搬送することができる。
【００４３】
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　[0080]基地局２０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ２１５とワイヤ
レスに通信することができる。基地局２０５の各々は、それぞれのカバレージエリア２１
０に通信カバレッジを与え得る。いくつかの実施形態では、基地局２０５は、アクセスポ
イント、基地送受信機局（ＢＴＳ：base transceiver station）、無線基地局、無線送受
信機、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳ
Ｓ：extended service set）、ノードＢ、進化型ノードＢ（ｅＮＢ：evolved NodeB）、
ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、ＷＬＡＮアクセスポイント、ＷｉＦｉノード、また
は何らかの他の適切な用語で呼ばれることがある。アクセスポイントのためのカバレージ
エリア２１０は、カバレージエリアの一部分のみを構成するセクタ（図示せず）に分割さ
れ得る。ワイヤレス通信システム２００は、異なるタイプの基地局２０５（たとえば、マ
クロ基地局、マイクロ基地局、および／またはピコ基地局）を含み得る。基地局２０５は
また、セルラー無線アクセス技術および／またはＷＬＡＮ無線アクセス技術のような、異
なる無線技術を利用し得る。基地局２０５は同じまたは異なるアクセスネットワークまた
は通信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２０５のカバレ
ージエリアを含み、同じまたは異なる無線技術を利用し、ならびに／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２０５のカバレージエリアは重複し
得る。
【００４４】
　[0081]いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システム２００は、免許不要帯域にお
けるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのための１つまたは複数の動作モードまたは展開シナリオをサポ
ートするＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信システム（またはネットワーク）を含み得、同期された
リスニング間隔および協調されたＣＣＡを有する複数のコンポーネントキャリアを採用し
得る。いくつかの実施形態では、ワイヤレス通信システム２００は、セル内ならびにワイ
ヤレス通信システム２００のようなネットワーク内の両方でブロードキャストサービスと
マルチキャストサービスとの効率的な配信を行うように設計されたポイントツーマルチポ
イントインターフェース仕様である、拡張マルチメディアブロードキャストマルチキャス
トサービス（ｅＭＢＭＳ：enhanced Multimedia Broadcast Multicast Service）をサポ
ートし得る。複数のセルにわたるブロードキャスト送信について、ｅＭＢＭＳは、ブロー
ドキャスト信号に関連する送信のための単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）構成を有する
システムをもたらす。そのようなｅＭＢＭＳ動作は、ｅＭＢＭＳ協調マネージャ２４０に
よって容易にされ得、そのようなｅＭＢＭＳ動作について、以下でより詳細に説明する。
【００４５】
　[0082]他の実施形態では、ワイヤレス通信システム２００は、免許不要帯域と免許不要
帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術と、または免許帯域とＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａとは異なるアクセス技術とを使用するワイヤレス通信をサポートし得る。ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ通信システムでは、進化型ノードＢまたはｅＮＢという用語は、概して、
基地局２０５について説明するために使用され得る。ワイヤレス通信システム２００は、
異なるタイプの基地局が様々な地理的領域にカバレージを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａネットワークであり得る。たとえば、各基地局２０５は、マクロセル、ピコセル、フェ
ムトセル、および／または他のタイプのセルの通信カバレッジを与え得る。ピコセル、フ
ェムトセル、および／または他のタイプのセルのような小さなセルは、低電力ノードすな
わちＬＰＮを含み得る。マクロセルは、一般に、比較的大きい地理的エリア（たとえば、
半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイダと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することができる。ピコセルは、一般に、比較的小さ
い地理的エリアをカバーすることになり、ネットワークプロバイダと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することができる。フェムトセルも、一般に、
比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバーすることになり、無制限アクセス
に加えて、フェムトセルとの関連付けを有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（Ｃ
ＳＧ）中のＵＥ、自宅の中のユーザのＵＥなど）による制限されたアクセスも実現するこ
とができる。マクロセルのためのベースｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれ得る。ピコセル
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のためのｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ばれ得る。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と呼ばれ得る。ｅＮＢは、１つまたは複数（たとえば、
２つ、３つ、４つなど）のセルをサポートすることができる。
【００４６】
　[0083]コアネットワーク２３０は、バックホール２３２（たとえば、Ｓ１など）を介し
て基地局２０５と通信することができる。基地局２０５はまた、たとえば、バックホール
リンク２３４（たとえば、Ｘ２など）を介して、および／またはバックホール２３２を介
して（たとえば、コアネットワーク２３０を通じて）、直接的にまたは間接的に、互いに
通信することができる。ワイヤレス通信システム２００は同期動作または非同期動作をサ
ポートし得る。同期動作では、基地局は類似するフレームタイミングおよび／またはゲー
テイングタイミングを有することがあり、異なる基地局からの送信は、時間的にほぼ揃え
られ得る。非同期動作では、基地局は異なるフレームタイミングおよび／またはゲーテイ
ングタイミングを有することがあり、異なる基地局からの送信は、時間的に揃えられない
ことがある。
【００４７】
　[0084]ＵＥ２１５は、ワイヤレス通信システム２００全体にわたって分散されてよく、
各ＵＥ２１５は固定式または移動式であってよい。ＵＥ２１５はまた、当業者によって、
モバイルデバイス、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレス
ユニット、リモートユニット、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモート
デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート
端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、また
は何らかの他の適切な用語で呼ばれ得る。ＵＥ２１５は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、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、時計または眼鏡のようなウ
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。ＵＥ２１
５は、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーなどと通信することが可能で
あり得る。ＵＥ２１５はまた、セルラーまたは他のＷＷＡＮアクセスネットワーク、ある
いはＷＬＡＮアクセスネットワークのような異なるアクセスネットワーク上で通信するこ
とが可能であり得る。
【００４８】
　[0085]ワイヤレス通信システム２００に示された通信リンク２２５は、（たとえば、Ｕ
Ｅ１１５から基地局２０５への）アップリンク（ＵＬ）送信を搬送するためのアップリン
クおよび／または（たとえば、基地局２０５からＵＥ２１５への）ダウンリンク（ＤＬ）
送信を搬送するためのダウンリンクを含み得る。ＵＬ送信は逆方向リンク送信と呼ばれる
こともあり、ＤＬ送信は順方向リンク送信と呼ばれることもある。ダウンリンク送信は、
免許帯域、免許不要帯域、または両方を使用して行われ得る。同様に、アップリンク送信
は、免許帯域、免許不要帯域、または両方を使用して行われ得る。
【００４９】
　[0086]ワイヤレス通信システム２００のいくつかの実施形態では、免許帯域中のＬＴＥ
ダウンリンク容量が免許不要帯域にオフロードされ得る補助的ダウンリンクモード、ＬＴ
Ｅダウンリンク容量とＬＴＥアップリンク容量の両方が免許帯域から免許不要帯域にオフ
ロードされ得るキャリアアグリゲーションモード、および、基地局（たとえば、ｅＮＢ）
とＵＥとの間のＬＴＥダウンリンク通信およびＬＴＥアップリンク通信が免許不要帯域に
おいて起こり得るスタンドアロンモードを含む、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａの様々な展開シナリオがサポートされ得る。免許不要帯域および／または免許帯域にお
けるＬＴＥダウンリンク送信のためには、通信リンク２２５においてＯＦＤＭＡ通信信号
が使用され得るが、免許不要帯域および／または免許帯域におけるＬＴＥアップリンク送
信のためには、通信リンク２２５においてＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号が使用され得る。免許
不要帯域を使用した送信は、周波数帯域において１つまたは複数のキャリア周波数を使用
して搬送され得る。周波数帯域は、たとえば、複数のキャリア周波数に分割され得、各キ
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ャリア周波数は、同じ帯域幅または異なる帯域幅を有し得る。たとえば、各キャリア周波
数は、５ＧＨｚ周波数帯域のうちの２０ＭＨｚを占有し得る。
【００５０】
　[0087]多くの展開では、上述のように、免許不要帯域を使用して送信することを求める
デバイスは、帯域がそのような送信における使用のために利用可能であること、すなわち
、帯域が１つまたは複数の他のデバイスによってすでに使用中でないことを検証する必要
があり得る。たとえば、ＣＣＡは、免許不要帯域の利用可能性を決定するために使用され
得る。ＣＣＡの実行は、概して、送信を開始するより前に所望の帯域が別様に占有されて
いないことを検査することを伴う。いくつかの実施形態では、ＣＣＡの機会は、複数の基
地局２０５にわたって協調され得、１０ｍｓごとのような周期的なリスニング間隔で発生
し得る。基地局２０５のような送信エンティティは、チャネルアクセスを望み、免許不要
帯域における特定のキャリア周波数が占有されているかどうか決定するためにＣＣＡを実
行し得る。免許不要帯域における特定のキャリア周波数が占有されている場合、基地局２
０５は、関連するキャリア周波数上でチャネルアクセスを再び取得しようと試みる前に次
のＣＣＡの機会まで待つ。
【００５１】
　[0088]いくつかの実施形態によれば、基地局２０５のセットは、免許不要帯域を使用し
て、ｅＭＢＭＳ技法による信号ブロードキャストのようなブロードキャスト信号を与え得
る。そのような実施形態におけるｅＭＢＭＳ協調マネージャ２４０は、ブロードキャスト
信号を送信するために使用されるべきリソース、ブロードキャスト信号を使用して送信さ
れるべきコンテンツのタイミングのような、ブロードキャスト信号の特性を定義する制御
情報を各基地局２０５に与え得る。そのような実施形態では、各基地局２０５は、ＣＣＡ
を実行し、免許不要帯域の関連する部分が利用可能である場合、ｅＭＢＭＳ協調マネージ
ャ２４０によって与えられる情報に従ってブロードキャスト信号を送信することになる。
特定の基地局２０５についてＣＣＡが失敗した、すなわち、基地局２０５の近傍内の別の
送信機が免許不要帯域を使用して送信している場合、特定の基地局２０５は、リスニング
間隔に関連する送信期間の間免許不要帯域を使用して信号を送信しないことになる（ただ
し、基地局２０５は、免許帯域を使用して１つまたは複数の信号を送信し得る）。いくつ
かの実施形態によれば、そのようなブロードキャスト信号を受信するＵＥ２１５は、した
がって、異なる時間期間中に異なる基地局２０５からブロードキャスト信号を受信し得る
。
【００５２】
　[0089]様々な実施形態によれば、免許不要帯域を使用したブロードキャスト信号の送信
は、ＵＥ２１５が複数の基地局２０５から信号を受信し得る展開においてそのようなブロ
ードキャスト送信を行うように協調され得、したがって、１つまたは複数の基地局２０５
がブロードキャスト信号を送信していない場合、ＵＥ２１５は、依然として、重複するカ
バレージエリアを有する別の基地局２０５からブロードキャスト信号を受信し得る。ワイ
ヤレス通信システム２００のようなシステムにおける免許不要帯域のための様々なＬＴＥ
展開シナリオまたは動作モードにおけるブロードキャスト信号の実装形態に関する追加の
詳細、さらには免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの動作に関する他の特徴および
機能が、図３Ａ～図４０を参照して以下で与えられる。
【００５３】
　[0090]図３Ａは、免許不要帯域を介したＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信をサポートするＬＴＥ
ネットワークのための補助的ダウンリンクモード、キャリアアグリゲーションモード、お
よびスタンドアロンモードの例を示すワイヤレス通信システム３００の図解を示す。ワイ
ヤレス通信システム３００は、図２のワイヤレス通信システム２００の部分の例であり得
る。その上、基地局２０５－ａは、図２の基地局２０５の例であり得るが、ＵＥ２１５－
ａは、図２のＵＥ２１５の例であり得る。
【００５４】
　[0091]ワイヤレス通信システム３００における補助的ダウンリンクモードの例では、基
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地局２０５－ａは、ダウンリンク３０５を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ２１５－ａ
に送信することができる。ダウンリンク３０５は、免許不要帯域中の周波数Ｆ１と関連付
けられる。基地局２０５－ａは、双方向リンク３１０を使用してＯＦＤＭＡ通信信号を同
じＵＥ２１５－ａに送信することができ、双方向リンク３１０を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ
通信信号をそのＵＥ２１５－ａから受信することができる。双方向リンク３１０は、免許
帯域中の周波数Ｆ４と関連付けられる。免許不要帯域中のダウンリンク３０５および免許
帯域中の双方向リンク３１０は、同時に動作することができる。ダウンリンク３０５は、
基地局２０５－ａのためのダウンリンク容量のオフロードを提供することができる。いく
つかの実施形態では、ダウンリンク３０５は、ユニキャストサービス（たとえば、１つの
ＵＥに宛てられる）またはマルチキャストサービス（たとえば、いくつかのＵＥに宛てら
れる）サービスのために使用され得る。このシナリオは、免許帯域を使用しトラフィック
および／またはシグナリングの混雑の一部を軽減する必要がある、任意のサービスプロバ
イダ（たとえば、従来のモバイルネットワーク通信事業者すなわちＭＮＯ）について発生
し得る。
【００５５】
　[0092]ワイヤレス通信システム３００におけるキャリアアグリゲーションモードの一例
では、基地局２０５－ａは、双方向リンク３１５を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ２
１５－ａに送信することができ、双方向リンク３１５を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号
を同じＵＥ２１５－ａから受信することができる。双方向リンク３１５は、免許不要帯域
中の周波数Ｆ１と関連付けられる。基地局２０５－ａはまた、双方向リンク３２０を使用
してＯＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ２１５－ａに送信することができ、双方向リンク３２
０を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ２１５－ａから受信することができる。
双方向リンク３２０は、免許帯域中の周波数Ｆ２と関連付けられる。双方向リンク３１５
は、基地局２０５－ａのためにダウンリンク容量とアップリンク容量のオフロードを提供
することができる。上で説明された補助的ダウンリンクのように、このシナリオは、免許
帯域を使用しトラフィックおよび／またはシグナリングの混雑の一部を軽減する必要があ
る任意のサービスプロバイダ（たとえば、ＭＮＯ）について発生し得る。
【００５６】
　[0093]ワイヤレス通信システム３００におけるキャリアアグリゲーションモードの別の
例では、基地局２０５－ａは、双方向リンク３２５を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ
２１５－ａに送信することができ、双方向リンク３２５を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ通信信
号を同じＵＥ２１５－ａから受信することができる。双方向リンク３２５は、免許不要帯
域中の周波数Ｆ３と関連付けられる。基地局２０５－ａはまた、双方向リンク３３０を使
用してＯＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ１１５－ａに送信することができ、双方向リンク３
３０を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号を同じＵＥ２１５－ａから受信することができる
。双方向リンク３３０は、免許帯域中の周波数Ｆ２と関連付けられる。双方向リンク３２
５は、基地局２０５－ａのためにダウンリンク容量とアップリンク容量のオフロードを提
供することができる。この例および上記で提供した例は、例示を目的に提示されており、
容量のオフロードのために免許帯域におけるＬＴＥ通信と免許不要帯域におけるＬＴＥ通
信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。
【００５７】
　[0094]上で説明されたように、免許不要帯域におけるＬＴＥ通信を使用することによっ
てもたらされる容量のオフロードから利益を得ることができる典型的なサービスプロバイ
ダは、ＬＴＥ帯域を有する従来のＭＮＯである。これらのサービスプロバイダに対しては
、動作構成は、免許帯域上のＬＴＥプライマリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）と免許
不要帯域上のＬＴＥセカンダリ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、補助的ダウンリンク、キャリアアグリゲーション）を含み
得る。
【００５８】
　[0095]補助的ダウンリンクモードでは、免許不要帯域中のＬＴＥ通信に対する制御は、
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ＬＴＥアップリンク（たとえば、双方向リンク３１０のアップリンク部分）を通じて運ば
れ得る。ダウンリンク容量のオフロードを提供する理由の１つは、データの要求の大部分
がダウンリンク側の消費によって駆り立てられるからである。その上、このモードでは、
ＵＥが免許不要帯域において送信していないので、規制上の影響はないことがある。ＵＥ
に対してリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ：listen-before-talk）または搬送波感知多元
接続（ＣＳＭＡ：carrier sense multiple access）の要件を実装する必要はない。しか
しながら、ＬＢＴは、たとえば、周期的な（たとえば、１０ミリ秒ごとの）クリアチャネ
ルアセスメント（ＣＣＡ）および／または無線フレームの境界と揃えられた獲得および放
棄（ｇｒａｂ－ａｎｄ－ｒｅｌｉｎｑｕｉｓｈ）の機構を使用することによって、基地局
（たとえば、ｅＮＢ）上で実装され得る。
【００５９】
　[0096]キャリアアグリゲーションモードでは、データおよび制御はＬＴＥ（たとえば、
双方向リンク３１０、３２０、および３３０）で通信され得るが、データは免許不要帯域
（たとえば、双方向リンク３１５および３２５）で通信され得る。免許不要帯域を使用す
るときにサポートされるキャリアアグリゲーション機構は、ハイブリッドの周波数分割二
重化－時分割二重化（ＦＤＤ－ＴＤＤ）キャリアアグリゲーション、または、複数のコン
ポーネントキャリアにわたる異なる対称性を伴うＴＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーショ
ンに属し得る。
【００６０】
　[0097]図３Ｂは、免許不要帯域を使用したＬＴＥのためのスタンドアロンモードの例を
示すワイヤレス通信システム３００－ａの図解を示す。ワイヤレス通信システム３００－
ａは、図２のワイヤレス通信システム２００の部分の例であり得る。その上、基地局２０
５－ｂは、図２の基地局２０５および図３Ａの基地局２０５－ａの例であり得るが、ＵＥ
２１５－ｂは、図２のＵＥ２１５および／または図３ＡのＵＥ２１５－ａの例であり得る
。
【００６１】
　[0098]ワイヤレス通信システム３００－ａにおけるスタンドアロンモードの例では、基
地局２０５－ｂは、双方向リンク３４０を使用してＯＦＤＭＡ通信信号をＵＥ２１５－ｂ
に送信することができ、双方向リンク３４０を使用してＳＣ－ＦＤＭＡ通信信号をＵＥ２
１５－ｂから受信することができる。双方向リンク３４０は、図３Ａを参照して上で説明
された免許不要帯域中の周波数Ｆ３と関連付けられる。スタンドアロンモードは、競技場
の中でのアクセス（たとえば、ユニキャスト、マルチキャスト）のような、非従来型のワ
イヤレスアクセスのシナリオにおいて使用され得る。この動作モードの典型的なサービス
プロバイダは、競技場の所有者、ケーブルテレビ会社、イベント主催者、ホテル、企業、
および免許帯域を有しない大企業であり得る。これらのサービスプロバイダに対しては、
スタンドアロンモードのための動作構成は、免許不要帯域上のＰＣＣを使用し得る。その
上、ＬＢＴは、基地局とＵＥの両方で実装され得る。
【００６２】
　[0099]図４は、様々な実施形態による、免許帯域および免許不要帯域において同時にＬ
ＴＥを使用するときのキャリアアグリゲーションの例を示す図解４００を示す。図解４０
０のキャリアアグリゲーション方式は、図３Ａを参照して上で説明されたハイブリッドＦ
ＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションに対応し得る。このタイプのキャリアアグリゲー
ションは、図２のワイヤレス通信システム２００の少なくとも部分において使用され得る
。その上、このタイプのキャリアアグリゲーションは、図２および／または図３Ａの基地
局２０５および／または２０５－ａにおいて、ならびに／または、図２および／または図
３ＡのＵＥ２１５および／または２１５－ａにおいて使用され得る。
【００６３】
　[0100]この例では、ＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）がダウンリンクにおいてＬＴＥに関連し
て実行されてよく、第１のＴＤＤ（ＴＤＤ１）が免許不要帯域におけるＬＴＥ通信（図４
では「ＬＴＥ－Ｕ」と呼ばれる）に関連して実行されてよく、第２のＴＤＤ（ＴＤＤ２）
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がＬＴＥに関連して実行されてよく、別のＦＤＤ（ＦＤＤ－ＬＴＥ）がアップリンクにお
いてＬＴＥに関連して実行されてよい。ＴＤＤ１は６：４というＤＬ：ＵＬの比率をもた
らすが、ＴＤＤ２の比率は７：３である。時間軸では、様々な実効的なＤＬ：ＵＬ比は、
３：１、１：３、２：２、３：１、２：２、および３：１である。この例は例示を目的に
提示されており、免許帯域におけるＬＴＥと免許不要帯域におけるＬＴＥとの動作を組み
合わせる他のキャリアアグリゲーション方式があり得る。
【００６４】
　[0101]いくつかの実施形態では、基地局２０５、ＵＥ２１５（または送信デバイスの送
信機）のような送信デバイスは、免許不要帯域のチャネルに対するアクセスを得るために
、ゲーティング間隔（ゲート期間）を使用することができる。ゲーティング間隔は、ＥＴ
ＳＩ（ＥＮ３０１８９３）において規定されるＬＢＴプロトコルに基づくリッスンビフォ
アトーク（ＬＢＴ）プロトコルのような、コンテンションに基づくプロトコルの適用を定
義することができる。ＬＢＴプロトコルの適用を定義するゲーティング間隔を使用すると
き、ゲーティング間隔は、送信デバイスがいつクリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）を
実行する必要があるかを示し得る。ＣＣＡの結果は、免許不要帯域のチャネルが利用可能
かどうか、または使用されているかどうかを、送信デバイスに示す。チャネルが利用可能
である（たとえば、使用のために「空いている」）ことをＣＣＡが示すとき、ゲーティン
グ間隔は、送信デバイスがチャネルを使用することを、通常は事前に定義された時間の期
間、可能にし得る。チャネルが利用可能ではない（たとえば、使用されている、または確
保されている）ことをＣＣＡが示すとき、ゲーティング間隔は、送信デバイスがチャネル
を使用するのをある時間の期間防ぐことができる。
【００６５】
　[0102]いくつかの場合には、定期的にゲーティング間隔を生成し、ゲーティング間隔の
少なくとも１つの境界を周期的なフレーム構造の少なくとも１つの境界と同期することが
、送信デバイスにとって有用であり得る。たとえば、免許不要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、周期的なゲーティング間隔の少な
くとも１つの境界を、セルラーダウンリンクと関連付けられる周期的なフレーム構造の少
なくとも１つの境界と同期することが、有用であり得る。そのような同期の例が、図５Ａ
、図５Ｂ、図５Ｃ、および図５Ｄに示されている。
【００６６】
　[0103]図５Ａは、免許不要帯域における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５０５の第１の例５００を示す。周期的なゲーティング間隔５０５は、免許不
要帯域を介したＬＴＥ通信をサポートする基地局によって使用され得る。そのような基地
局の例は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５－ａ、および／
または２０５－ｂであり得る。ゲーティング間隔５０５は、図２のワイヤレス通信システ
ム２００とともに、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワイヤレス通信シス
テム２００の部分とともに使用され得る。
【００６７】
　[0104]例として、周期的なゲーティング間隔５０５の継続時間は、セルラーダウンリン
クと関連付けられる周期的なフレーム構造５１０の継続時間と等しい（またはほぼ等しい
）ように示される。いくつかの実施形態では、「ほぼ等しい」は、周期的なゲーティング
間隔５０５の継続時間が周期的なフレーム構造５１０の継続時間という巡回プレフィック
ス（ＣＰ）の継続時間内にあることを意味する。
【００６８】
　[0105]周期的なゲーティング間隔５０５の少なくとも１つの境界は、周期的なフレーム
構造５１０の少なくとも１つの境界と同期され得る。いくつかの場合には、周期的なゲー
ティング間隔５０５は、周期的なフレーム構造５１０のフレーム境界と揃えられた境界を
有し得る。他の場合には、周期的なゲーティング間隔５０５は、周期的なフレーム構造５
１０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、周期的なゲーティング間隔５０５の境界は、周期的なフレーム構造５１０の
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サブフレーム境界と、または、周期的なフレーム構造５１０のサブフレーム中心点境界（
たとえば、特定のサブフレームの中心点）と揃えられ得る。
【００６９】
　[0106]いくつかの場合には、各々の周期的なフレーム構造５１０は、ＬＴＥ無線フレー
ム（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ－１）、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ）、またはＬＴ
Ｅ無線フレーム（Ｎ＋１））を含み得る。各ＬＴＥ無線フレームは、１０ミリ秒という継
続時間を有してよく、周期的なゲーティング間隔５０５も、１０ミリ秒という継続時間を
有してよい。これらの場合には、周期的なゲーティング間隔５０５の境界は、ＬＴＥ無線
フレーム（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ））の１つの境界（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心点境界）と同期され得る。
【００７０】
　[0107]図５Ｂは、免許不要帯域における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５０５－ａの第２の例５００－ａを示す。周期的なゲーティング間隔５０５－
ａは、免許不要帯域を介したＬＴＥ通信をサポートする基地局によって使用され得る。そ
のような基地局の例は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５－
ａ、および／または２０５－ｂであり得る。ゲーティング間隔５０５－ａは、図２のワイ
ヤレス通信システム２００とともに、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワ
イヤレス通信システム２００の部分とともに使用され得る。
【００７１】
　[0108]例として、周期的なゲーティング間隔５０５－ａの継続時間は、セルラーダウン
リンクに関連する周期的なフレーム構造５１０の継続時間の約数（またはそのほぼ約数）
となるように示される。いくつかの実施形態では、「ほぼ約数」は、周期的なゲーティン
グ間隔５０５－ａの継続時間が周期的なフレーム構造５１０の約数（たとえば、半分）の
継続時間という巡回プレフィックス（ＣＰ）の継続時間内にあることを意味する。
【００７２】
　[0109]周期的なゲーティング間隔５０５－ａの少なくとも１つの境界は、周期的なフレ
ーム構造５１０の少なくとも１つの境界と同期され得る。いくつかの場合には、周期的な
ゲーティング間隔５０５－ａは、周期的なフレーム構造５１０の先端または後端のフレー
ム境界と揃えられる、先端または後端の境界を有し得る。他の場合には、周期的なゲーテ
ィング間隔５０５－ａは、周期的なフレーム構造５１０のフレーム境界の各々と同期され
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、周期的なゲーティ
ング間隔５０５－ａの境界は、周期的なフレーム構造５１０のサブフレーム境界と、また
は、周期的なフレーム構造５１０のサブフレーム中心点境界（たとえば、特定のサブフレ
ームの中心点）と揃えられ得る。
【００７３】
　[0110]いくつかの場合には、各々の周期的なフレーム構造５１０は、ＬＴＥ無線フレー
ム（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ－１）、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ）、またはＬＴ
Ｅ無線フレーム（Ｎ＋１））を含み得る。各ＬＴＥ無線フレームは、１０ミリ秒という継
続時間を有してよく、周期的なゲーティング間隔５０５－ａは、５ミリ秒という継続時間
を有してよい。これらの場合には、周期的なゲーティング間隔５０５－ａの境界は、ＬＴ
Ｅ無線フレーム（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ））の１つの境界（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心点境界）と同期され得る。周期的
なゲーティング間隔５０５－ａは次いで、たとえば、周期的なフレーム構造５１０ごとに
、周期的なフレーム構造５１０ごとに１回よりも多く（たとえば２回）、またはＮ個の周
期的なフレーム構造５１０ごとに１回（たとえば、Ｎ＝２、３、．．．に対して）、繰り
返され得る。
【００７４】
　[0111]図５Ｃは、免許不要帯域における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５０５－ｂの第３の例５００－ｂを示す。周期的なゲーティング間隔５０５－
ｂは、免許不要帯域を介したＬＴＥ通信をサポートする基地局によって使用され得る。そ
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のような基地局の例は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５－
ａ、および／または２０５－ｂであり得る。ゲーティング間隔５０５－ｂは、図２のワイ
ヤレス通信システム２００とともに、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワ
イヤレス通信システム２００の部分とともに使用され得る。
【００７５】
　[0112]例として、周期的なゲーティング間隔５０５－ｂの継続時間は、セルラーダウン
リンクに関連する周期的なフレーム構造５１０の継続時間の整数倍（またはそのほぼ整数
倍）となるように示される。いくつかの実施形態では、「のほぼ整数倍」は、周期的なゲ
ーティング間隔５０５－ｂの継続時間が周期的なフレーム構造５１０の継続時間の整数倍
（たとえば、２倍）という巡回プレフィックス（ＣＰ）の継続時間内にあることを意味す
る。
【００７６】
　[0113]周期的なゲーティング間隔５０５－ｂの少なくとも１つの境界は、周期的なフレ
ーム構造５１０の少なくとも１つの境界と同期され得る。いくつかの場合には、周期的な
ゲーティング間隔５０５－ｂは、周期的なフレーム構造５１０のそれぞれの先端または後
端のフレーム境界と揃えられる、先端の境界および後端の境界を有し得る。他の場合には
、周期的なゲーティング間隔５０５－ｂは、周期的なフレーム構造５１０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、周期的
なゲーティング間隔５０５－ｂの境界は、周期的なフレーム構造５１０のサブフレーム境
界と、または、周期的なフレーム構造５１０のサブフレーム中心点境界（たとえば、特定
のサブフレームの中心点）と揃えられ得る。
【００７７】
　[0114]いくつかの場合には、各々の周期的なフレーム構造５１０は、ＬＴＥ無線フレー
ム（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ－１）、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ）、またはＬＴ
Ｅ無線フレーム（Ｎ＋１））を含み得る。各ＬＴＥ無線フレームは、１０ミリ秒という継
続時間を有してよく、周期的なゲーティング間隔５０５－ｂは、２０ミリ秒という継続時
間を有してよい。これらの場合には、周期的なゲーティング間隔５０５－ｂの境界は、Ｌ
ＴＥ無線フレームの１つまたは２つ（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ）およびＬＴＥ
無線フレーム（Ｎ＋１））の境界（たとえば、フレーム境界、サブフレーム境界、または
サブフレーム中心点境界）と同期され得る。
【００７８】
　[0115]図５Ｄは、免許不要帯域における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５０５－ｃの第４の例５００－ｃを示す。周期的なゲーティング間隔５０５－
ｃは、免許不要帯域を介したＬＴＥ通信をサポートする基地局によって使用され得る。そ
のような基地局の例は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５－
ａ、および／または２０５－ｂであり得る。ゲーティング間隔５０５－ｃは、図２のワイ
ヤレス通信システム２００とともに、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワ
イヤレス通信システム２００の部分とともに使用され得る。
【００７９】
　[0116]例として、周期的なゲーティング間隔５０５－ｃの継続時間は、セルラーダウン
リンクに関連する周期的なフレーム構造５１０の継続時間の約数（またはそのほぼ約数）
となるように示される。約数は、周期的なフレーム構造５１０の継続時間の１０分の１で
あり得る。
【００８０】
　[0117]周期的なゲーティング間隔５０５－ｃの少なくとも１つの境界は、周期的なフレ
ーム構造５１０の少なくとも１つの境界と同期され得る。いくつかの場合には、周期的な
ゲーティング間隔５０５－ｃは、周期的なフレーム構造５１０の先端または後端のフレー
ム境界と揃えられる、先端または後端の境界を有し得る。他の場合には、周期的なゲーテ
ィング間隔５０５－ｃは、周期的なフレーム構造５１０のフレーム境界の各々と同期され
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、周期的なゲーティ
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ング間隔５０５－ｃの境界は、周期的なフレーム構造５１０のサブフレーム境界と、また
は、周期的なフレーム構造５１０のサブフレーム中心点境界（たとえば、特定のサブフレ
ームの中心点）と揃えられ得る。
【００８１】
　[0118]いくつかの場合には、各々の周期的なフレーム構造５１０は、ＬＴＥ無線フレー
ム（たとえば、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ－１）、ＬＴＥ無線フレーム（Ｎ）、またはＬＴ
Ｅ無線フレーム（Ｎ＋１））を含み得る。各ＬＴＥ無線フレームは、１０ミリ秒という継
続時間を有してよく、周期的なゲーティング間隔５０５－ｃは、１ミリ秒という継続時間
（たとえば、１つのサブフレームの継続時間）を有してよい。これらの場合には、周期的
なゲーティング間隔５０５－ｃの境界は、ＬＴＥ無線フレーム（たとえば、ＬＴＥ無線フ
レーム（Ｎ））の１つの境界（たとえば、フレーム境界、サブフレーム境界、またはサブ
フレーム中心点境界）と同期され得る。周期的なゲーティング間隔５０５－ｃは次いで、
たとえば、周期的なフレーム構造５１０ごとに、周期的なフレーム構造５１０ごとに１回
よりも多く、またはＮ個の周期的なフレーム構造５１０ごとに１回（たとえば、Ｎ＝２、
３、．．．に対して）、繰り返され得る。
【００８２】
　[0119]図６は、免許不要帯域における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５０５－ｄの第５の例６００を示す。周期的なゲーティング間隔５０５－ｄは、
免許不要帯域を介したＬＴＥ通信をサポートする基地局によって使用され得る。そのよう
な基地局の例は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５－ａ、お
よび／または２０５－ｂであり得る。ゲーティング間隔５０５は、図２のワイヤレス通信
システム２００とともに、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワイヤレス通
信システム２００の部分とともに使用され得る。
【００８３】
　[0120]例として、周期的なゲーティング間隔５０５－ｄの継続時間は、セルラーダウン
リンクと関連付けられる周期的なフレーム構造５１０－ａの継続時間と等しい（またはほ
ぼ等しい）ように示されている。周期的なゲーティング間隔５０５－ｄの境界は、周期的
なフレーム構造５１０－ａの境界と同期され得る（たとえば、揃えられ得る）。
【００８４】
　[0121]周期的なフレーム構造５１０－ａは、１０個のサブフレームを有するＬＴＥ無線
フレーム（たとえば、ＳＦ０、ＳＦ１、．．．、ＳＦ９）を含み得る。サブフレームＳＦ
０～ＳＦ８は、ダウンリンク（Ｄ）サブフレーム６１０であってよく、サブフレームＳＦ
９は、特別（Ｓ’）サブフレーム６１５であってよい。Ｄサブフレーム６１０は、ＬＴＥ
無線フレームのチャネル占有時間を集合的に定義することができ、Ｓ’サブフレーム６１
５の少なくとも一部はチャネルアイドル時間を定義することができる。現在のＬＴＥ規格
のもとでは、ＬＴＥ無線フレームは、１ミリ秒と９．５ミリ秒の間の最大チャネル占有時
間（オン時間）と、チャネル占有時間の５パーセント（たとえば、最小で５０マイクロ秒
）の最小チャネルアイドル時間（オフ時間）とを有し得る。ＬＴＥ規格との適合を確実に
するために、周期的なゲーティング間隔５０５－ｄは、Ｓ’サブフレーム６１５の一部と
して０．５ミリ秒のガード期間（すなわち、オフ時間）を設けることによって、ＬＴＥ規
格のこれらの要件に従うことができる。
【００８５】
　[0122]Ｓ’サブフレーム６１５は１ミリ秒という継続時間を有するので、Ｓ’サブフレ
ーム６１５は、免許不要帯域の特定のチャネルについて競合する送信デバイスがＣＣＡを
実行し得る、１つまたは複数のＣＣＡスロット６２０（たとえば、タイムスロット）を含
み得る。チャネルが利用可能であることを送信デバイスのＣＣＡが示すが、デバイスのＣ
ＣＡが周期的なゲーティング間隔５０５－ｄの終了の前に完了するとき、デバイスは、周
期的なゲーティング間隔５０５－ｄの終了まで、チャネルを確保するために１つまたは複
数の信号を送信することができる。いくつかの場合には、１つまたは複数の信号は、チャ
ネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）６３０を含む。ＣＵＢＳ６３０は、チャネル同期とチ
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ャネル確保の両方のために使用され得る。すなわち、別のデバイスがチャネル上でＣＵＢ
Ｓを送信し始めた後でチャネルのためにＣＣＡを実行するデバイスは、ＣＵＢＳ６３０の
エネルギーを検出し、チャネルが現在利用不可能であると決定することができる。
【００８６】
　[0123]あるチャネルのためのＣＣＡの完了に送信デバイスが成功したこと、および／ま
たはあるチャネルを通じたＣＵＢＳ６３０の送信に続いて、送信デバイスは、最大で所定
の時間の期間（たとえば、１つのＬＴＥ無線フレーム）、波形（たとえば、ＬＴＥに基づ
く波形６４０）を送信するためにそのチャネルを使用することができる。
【００８７】
　[0124]ゲーティング間隔がＥＴＳＩ（ＥＮ３０１８９３）において規定されるＬＢＴプ
ロトコルの適用を定義するとき、ゲーティング間隔は、ＬＢＴ　Ｆｉｘｅｄ　Ｂａｓｅｄ
　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（ＬＢＴ－ＦＢＥ）ゲーティング間隔、または、ＬＢＴ　Ｌｏａｄ
　Ｂａｓｅｄ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（ＬＢＴ－ＬＢＥ）ゲーティング間隔という形式をと
り得る。ＬＢＴ－ＦＢＥゲーティング間隔は、固定された／周期的なタイミングを有して
よく、トラフィック需要によって直接影響され得ない（たとえば、そのタイミングは再構
成を通じて変更され得る）。対照的に、ＬＢＴ－ＬＢＥゲーティング間隔は、固定された
タイミングを有さなくてよく（たとえば、非同期的であってよく）、トラフィック需要に
よって大きく影響され得る。図５Ａ、図５Ｂ、図５Ｃ、図５Ｄ、および図６は各々、周期
的なゲーティング間隔５０５の例を示し、この周期的なゲーティング間隔５０５はＬＢＴ
－ＦＢＥゲーティング間隔であり得る。図５Ａを参照して説明される周期的なゲーティン
グ間隔５０５の潜在的な利点は、現在のＬＴＥ規格において定義される１０ミリ秒のＬＴ
Ｅ無線フレーム構造を保つことができるということである。しかしながら、ゲーティング
間隔の継続時間がＬＴＥ無線フレームの継続時間より短いとき（たとえば、図５Ｂまたは
図５Ｄを参照して説明されたように）、ＬＴＥ無線フレーム構造を保つという利点はもは
や存在せず、ＬＢＴ－ＬＢＥゲーティング間隔が有利であり得る。ＬＢＴ－ＬＢＥゲーテ
ィング間隔を使用することの潜在的な利点は、ゲーティング間隔の初めまたは終わりにお
けるシンボルのパンクチャを何ら伴わずに、ＬＴＥ　ＰＨＹチャネルの構造を保持できる
ということである。しかしながら、ＬＢＴ－ＬＢＥゲーティング間隔を使用することの潜
在的な欠点は、通信事業者の異なる基地局の間でゲーティング間隔の使用を同期すること
ができない（たとえば、各基地局が拡張されたＣＣＡのためにランダムなバックオフ時間
を使用するので）ということである。
【００８８】
　[0125]図７Ａおよび図７Ｂは、ＬＢＴのようなコンテンションに基づくプロトコルが、
図６を参照して説明された１０ミリ秒のゲーティング間隔５０５－ｄのＳ’サブフレーム
のような、ゲーティング間隔のＳ’サブフレーム６２５－ａ内でどのように実装され得る
かを示す。コンテンションに基づくプロトコルは、たとえば、図２、図３Ａ、および／ま
たは図３Ｂの、基地局２０５、２０５－ａ、および／または２０５－ｂとともに使用され
得る。コンテンションに基づくプロトコルは、図２のワイヤレス通信システム２００とと
もに、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワイヤレス通信システム２００の
部分とともに使用され得る。
【００８９】
　[0126]ここで図７Ａを見ると、ガード期間７０５とＣＣＡ期間７１０とを有する、Ｓ’
サブフレーム６２５－ａの例７００が示されている。例として、ガード期間７０５および
ＣＣＡ期間７１０の各々は、０．５ミリ秒の継続時間を有し、７個のＯＦＤＭシンボル位
置７１５を含み得る。図７Ｂに示されるように、Ｓ’サブフレームの例７００－ａでは、
ＣＣＡ期間７１０の中のＯＦＤＭシンボル位置７１５の各々は、ＣＣＡを実行するために
ＯＦＤＭシンボル位置７１５を基地局が選択すると、ＣＣＡスロット６２０－ａに変換さ
れ得る。いくつかの場合、ＯＦＤＭシンボル位置７１５の同じ１つまたは異なる１つが、
複数の基地局の１つによって擬似ランダムに選択されてよく、これによってある種のＣＣ
Ａの時間ディザリングを実現する。基地局は、単一のＬＴＥ通信事業者または異なる通信



(28) JP 6411611 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

事業者によって運営され得る。ＯＦＤＭシンボル位置７１５は、基地局が異なるときにＯ
ＦＤＭシンボル位置の異なる１つを選択するように構成され得るという点で、擬似ランダ
ムに選択されてよく、これによって、時間的に最も早く発生するＯＦＤＭシンボル位置７
１５を選択する機会を複数の基地局の各々に与える。これは、成功裏のＣＣＡを実行すべ
き第１の基地局が免許不要帯域の対応する１つまたは複数のチャネルを確保する機会を有
するという点で、および、ＣＣＡを実行するためのＯＦＤＭシンボル位置７１５の基地局
の擬似ランダムな選択が、各々の他の基地局と同じ、成功裏のＣＣＡを実行する確率を第
１の基地局が有することを確実にするという点で、有利であり得る。単一のＬＴＥ通信事
業者によって運営される基地局の場合、基地局は、いくつかの場合、同じＣＣＡスロット
６２０－ａを選択するように構成され得る。
【００９０】
　[0127]図８Ａおよび図８Ｂは、図７Ａおよび／または図７Ｂを参照して説明されたＳ’
サブフレーム６２５－ａのようなＳ’サブフレームが現在のゲーティング間隔５０５とと
もにどのように使用され得るかの例を提供する。例として、図８Ａおよび図８Ｂに示され
る現在のゲーティング間隔５０５－ｅ、５０５－ｇは、図６を参照して説明された１０ミ
リ秒のゲーティング間隔５０５－ｄの例であり得る。現在のゲーティング間隔とともにＳ
’サブフレームを使用することは、たとえば、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの、
基地局２０５、２０５－ａ、および／または２０５－ｂによって扱われ得る。現在のゲー
ティング間隔とともにＳ’サブフレームを使用することは、図２の扱われたメイビーワイ
ヤレス通信システム２００であってよく、図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワイヤ
レス通信システム２００の部分とともにあり得る。
【００９１】
　[0128]図８Ａは、現在のゲーティング期間５０５－ｅの最後のサブフレームとしてＳ’
サブフレームが含まれる例８００を与える。したがって、Ｓ’サブフレームのガード期間
７０５－ａおよびＣＣＡ期間７１０－ａは、現在のゲーティング期間５０５－ｅの後端の
境界および次の送信間隔５０５－ｆの初めのすぐ前の、現在のゲーティング期間５０５－
ｅの終わりにおいて発生する。次の送信間隔５０５－ｆは、送信デバイスによって実行さ
れるＣＣＡが、免許不要帯域が次の送信間隔５０５－ｆの間に利用可能であることを示す
か利用不可能であることを示すかに応じて、いくつかの送信デバイスの各々のダウンリン
ク送信のためにオンにゲーティングされ、またはオフにゲーティングされ得る。いくつか
の場合には、次の送信間隔５０５－ｆはまた、次のゲーティング間隔であり得る。
【００９２】
　[0129]図８Ｂは、現在のゲーティング期間５０５－ｇの最初のサブフレームとしてＳ’
サブフレームが含まれる例８００－ａを与える。したがって、Ｓ’サブフレームのガード
期間７０５－ｂおよびＣＣＡ期間７１０－ｂは、現在のゲーティング期間５０５－ｇの先
端の境界のすぐ後の、現在のゲーティング期間５０５－ｇの初めにおいて発生する。次の
送信間隔５０５－ｈは、送信デバイスによって実行されるＣＣＡが、免許不要帯域が次の
送信間隔５０５－ｈの間に利用可能であることを示すか利用不可能であることを示すかに
応じて、いくつかの送信デバイスの各々のダウンリンク送信のためにオンにゲーティング
され、またはオフにゲーティングされ得る。いくつかの場合には、次の送信間隔５０５－
ｈはまた、次のゲーティング間隔であり得る。
【００９３】
　[0130]図８Ｃは、免許不要帯域（または免許不要帯域のチャネル）のためのＣＣＡの実
行が複数の基地局２０５にわたってどのように同期され得るかの例８００－ｂを与える。
例として、複数の基地局２０５は、ｅＮＢ１とｅＮＢ２とを含み得る。ＣＣＡの実行は、
たとえば、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの、基地局２０５、２０５－ａ、および
／または２０５－ｂによってなされ得る。ＣＣＡの実行は、図２のワイヤレス通信システ
ム２００において、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワイヤレス通信シス
テム２００の部分とともに使用され得る。
【００９４】
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　[0131]ｅＮＢ１とｅＮＢ２との間の同期により、ｅＮＢ１の現在のゲーティング間隔内
のＳ’サブフレーム６２５－ｂは、ｅＮＢ２の現在のゲーティング間隔内のＳ’サブフレ
ーム６２５－ｃと同期され得る。また、各ｅＮＢによって実施される同期された擬似ラン
ダムなＣＣＡスロット選択処理により、ｅＮＢ２は、ｅＮＢ１によって選択されるＣＣＡ
スロット６２０－ｂとは異なる時間（たとえば、異なるＯＦＤＭシンボル位置）において
発生する、ＣＣＡスロット６２０－ｃを選択することができる。たとえば、ｅＮＢ１は、
Ｓ’サブフレーム６２５－ｂおよび６２５－ｃの揃えられたＣＣＡ期間の５番目のＯＦＤ
Ｍシンボル位置と揃えられたＣＣＡスロット６２０－ｂを選択することができ、ｅＮＢ２
は、揃えられたＣＣＡ期間の３番目のＯＦＤＭシンボル位置と揃えられたＣＣＡスロット
６２０－ｃを選択し得る。
【００９５】
　[0132]示されるように、同期されたＳ’サブフレーム６２５－ｂおよび６２５－ｃの後
の次の送信間隔は、Ｓ’サブフレーム６２５－ｂおよび６２５－ｃのＣＣＡ期間の後に開
始し、Ｄサブフレームとともに始まり得る。ｅＮＢ２のＣＣＡスロット６２０－ｃは、時
間的に最初にスケジューリングされているので、ｅＮＢ２は、ｅＮＢ１が次の送信間隔を
確保する機会を有する前に、次の送信間隔を確保する機会を有する。しかしながら、ｅＮ
Ｂ１およびｅＮＢ２の各々によって実施される擬似ランダムなＣＣＡスロット選択処理に
より、ｅＮＢ１は、（たとえば、ｅＮＢ１のＣＣＡスロットが、より後のゲーティング間
隔の中で、ｅＮＢ２のＣＣＡスロットよりも早い時間において発生し得るので）より後の
送信間隔を確保するための第１の機会を与えられ得る。
【００９６】
　[0133]例として、図８Ｃは、Ｓ’サブフレーム６２５－ｂおよび６２５－ｃの揃えられ
たＣＣＡ期間の部分と同時に発生するＷｉＦｉ送信（Ｔｘ）活動があることを示す。ｅＮ
Ｂ２によって選択されるＣＣＡスロット６２０－ｃのタイミングにより、ｅＮＢ２は、免
許不要帯域が利用不可能であることを、ｅＮＢ２のＣＣＡを実行した結果として決定する
ことができ、次の送信間隔の間、免許不要帯域におけるダウンリンク送信８０５－ａをオ
フにゲーティングすることができる。ｅＮＢ２のダウンリンク送信は、したがって、ｅＮ
Ｂ２のＣＣＡの実行の間にＷｉＦｉ　Ｔｘ活動が発生した結果として遮断され得る。
【００９７】
　[0134]ＣＣＡスロット６２０－ｂの間、ｅＮＢ１はＣＣＡを実行することができる。ｅ
ＮＢ１によって選択されるＣＣＡスロット６２０－ｂのタイミングにより、ｅＮＢ１は、
（たとえば、ＷｉＦｉ　Ｔｘ活動がＣＣＡスロット６２０－ｂの間に発生しないので、お
よび、ｅＮＢ２がより早い時間において次の送信間隔を確保することができなかったので
）免許不要帯域が利用可能であると、ｅＮＢ２のＣＣＡを実行した結果として決定するこ
とができる。したがって、ｅＮＢ１は、次の送信間隔を確保し、次の送信間隔の間、免許
不要帯域におけるダウンリンク送信８０５をオンにゲーティングすることができる。免許
不要帯域（または免許不要帯域のチャネル）を確保するための方法は、この説明のより後
で詳細に説明される。
【００９８】
　[0135]図７Ａ、図７Ｂ、図８Ａ、図８Ｂ、および図８Ｃは、図６を参照して説明された
ゲーティング間隔５０５－ｄのような１０ミリ秒のゲーティング間隔の状況においてＣＣ
Ａスロット６２０がどのように選択され得るかの例を与える。対照的に、図８Ｄ、図８Ｅ
、図８Ｆ、および図８Ｇは、ＣＣＡスロット６２０が１ミリ秒または２ミリ秒のゲーティ
ング間隔の状況においてどのように選択され得るかの例を与える。１０ミリ秒のゲーティ
ング間隔は、少量のＷｉＦｉ活動の存在下での少量のゲーティング間隔のオーバーヘッド
、既存のＬＴＥチャネルのサブフレームに基づくＰＨＹチャネル設計を保持できる能力の
ような、利点をもたらし得る。しかしながら、これは、長いチャネルアイドル時間（たと
えば、ＣＣＡのディザリングによりもたらされるＣＣＡの遅延に応じて、０．５ミリ秒以
上）という欠点を有することがあり、このことは、短いコンテンションウィンドウを伴う
ＷｉＦｉノードに送信の機会（たとえば、図７Ａおよび図７Ｂを参照して説明されたガー
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ド期間７０５の間の送信の機会）を与え得る。これはまた、ＣＣＡが不成功であるとき、
少なくとも１０ミリ秒、ダウンリンク送信を遅らせるという欠点を有し得る。たとえば、
１ミリ秒または２ミリ秒のゲーティング間隔は、より大きなゲーティング間隔のオーバー
ヘッドにつながることがあり、ミリ秒未満の送信継続時間をサポートするために、ＬＴＥ
　ＰＨＹチャネル設計に対するより広範囲の変更を必要とすることがある。しかしながら
、恐らくは１ミリ秒または２ミリ秒のゲーティング間隔が、１０ミリ秒のゲーティング間
隔と関連付けられる前述の欠点を軽減または除去することができる。
【００９９】
　[0136]図８Ｄは、１ミリ秒のゲーティング間隔５０５－ｉの例８００－ｃを与える。１
ミリ秒のゲーティング間隔は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの、基地局２０５、
２０５－ａ、および／または２０５－ｂによって使用され得る。１ミリ秒のゲーティング
間隔は、図２のワイヤレス通信システム２００において、ならびに図３Ａおよび／または
図３Ｂに示されるワイヤレス通信システム２００の部分とともに使用され得る。
【０１００】
　[0137]現在のＬＴＥ規格は、チャネル占有時間（オン時間）≧１ミリ秒であることと、
チャネルアイドル時間≧チャネル占有時間の５パーセントであることとを要求する。した
がって、現在のＬＴＥ規格は、１．０５ミリ秒の最小ゲーティング間隔の継続時間を指示
する。しかしながら、ＬＴＥ規格が恐らくは０．９５ミリ秒の最小チャネル占有時間を要
求するように緩和され得る場合、１ミリ秒のゲーティング間隔が可能となるであろう。
【０１０１】
　[0138]図８Ｄに示されるように、１ミリ秒のゲーティング間隔５０５－ｉは、１４個の
ＯＦＤＭシンボル（またはシンボル位置）を含み得る。成功したＣＣＡがゲーティング間
隔５０５－ｉに先行するＣＣＡスロット６２０－ｄの間に実行されるとき、ダウンリンク
送信は、ゲーティング間隔５０５－ｉの最初の１３個のＯＦＤＭシンボルの間に発生し得
る。そのようなダウンリンク送信は、９２９マイクロ秒の継続時間（またはチャネル占有
時間）を有し得る。現在のＬＴＥ規格によれば、９２９マイクロ秒のチャネル占有時間は
、４８マイクロ秒のチャネルアイドル時間またはガード期間７０５－ａを要求し、これは
、１つのＯＦＤＭシンボルの７１．４マイクロ秒の継続時間より短い。結果として、４８
マイクロ秒のチャネルアイドル時間またはガード期間７０５－ａ、さらには１つまたは複
数のＣＣＡスロット６２０－ｄが、１４番目のＯＦＤＭシンボル位置の間に提供され得る
。いくつかの場合、全体で２０マイクロ秒の継続時間を有する２つのＣＣＡスロット６２
０－ｄは、１４番目のＯＦＤＭシンボル位置の間に提供されてよく、これによって、ある
量のＣＣＡランダム化（ディザリング）を可能にする。注目すべきことに、例８００－ｃ
の各ＣＣＡスロット６２０－ｄは、１つのＯＦＤＭシンボルよりも短い継続時間を有する
。
【０１０２】
　[0139]ＣＣＡスロット６２０－ｄは、図８Ｄに示される１ミリ秒のゲーティング間隔５
０５－ｉまたはサブフレームの終わりに配置されるので、ゲーティング間隔５０５－ｉは
、共通基準信号（ＣＲＳ）と相性がよい。ＵＥ固有基準信号（ＵＥＲＳ：UE-specific re
ference signal）と相性がよい１ミリ秒のゲーティング間隔５０５－ｊの例８００－ｄが
図８Ｅに示される。ゲーティング間隔５０５－ｉと同様に、ゲーティング間隔５０５－ｊ
は１４個のＯＦＤＭシンボルを含む。しかしながら、チャネルアイドル時間またはガード
期間７０５－ｂおよびＣＣＡスロット６２０－ｅは、最初のＯＦＤＭシンボル位置におい
て提供される。現在のゲーティング間隔５０５－ｊのＣＣＡスロット６２０－ｅの間に実
行される成功したＣＣＡはこうして、現在のゲーティング間隔において、免許不要帯域が
確保されることを可能にし、ダウンリンク送信が行われることを可能にする。したがって
、次の送信間隔は現在のゲーティング間隔内に含まれる。
【０１０３】
　[0140]図８Ｆは、２ミリ秒のゲーティング間隔５０５－ｋの例８００－ｅを提供する。
２ミリ秒のゲーティング間隔は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの、基地局２０５
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、２０５－ａ、および／または２０５－ｂによって使用され得る。２ミリ秒のゲーティン
グ間隔は、図２のワイヤレス通信システム２００において、ならびに図３Ａおよび／また
は図３Ｂに示されるワイヤレス通信システム２００の部分とともに使用され得る。
【０１０４】
　[0141]１ミリ秒のゲーティング間隔５０５－ｉおよび５０５－ｊとは対照的に、２ミリ
秒のゲーティング間隔５０５－ｋは、最大チャネル占有時間および最小チャネルアイドル
時間についての現在のＬＴＥ規格の要件に適合する。
【０１０５】
　[0142]示されるように、ゲーティング間隔５０５－ｋは、Ｄサブフレーム６１０－ａと
Ｓ’サブフレーム６２５－ｄとを含み得る。しかしながら、Ｓ’サブフレームは、以前に
説明されたＳ’サブフレームとはいくらか異なるように構成される。より具体的には、Ｓ
’サブフレームの最初の１２個のＯＦＤＭシンボル位置、さらには先行するＤサブフレー
ムの１４個のＯＦＤＭシンボル位置は、ゲーティング間隔５０５－ｋに先行するＣＣＡス
ロット６２０－ｆの間に成功したＣＣＡを実行すると、ダウンリンク送信のために使用さ
れ得る。したがって、チャネル占有時間は１．８５７ミリ秒であってよく、９６ミリ秒の
チャネルアイドル時間またはガード期間７０５－ｃを必要とする。したがって、チャネル
アイドル時間またはガード期間７０５－ｃはＳ’サブフレームの１３番目のＯＦＤＭシン
ボル位置と、Ｓ’サブフレームの１４番目のＯＦＤＭシンボル位置の一部とを占有し得る
。しかしながら、１４番目のＯＦＤＭシンボル位置の残りの継続時間は、いくつかのＣＣ
Ａスロット６２０－ｆによって少なくとも一部埋められ得る。いくつかの場合には、ＣＣ
Ａスロット６２０－ｆの数は３個のＣＣＡスロット６２０－ｆであり得、このことは、図
８Ｄおよび図８Ｅを参照して説明された１ミリ秒のゲーティング間隔よりもわずかに多く
の量のＣＣＡランダム化（ディザリング）を提供する。
【０１０６】
　[0143]ＣＣＡスロット６２０－ｆは、図８Ｆに示される２ミリ秒のゲーティング間隔５
０５－ｋの終わりに配置されるので、ゲーティング間隔５０５－ｋは、ＣＲＳと相性がよ
い。ＵＥＲＳと相性がよい２ミリ秒のゲーティング間隔５０５－ｌの例８００－ｆが図８
Ｇに示される。ゲーティング間隔５０５－ｋと同様に、ゲーティング間隔５０５－ｌは、
Ｄサブフレーム６２５－ｅとＳ’サブフレーム６１０－ｂとを含む。しかしながら、サブ
フレームの時間的な順序は逆であり、Ｓ’サブフレーム６１０－ｂが時間的に最初に発生
し、Ｄサブフレーム６２５－ｅが時間的により後に発生する。さらに、チャネルアイドル
時間またはガード期間７０５－ｄおよびＣＣＡスロット６２０－ｇは、Ｓ’サブフレーム
６１０－ｂの最初のＯＦＤＭシンボル位置において提供される。現在のゲーティング間隔
５０５－ｌのＣＣＡスロット６２０－ｇの間に実行される成功したＣＣＡはこうして、現
在のゲーティング間隔において、免許不要帯域が確保されることを可能にし、ダウンリン
ク送信８１０が行われることを可能にする。したがって、次の送信間隔は現在のゲーティ
ング間隔内に含まれる。
【０１０７】
　[0144]図９は、基地局２０５－ｃとＵＥ２１５－ｃとの間の通信を示す図解９００を示
す。基地局２０５－ｃは、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５
－ａ、および／または２０５－ｂの例であり得る。ＵＥ２１５－ｃは、図２、図３Ａ、お
よび／または図３ＢのＵＥ２１５、２１５－ａ、および／または２１５－ｂの例であり得
る。基地局２０５－ｃおよびＵＥ２１５－ｃは、図２のワイヤレス通信システム２００に
おいて、ならびに図３Ａおよび／または図３Ｂに示されるワイヤレス通信システム２００
の部分とともに使用され得る。
【０１０８】
　[0145]基地局２０５－ｃは、免許不要帯域においてダウンリンク９１０を介してＵＥ２
１５－ｃと通信することができ、ＵＥ２１５－ｃは、免許帯域においてプライマリコンポ
ーネントキャリア（ＰＣＣ）アップリンク９０５を介して基地局２０５－ｃと通信するこ
とができる。ＵＥ２１５－ｃは、ＰＣＣアップリンク９０５を介してフィードバック情報
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を基地局２０５－ｃに送信することができ、基地局２０５－ｃは、ＰＣＣアップリンク９
０５を介してＵＥ２１５－ｃからフィードバック情報を受信することができる。いくつか
の場合には、フィードバック情報は、ダウンリンク９１０を介して基地局２０５－ｃから
ＵＥ２１５－ｃに送信された信号に対処し得る（またはそれに関し得る）。免許帯域を介
して免許不要帯域のためのフィードバック情報を送信することは、免許不要帯域のための
フィードバック情報の信頼性を改善することができる。
【０１０９】
　[0146]フィードバック情報は、いくつかの場合、ダウンリンク９１０からゲーティング
された少なくとも１つの送信間隔のためのフィードバック情報を含み得る。
【０１１０】
　[0147]いくつかの実施形態では、フィードバック情報は、ダウンリンク９１０のための
チャネル状態情報（ＣＳＩ）のようなＣＳＩを含み得る。基地局２０５－ｃがダウンリン
ク９１０のための送信をオフにゲーティングした少なくとも１つの送信間隔に対して、Ｃ
ＳＩは長期ＣＳＩを含み得る。しかしながら、基地局２０５－ｃがダウンリンクのための
送信をオンにゲーティングした少なくとも１つの送信間隔に対して、ＣＳＩは短期ＣＳＩ
を含み得る。長期ＣＳＩは、たとえば、チャネル干渉環境の詳細を捉える無線リソース管
理（ＲＲＭ）情報（たとえば、ＷｉＦｉであれ、局（ＳＴＡ）であれ、および／または基
地局であれ、支配的な干渉の各ソースを特定する情報、各々の干渉する信号の平均の強さ
および／または空間特性を特定する情報など）を含み得る。短期ＣＳＩは、たとえば、Ｃ
ＱＩ、ランクインジケータ（ＲＩ）、および／またはプリコーディングマトリックスイン
ジケータを含み得る。いくつかの場合には、ＣＳＩは、免許不要帯域中の現在の送信間隔
におけるダウンリンク送信の開始の後の第２のサブフレームにおいて、ＰＣＣアップリン
ク９０５を介して、ＵＥ２１５－ｃから基地局２０５－ｃに送信され得る。
【０１１１】
　[0148]いくつかの実施形態では、フィードバック情報は、ダウンリンク９１０に関する
ＨＡＲＱフィードバック情報のようなＨＡＲＱフィードバック情報を含み得る。ＨＡＲＱ
送信の一例では、ＨＡＲＱは、ダウンリンク送信がオフにゲーティングされた送信間隔を
無視することができる。ＨＡＲＱ送信の別の例では、ＨＡＲＱが、ダウンリンク送信がオ
ンにゲーティングされる送信間隔のために使用されてよく、単純な自動再送要求（ＡＲＱ
）が、ダウンリンク送信がオフにゲーティングされる送信間隔のために使用され得る。両
方の例が、ＷｉＦｉの干渉を伴わない単一の展開の状況において、ほぼ完全なＨＡＲＱの
機能を保持することができる。しかしながら、ＷｉＦｉの干渉の存在下または複数の展開
（たとえば、異なる通信事業者による免許不要帯域のための展開）においては、第２の例
は、主にＡＲＱを使用することを強いられることがあり、この場合、ＣＳＩはリンク適応
のための主要な道具になり得る。非同期ＨＡＲＱは、免許不要帯域のゲーティングによっ
て影響を受けない方式で送信され得る。
【０１１２】
　[0149]ダウンリンク送信が肯定応答されない（ＮＡＫ’ｄ）とき、ダウンリンク９１０
を介してベストエフォートのＨＡＲＱ再送信が行われ得る。しかしながら、あるタイムア
ウト期間の後で、ＮＡＫ’ｄパケットは、ダウンリンク９１０またはＰＣＣダウンリンク
を介した無線リンク制御（ＲＬＣ）の再送信を通じて回復され得る。
【０１１３】
　[0150]基地局２０５－ｃは、いくつかの場合、長期ＣＳＩと短期ＣＳＩの両方を使用し
て、免許不要帯域におけるダウンリンク９１０のための変調およびコーディング方式（Ｍ
ＣＳ）を選択することができる。ＨＡＲＱは次いで、ダウンリンク９１０のサービスされ
るスペクトル効率をリアルタイムで精密に調整するために使用され得る。
【０１１４】
　[0151]図１０は、様々な実施形態による、免許不要帯域における通常のサブフレームお
よびロバストなサブフレームの例を示す図解１０００を示す。通常のサブフレームおよび
ロバストなサブフレームは、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信をサポートす
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る基地局によって送信され得る。そのような基地局の例は、図２、図３Ａ、および／また
は図３Ｂの基地局２０５、２０５－ａ、および／または２０５－ｂであり得る。通常のサ
ブフレームおよびロバストなサブフレームは、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
通信をサポートするＵＥによって使用され得る。そのようなＵＥの例は、図２、図３Ａ、
および／または図３ＢのＵＥ２１５、２１５－ａ、および／または２１５－ｂであり得る
。
【０１１５】
　[0152]通常のレガシーキャリアタイプ（ＬＣＴ：legacy carrier type）サブフレーム
１００５が示されている。通常のＬＣＴサブフレーム１００５は、ＬＣＴ波形のために使
用されてよく、時分割多重化された（ＴＤＭ）ＰＤＣＣＨとＣＲＳとを搬送することがで
きる。通常のニューキャリアタイプ（ＮＣＴ：new carrier type）サブフレーム１０１５
も示されている。通常のＮＣＴサブフレーム１０１５は、ＮＣＴ波形のために使用され得
るが、ＴＤＭ　ＰＤＣＣＨとＣＲＳとを含まないことがある。代わりに、ＵＥは、フィー
ドバックのためのチャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ）と復調のためのＵＥ－ＲＳ
とを使用することができる。通常のＬＣＴサブフレームおよびＮＣＴサブフレームに加え
て、図１０は、ロバストなＬＣＴサブフレーム１０１０とロバストなＮＣＴサブフレーム
１０２０とを示す。ロバストなサブフレームは、追加のパイロット（たとえば、共通パイ
ロット、拡張ＣＲＳ（ｅＣＲＳ））を含み得るという点で、通常のサブフレームとは異な
ることがあり、追加のパイロットは、ＬＴＥ　ＤＬ送信のオフにゲーティングされた長い
期間の後で、ＵＥにおける時間－周波数の追跡とチャネル推定とを容易にするために使用
され得る。
【０１１６】
　[0153]ゲーティングされたＬＣＴ波形について、ＳＹＮＣサブフレーム（たとえば、他
のＬＴＥサブチャネルに加えて、ＰＳＳ、ＳＳＳ、（場合によっては）ＰＢＣＨを搬送す
るサブフレーム）が、サブフレームインデックス＝０（ｍｏｄ５）において送信され得る
。ロバストなＬＣＴサブフレーム１０１０は、Ｙ個のサブフレームよりも長いオフにゲー
ティングされた期間の後、最初のＸ個のサブフレームのために送信され得る。パラメータ
ＸおよびＹは、たとえば、サブフレームの構造および使用規則に基づいて変動し得る。通
常のＬＣＴサブフレーム１００５は、すべての他のオンにゲーティングされた期間におい
て送信され得る。
【０１１７】
　[0154]ゲーティングされたＮＣＴ波形に対して、ＳＹＮＣサブフレームは、サブフレー
ムインデックス＝０（ｍｏｄ５）において送信され得る。ロバストなＮＣＴサブフレーム
１０２０は、Ｙ個のサブフレームよりも長いオフにゲーティングされた期間の後、最初の
Ｘ個のサブフレームのために送信され得る。パラメータＸおよびＹは、たとえば、サブフ
レームの構造および使用規則に基づいて変動し得る。通常のＮＣＴサブフレーム１０１５
は、すべての他のオンにゲーティングされた期間において送信され得る。
【０１１８】
　[0155]図１１は、様々な実施形態による、免許不要帯域のための物理アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）信号および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）信号の
例を示す図解１１００を示す。ＰＵＣＣＨ信号およびＰＵＳＣＨ信号は、免許不要帯域に
おけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信をサポートする基地局によって扱われ得る。そのような基
地局の例は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５－ａ、および
／または２０５－ｂであり得る。ＰＵＣＣＨ信号およびＰＵＳＣＨ信号は、免許不要帯域
におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信をサポートするＵＥによって扱われ得る。そのようなＵ
Ｅの例は、図２、図３Ａ、および／または図３ＢのＵＥ２１５、２１５－ａ、および／ま
たは２１５－ｂであり得る。
【０１１９】
　[0156]ＰＵＣＣＨ信号およびＰＵＳＣＨ信号は通常、サブキャリアのセットを占有する
局所化された周波数分割多重化（ＬＦＤＭ：localized frequency division multiplexin
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g）波形に基づき、このとき、異なる変調シンボルが各サブキャリアのために送信され、
または、何らかのプリコーディングが周波数領域の波形を送信する前に行われる。これら
の波形を使用すると、送信されることが可能なデータが少量であることで、占有される帯
域の部分が小さくなる。送信電力スペクトル密度（ＴＸ－ＰＳＤ）の制約により、帯域幅
の小さな部分を占有するとき、少量の電力が送信される。ＴＸ－ＰＳＤに関する制約を避
けるために、波形全体の大半を占有する必要があり得る。しかし、波形の大半が占有され
、あらゆるサブキャリアを使用されないままにしない場合、所与の量の帯域幅に対して異
なるユーザを多重化することが可能ではないことがある。この問題に対処するための１つ
の手法は、各送信機の信号がＮ個のサブキャリアごとに１個（たとえば、１０個のうち１
個、１２個のうち１個）を占有するように、各送信機に各送信機の信号をインターリーブ
させて、これによって中間の多くのサブキャリアを占有されないままにすることである。
この手法は、より大きな電力で（しかしそれでも規制を満たすのに十分低いＰＳＤを伴っ
て）波形を送信することを可能にするために、ノミナルの帯域幅占有率を上げることがで
きる。それらのサブキャリアに限局された信号を送信するために、Ｎ個のサブキャリアの
うちの１個を占有する、インターリーブされた周波数分割多重化（ＩＦＤＭ：interleave
d frequency division multiplexing）信号およびインターリーブされた直交周波数分割
多重化（Ｉ－ＯＦＤＭ）信号が使用され得る。図１１において、ＩＦＤＭ波形は、免許不
要帯域における送信のために、ＰＵＣＣＨ信号１１０５とＰＵＳＣＨ信号１１１０とを生
成するように示される。同様に、Ｉ－ＯＦＤＭ波形は、免許不要帯域における送信のため
に、ＰＵＣＣＨ信号１１１５とＰＵＳＣＨ信号１１２０とを生成するように示される。
【０１２０】
　[0157]図１２は、様々な実施形態による、免許不要帯域における負荷に基づくゲーティ
ングの例を示す図解１２００を示す。負荷に基づくゲーティングは、免許不要帯域におけ
るＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信をサポートする基地局によって実行され得る。そのような基地
局の例は、図２、図３Ａ、および／または図３Ｂの基地局２０５、２０５－ａ、および／
または２０５－ｂであり得る。
【０１２１】
　[0158]上で説明されたリッスンビフォアトーク（ＬＢＴ）技法は、フレームに基づく機
器（ＦＢＥ：frame-based equipment）において使用され得る。しかしながら、負荷に基
づく機器（ＬＢＥ：load-based equipment）に基づく他のＬＢＴ技法も利用可能である。
ＬＢＴ－ＦＢＥ技法は、ＬＴＥの１０ミリ用の無線フレーム構造を守るゲーティングに一
部依存する。より短いゲーティング構造（１ミリ秒、２ミリ秒）を使用することは、周期
的なゲーティングを可能にすることに対して、ＬＴＥフレーム構造を保たない傾向にあり
得る。ＬＢＴ－ＬＢＥを使用することは、ゲーティング期間の初めまたは終わりにおける
シンボルのパンクチャを必要とすることなく、ＬＴＥ　ＰＨＹチャネルのサブフレーム構
造を保持するという潜在的な利点をもたらし得る。しかしながら、各基地局が拡張された
ＣＣＡのために固有のランダムなバックオフ時間を使用するので、異なるノード間での時
間の再使用はもはや同じ展開において保証されないことがある。したがって、ＬＢＴ－Ｌ
ＢＥについて、ＣＣＡは、ＬＢＴ－ＦＢＥのためのＣＣＡと同様であり得るが、拡張され
たＣＣＡ（ＬＢＴ－ＦＢＥでは使用されない）は、整数Ｎ（たとえば、１≦Ｎ≦ｑ）をラ
ンダムに選択することに基づき、チャネルがクリアであるＮ個のＣＣＡ継続時間の間待機
し得る。
【０１２２】
　[0159]免許不要帯域チャネルのサブフレームシーケンス中での異なるサブフレーム（Ｓ
Ｆ）における送信は、拡張されたＣＣＡおよびＣＣＡからの結果に基づき得る。拡張され
たＣＣＡは、パラメータ４≦ｑ≦３２に基づいてよく、パラメータの値はベンダーによっ
て告知される。チャネルが長い間休止しているとき、ＣＣＡが実行される必要があり得る
。ＣＣＡがクリアなチャネルを発見する場合、直ちに送信を開始することが可能であり得
る。発見しない場合、拡張されたＣＣＡが送信の前に実行され得る。送信が開始すると、
送信は、別の拡張されたＣＣＡが実行される必要があり得るまで、最大で（１３／３２）



(35) JP 6411611 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

×ｑ　ｍｓ（最大チャネル占有時間と呼ばれる）の間、続き得る。（別のノードからの）
受信が成功すると、最後に成功したＣＣＡ／拡張されたＣＣＡが最大チャネル占有時間よ
りも短い時間だけ前に実行されたという条件で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの送信が直ちに（ＣＣ
Ａを伴わずに）開始し得る。
【０１２３】
　[0160]図１２の例を見ると、ＣＣＡ時間は２５マイクロ秒（μｓ）に設定され、ｑ＝２
４であり得、それによって最大チャネル占有時間が約９．７５ミリ秒となる。拡張された
ＣＣＡのための最小アイドル時間はほぼ、２５マイクロ秒（μｓ）と０．６ミリ秒の間で
ある。ＣＵＰＳは、上で説明されたようにギャップを埋めるために使用され得る。この例
では、拡張されたＣＣＡ６２０－ｍが、シーケンス１２０５の中のサブフレーム（ＳＦ）
８において実行される。最大チャネル占有時間は、次の拡張されたＣＣＡ６２０－ｍがＳ
Ｆ１８まで実行される必要がないというようなものである。ＬＴＥダウンリンク送信は、
第１の拡張されたＣＣＡ６２０－ｍの後でチャネルが解放されている結果として、ＳＦ９
～１２の間に起こり得る。ＳＦ１２の後に送信ギャップがあるので、ＣＣＡ６２０－ｎは
、最大チャネル占有時間内での追加の送信のためにＳＦ１５において実行され得る。ＣＣ
Ａ６２０－ｎの結果として、ＬＴＥ送信はＳＦ１６および１７において起こり得る。上で
述べられたように、第２の拡張されたＣＣＡ６２０－ｍは、最大チャネル占有時間の後に
発生し得、これはこの例ではＳＦ２２～２５における追加のＬＴＥ送信につながる。
【０１２４】
　[0161]ここで図１３を見ると、ブロック図は、基地局（たとえば、ｅＮＢ）１３１０と
ＵＥ１３５０とを含む多入力多出力（ＭＩＭＯ）通信システム１３００を示す。ｅＮＢ１
３１０とＵＥ１３５０とは、免許帯域および／または免許不要帯域を使用したＬＴＥベー
スの通信をサポートし得る。基地局１３１０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ
、図２１Ｂ、図２３Ａ、図２３Ｂ、および／または図２４を参照して説明された基地局ま
たはデバイス１０５、２０５、２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃ、２１０５、２３０
５、２３５５、および／または２４０５の１つまたは複数の態様の例であり得、一方ＵＥ
１３５０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２３Ａ、図２３Ｂ、
および／または図２５を参照して本明細書で説明されたＵＥまたはデバイス２１５、２１
５－ａ、２１５－ｂ、２１５－ｃ、２１１５、２３０５、２３５５、および／または２５
１５の１つまたは複数の態様の例であり得る。システム１３００は、図２のワイヤレス通
信システム２００の態様、ならびに図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、および／ま
たは図２１Ｂを参照して説明されたワイヤレス通信システムの部分の態様を示し得る。
【０１２５】
　[0162]ダウンリンク（ＤＬ）では、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコン
トローラ／プロセッサ１３４０に与えられる。コントローラ／プロセッサ１３７５はＬ２
レイヤの機能を実装し得る。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ１３７５は、様々な優
先度メトリックに基づいて、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションお
よび並べ替えと、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ１３５
０への無線リソース割振りとを行い得る。コントローラ／プロセッサ１３７５はまた、Ｈ
ＡＲＱ動作と、紛失パケットの再送信と、ＵＥ１３５０へのシグナリングとを担当し得る
。
【０１２６】
　[0163]送信（ＴＸ）プロセッサ１３１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のた
めの様々な信号処理機能を実装し得る。信号処理機能は、ＵＥ１３５０における前方誤り
訂正（ＦＥＣ：forward error correction）と、様々な変調方式（たとえば、２位相シフ
トキーイング（ＢＰＳＫ：binary phase-shift keying）、４位相シフトキーイング（Ｑ
ＰＳＫ：quadrature phase-shift keying）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ：M-p
hase-shift keying）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ：M-quadrature amplitude modula
tion））に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを容易にするために、コー
ディングとインターリービングとを含む。コーディングされ変調されたシンボルは、次い
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で、適用可能な場合、並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサ
ブキャリアにマッピングされ、時間領域および／または周波数領域中で基準信号（たとえ
ば、パイロット）と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse Fast F
ourier Transform）を使用して互いに合成されて、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリーム
を搬送する物理チャネルが生成される。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを
生成するために空間的にプリコードされる。チャネル推定器１３７４からのチャネル推定
値は、コーディングおよび変調方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用さ
れ得る。チャネル推定値は、ＵＥ１３５０によって送信される基準信号および／またはチ
ャネル状態フィードバックから導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信
機１３１８ＴＸを介して異なるアンテナ１３２０に与えられ得る。各送信機１３１８ＴＸ
は、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調し得る。
【０１２７】
　[0164]ＵＥ１３５０において、各受信機１３５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ１
３５２を通して信号を受信する。各受信機１３５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された
情報を復元し、受信（ＲＸ）プロセッサ１３５６に情報を与える。ＲＸプロセッサ１３５
６は、Ｌ１レイヤの様々な信号処理機能を実装し得る。ＲＸプロセッサ１３５６は、ＵＥ
１３５０に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を
実行し得る。複数の空間ストリームがＵＥ１３５０に宛てられた場合、それらはＲＸプロ
セッサ１３５６によって単一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。ＲＸプロセ
ッサ１３５６は、次いで、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用してＯＦＤＭシンボルスト
リームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキ
ャリアごとに別々のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボル
と、基準信号とは、基地局１３１０によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタ
レーションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟決定は、
チャネル推定器１３５８によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟決定は、次
いで、物理チャネル上で基地局１３１０によって最初に送信されたデータおよび制御信号
を復元するために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで
、コントローラ／プロセッサ１３５９に与えられる。
【０１２８】
　[0165]コントローラ／プロセッサ１３５９は、Ｌ２レイヤを実装し得る。コントローラ
／プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ１３６０に関連付けられ
得る。メモリ１３６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。アップリンク（Ｕ
Ｌ）では、コントローラ／プロセッサ１３５９は、コアネットワークからの上位レイヤパ
ケットを復元するために、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、
パケットリアセンブリと、復号（deciphering）と、ヘッダ復元（decompression）と、制
御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、Ｌ２レイヤの上のすべてのプロト
コルレイヤを表す、データシンク１３６２に与えられる。また、様々な制御信号が、Ｌ３
処理のためにデータシンク１３６２に与えられ得る。コントローラ／プロセッサ１３５９
はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために肯定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答
（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用する誤り検出を担当する。
【０１２９】
　[0166]ＵＬでは、データソース１３６７は、コントローラ／プロセッサ１３５９に上位
レイヤパケットを与えるために使用される。データソース１３６７は、Ｌ２レイヤの上の
すべてのプロトコルレイヤを表す。基地局１３１０によるＤＬ送信に関して説明された機
能と同様に、コントローラ／プロセッサ１３５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケット
のセグメンテーションおよび並べ替えと、基地局１３１０による無線リソース割振りに基
づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユー
ザプレーンおよび制御プレーンのためのＬ２レイヤを実装し得る。コントローラ／プロセ
ッサ１３５９はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケットの再送信と、基地局１３１０へのシ
グナリングとを担当し得る。
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【０１３０】
　[0167]基地局１３１０によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャ
ネル推定器１３５８によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変
調方式を選択することと、空間処理を容易にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ１
３６８によって使用され得る。ＴＸプロセッサ１３６８によって生成される空間ストリー
ムは、別個の送信機１３５４ＴＸを介して異なるアンテナ１３５２に与えられ得る。各送
信機１３５４ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調し得
る。
【０１３１】
　[0168]ＵＬ送信は、ＵＥ１３５０における受信機機能に関して説明された方法と同様の
方法で基地局１３１０において処理される。各受信機１３１８ＲＸは、それのそれぞれの
アンテナ１３２０を通して信号を受信する。各受信機１３１８ＲＸは、ＲＦキャリア上で
変調された情報を復元し、ＲＸプロセッサ１３７０に情報を与える。ＲＸプロセッサ１３
７０はＬ１レイヤを実装し得る。
【０１３２】
　[0169]コントローラ／プロセッサ１３７５は、Ｌ２レイヤを実装し得る。コントローラ
／プロセッサ１３７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ１３７６に関連
付けられ得る。メモリ１３７６はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは
、制御／プロセッサ１３７５は、ＵＥ１３５０からの上位レイヤパケットを復元するため
に、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリ
と、復号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ１３７５
からの上位レイヤパケットは、コアネットワークに与えられ得る。コントローラ／プロセ
ッサ１３７５はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫ
プロトコルを使用した誤り検出を担当し得る。
【０１３３】
　[0170]一態様では、免許不要帯域を使用するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信における拡張マル
チメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ｅＭＢＭＳ）を検討する。一般に
、ｅＭＢＭＳ領域中のすべての基地局は、各基地局が同時に同じ波形を送信するような同
期方式で送信する。しかしながら、ｅＭＢＭＳのために免許不要帯域が利用されると、各
基地局は、免許不要帯域の使用を求めて競合しなければならない。各基地局は、概して、
異なるローカルＷｉＦｉ活動を経験することになる。ローカルＷｉＦｉ活動の非同期性質
により、基地局は、異なる時間にオフにされ得る。したがって、ｅＭＢＭＳ送信は、いく
つかの問題が対処されない限り、同期された方式では行われないことがある。様々な態様
は、所与のｅＭＢＭＳ展開の基地局から免許不要帯域におけるマルチメディアブロードキ
ャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）送信を容易にする。各基地局は、クリアチ
ャネルアセスメント（ＣＣＡ）を単独で実行し、実行されたＣＣＡがクリアチャネルを示
すときはいつでもＭＢＳＦＮ送信に寄与し得る。利点として、基地局は、ＣＳＩフィード
バックまたはＡＲＱに依存しない。しかしながら、１つまたは複数のリッスンビフォアト
ーク（ＬＢＴ）フレーム分ある大きいカバレージホールをＣＣＡが作成することに関する
問題が存在する。したがって、ＬＢＴ動作により失われたパケットの代わりになる強力な
外部コードが必要とされ得る。
【０１３４】
　[0171]一態様では、１つまたは複数のＬＢＴフレーム分ある大きいカバレージホールを
ＣＣＡが作成する問題を解決するために、ブロードキャストマルチキャストサービスセン
ター（ＢＭ－ＳＣ：broadcast multicast service center）は、ゲート期間の割合を考慮
に入れることによってアプリケーション前方誤り訂正（ＦＥＣ）を適用し得る。ここで、
ＢＭ－ＳＣは、特定のサービスが免許不要帯域を介して送信されたことに気づき、サービ
スエリア中の基地局（ｅＮＢまたはアクセスポイント（ＡＰ））の典型的な負荷に気づい
ている。そのような情報は、運用、管理および保守（ＯＡＭ：operations administratio
n and maintenance）を介してＢＭ－ＳＣに配信され得る。



(38) JP 6411611 B2 2018.10.24

10

20

30

40

50

【０１３５】
　[0172]さらに、ＢＭ－ＳＣフィードバックに基地局を追加することは、ＢＭ－ＳＣが適
切なＦＥＣパラメータを決定するのに有用であり得る。基地局は、基地局の履歴に基づい
てＢＭ－ＳＣに基地局のゲート期間を報告し得る。基地局報告は、マルチセル／マルチキ
ャスト協調エンティティ（ＭＣＥ：multicell/multicast coordination entity）を介し
てＢＭ－ＳＣに送られ得る。ＭＣＥは、ＢＭ－ＳＣに転送する前に報告を統合し得る。Ｂ
Ｍ－ＳＣは、基地局報告に基づいてＦＥＣを適用し得る。実装形態の選択肢として、ＢＭ
－ＳＣはまた、ＵＥの受信報告に基づいてＦＥＣレートを調整し得る。
【０１３６】
　[0173]ＢＭ－ＳＣから受信されたサービス品質（ＱｏＳ）情報に基づいて、基地局は、
ｅＭＢＭＳサービスを免許不要帯域を介して送るべきか、または免許帯域を介して送るべ
きかを決定し得る。たとえば、待ち時間に高い耐性をもつサービスが免許不要帯域を介し
て送られ得る。
【０１３７】
　[0174]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信におけるｅＭＢＭＳに関与する別
の問題は、異なる基地局が異なるゲート期間を有し、および／または異なる時間にゲート
オフし得るので、ＣＣＡが受信ＳＮＲ変動を生じ得るということである。一態様では、こ
の問題を解決するために、ＭＣＥは、基地局ゲート期間の割合を考慮に入れることによっ
てＭＣＳを決定し、ならびに基地局がゲートオフするときを決定し得る。ここで、ＭＣＥ
は、特定のサービスがオーバー免許不要帯域を使用して送信されたことに気づき、サービ
スエリア（たとえば、マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳ
ＦＮ）エリア）中の基地局（ｅＮＢまたはＡＰ）の典型的な負荷に気づいている。そのよ
うな情報は、運用、管理および保守（ＯＡＭ）プロシージャを介してＭＣＥに配信され得
る。一態様では、情報に基づいて、ＭＣＥは、基地局が受けることになるゲート期間を推
定し、その後、持続可能なＭＣＳを決定することができる。
【０１３８】
　[0175]別の態様では、基地局は、オン継続時間の割合についてＭＣＥに通知し得る（た
とえば、ＭＣＥにフィードバックを与え得る）。基地局は、基地局の履歴に基づいてＭＣ
Ｅに基地局のゲート期間を報告し得る。ＭＣＥは、次いで、所与のＭＢＳＦＮエリア中の
基地局からの報告に基づいてＭＣＳサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームとを決定し得
る。
【０１３９】
　[0176]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信におけるｅＭＢＭＳに関与するさ
らなる問題は、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成に関する。免許不要帯域におけるゲートＬＴ
Ｅ波形送信は、Ｙ個のサブフレームよりも大きいゲートオフ期間の後の最初のＸ個のサブ
フレームの間にロバストなＬＴＥサブフレームが送信されることを必要とし得る。異なる
基地局は、異なるゲートオフ期間を有し得、異なる無線フレームにおいてロバストなＬＴ
Ｅサブフレームを必要とし得る。ロバストなＬＴＥサブフレームにより、ＵＥは、ある時
間期間の間ゲートオフした後に基地局がアクティブ化する（たとえば、オンになる）とき
に迅速に基地局を捕捉することが可能になる。ロバストなＬＴＥサブフレームは、通常の
ユニキャストサブフレームまたは通常のＭＢＳＦＮサブフレームと比較して、異なるサブ
フレーム構造を有する。ある無線フレームにおいて、１つまたは複数の基地局は、１つま
たは複数の基地局がある時間期間の間ゲートオフした後にオンになるときにロバストなＬ
ＴＥサブフレームを必要とし得るが、他の基地局は、他の基地局がゲートオフしないかま
たは十分に長い時間期間の間ゲートオフしないので、ロバストなＬＴＥサブフレームを必
要としないので、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成のためにロバストなＬＴＥサブフレームを
考慮に入れる必要があり得る。
【０１４０】
　[0177]この問題を解決するために、ＭＣＥは、すべての無線フレームに最初のＸ個のサ
ブフレームを使用しないことによって、ＭＢＳＦＮサブフレームを構成し得る。無線フレ
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ーム割合に関するＭＢＳＦＮ時間使用量は、使用時間＝（０．９０－Ｘ／１０）＊１００
％に従ってキャップされ（capped）得、ここにおいて、Ｘは、ＭＢＳＦＮエリア内の基地
局の間の潜在的な最大ゲートオフ期間によって必要とされる最初のロバストなＬＴＥサブ
フレームの数である。代替的に、ＭＣＥは、ＭＢＳＦＮのためにロバストなＬＴＥサブフ
レームを構成し、ロバストなＬＴＥサブフレームがＭＢＳＦＮのために構成されるとき、
ロバストなＬＴＥサブフレームのサイクリックプレフィックス（ＣＰ）長さをＭＢＳＦＮ
サブフレームと整合させ得る。同様の概念がＳＹＮＣサブフレームに適用される。一例で
は、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信は、小セル展開シナリオに適用され得
、ＭＢＳＦＮ送信は、ユニキャストＣＰ長さならびに他のユニキャストヌメロロジーを使
用し得る。ロバストなＬＴＥサブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームのために構成される
と、ロバストなＬＴＥサブフレームは、以下で説明するように適切なＭＢＳＦＮ動作を保
証するために特別に扱われ得る。
【０１４１】
　[0178]図１４は、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのためのサブフレーム構造
を示す図解１４００を示す。図１４では、フレーム中のロバストなＬＴＥサブフレーム１
４０５の存在は、基地局のオフ継続時間に依存し得る。フレーム中の残りのサブフレーム
は、通常のＬＴＥサブフレーム１４１０であり得る。
【０１４２】
　[0179]図１５は、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのための複数の基地局のサ
ブフレーム構造を示す図解１５００を示す。図１５では、異なる基地局が異なるゲートオ
フ期間で異なる時間にゲートオフし得るので、異なる基地局は、異なるロバストなＬＴＥ
サブフレーム１４１０－ａを有し得る。
【０１４３】
　[0180]図１６は、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのための複数の基地局のサ
ブフレーム構造を示す図解１６００を示す。図１６では、ＭＢＳＦＮ動作を可能にするた
めに、各基地局の各無線フレームは、特定の基地局がその時間期間中にゲートオフしない
ことがある場合でも、ロバストなＬＴＥサブフレームがそれぞれの無線フレーム上でのＭ
ＢＳＦＮ送信のために割り振られる場合に構成されるＸ個のロバストなＬＴＥサブフレー
ム１４０５－ｂを有し得、ここで、Ｘは、正の整数である。いくつかの基地局は、ある時
間期間の間ゲートオフした後にオンになり得、基地局がオンになると、ＵＥのためのロバ
ストなＬＴＥサブフレームが基地局を捕捉することを必要とし得る。ＭＢＳＦＮ動作を維
持するために、すべての基地局は、基地局がゲートオフしたか否かにかかわらず、最初の
Ｘ個のサブフレームまたは最初のＸ個のサブフレームのサブセットがＭＢＳＦＮのために
構成されると、無線フレームごとにロバストなＬＴＥサブフレームを構成し得る。各無線
フレーム中の残りの（すなわち、非ロバストな）サブフレームは、通常のＬＴＥサブフレ
ーム１４１０－ｂであり得る。基地局は、ロバストなサブフレームが必要とされない場合
、ロバストなサブフレーム構造をもたない最初のＸ個のサブフレーム中でユニキャスト送
信のためにＭＢＳＦＮによって使用されない残りのリソース要素（ＲＥ）を使用し得る。
言い換えれば、基地局は、ＭＢＳＦＮ送信のためにロバストなサブフレーム構造をもつあ
らゆる無線フレーム上で最初のＸ個のサブフレームを仮定し、基地局は、ロバストなサブ
フレーム構造を必要としないとき、ユニキャスト送信のために通常のサブフレーム構造を
もつ残りのＲＥを使用し得る。
【０１４４】
　[0181]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡのためのｅＭＢＭＳに関与する別の問
題は、基地局ＭＴＣＨスケジューリングの同期に関する。現在、ＭＣＥは、ＭＣＣＨスケ
ジューリングを扱うが、基地局は、ＭＴＣＨスケジューリングを扱う。
【０１４５】
　[0182]ＭＣＥは、制御プレーン上のデータを担当するが、基地局は、ユーザプレーン上
のデータを担当する。ＭＣＣＨは、ＰＭＣＨごとに対応するＭＣＳサブフレームとＭＢＳ
ＦＮサブフレームとを示す。各ＰＭＣＨ内で、基地局は、最高２９個のＭＴＣＨをスケジ
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ュールし得る。基地局は、各サービスのためのＳＹＮＣプロトコルから配信されるデータ
の量に基づいて各ＭＴＣＨにＭＢＳＦＮサブフレームを割り振り得る。
【０１４６】
　[0183]異なる基地局は、異なるゲート期間を有し、および／または異なる時間にゲート
オフし得る。基地局が、ＳＹＮＣプロトコルから配信されるデータの量に基づいてＭＴＣ
Ｈを単にスケジュールし、送信する場合、異なるゲートパターンにより異なる基地局が異
なるデータを送信し、それによって、ＭＢＳＦＮ利得が失われ得る。
【０１４７】
　[0184]図１７は、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡのためのｅＭＢＭＳの基地
局送信を示す図解１７００を示す。図１７を参照すると、上記で説明された問題を解決す
るために、基地局は、ゲート期間が存在しないかのように、ＭＴＣＨをスケジュールし、
送信し得る。基地局がＬＴＥ　ＭＢＳＦＮ送信をゲートオフするとき、基地局は、パケッ
トをドロップし得る。基地局によってドロップされたデータの量は、ＭＴＣＨスケジュー
リングに矛盾なくできる。ＬＴＥ送信が再開すると、基地局は、ドロップされたパケット
の後に通常のＬＴＥパケット１４１０－ｃを送信し続け得る。このようにして、ＭＢＳＦ
Ｎエリアにおいてゲートオフしない基地局は、オン継続時間中に同じコンテンツを送信し
得る。ゲートオフする基地局は、対応するデータを送信するのを控え、それによって、Ｍ
ＢＳＦＮ動作を保ち得る。
【０１４８】
　[0185]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－ＡのためのｅＭＢＭＳに関与する別の問
題は、ｅＭＢＭＳサブフレームのための基地局送信電力制御に関する。ＭＢＳＦＮ送信に
より、ＭＢＳＦＮエリア内の基地局（ｅＮＢまたはＡＰ）に干渉が生じ得る。この問題を
解決するために、基地局は、基地局によって取得されたＣＣＡ６２０－ｒ測定値に従って
送信電力を設定し得る。さらに、基地局は、ＭＢＳＦＮ信号をＵＥが復号するのに十分強
力である信号をＵＥが受信することが可能である限り、ＰＭＣＨ送信電力を低下させ得る
。ＰＭＣＨ送信電力に関する決定は、１）基地局による周期的ＭＢＳＦＮ信号測定値、お
よび／または２）基地局に報告される周期的なまたはしきい値に基づくＵＥ　ＭＢＳＦＮ
測定値に基づき得る。
【０１４９】
　[0186]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信におけるｅＭＢＭＳに関与するさ
らなる問題は、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）とＭＣＨスケジューリング情報
（ＭＳＩ）との信頼性に関する。ＭＣＣＨとＭＳＩとはＭＴＣＨ復号のために使用される
。ＭＣＣＨは、ＰＭＣＨごとに割り振られたＭＢＳＦＮサブフレームとＭＣＳとを示す。
ＭＳＩは、ＭＴＣＨ（たとえば、各サービス）のための割り振られたＭＢＳＦＮサブフレ
ームを示す。アプリケーション層前方誤り訂正（ＦＥＣ）は、コンテンツ配信の信頼性を
高め得るが、一般に、ＭＣＣＨとＭＳＩとのＵＥ受信の信頼性を高めることにはならない
。
【０１５０】
　[0187]この問題を解決するために、基地局は、システム情報ブロックタイプ１３（ＳＩ
Ｂ１３）およびＭＣＣＨ変更通知とともに、１次コンポーネントキャリア（ＰＣＣ：prim
ary component carrier）上でＭＣＣＨとＭＳＩとを送信し得る。ＰＣＣは、ＰＣＣがい
かなるＭＢＭＳサービスも送らない場合でもブロードキャストチャネルを送信する。ＰＣ
Ｃ上のＳＩＢ１３は、ＭＣＣＨがＰＣＣから送られたのか、または免許不要帯域において
送られたのかを示し得る。
【０１５１】
　[0188]代替的に、ＭＣＣＨとＭＳＩとの送信は繰り返され得る。たとえば、ＭＣＣＨは
、ＭＣＨスケジューリング期間（ＭＳＰ：MCH scheduling period）内のＭＳＩのための
最初の複数のＭＢＳＦＮサブフレームを示し得る。ＭＣＣＨは、免許不要帯域における繰
り返しのために構成され得、またはＭＣＣＨの情報は、ＰＣＣ上のＳＩＢ中で送られ得る
。
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【０１５２】
　[0189]さらなる代替では、基地局は、ＣＣＡ結果にかかわらず、免許不要帯域において
ＭＣＣＨとＭＳＩとを配信するサブフレームを送信し得る。現在、ＬＢＴ動作によって５
％のデューティサイクルが許可され得る。たとえば、基地局は、最高５％の時間ＡＰの送
信に干渉し得る。ＭＣＣＨは、３２／６４／１２８／２５６個の無線フレームごとに１回
送信され得る。ＭＳＩは、８／１６／３２／６４／１２８／２５６／５１２／１０２４個
の無線フレームごとに１回送信するように構成され得る。最も小さいＭＣＣＨ送信期間を
検討すると、デューティサイクルは、１／３２０になる。最も小さいＭＳＰを検討すると
、デューティサイクルは、１／８０になる。したがって、ＡＰに対するＭＣＣＨとＭＳＩ
との全体的な送信干渉は、５％よりも小さくなり得る。
【０１５３】
　[0190]一態様では、通信事業者制御されたアクセスポイント（ＡＰ）の強化が検討され
る。通信事業者が基地局とＡＰとの両方の制御を有し、基地局がＡＰとコロケートされて
いる場合、基地局は、ＭＢＳＦＮエリア内のＡＰにＳＩＢ１３およびＭＣＣＨ情報を送り
得る。ＡＰは、ＳＩＢ１３とＭＣＣＨのために割り振られたすべてのＭＢＳＦＮサブフレ
ームとの確実な受信を保証するために、ＳＩＢ１３とＭＣＣＨとによって割り振られたす
べてのサブフレーム上でのそれの送信をミュートし得る。ＭＣＣＨ中でＭＢＳＦＮ送信の
ために割り振られたＭＢＳＦＮサブフレームは、ＭＢＭＳによって使用されない場合、ユ
ニキャスト送信のために使用され得る。代替的に、基地局は、ＳＩＢ１３およびＭＣＣＨ
／ＭＳＩ送信のために対応するサブフレームをシグナリングし得、ＡＰは、ＳＩＢ１３、
ＭＣＣＨサブフレーム、およびＭＳＩサブフレームのみの上でのそれの送信をミュートし
得る。
【０１５４】
　[0191]通信事業者が基地局とＡＰとの両方の制御を有するが、基地局がＡＰとコロケー
トされていない場合、ＭＣＥは、ＭＢＳＦＮエリア内のＡＰにＳＩＢ１３およびＭＣＣＨ
情報を送ることができる。ＡＰは、ＳＩＢ１３およびＭＳＩ／ＭＣＣＨによって割り振ら
れたすべてのサブフレーム上でのそれの送信をミュートし得るか、またはＡＰは、ＭＣＣ
ＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとの上でのみそれの送信をミュートし得る。ＡＰが
ダウンリンク送信をミュートすると、ＡＰは、ＵＥからの潜在的なアップリンク送信をミ
ュートし得る。ＡＰは、オフ期間の間ビーコン送信を無効化し得る。ＵＥは、依然として
、他のＡＰにプローブを送り得る。ＲＴＳ／ＣＴＳシグナリングでは、ＵＥがサイレント
期間中に信号を送信しないように、ＡＰは、ＵＥにサイレント期間を設定し得る。ＡＰは
また、プリアンブル中に偽のパケット長を設定し得る。したがって、ＵＥは、パケット長
の間媒体が占有されていると仮定し、アップリンク送信を実行するのをバックオフし得る
。さらに、スケジュールされたＵＥ送信がアップリンクにもたらされ得、したがって、Ａ
Ｐは、相応してＵＥのアップリンク送信をミュートすることができる。
【０１５５】
　[0192]図１８は、免許不要のものにおけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのためのスタンドアロン
動作モードを検討するＭＢＳＦＮ構成の例を示す図解１８００を示す。ここで、免許不要
帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのためのキャリアは、いかなる１次コンポーネントキャ
リア（ＰＣＣ）にも接続されない。図１８を参照すると、ＭＢＳＦＮ送信とユニキャスト
送信とが異なるＣＰ長さを有するとき、ＵＥは、異なるサブフレーム中でＣＰタイプを取
得するためにＭＢＳＦＮ構成に気づいている必要があり得る。したがって、無線フレーム
ごとに一定数のサブフレーム１４０５－ｄがＭＢＳＦＮ使用から除外され得る。たとえば
、無線フレーム中の最初のＸ個のサブフレームのサブセットがＭＢＳＦＮ使用から除外さ
れ得、ここで、Ｘは正の整数である。これらのサブフレームは、システム情報、ＭＢＳＦ
Ｎ構成などのために使用され得る。ＭＢＳＦＮ時間使用量は９０％よりも低くなり得る。
基地局が、ゲートオフされた後に送信を開始するとき、最初のＸ個のサブフレームが、ロ
バストなＬＴＥサブフレーム１４０５－ｄのために使用され得る。したがって、ＭＢＳＦ
Ｎのためのロバストなサブフレームを整合させることは、不要なオーバーヘッドを必要と
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し得るので、最初のＸ個のサブフレーム１４０５－ｄがＭＢＳＦＮ使用から除外され得る
。残りのサブフレームは、通常のＬＴＥサブフレーム１４１０－ｄであり得る。
【０１５６】
　[0193]図１９は、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのために構成された例示的
なＵＥ２１５－ｄにおける様々なモジュール／手段／コンポーネント間のデータフローを
示すブロック図１９００を示す。ＵＥ２１５－ｄは、様々な他の構成を有することがあり
、パーソナルコンピュータ（たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピ
ュータ、タブレットコンピュータなど）、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルビデオレコーダ（
ＤＶＲ）、インターネットアプライアンス、ゲームコンソール、電子リーダなどに含まれ
るか、またはその一部であり得る。ＵＥ２１５－ｄは、モバイル動作を支援にするために
、小型バッテリーのような内部電源（図示されず）を有し得る。局ＵＥ２１５－ｄは、図
２、図３Ａ、図３Ｂ、および／または図９の、ＵＥ２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、お
よび／または２１５－ｃの例であり得る。ＵＥ２１５－ｄは、図１～図１２、図１４～図
１８、および図２６～３６に関して本明細書で説明された特徴および機能の少なくともい
くつかを実装するように構成され得る。
【０１５７】
　[0194]ＵＥ２１５－ｄは、プロセッサモジュール１９１０と、メモリモジュール１９２
０と、送受信機モジュール１９４０と、アンテナ１９５０と、ＵＥモードモジュール１９
６０とを含み得る。これらのコンポーネントの各々は、１つまたは複数のバス１９０５を
通じて、互いに、直接または間接的に通信していてよい。
【０１５８】
　[0195]メモリモジュール１９２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用
メモリ（ＲＯＭ）とを含み得る。メモリモジュール１９２０は、実行されると、プロセッ
サモジュール１９１０に、免許不要チャネルにおいてＬＴＥに基づく通信を使用するため
の本明細書で説明される様々な機能を実行させるように構成される命令を含む、コンピュ
ータ可読の、コンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード１９２５を記憶し得る。
代替的に、ソフトウェアコード１９２５は、プロセッサモジュール１９１０によって直接
実行可能ではないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると）コンピュー
タに本明細書で説明される機能を実行させるように構成され得る。
【０１５９】
　[0196]プロセッサモジュール１９１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）などを含み得る。プロセッサモジュール１９１０は、送受信機モジュール１９
４０を通じて受信された、および／またはアンテナ１９５０を通じた送信のために送受信
機モジュール１９４０に送信されるべき情報を処理することができる。プロセッサモジュ
ール１９１０は、免許不要チャネルにおいてＬＴＥに基づく通信を使用する様々な態様を
、単独で、またはＵＥモードモジュール１９６０とともに、扱うことができる。
【０１６０】
　[0197]送受信機モジュール１９４０は、基地局（たとえば、基地局２０５）と双方向に
通信するように構成され得る。送受信機モジュール１９４０は、１つまたは複数の送信機
モジュールおよび１つまたは複数の別個の受信機モジュールとして実装され得る。送受信
機モジュール１９４０は、免許帯域（たとえば、ＬＴＥ）および免許不要帯域における通
信をサポートすることができる。送受信機モジュール１９４０は、パケットを変調し、変
調されたパケットを送信のためにアンテナ１９５０に提供し、アンテナ１９５０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。ＵＥ２１５－ｄは単一の
アンテナを含み得るが、ＵＥ２１５－ｄが複数のアンテナ１９５０を含み得る実施形態が
あり得る。
【０１６１】
　[0198]図１９のアーキテクチャによれば、ＵＥ２１５－ｄはさらに、通信管理モジュー
ル１９３０を含み得る。通信管理モジュール１９３０は、様々なアクセスポイントとの通
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信を管理し得る。通信管理モジュール１９３０は、１つまたは複数のバス１９０５を通じ
てＵＥ２１５－ｄの他のコンポーネントの一部またはすべてと通信している、ＵＥ２１５
－ｄのコンポーネントであり得る。代替的には、通信管理モジュール１９３０の機能は、
送受信機モジュール１９４０のコンポーネントとして、コンピュータプログラム製品とし
て、および／またはプロセッサモジュール１９１０の１つもしくは複数のコントローラ要
素として実装され得る。
【０１６２】
　[0199]ＵＥモードモジュール１９６０は、免許不要チャネルにおいてＬＴＥに基づく通
信を使用することに関する、図１～図１２、図１４～図１８、および図２６～３６におい
て説明された機能または態様の一部またはすべてを実行および／または制御するように構
成され得る。たとえば、ＵＥモードモジュール１９６０は、補助的ダウンリンクモード、
キャリアアグリゲーションモード、および／またはスタンドアロンモードを、サポートす
るように構成され得る。ＵＥモードモジュール１９６０は、免許帯域においてＬＴＥ通信
を扱うように構成されるＬＴＥモジュール１９６１と、免許不要帯域においてＬＴＥ通信
を扱うように構成されるＬＴＥ免許不要モジュール１９６２と、免許不要帯域におけるＬ
ＴＥ通信以外の通信を扱うように構成される免許不要モジュール１９６３とを含み得る。
ＵＥモードモジュール１９６０、またはその部分は、プロセッサであり得る。その上、Ｕ
Ｅモードモジュール１９６０の機能の一部またはすべては、プロセッサモジュール１９１
０によって、および／またはプロセッサモジュール１９１０に関連して実行され得る。
【０１６３】
　[0200]免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのために構成された例示的なＵＥ２１
５－ｄは、図１～図１２、図１４～図１８、および図２６～図３６に関して本明細書で説
明する特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実行する追加のモジュールを含み得
る。したがって、図１～図１２、図１４～図１８、および図２６～図３６に関して説明す
る特徴および機能は、モジュールによって実行され得、ＵＥ２１５－ｄは、それらのモジ
ュールのうちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス
／アルゴリズムを実行するように特に構成された１つまたは複数のハードウェアコンポー
ネントであるか、述べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセ
ッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記
憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
【０１６４】
　[0201]図２０は、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのために構成された例示的
な装置２０５－ｄ（たとえば、基地局、ｅＮＢ、ＭＣＥ、ＢＭ－ＳＣ、またはアクセスポ
イント（ＡＰ））における様々なモジュール／手段／コンポーネント間のデータフローを
示すブロック図２０００を示す。いくつかの実施形態では、装置２０５－ｄは、図２、図
３Ａ、図３Ｂ、および／または図９の基地局２０５、２０５－ａ、２０５－ｂ、および／
または２０５－ｃの例であり得る。装置２０５－ｄは、図１～図１２、図１４～図１８、
および図２６～図３６に関して本明細書で説明する特徴および機能のうちの少なくともい
くつかを実施するように構成され得る。以下の説明は、基地局またはｅＮＢのモジュール
を指すことがあるが、図解２０００はまた、図１のＭＣＥ１２８またはＢＭ－ＳＣ１２６
あるいはアクセスポイント（ＡＰ）のモジュールを示すために使用され得ることに留意さ
れたい。したがって、ＭＣＥ１２８、ＢＭ－ＳＣ１２６、またはＡＰは、図１～図１２、
図１４～図１８、および図２６～図３６に関して本明細書で説明する特徴および機能のう
ちの少なくともいくつかを実施するように構成され得る。装置２０５－ｄは、プロセッサ
モジュール２０１０と、メモリモジュール２０２０と、送受信機モジュール２０３０と、
アンテナ２０４０と、基地局モードモジュール２０９０とを含み得る。装置２０５－ｄは
また、基地局通信モジュール２０６０とネットワーク通信モジュール２０７０の１つまた
は両方を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、１つまたは複数のバス２００５を
通じて、互いに、直接または間接的に通信していてよい。
【０１６５】
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　[0202]メモリモジュール２０２０はＲＡＭとＲＯＭとを含み得る。メモリモジュール２
０２０はまた、実行されると、プロセッサモジュール２０１０に、免許不要チャネルにお
いてＬＴＥに基づく通信を使用するための本明細書で説明される様々な機能を実行させる
ように構成される命令を含む、コンピュータ可読の、コンピュータ実行可能ソフトウェア
（ＳＷ）コード２０２５を記憶し得る。代替的に、ソフトウェアコード２０２５は、プロ
セッサモジュール２０１０によって直接実行可能ではないことがあるが、たとえば、コン
パイルされ実行されると、コンピュータに本明細書で説明される機能を実行させるように
構成され得る。
【０１６６】
　[0203]プロセッサモジュール２０１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プロセッサモジュー
ル２０１０は、送受信機モジュール２０３０、基地局通信モジュール２０６０、および／
またはネットワーク通信モジュール２０７０を通じて受信された情報を処理することがで
きる。プロセッサモジュール２０１０はまた、アンテナ２０４０を通じた送信のために送
受信機モジュール２０３０に、基地局通信モジュール２０６０に、および／またはネット
ワーク通信モジュール２０７０に送られるべき情報を処理することができる。プロセッサ
モジュール２０１０は、免許不要チャネルにおいてＬＴＥに基づく通信を使用する様々な
態様を、単独で、または基地局モードモジュール２０９０とともに、扱うことができる。
【０１６７】
　[0204]送受信機モジュール２０３０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信
のためにアンテナ２０４０に提供し、アンテナ２０４０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。送受信機モジュール２０３０は、１つまたは複数
の送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個の受信機モジュールとして実装され得る
。送受信機モジュール２０３０は、免許帯域（たとえば、ＬＴＥ）および免許不要帯域に
おける通信をサポートすることができる。送受信機モジュール２０３０は、たとえば、図
２、図３Ａ、図３Ｂ、および／または図９に示されるように、アンテナ２０４０を介して
、１つまたは複数のＵＥ２１５と双方向に通信するように構成され得る。装置２０５－ｄ
は通常、複数のアンテナ２０４０（たとえば、アンテナアレイ）を含み得る。装置２０５
－ｄは、ネットワーク通信モジュール２０７０を通じてコアネットワーク２３０－ａと通
信することができる。コアネットワーク２３０－ａは、図２のコアネットワーク２３０の
例であり得る。装置２０５－ｄは、基地局通信モジュール２０６０を使用して、基地局２
０５－ｅおよび基地局２０５－ｆのような他の基地局と通信することができる。
【０１６８】
　[0205]図２０のアーキテクチャによれば、装置２０５－ｄはさらに、通信管理モジュー
ル２０５０を含み得る。通信管理モジュール２０５０は、基地局および／または他のデバ
イスとの通信を管理し得る。通信管理モジュール２０５０は、１つまたは複数のバス２０
０５を介して装置２０５－ｄの他のコンポーネントの一部またはすべてと通信していてよ
い。代替的には、通信管理モジュール２０５０の機能は、送受信機モジュール２０３０の
コンポーネントとして、コンピュータプログラム製品として、および／またはプロセッサ
モジュール２０１０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実装され得る。
【０１６９】
　[0206]基地局モードモジュール２０９０は、免許不要チャネルにおいてＬＴＥに基づく
通信を使用することに関する、図１～図１２、図１４～図１８、および図２６～図３６に
おいて説明された機能または態様の一部またはすべてを実行および／または制御するよう
に構成され得る。たとえば、基地局モードモジュール２０９０は、補助的ダウンリンクモ
ード、キャリアアグリゲーションモード、および／またはスタンドアロンモードを、サポ
ートするように構成され得る。基地局モードモジュール２０９０は、免許帯域においてＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成されるＬＴＥモジュール２０９１と、免許不要帯
域においてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成されるＬＴＥ免許不要モジュール２
０９２と、免許不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信以外の通信を扱うように構成さ
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れる免許不要モジュール２０９３とを含み得る。基地局モードモジュール２０９０、また
はその部分は、プロセッサであり得る。その上、基地局モードモジュール２０９０の機能
の一部またはすべては、プロセッサモジュール２０１０によって、および／またはプロセ
ッサモジュール２０１０に関連して実行され得る。
【０１７０】
　[0207]装置（たとえば、ｅＮＢまたは基地局２０５ｄ、ＭＣＥ１２８、ＢＭ－ＳＣ１２
６、またはＡＰ）は、図１～図１２および図１４～図１８に関して本明細書で説明する特
徴および機能のうちの少なくともいくつかと、図２６～図３６のフローチャート中のアル
ゴリズムのステップの各々とを実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図１
～図１２および図１４～図１８に関して上で説明された特徴および機能と、図２６～図３
６のフローチャート中の各ステップとは、モジュールによって実行され得、装置は、それ
らのモジュールのうちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられた
プロセス／アルゴリズムを実行するように特に構成された１つまたは複数のハードウェア
コンポーネントであるか、述べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成され
たプロセッサによって実装されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒
体内に記憶されるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。
【０１７１】
　[0208]一構成では、装置（たとえば、ｅＮＢまたは基地局２０５ｄ、ＭＣＥ１２８、Ｂ
Ｍ－ＳＣ１２６、あるいはＡＰ）は、基地局がサービスを送信するゲート期間を決定する
ための手段のための手段と、決定されたゲート期間に基づいてサービスに関連する少なく
とも１つのパケットに前方誤り訂正（ＦＥＣ）を適用するための手段と、ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）から受信報告を受信するための手段と、受信報告が、サービスを受信することのステ
ータスを示す、受信された受信報告に基づいてＦＥＣを調節するための手段と、決定され
たゲート期間と適用されたＦＥＣとに基づいてサービス品質（ＱｏＳ）情報を生成するた
めの手段と、基地局にＱｏＳ情報を送るための手段と、ＱｏＳ情報は、基地局が、免許不
要帯域においてサービスを送信するか、または免許帯域においてサービスを送信すること
を容易にする、サービスのためのサービス品質（ＱｏＳ）情報を生成するための手段と、
基地局にＱｏＳ情報を送るための手段と、ＱｏＳ情報とゲート期間とは、基地局が、免許
不要帯域においてサービスを送信するか、または免許帯域においてサービスを送信するこ
とを容易にする、決定されたゲート期間に基づいてサービスに関連する少なくとも１つの
パケットのための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）を決定するための手段と、決定
されたゲート期間に基づいてサービスを送信するためのサブフレームを決定するための手
段と、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター（ＢＭ－ＳＣ）にゲート期間に
ついての報告を送るための手段と、報告は、ＢＭ－ＳＣが、報告に基づいてサービスに関
連する少なくとも１つのパケットに前方誤り訂正（ＦＥＣ）を適用することを容易にする
、サービスが免許不要帯域において送信されると決定するための手段と、免許不要帯域に
おいてサービスを送信するように少なくとも１つの無線フレームを構成するための手段と
、トラフィックチャネルのために受信された複数のパケットを送信するようにスケジュー
ルするための手段と、スケジューリングに従って複数のパケットのうちの少なくとも１つ
のパケットを送信するための手段と、ゲート期間をアクティブ化するための手段と、複数
のパケットのうちのあるパケットがゲート期間中に送信されるようにスケジュールされた
ときにそのパケットを送信するのを控えるための手段と、ここにおいて、ゲート期間中に
送信されるようにスケジュールされたパケットがドロップされる、ゲート期間を非アクテ
ィブ化するための手段と、ゲート期間が非アクティブ化されるときにスケジューリングに
従ってドロップされたパケットの後にパケットを送信し続けるための手段と、免許不要帯
域において信号を送信するためのチャネル可用性を決定するためにクリアチャネルアセス
メント（ＣＣＡ）を実行するための手段と、ＣＣＡに従って信号を送信するための送信電
力を設定するための手段と、免許不要帯域におけるＵＥのＭＢＳＦＮ信号を推定するため
の手段と、推定に従って物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）の送信電力を調整する
ための手段と、免許不要帯域においてサービスを送信するための手段と、サービスに関連
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して、免許帯域においてマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）と、マルチキャストチ
ャネルスケジューリング情報（ＭＳＩ）と、システム情報ブロックタイプ１３（ＳＩＢ１
３）と、ＭＣＣＨ変更通知とを送信するための手段と、サービスに関連して繰り返してマ
ルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）とマルチキャストチャネルスケジューリング情報
（ＭＳＩ）とを周期的に送信するための手段と、基地局からシステム情報ブロックタイプ
１３（ＳＩＢ１３）とＭＣＣＨ情報とを受信するための手段と、ダウンリンク送信のため
に、ＳＩＢ１３とＭＣＣＨとによって割り振られたすべてのサブフレームをミュートする
かまたはＭＣＣＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとをミュートするための手段と、Ｓ
ＩＢ１３とＭＣＣＨとによって割り振られたすべてのサブフレームまたはＭＣＣＨサブフ
レームとＭＳＩサブフレームとについてユーザ機器（ＵＥ）からの潜在的なアップリンク
送信を無効化するための手段と、基地局からシステム情報ブロックタイプ１３（ＳＩＢ１
３）とマルチキャストチャネルスケジューリング情報（ＭＳＩ）とを受信するための手段
と、ダウンリンク送信について、ＳＩＢ１３とＭＳＩとによって割り振られたすべてのサ
ブフレームをミュートするための手段と、ＭＢＭＳ送信のために使用されない場合、ダウ
ンリンク送信について、ユニキャスト送信のためにＭＣＣＨのために割り振られたサブフ
レームを使用するための手段と、ＳＩＢ１３とＭＳＩとによって割り振られたすべてのサ
ブフレームについてユーザ機器（ＵＥ）からの潜在的なアップリンク送信を無効化するた
めの手段と、ＭＢＭＳ協調エンティティ（ＭＣＥ）からシステム情報ブロックタイプ１３
（ＳＩＢ１３）とＭＣＣＨ情報とを受信するための手段と、ダウンリンク送信について、
ＳＩＢ１３とＭＣＣＨとによって割り振られたすべてのサブフレームをミュートするか、
またはＭＣＣＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとをミュートするための手段と、ＳＩ
Ｂ１３とＭＣＣＨとによって割り振られたすべてのサブフレームまたはＭＣＣＨサブフレ
ームとＭＳＩサブフレームとについてユーザ機器（ＵＥ）からの潜在的なアップリンク送
信を無効化するための手段と、マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク
（ＭＢＳＦＮ）を介して免許不要帯域においてサービスを通信することに関連しない情報
を送信するために無線フレームのサブフレームの第１のセットを予約するための手段と、
ＭＢＳＦＮを介して免許不要帯域においてサービスを通信することに関連する情報を送信
するために無線フレームのサブフレームの第２のセットを割り振るための手段とを含む。
【０１７２】
　[0209]上述の手段は、上述の手段によって具陳される機能を実行するように構成された
、装置２０５－ｄの上述のモジュールおよび／または装置２０５－ｄの処理システムのう
ちの１つまたは複数であり得る。処理システムは、図１３に関して上記で説明されたＴＸ
プロセッサ１３１６と、ＲＸプロセッサ１３７０と、コントローラ／プロセッサ１３７５
とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された
機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ１３１６と、ＲＸプロセッサ１３７０
と、コントローラ／プロセッサ１３７５とであり得る。
【０１７３】
　[0210]次に図２１Ａを参照すると、ブロードキャスト信号が、複数のノード２１０５を
使用して第１の時間期間中にｅＭＢＭＳに従って送信され得るワイヤレス通信システム２
１００を示す図解について説明する。たとえば、図６を参照して説明されたような、送信
間隔とリスニング間隔との同期を含み得る、複数のワイヤレスノード２１０５（たとえば
、アクセスポイントまたはｅＮＢ）間に協調が確立され得る。協調はまた、たとえば、Ｃ
ＣＡ協調および／またはブロードキャスト信号送信の同期を含み得る。場合によっては、
ワイヤレスノード２１０５との間の協調は、ｅＭＢＭＳ協調マネージャ２１４０およびコ
アネットワーク２１３０から受信された送信に少なくとも部分的に基づいて確立され得る
。ワイヤレス通信システム２１００は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、および／または図９を参
照して説明されたワイヤレス通信システムの部分の例であり得る。さらに、ワイヤレスノ
ード２１０５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、および／または図９を参照して説明されたアク
セスポイント２０５および／または基地局２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃの態様の
例であり得る。
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【０１７４】
　[0211]図２１Ａの例では、いくつかのノード２１０５は、互いに比較的極近傍内に位置
し得る。そのような展開は、たとえば、比較的人口密度の高い市街地中、または、たとえ
ば、スポーツスタジアムなどの特定の施設またはベニュー内にあり得る。複数のノード２
１０５は、比較的大きい対応するカバレージエリア２１１０－ａと２１１０－ｂとを有し
得るマクロセルノード２１０５－ａと２１０５－ｂとを含み得る。複数のノード２１０５
はまた、それぞれが比較的小さい対応するカバレージエリア２１１０－ｃ、２１１０－ｄ
、２１１０－ｅ、および２１１０－ｆを有し得るいくつかの小さなセルノード２１０５－
ｃ、２１０５－ｄ、２１０５－ｅ、および２１０５－ｆを含み得る。いくつかの実施形態
によれば、マクロセルノード２１０５－ａおよび２１０５－ｂは、免許帯域および／また
は免許不要帯域を使用して動作する基地局であり得、小さなセルノード２１０５－ｃ～２
１０５－ｆは、免許不要帯域を使用して動作する基地局であり得る。
【０１７５】
　[0212]図６に関して説明されたような、免許不要帯域における協調された送信期間中に
、ワイヤレスノード２１０５は、ワイヤレスノード２１０５のカバレージエリア２１１０
内の他のデバイスまたはノード（たとえば、ＷｉＦｉノード）に免許不要帯域を介して通
信することを回避させる信号を送信し得る。ワイヤレスノード２１０５は、同期されたリ
スニング間隔で協調された方法で動作するので、カバレージエリア２１１０内で動作する
他のデバイスまたはノードによる免許不要帯域の使用が低減され、それによって、各ワイ
ヤレスノード２１０５－ａ～２１０５－ｆがリスニング間隔中に成功したＣＣＡを実行す
る可能性が増加し得る。しかしながら、多くの事例では、いくつかのワイヤレスノード２
１０５－ａ～２１０５－ｆは、協調されたＣＣＡの結果として免許不要帯域をうまく予約
しないことがあり、後続の送信間隔中に免許不要帯域を介してＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ信号を
送信しないことになる。
【０１７６】
　[0213]上記で説明されたように、いくつかの状況では、システム２１００などのシステ
ムは、免許不要帯域を介してマルチキャストサービスを提供するようにＳＦＮとして動作
し得る。１つまたは複数のノード２１０５－ａ～２１０５－ｆが特定の送信間隔中に送信
することができない場合、これは、システム２１００の部分的なＳＮＦ動作をもたらす。
異なる時点に、ノード２１０５－ａ～２１０５－ｆの異なるセットが送信し、時間変動す
るＳＦＮチャネルをもたらし得る。重複するカバレージエリア２１１０を有する十分な数
のノード２１０５を有する展開では、免許不要帯域を使用するそのような部分的なＳＮＦ
動作は、個別のノード上でのＷｉＦｉ干渉に対してロバストであるシステムを与え得る。
【０１７７】
　[0214]１つの特定の例を与えるために、図２１Ａのシステム２１００は、第１の時間期
間中のｅＭＢＭＳによるブロードキャスト信号の送信を示す。この例では、ノード２１０
５－ａおよび２１０５－ｂは、免許帯域における周波数に関連付けられ得る通信リンク２
１２５を使用してそれぞれＵＥ２１１５－ａおよび２１１５－ｂと通信し得る。ノード２
１０５－ｃ～２１０５－ｆは、ブロードキャスト信号中でコンテンツを送信するために免
許不要帯域を使用して動作し得る。この例では、ノード２１０５－ｄおよび２１０５－ｆ
は、（たとえば、第１の時間期間に関連する不成功のＣＣＡにより）第１の時間期間中に
送信しないことがあり、したがって、ノード２１０５のサブセット、すなわち、ノード２
１０５－ｃおよび２１０５－ｅは、第１の時間期間中にブロードキャスト信号のコンテン
ツの第１の部分を配信するためにブロードキャスト信号２１４５を使用して、それぞれ、
ＵＥ２１１５－ａおよび２１１５－ｂと通信し得る。
【０１７８】
　[0215]上記で説明されたように、ノード２１０５は、リスニング間隔の間で同期された
協調された送信間隔を有し得る。図２１Ｂは、ノード２１０５の異なるサブセットが免許
不要帯域を使用してブロードキャスト情報を送信し得る第２の時間期間中のシステム２１
００を示す。この例では、ノード２１０５－ｃおよび２１０５－ｅは、（たとえば、第２
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の時間期間に関連する不成功のＣＣＡにより）第２の時間期間中に送信しないことがあり
、したがって、ノード２１０５の異なるサブセット、すなわち、ノード２１０５－ｄおよ
び２１０５－ｆは、第２の時間期間中にブロードキャスト信号のコンテンツの第２の部分
を配信するためにブロードキャスト信号２１４５を使用して、それぞれ、ＵＥ２１１５－
ａおよび２１１５－ｂと通信し得る。もちろん、そのようなシステム２１００は、図２１
Ａおよび図２１Ｂに示したものより多くのノード２１０５を有し得、ＵＥ２１１５は、い
くつかの異なるノード２１０５のカバレージエリア２１１０内にあり得、１つまたは複数
のノード２１０５からそのようなブロードキャスト信号２１４５を受信し得る。したがっ
て、所与の時点に、ノード２１０５の一部分は、ブロードキャスト信号２１４５を送信し
得るが、システムは、ブロードキャストコンテンツの信頼できる送信を与えるのに十分な
カバレージを与え続け得る。
【０１７９】
　[0216]いくつかの実施形態によれば、ブロードキャスト信号２１４５に関係する情報は
、異なる技法に従ってＵＥ２１１５に送信され得る。いくつかの実施形態では、システム
情報は、ＵＥ２１１５にシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中に与えられ得る。そのような
ＳＩＢは、免許帯域を使用して送信されるノード２１０５－ａおよび２１０５－ｂなどの
サービング基地局からのブロードキャスト信号中に含まれ得る。そのようなＳＩＢは、た
とえば、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を介して運ばれ得、時間的なマル
チメディアブロードキャストマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣ
Ｈ）ロケーションの指示を含み得る。ＭＣＣＨは、利用可能なマルチキャストコンテンツ
に関係する情報を含み得、ＵＥ２１１５が特定のマルチキャストコンテンツを受信するこ
とを要求するカウントをトリガし得る。様々な実施形態によれば、特定のエリア内の一定
数のＵＥ２１１５がそのようなコンテンツを要求すると、ｅＭＢＭＳ協調マネージャ２１
４０は、特定のマルチキャストコンテンツのためのブロードキャスト信号を開始し得る。
したがって、ただ１つまたは２つのＵＥ２１１５が特定のコンテンツを要求する場合、比
較的少ないＵＥ２１１５のためのマルチキャストリソースを消費するのではなく、ユニキ
ャストサービスが特定のＵＥ２１１５に与えられ得る。同様に、比較的多数のＵＥ２１１
５が特定のコンテンツを要求する場合、コンテンツを配信するために免許不要帯域を介し
てブロードキャスト信号を与えるためにＳＦＮマルチキャストサービスを開始することに
よってネットワーク効率が高められ得る。
【０１８０】
　[0217]ＭＣＣＨは、たとえば、免許帯域を使用して物理マルチキャストチャネル（ＰＭ
ＣＨ）上で送信され得る。他の例では、ＭＣＣＨは、免許不要帯域を使用してＰＭＣＨ上
で送信され得る。ブロードキャスト信号２１４５コンテンツは、ＭＢＭＳトラフィックチ
ャネル（ＭＴＣＨ）上で送信され得、ブロードキャスト信号２１４５コンテンツは、様々
な実施形態によれば、免許不要帯域を使用してＰＭＣＨ上で送信され得る。
【０１８１】
　[0218]上記で説明されたように、ノードは、ＳＤＬ動作モード、ＣＡ動作モード、また
はＳＡ動作モードに従って免許不要帯域を使用して動作し得る。情報の異なる部分と制御
情報とが、システムの特定の動作モードに部分的に基づいて、様々な実施形態に従って免
許帯域および／または免許不要帯域中で送信され得る。図２２Ａ、図２２Ｂ、および図２
２Ｃは、免許フレーム／間隔２２０５および免許不要フレーム／間隔２２１０の例２２０
０、２２７０、および２２８０を示す。免許フレーム／間隔２２０５と免許不要フレーム
／間隔２２１０とは、同期され得、免許不要帯域を介した送信をサポートする基地局によ
って周期的ゲーティング間隔として使用され得る。そのような基地局の例としては、図２
、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、および／または図２１Ｂを参照して説明されたアク
セスポイント２０５、基地局２０５、２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃ、および／ま
たはワイヤレスノード２１０５があり得る。同様に、免許フレーム／間隔２２０５と免許
不要フレーム／間隔２２１０とは、免許不要帯域を介した送信をサポートするＵＥによっ
て使用され得る。そのようなＵＥの例としては、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図２１Ａ、およ
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び／または図２１Ｂを参照して説明されたＵＥ２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２１５
－ｃ、２１１５および／またはワイヤレスノードがあり得る。免許フレーム／間隔２２０
５と免許不要フレーム／間隔２２１０とはまた、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ
、および／または図２１Ｂを参照して説明されたワイヤレス通信システム２００／オアお
よび２１００ならびにワイヤレス通信システム３００、３００－ａ、および／または９０
０の部分とともに使用され得る。
【０１８２】
　[0219]図２２Ａの例２２００では、免許送信２２１５は、１つまたは複数のＬＴＥフレ
ームを含み得、免許不要送信２２２０は、システムの特定の動作モードに従って１つまた
は複数のフレームを含み得る。たとえば、免許不要送信２２２０は、送信期間２２２５中
に送信される９つのダウンリンクサブフレームを含む１つまたは複数のＳＤＬフレームと
、リスニング間隔またはＣＣＡ期間２２４０を含み得るＳ’（特殊な）サブフレーム２２
３０とを含み得る。免許不要送信２２２０は、たとえば、キャリアアグリゲーションモー
ドまたはスタンドアロンモードに従って動作するときに関連するサブフレームのための特
定のＴＤＤアップリンク／ダウンリンク（ＵＬ／ＤＬ）構成を含む１つまたは複数の時分
割複信（ＴＤＤ）フレームを含み得る。図２２Ａの例によれば、ＳＩＢ情報２２３５の少
なくとも一部分は、免許帯域において免許送信２２１５を使用して送信され得る。そのよ
うなＳＩＢ情報２２３５は、たとえば、免許帯域および／または免許不要帯域上での時間
的なＭＣＣＨロケーションを示し得るＭＢＭＳ制御情報の一部分を含み得る（たとえば、
ＬＴＥ規格において定義されているＳＩＢ－１３の一部分を含み得る）。
【０１８３】
　[0220]図２２Ａの例２２００では、ＭＣＣＨ２２４５の少なくとも一部分は、免許送信
２２１５を使用して送信される。たとえば、ＭＣＣＨ２２４５は、免許帯域においてＰＭ
ＣＨを介して送信され得る。いくつかの実施形態では、ＭＣＣＨの一部分は、図２２Ｂお
よび図２２Ｃに示されるような免許不要送信２２２０を使用して送信され得る。図２２Ｂ
の例２２７０では、ＭＣＣＨ２２５５の一部分は、免許不要帯域においてＰＭＣＨを介し
て送信され得る。上記で説明されたように、ＭＣＣＨ２２４５および／または２２５５は
、利用可能なＭＴＣＨサービスに関係する情報を含み得、１つまたは複数のＭＴＣＨサー
ビスを受信することを望むＵＥがそれらの関連するサービング基地局を通してサービスを
要求し得るカウントプロシージャを開始し得る。図２または図２１Ａまたは図２１Ｂのｅ
ＭＢＭＳ協調マネージャ２４０および／または２１４０などのｅＭＢＭＳ協調マネージャ
は、要求を受信し、ＭＴＭＳサービスを開始するために必要な、サービスについての所定
の数の要求に基づいて特定のブロードキャストサービスを開始し得る。
【０１８４】
　[0221]いくつかの実施形態では、免許帯域におけるＭＣＣＨ２２４５（図５Ａ）は、カ
ウントプロシージャを開始するために使用される。他の実施形態では、免許不要帯域にお
けるＭＣＣＨ２２５５（図２２Ｂまたは図２２Ｃ）は、カウントプロシージャを開始する
ために使用され得る。いくつかの実施形態では、免許不要帯域におけるＭＣＣＨ２２５５
は、免許帯域において送信される新しいＳＩＢを使用して増大され得る。免許帯域の使用
は、カウントプロシージャのためによりロバストな報告を実現し得、ＵＥがＭＴＭＳサー
ビスを要求することに関係する比較的信頼できる情報を与え得る。補助的ダウンリンクモ
ードまたはキャリアアグリゲーションモードで動作する様々な実施形態によれば、ＵＥは
、免許帯域を使用してＭＣＣＨ２２４５または２２５５によって開始されたカウントに応
答して返報し得る。スタンドアロンモードで動作する実施形態では、ＵＥは、免許不要帯
域を使用してＭＣＣＨ２２５５によって開始されたカウントに応答して返報し得る。
【０１８５】
　[0222]いくつかの実施形態では、ＭＴＣＨ２２５０は、ブロードキャスト信号コンテン
ツを含む免許不要帯域におけるブロードキャスト送信であり得る。図２２Ａ、図２２Ｂ、
および図２２Ｃの例の各々では、ＭＴＣＨ２２５０は、免許不要送信２２２０を使用して
送信され得る。図２２Ｃの例２２８０に示されるようなスタンドアロンモードで動作する
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実施形態によれば、すべての送信は、免許不要帯域を使用して送信され得る。
【０１８６】
　[0223]次に図２３Ａを参照すると、ブロック図２３００は、様々な実施形態によるワイ
ヤレス通信における使用のためのデバイス２３０５を示す。いくつかの実施形態では、デ
バイス２３０５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、および／または図２１Ｂを
参照して説明された基地局２０５、２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃ、２１０５およ
び／またはＵＥ２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２１５－ｃ、２１１５の１つまたは複
数の態様の例であり得る。デバイス２３０５はまた、プロセッサであり得る。デバイス２
３０５は、受信機モジュール２３１０、ブロードキャスト信号協調モジュール２３２０、
および／または送信機モジュール２３３０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は
互いに通信していることがある。
【０１８７】
　[0224]デバイス２３０５のコンポーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能の
一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）とともに、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、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
で実施され得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている任意の方法でプログラム
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ＡＳ
ＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩ
Ｃ）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、
メモリ中に組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【０１８８】
　[0225]いくつかの実施形態では、受信機モジュール２３１０は、免許帯域（たとえば、
免許ＬＴＥ帯域）および／または免許不要帯域（たとえば、従来、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）、または他の免許不要帯域によって使用される帯域）における送信
を受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）受信機などのＲＦ受信機であるか、また
はそれを含み得る。受信機モジュール２３１０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１
Ａ、および／または図２１Ｂを参照して説明されたワイヤレス通信システム２００、３０
０、３００－ａ、９００、および／または２１００の１つまたは複数の通信リンクなど、
免許帯域と免許不要帯域とを含むワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンク
を介して、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、伝送）を受信する
ために使用され得る。
【０１８９】
　[0226]いくつかの実施形態では、送信機モジュール２３３０は、免許帯域および／また
は免許不要帯域の中で送信するように動作可能なＲＦ送信機などのＲＦ送信機であるか、
またはそれを含み得る。送信機モジュール２３３０は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図
２１Ａ、および／または図２１Ｂを参照して説明されたワイヤレス通信システム２００、
３００、３００－ａ、９００、および／または２１００の１つまたは複数の通信リンクな
ど、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを介して、様々なタイプのデ
ータおよび／または制御信号（すなわち、伝送）を送信するために使用され得る。
【０１９０】
　[0227]いくつかの実施形態では、ブロードキャスト信号協調モジュール２３２０は、免
許不要帯域を介してブロードキャスト信号を構成および／または受信し得る。ブロードキ
ャスト信号は、異なる時間期間中にノードの異なるサブセットによって送信されるように
構成され得る。ブロードキャスト信号送信において免許不要帯域が使用されるべきである
とブロードキャスト信号協調モジュール２３２０が決定すると、ネットワーク中の複数の
ノードは、ＳＦＮサービス中でブロードキャストコンテンツを送信するように構成され得
る。ブロードキャスト信号に関係する制御情報は、上記で説明されたような免許帯域およ
び／または免許不要帯域を使用して通信され得る。ノードは、リスニング間隔の間で送信
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間隔を同期させるように構成され得る。ブロードキャスト送信を受信することは、異なる
時間期間中にノードの異なるサブセットからブロードキャスト信号を受信することを含み
得る。
【０１９１】
　[0228]次に図２３Ｂを参照すると、ブロック図２３５０は、様々な実施形態によるワイ
ヤレス通信における使用のためのデバイス２３５５を示す。いくつかの実施形態では、デ
バイス２３０５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、および／または図２１Ｂを
参照して説明された基地局２０５、２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃ、２１０５およ
び／またはＵＥ２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２１５－ｃ、２１１５の１つまたは複
数の態様の例であり得る。デバイス２３５５はまた、プロセッサであり得る。デバイス２
３５５は、受信機モジュール２３１２、ブロードキャスト信号協調モジュール２３６０、
および／または送信機モジュール２３３２を含み得る。これらのコンポーネントの各々は
互いに通信していることがある。
【０１９２】
　[0229]デバイス２３５５のコンポーネントは、個別にまたは集合的に、ハードウェア中
の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ＡＳＩ
Ｃを用いて実現され得る。代替的に、それらの機能は、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施され得る。他の実施形態
では、当技術分野で知られている任意の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、全体的または部分的に、１つ
または複数の汎用プロセッサまたは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフ
ォーマットされた、メモリに組み込まれた命令を用いて実装され得る。
【０１９３】
　[0230]いくつかの実施形態では、受信機モジュール２３１２は、図２３Ａの受信機モジ
ュール２３１０の例であり得る。受信機モジュール２３１２は、免許帯域（たとえば、免
許ＬＴＥ帯域）および／または免許不要帯域（たとえば、従来、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ、または他の免許不要帯域によって使用される帯域）における送信を受信するよう
に動作可能な無線周波数（ＲＦ）受信機などのＲＦ受信機であるか、またはそれを含み得
る。ＲＦ受信機は、免許帯域および免許不要帯域に対して別個の受信機を含み得る。別個
の受信機は、場合によっては、免許帯域モジュール２３１４と免許不要帯域モジュール２
３１６との形態をとり得る。免許帯域モジュール２３１４と免許不要帯域モジュール２３
１６とを含む受信機モジュール２３１２は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、お
よび／または図２１Ｂを参照して説明されたワイヤレス通信システム２００、３００、３
００－ａ、９００、および／または２１００の１つまたは複数の通信リンクなど、免許帯
域と免許不要帯域とを含むワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを介し
て、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、伝送）を受信するために
使用され得る。
【０１９４】
　[0231]いくつかの実施形態では、送信機モジュール２３３２は、図２３Ａの送信機モジ
ュール２３３０の例であり得る。送信機モジュール２３３２は、免許帯域および／または
免許不要帯域の中で送信するように動作可能なＲＦ送信機などのＲＦ送信機であるか、ま
たはそれを含み得る。ＲＦ送信機は、免許帯域および免許不要帯域に対して別個の送信機
を含み得る。別個の送信機は、場合によっては、免許帯域モジュール２３３４と免許不要
帯域モジュール２３３６との形態をとり得る。送信機モジュール２３３２は、図２、図３
Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、および／または図２１Ｂを参照して説明されたワイヤレス
通信システム２００、３００、３００－ａ、９００、および／または２１００の１つまた
は複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを介し
て、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、伝送）を送信するために
使用され得る。
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【０１９５】
　[0232]ブロードキャスト信号協調モジュール２３６０は、図２３Ａを参照して説明され
たブロードキャスト信号協調モジュール２３２０の例であり得、同期情報送信タイミング
モジュール２３７０、ブロードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および
／またはカウントモジュール２３８０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は互い
に通信していることがある。
【０１９６】
　[0233]いくつかの実施形態では、同期情報送信タイミングモジュール２３７０は、送信
間隔とリスニング間隔とを同期させ、ノードの各々の免許不要帯域（たとえば、従来、Ｗ
ｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、または他の免許不要帯域によって使用される帯域）の利用
可能性を決定するためにＣＣＡの実行を協調させ得る。ブロードキャスト信号のタイミン
グは、ブロードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５によって決定され得る。
いくつかの実施形態では、カウントモジュール２３８０は、特定のエリア内の所定の数の
ＵＥが特定のＭＴＣＨサービスの受信を要求するときにＵＥに与えられ得るＭＴＣＨサー
ビスを確立するのを支援し得る。
【０１９７】
　[0234]図２４を見ると、免許不要帯域を介したＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのために構成された
基地局２４０５を示すブロック図２４００が示されている。いくつかの実施形態では、基
地局２４０５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２３Ａ、および
／または図２３Ｂを参照して説明された基地局またはデバイス２０５、２０５－ａ、２０
５－ｂ、２０５－ｃ、２１０５、２３０５、および／または２３５５のうちの１つまたは
複数の態様の例であり得る。基地局２４０５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図２１Ａ、図２
１Ｂ、図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、図２３Ａ、および／または図２３Ｂに関して説明
されたブロードキャスト信号協調および送信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。基地局２４０５は、プロセッサモジュール２４１０、メ
モリモジュール２４２０、少なくとも１つの送受信機モジュール（送受信機モジュール２
４５５によって表される）、少なくとも１つのアンテナ（アンテナ２４６０によって表さ
れる）、および／または基地局無線アクセス技術（ＲＡＴ）モジュール２４７０を含み得
る。基地局２４０５はまた、基地局通信モジュール２４３０およびネットワーク通信モジ
ュール２４４０のうちの一方または両方を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、
１つまたは複数のバス２４３５を介して、直接的または間接的に互いに通信し得る。
【０１９８】
　[0235]メモリモジュール２４２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および／また
は読取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含み得る。メモリモジュール２４２０は、実行されると
、プロセッサモジュール２４１０に、免許不要帯域を介したブロードキャスト信号送信の
実行を含む、免許帯域および／または免許不要帯域においてＬＴＥベースの通信を使用す
るための本明細書で説明される様々な機能を実行させるように構成される命令を含む、コ
ンピュータ可読の、コンピュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード２４２５を記憶し
得る。代替的に、ソフトウェアコード２４２５は、プロセッサモジュール２４１０によっ
て直接実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパイルされ実行されると、基地局２
４０５に本明細書で説明される機能のうちのいくつかを実行させるように構成され得る。
【０１９９】
　[0236]プロセッサモジュール２４１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る
。プロセッサモジュール２４１０は、送受信機モジュール２４５５、基地局通信モジュー
ル２４３０、および／またはネットワーク通信モジュール２４４０を介して受信された情
報を処理することができる。プロセッサモジュール２４１０はまた、アンテナ２４６０を
通じた送信のために送受信機モジュール２４５５に送られるべき情報、１つまたは複数の
他の基地局またはｅＮＢ２４０５－ａおよび２４０５－ｂへの送信のために基地局通信モ
ジュール２４３０に送られるべき情報、ならびに／あるいは図２、図２１Ａ、および／ま
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たは図２１Ｂを参照して説明されたコアネットワーク２３０および／または２１３０の態
様の例であり得るコアネットワーク２４４５への送信のためにネットワーク通信モジュー
ル２４４０に送られるべき情報を処理し得る。プロセッサモジュール２４１０は、異なる
時間期間中にノードの異なるサブセットにわたって同期され得るブロードキャスト信号の
送信を含む、免許帯域および／または免許不要帯域においてＬＴＥベースの通信を使用す
る様々な態様を、単独で、または基地局ＲＡＴモジュール２４７０とともに、扱うことが
できる。
【０２００】
　[0237]送受信機モジュール２４５５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信
のためにアンテナ２４６０に与え、アンテナ２４６０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。送受信機モジュール２４５５は、１つまたは複数の
送信機モジュールおよび１つまたは複数の別個の受信機モジュールとして実装され得る。
送受信機モジュール２４５５は、少なくとも１つの免許帯域（たとえば、免許ＬＴＥ帯域
）における通信と、少なくとも１つの免許不要帯域（たとえば、従来、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ、または他の免許不要帯域によって使用される帯域）における通信をサポー
トし得る。送受信機モジュール２４５５は、たとえば、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図
２１Ａ、および／または図２１Ｂを参照して説明されたＵＥまたはデバイス２１５、２１
５－ａ、２１５－ｂ、２１５－ｃ、および／または２１１５のうちの１つまたは複数とア
ンテナ２４６０を介して双方向に通信するように構成され得る。基地局２４０５は、通常
、複数のアンテナ２４６０（たとえば、アンテナアレイ）を含み得る。基地局２４０５は
、ネットワーク通信モジュール２４４０を介してコアネットワーク２４４５と通信し得る
。基地局２４０５は、基地局通信モジュール２４３０を使用して、基地局２４０５－ａお
よび２４０５－ｂなどの他の基地局またはｅＮＢと通信し得る。
【０２０１】
　[0238]図２４のアーキテクチャによれば、基地局２４０５はさらに、通信管理モジュー
ル２４５０を含み得る。通信管理モジュール２４５０は、他の基地局、ｅＮＢ、および／
またはデバイスとの通信を管理し得る。通信管理モジュール２４５０は、１つまたは複数
のバス２４３５を介して、基地局２４０５の他のコンポーネントの一部または全部と通信
し得る。代替として、通信管理モジュール２４５０の機能は、送受信機モジュール２４５
５のコンポーネントとして、コンピュータプログラム製品として、および／またはプロセ
ッサモジュール２４１０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実装され得る。
【０２０２】
　[0239]基地局ＲＡＴモジュール２４７０は、免許帯域および／または免許不要帯域にお
いてＬＴＥベースの通信を使用することに関して図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ
、図２１Ｂ、図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、図２３Ａ、および／または図２３Ｂを参照
して説明された基地局機能または態様の一部または全部を実行および／または制御するよ
うに構成され得る。たとえば、基地局ＲＡＴモジュール２４７０は、免許不要帯域を使用
したブロードキャスト信号の送信をサポートし、ならびに免許不要帯域におけるブロード
キャスト信号に関係する制御情報の関係するシグナリングをサポートするように構成され
得る。基地局ＲＡＴモジュール２４７０は、ＬＴＥ通信を扱うように構成されたＬＴＥモ
ジュール２４７５、免許不要帯域におけるＬＴＥ通信とＬＴＥ通信のためのＣＣＡとを扱
うように構成されたＬＴＥ免許不要モジュール２４８０、および／または免許不要帯域に
おけるＬＴＥ以外の通信を扱うように構成された非ＬＴＥ免許不要モジュール２４８５を
含み得る。基地局ＲＡＴモジュール２４７０はまた、たとえば、図２、図３Ａ、図３Ｂ、
図９、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、図２３Ａ、および／または
図２３Ｂを参照して説明された基地局ブロードキャスト信号送信および協調機能のいずれ
かを実行するように構成されたブロードキャスト信号協調モジュール２４９０を含み得る
。ブロードキャスト信号協調モジュール２４９０は、図２３Ａおよび／または図２３Ｂを
参照して説明された同様のモジュール（たとえば、モジュール２３２０および／またはモ
ジュール２３６０）の例であり得る。基地局ＲＡＴモジュール２４７０またはそれの部分
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は、プロセッサを含み得、ならびに／あるいは基地局ＲＡＴモジュール２４７０の機能の
一部または全部は、プロセッサモジュール２４１０によっておよび／またはプロセッサモ
ジュール２４１０に関連して実行され得る。
【０２０３】
　[0240]図２５を見ると、免許不要帯域を介したＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａのために構成された
ＵＥ２５１５を示すブロック図２５００が示されている。ＵＥ２５１５は、様々な他の構
成を有し得、パーソナルコンピュータ（たとえば、ラップトップコンピュータ、ネットブ
ックコンピュータ、タブレットコンピュータなど）、携帯電話、ＰＤＡ、デジタルビデオ
レコーダ（ＤＶＲ）、インターネット機器、ゲームコンソール、電子リーダなどに含まれ
るか、またはその一部であり得る。ＵＥ２５１５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蔵電源（図示せず）を有し得る。いくつかの実施形態では、ＵＥ
２５１５は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、および／または図２１Ｂを参照し
て説明されたＵＥまたはデバイス２１５、２１５－ａ、２１５－ｂ、２１５－ｃ、および
／または２１１５のうちの１つまたは複数の例であり得る。ＵＥ２５１５は、図２、図３
Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２３Ａ、図２３Ｂ、および／または図２４を
参照して説明された基地局またはデバイス２０５、２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃ
、２１０５、２３０５、２３５５、および／または２４０５のうちの１つまたは複数と通
信するように構成され得る。
【０２０４】
　[0241]ＵＥ２５１５は、プロセッサモジュール２５１０、メモリモジュール２５２０、
少なくとも１つの送受信機モジュール（送受信機モジュール２５７０によって表される）
、少なくとも１つのアンテナ（アンテナ２５８０によって表される）、および／またはＵ
Ｅ　ＲＡＴモジュール２５４０を含み得る。これらのコンポーネントの各々は、１つまた
は複数のバス２５３５を介して、直接または間接的に互いに通信し得る。
【０２０５】
　[0242]メモリモジュール２５２０は、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含み得る。メモリ
モジュール２５２０は、実行されると、プロセッサモジュール２５１０に、免許帯域およ
び／または免許不要帯域においてＬＴＥベースの通信を使用するための本明細書で説明さ
れる様々な機能を実行させるように構成される命令を含む、コンピュータ可読の、コンピ
ュータ実行可能ソフトウェア（ＳＷ）コード２５２５を記憶し得る。代替的に、ソフトウ
ェアコード２５２５は、プロセッサモジュール２５１０によって直接実行可能でないこと
があるが、（たとえば、コンパイルされ実行されると、）ＵＥ２５１５に本明細書で説明
されるＵＥ機能のうちのいくつかを実行させるように構成され得る。
【０２０６】
　[0243]プロセッサモジュール２５１０は、インテリジェントハードウェアデバイス、た
とえば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含み得る。プロセッサモジュー
ル２５１０は、送受信機モジュール２５７０を介して受信された情報、および／またはア
ンテナ２５８０を介した送信のために送受信機モジュール２５７０へ送られるべき情報を
処理し得る。プロセッサモジュール２５１０は、免許帯域および／または免許不要帯域に
おいてＬＴＥベースの通信を使用する様々な態様を、単独で、またはＵＥ　ＲＡＴモジュ
ール２５４０とともに、扱うことができる。
【０２０７】
　[0244]送受信機モジュール２５７０は、基地局と双方向に通信するように構成され得る
。送受信機モジュール２５７０は、１つまたは複数の送信機モジュールおよび１つまたは
複数の別個の受信機モジュールとして実装され得る。送受信機モジュール２５７０は、少
なくとも１つの免許帯域（たとえば、免許ＬＴＥ帯域）における通信と、少なくとも１つ
の免許不要帯域（たとえば、従来、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、または他の免許不要
帯域によって使用される帯域）における通信をサポートし得る。　送受信機モジュール２
５７０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ２５８０に与
え、アンテナ２５８０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
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得る。ＵＥ２５１５は、単一のアンテナを含み得るが、ＵＥ２５１５が複数のアンテナ２
５８０を含み得る実施形態があり得る。
【０２０８】
　[0245]図２５のアーキテクチャによれば、ＵＥ２５１５はさらに、通信管理モジュール
２５３０を含み得る。通信管理モジュール２５３０は、様々な基地局またはｅＮＢとの通
信を管理し得る。通信管理モジュール２５３０は、１つまたは複数のバス２５３５を介し
てＵＥ２５１５の他のコンポーネントの一部または全部と通信する、ＵＥ２５１５のコン
ポーネントであり得る。代替として、通信管理モジュール２５３０の機能は、送受信機モ
ジュール２５７０のコンポーネントとして、コンピュータプログラム製品として、および
／またはプロセッサモジュール２５１０の１つもしくは複数のコントローラ要素として実
装され得る。
【０２０９】
　[0246]ＵＥ　ＲＡＴモジュール２５４０は、免許帯域および／または免許不要帯域にお
いてＬＴＥベースの通信を使用することに関して図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図２１Ａ
、図２１Ｂ、図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、図２３Ａ、図２３Ｂ、および／または図２
４において説明されたＵＥ機能または態様の一部または全部を実行および／または制御す
るように構成され得る。たとえば、ＵＥ　ＲＡＴモジュール２５４０は、補助ダウンリン
クモード、キャリアアグリゲーションモード、および／またはスタンドアロンモードでの
ブロードキャスト信号と関連する制御情報との受信をサポートするように構成され得る。
ＵＥ　ＲＡＴモジュール２５４０は、ブロードキャスト信号が送信される異なる時間期間
中にノードの異なるサブセットからブロードキャスト信号を受信するように構成され得る
。ＵＥ　ＲＡＴモジュール２５４０は、ＬＴＥ通信を扱うように構成されたＬＴＥモジュ
ール２５４５、免許不要帯域を介してＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成されたＬ
ＴＥ免許不要モジュール２５５０、ブロードキャスト信号協調モジュール２５５５、およ
び／または同期受信機モジュール２５６０を含み得る。ブロードキャスト信号協調モジュ
ール２５５５は、図２３Ａおよび／または図２３Ｂを参照して説明された同様のモジュー
ル（たとえば、モジュール２３２０および／またはモジュール２３６０）の例であり得、
ノードの異なるサブセットから送信されたブロードキャスト信号の受信を協調させ得る。
ＵＥ　ＲＡＴモジュール２５４０またはそれの部分は、プロセッサを含み得、ならびに／
あるいはＵＥ　ＲＡＴモジュール２５４０の機能の一部または全部は、プロセッサモジュ
ール２５１０によっておよび／またはプロセッサモジュール２５１０に関連して実行され
得る。
【０２１０】
　[0247]ここで再度図１３を見ると、システム１３００はまた、図６、図２１Ａ、図２１
Ｂ、図２２Ａ、図２２Ｂ、図２２Ｃ、図２３Ａ、および／または図２３Ｂを参照して説明
されたように、異なる時間期間中にノードの異なるサブセットにわたってブロードキャス
ト信号送信および受信を実行し得る。ＵＥ１３５０において、プロセッサ１３５９は、免
許帯域および／または免許不要帯域においてＬＴＥベースの通信を使用することに関する
様々な機能を実行し得るモジュールまたは機能１３６１を含み得る。たとえば、モジュー
ルまたは機能１３６１は、図２３Ａまたは図２３Ｂを参照しながら説明されたブロードキ
ャスト信号協調モジュール２３２０または２３６０、および／あるいは図２５を参照して
説明されたＵＥ　ＲＡＴモジュール２５４０の機能の一部または全部を実行し得る。
【０２１１】
　[0248]基地局１３１０において、プロセッサ１３７５は、免許帯域および／または免許
不要帯域においてＬＴＥベースの通信を使用することに関する様々な態様を実行し得るモ
ジュールまたは機能１３７７を含み得る。たとえば、モジュールまたは機能１３７７は、
図２３Ａまたは図２３Ｂを参照しながら説明されたブロードキャスト信号協調モジュール
２３２０または２３６０、あるいは図２４を参照して説明された基地局ＲＡＴモジュール
２４７０の機能の一部または全部を実行し得る。いくつかの実施形態では、モジュールま
たは機能１３７７は、ＳＦＮ中のノードのセットにわたってブロードキャスト信号送信を
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協調させるために使用され得る。
【０２１２】
　[0249]基地局１３１０のコンポーネントは、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の
適用可能な機能の一部または全部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣ
を用いて実現され得る。述べられたモジュールの各々は、システム１３００の動作に関す
る１つまたは複数の機能を実行するための手段であり得る。同様に、ＵＥ１３５０のコン
ポーネントは、個別にまたは集合的に、ハードウェア中の適用可能な機能の一部またはす
べてを実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣによって実装され得る。述べ
られたコンポーネントの各々は、システム１３００の動作に関する１つまたは複数の機能
を実行するための手段であり得る。
【０２１３】
　[0250]図２６は、ワイヤレス通信のための方法２６００の例を示すフローチャートを示
す。方法２６００は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図１３、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２
３Ａ、図２３Ｂ、および／または図２５を参照して説明されたＵＥまたはデバイス２１５
、２１５－ａ、２１５－ｂ、２１５－ｃ、１３５０、２１１５、２３０５、２３５５、お
よび／または２５１５によって実行され得る。一実施形態では、ＵＥは、以下で説明され
る機能を実行するためにＵＥ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。
【０２１４】
　[0251]ブロック２６０５において、複数のノードのうちの第１のサブセットの各々から
第１のコンテンツを配信するブロードキャスト信号が受信され、第１のサブセットが、第
１の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信する。複数のノード
は、第１の時間期間中に部分的単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）動作を実行するＳＦＮ
を構成し得る。ブロック２６０５における動作は、場合によっては、図２３Ａを参照して
説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２３２０および／または受信機モジュー
ル２３１０、図２３Ｂを参照して説明されたブロードキャスト情報送信タイミングモジュ
ール２３７５、および／または受信機モジュール２３１２、図２５を参照して説明された
ブロードキャスト信号協調モジュール２５５５、送受信機モジュール２５７０、および／
またはアンテナ２５８０、ならびに／あるいは図１３を参照して説明されたモジュールま
たは機能１３６１、Ｒｘプロセッサ１３５６、Ｒｘ復調器１３５４－ａ～１３５４－ｎ、
および／またはアンテナ１３５２－ａ～１３５２－ｎを使用して実行され得る。
【０２１５】
　[0252]ブロック２６１０において、ＵＥは、複数のノードのうちの第２のサブセットか
ら第２のコンテンツを配信するブロードキャスト信号を受信し得、第２のサブセットが、
第２の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信し、ここにおいて
、ノードの第１のサブセットがノードの第２のサブセットとは異なる。ブロック２６１０
における動作は、場合によっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキャスト信号
協調モジュール２３２０および／または受信機モジュール２３１０、図２３Ｂを参照して
説明されたブロードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および／または受
信機モジュール２３１２、図２５を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュ
ール２５５５、送受信機モジュール２５７０、および／またはアンテナ２５８０、ならび
に／あるいは図１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３６１、Ｒｘプロセッ
サ１３５６、Ｒｘ復調器１３５４－ａ～１３５４－ｎ、および／またはアンテナ１３５２
－ａ～１３５２－ｎを使用して実行され得る。ノードによる免許不要帯域を介した送信は
、同期された送信およびリスニング間隔を与えるために協調され得る。
【０２１６】
　[0253]したがって、方法２６００は、異なる時間に複数のノードの異なるサブセット上
でブロードキャスト信号が受信され得るワイヤレス通信を規定し、それによって、免許不
要帯域における時間変動するＳＦＮチャネルを規定することができる。方法２６００は一
実装形態にすぎないこと、および方法２６００の動作は、他の実装形態が可能であるよう
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に並べ替えられてよく、または別様に修正されてよいことに留意されたい。
【０２１７】
　[0254]図２７は、ワイヤレス通信のための方法２７００の例を示すフローチャートを示
す。方法２７００は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図１３、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２３Ａ、
図２３Ｂ、および／または図２５において説明されたＵＥまたはデバイス２１５、２１５
－ａ、２１５－ｂ、２１５－ｃ、１３５０、２１１５、２３０５、２３５５、および／ま
たは２５１５によって実行され得る。一実施形態では、ＵＥは、以下で説明される機能を
実行するためにＵＥ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。
【０２１８】
　[0255]ブロック２７０５において、ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケ
ーションを示す、免許帯域においてサービングノードから送信されたシステム情報を備え
るシステム情報ブロック（ＳＩＢ）が受信される。ＳＩＢ情報は、たとえば、時間的なＭ
ＣＣＨロケーションの指示を含み得る。いくつかの実施形態では、ＭＣＣＨは、免許帯域
を使用するか、または免許不要帯域を使用して物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）
上で送信され得る。ブロック２７０５における動作は、場合によっては、図２３Ａを参照
して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２３２０および／または受信機モジ
ュール２３１０、図２３Ｂを参照して説明されたブロードキャスト情報送信タイミングモ
ジュール２３７５、および／または受信機モジュール２３１２、図２５を参照して説明さ
れたブロードキャスト信号協調モジュール２５５５、送受信機モジュール２５７０、およ
び／またはアンテナ２５８０、ならびに／あるいは図１３を参照して説明されたモジュー
ルまたは機能１３６１、Ｒｘプロセッサ１３５６、Ｒｘ復調器１３５４－ａ～１３５４－
ｎ、および／またはアンテナ１３５２－ａ～１３５２－ｎを使用して実行され得る。
【０２１９】
　[0256]ブロック２７１０において、制御チャネル情報が、ＳＩＢ情報に基づいて免許帯
域を使用して受信される。ブロック２７１０における動作は、場合によっては、図２３Ａ
を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２３２０および／または受信
機モジュール２３１０、図２３Ｂを参照して説明されたブロードキャスト情報送信タイミ
ングモジュール２３７５、および／または受信機モジュール２３１２、図２５を参照して
説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２５５５、送受信機モジュール２５７０
、および／またはアンテナ２５８０、ならびに／あるいは図１３を参照して説明されたモ
ジュールまたは機能１３６１、Ｒｘプロセッサ１３５６、Ｒｘ復調器１３５４－ａ～１３
５４－ｎ、および／またはアンテナ１３５２－ａ～１３５２－ｎを使用して実行され得る
。
【０２２０】
　[0257]ブロック２７１５において、ＵＥは、制御チャネル情報を受信したことに応答し
て、ブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信し得る。要求は、いくつか
の実施形態に従って基地局に免許帯域上で送信され得る。他の実施形態では、要求は、基
地局に免許不要帯域上で送信され得る。ブロック２７１５における動作は、場合によって
は、図２３Ａを参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２３２０および
／または送信機モジュール２３３０、図２３Ｂを参照して説明されたブロードキャスト情
報送信タイミングモジュール２３７５、および／または送信機モジュール２３３２、図２
５を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２５５５、送受信機モジュ
ール２５７０、および／またはアンテナ２５８０、ならびに／あるいは図１３を参照して
説明されたモジュールまたは機能１３６１、Ｔｘプロセッサ１３６８、Ｔｘ変調器１３５
４－ａ～１３５４－ｎ、および／またはアンテナ１３５２－ａ～１３５２－ｎを使用して
実行され得る。
【０２２１】
　[0258]ブロック２７２０において、ＵＥは、複数のノードのうちの第１のサブセットの
各々からブロードキャスト信号を受信し得、第１のサブセットが、第１の時間期間中に免
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許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信する。ブロック２７２０における動作は
、場合によっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール
２３２０および／または受信機モジュール２３１０、図２３Ｂを参照して説明されたブロ
ードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および／または受信機モジュール
２３１２、図２５を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２５５５、
送受信機モジュール２５７０、および／またはアンテナ２５８０、ならびに／あるいは図
１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３６１、Ｒｘプロセッサ１３５６、Ｒ
ｘ復調器１３５４－ａ～１３５４－ｎ、および／またはアンテナ１３５２－ａ～１３５２
－ｎを使用して実行され得る。
【０２２２】
　[0259]ブロック２７２５において、ＵＥは、複数のノードのうちの第２のサブセットの
各々からブロードキャスト信号を受信し得、第２のサブセットが、第２の時間期間中に免
許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信する。ブロック２７２５における動作は
、場合によっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール
２３２０および／または受信機モジュール２３１０、図２３Ｂを参照して説明されたブロ
ードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および／または受信機モジュール
２３１２、図２５を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２５５５、
送受信機モジュール２５７０、および／またはアンテナ２５８０、ならびに／あるいは図
１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３６１、Ｒｘプロセッサ１３５６、Ｒ
ｘ復調器１３５４－ａ～１３５４－ｎ、および／またはアンテナ１３５２－ａ～１３５２
－ｎを使用して実行され得る。
【０２２３】
　[0260]したがって、方法２７００は、異なる時間に複数のノードの異なるサブセット上
でブロードキャスト信号が受信され得るワイヤレス通信を規定し、それによって、免許不
要帯域における時間変動するＳＦＮチャネルを規定することができる。方法２７００は一
実装形態にすぎないこと、および方法２７００の動作は、他の実装形態が可能であるよう
に、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０２２４】
　[0261]図２８は、ワイヤレス通信のための方法２８００の例を示すフローチャートを示
す。方法２８００は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図１３、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２
３Ａ、図２３Ｂ、および／または図２４において説明された基地局またはデバイス２０５
、２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃ、１３１０、２１０５、２３０５、２３５５、お
よび／または２４０５によって実行され得る。一実施形態では、基地局は、以下で説明さ
れる機能を実行するために基地局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。
【０２２５】
　[0262]ブロック２８０５において、複数のノードの各ノード間でリスニング間隔と送信
期間とを同期させるための情報が受信され得る。通信信号は、様々な実施形態に従って、
ｅＭＢＭＳ協調マネージャから、コアネットワークから、および／または他の基地局から
受信され得る。ブロック２８０５における動作は、場合によっては、図２３Ａおよび／ま
たは図２３Ｂを参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２３２０および
／または２３６０、図２４を参照して説明された基地局ＲＡＴモジュール２４７０、なら
びに／あるいは図１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３７７を使用して実
行され得る。
【０２２６】
　[0263]ブロック２８１０において、基地局は、第１の時間期間中に免許不要帯域におい
て、第１の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信する複数のノ
ードのうちの第１のサブセットと同期したブロードキャスト信号を送信し得、ブロードキ
ャスト信号は、第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信する。ブロック２８１０にお
ける動作は、場合によっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキャスト信号協調
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モジュール２３２０および／または送信機モジュール２３３０、図２３Ｂを参照して説明
されたブロードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および／または送信機
モジュール２３３２、図２４を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール
２４９０、送受信機モジュール２４５５、および／またはアンテナ２４６０、ならびに／
あるいは図１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３７７、Ｔｘプロセッサ１
３１６、Ｒｘ復調器１３１８－ａ～１３１８－ｘ、および／またはアンテナ１３２０－ａ
～１３２０－ｘを使用して実行される。
【０２２７】
　[0264]ブロック２８１５において、基地局は、第２の時間期間中に免許不要帯域におい
て、第２の時間期間中に免許不要帯域においてブロードキャスト信号を送信する複数のノ
ードのうちの第２のサブセットと同期したブロードキャスト信号を送信し得、ブロードキ
ャスト信号は、第２の時間期間中に第２のコンテンツを配信し、ここにおいて、ノードの
第１のサブセットがノードの第２のサブセットとは異なる。ブロック２８１５における動
作は、場合によっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュ
ール２３２０および／または送信機モジュール２３３０、図２３Ｂを参照して説明された
ブロードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および／または送信機モジュ
ール２３３２、図２４を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２４９
０、送受信機モジュール２４５５、および／またはアンテナ２４６０、ならびに／あるい
は図１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３７７、Ｔｘプロセッサ１３１６
、Ｒｘ復調器１３１８－ａ～１３１８－ｘ、および／またはアンテナ１３２０－ａ～１３
２０－ｘを使用して実行される。
【０２２８】
　[0265]したがって、方法２８００は、異なる時間に複数のノードの異なるサブセット上
でブロードキャスト信号が送信され得るワイヤレス通信を規定し、それによって、免許不
要帯域における時間変動するＳＦＮチャネルを規定することができる。方法２８００は一
実装形態にすぎないこと、および方法２８００の動作は、他の実装形態が可能であるよう
に、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０２２９】
　[0266]図２９は、ワイヤレス通信のための方法２９００の例を示すフローチャートを示
す。方法２９００は、図２、図３Ａ、図３Ｂ、図９、図１３、図２１Ａ、図２１Ｂ、図２
３Ａ、図２３Ｂ、および／または図２４において説明された基地局またはデバイス２０５
、２０５－ａ、２０５－ｂ、２０５－ｃ、１３１０、２１０５、２３０５、２３５５、お
よび／または２４０５によって実行され得る。一実施形態では、基地局は、以下で説明さ
れる機能を実行するために基地局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】
　[0267]ブロック２９０５において、ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケ
ーションを示すシステム情報が送信され得る。ブロック２９０５における動作は、場合に
よっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２３２０
および／または送信機モジュール２３３０、図２３Ｂを参照して説明されたブロードキャ
スト情報送信タイミングモジュール２３７５、および／または送信機モジュール２３３２
、図２４を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２４９０、送受信機
モジュール２４５５、および／またはアンテナ２４６０、ならびに／あるいは図１３を参
照して説明されたモジュールまたは機能１３７７、Ｔｘプロセッサ１３１６、Ｔｘ変調器
１３１８－ａ～１３１８－ｘ、および／またはアンテナ１３２０－ａ～１３２０－ｘを使
用して実行される。
【０２３１】
　[0268]ブロック２９１０において、基地局は、制御チャネルを送信したことに応答して
、ブロードキャスト信号を受信することを求める１つまたは複数のユーザ機器（ＵＥ）要
求を受信し得る。ブロック２９１０における動作は、場合によっては、図２３Ａを参照し
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て説明されたブロードキャスト信号協調モジュール２３２０および／または受信機モジュ
ール２３１０、図２３Ｂを参照して説明されたカウントモジュール２３８０および／また
は受信機モジュール２３１２、図２４を参照して説明されたブロードキャスト信号協調モ
ジュール２４９０、送受信機モジュール２４５５、および／またはアンテナ２４６０、な
らびに／あるいは図１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３７７、Ｒｘプロ
セッサ１３７０、Ｒｘ復調器１３１８－ａ～１３１８－ｘ、および／またはアンテナ１３
２０－ａ～１３２０－ｘを使用して実行される。
【０２３２】
　[0269]ブロック２９１５において、基地局は、ブロードキャスト信号を受信することを
求める所定の数のＵＥ要求を受信したことに応答して、第１の時間期間中に免許不要帯域
においてブロードキャスト信号を送信し得、ブロードキャスト信号は、複数のノードのう
ちの第１のサブセットを介して第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信する。ブロッ
ク２９１５における動作は、場合によっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキ
ャスト信号協調モジュール２３２０および／または送信機モジュール２３３０、図２３Ｂ
を参照して説明されたブロードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および
／または送信機モジュール２３３２、図２４を参照して説明されたブロードキャスト信号
協調モジュール２４９０、送受信機モジュール２４５５、および／またはアンテナ２４６
０、ならびに／あるいは図１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３７７、Ｔ
ｘプロセッサ１３１６、Ｔｘ変調器１３１８－ａ～１３１８－ｘ、および／またはアンテ
ナ１３２０－ａ～１３２０－ｘを使用して実行される。
【０２３３】
　[0270]ブロック２９２０において、基地局は、ブロードキャスト信号を受信することを
求める所定の数のＵＥ要求を受信したことに応答して、第１の時間期間中に免許不要帯域
においてブロードキャスト信号を送信し得、ブロードキャスト信号は、複数のノードのう
ちの第１のサブセットを介して第１の時間期間中に第１のコンテンツを配信する。ブロッ
ク２９２０における動作は、場合によっては、図２３Ａを参照して説明されたブロードキ
ャスト信号協調モジュール２３２０および／または送信機モジュール２３３０、図２３Ｂ
を参照して説明されたブロードキャスト情報送信タイミングモジュール２３７５、および
／または送信機モジュール２３３２、図２４を参照して説明されたブロードキャスト信号
協調モジュール２４９０、送受信機モジュール２４５５、および／またはアンテナ２４６
０、ならびに／あるいは図１３を参照して説明されたモジュールまたは機能１３７７、Ｔ
ｘプロセッサ１３１６、Ｔｘ変調器１３１８－ａ～１３１８－ｘ、および／またはアンテ
ナ１３２０－ａ～１３２０－ｘを使用して実行される。
【０２３４】
　[0271]したがって、方法２９００は、ブロードキャスト信号を受信することを求めるＵ
Ｅ要求を受信したことに応答して、異なる時間に複数のノードの異なるサブセット上でブ
ロードキャスト信号が送信され得るワイヤレス通信を規定し、それによって、免許不要帯
域における時間変動するＳＦＮチャネルを規定することができる。方法２９００は一実装
形態にすぎないこと、および方法２９００の動作は、他の実装形態が可能であるように、
並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０２３５】
　[0272]図３０は、ワイヤレス通信のための方法３０００の例を示すフローチャートを示
す。方法３０００は、ＢＭ－ＳＣ（たとえば、図１のＢＭ－ＳＣ１２６）によって実行さ
れ得る。ブロック３００５において、ＢＭ－ＳＣは、基地局がサービスを送信するゲート
期間を決定する。
【０２３６】
　[0273]一態様では、ＢＭ－ＳＣは、サービスが免許不要帯域において基地局によって送
信されると決定することと、サービスエリア中の基地局の負荷を決定することと、免許不
要帯域において送信されているサービスとサービスエリア中の基地局負荷とに基づいてゲ
ート期間を推定することとによってゲート期間を決定する。追加または代替として、ＢＭ
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－ＳＣは、ＭＢＭＳ協調エンティティ（ＭＣＥ）から基地局ゲート期間についての報告を
受信すること、および／または基地局から基地局ゲート期間についての報告を受信するこ
とによってゲート期間を決定する。
【０２３７】
　[0274]ブロック３０１０において、ＢＭ－ＳＣは、決定されたゲート期間に基づいてサ
ービスに関連する少なくとも１つのパケットに前方誤り訂正（ＦＥＣ）を適用する。免許
不要帯域におけるＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信では、基地局が時間ごとにゲートオフされると
ＳＮＲ変動が発生し得る。したがって、少なくとも１つのパケットの復元を可能にするた
めに、ＦＥＣが適用される。
【０２３８】
　[0275]ブロック３０１５において、ＢＭ－ＳＣは、随意に、ユーザ機器（ＵＥ）から受
信報告を受信し得る。受信報告は、サービスを受信することのステータスを示し得る。そ
の後、ＢＭ－ＳＣは、受信された受信報告に基づいてＦＥＣを調整し得る。
【０２３９】
　[0276]ブロック３０２０において、ＢＭ－ＳＣは、決定されたゲート期間と各サービス
のための適用されたＦＥＣとに基づいてサービス品質（ＱｏＳ）情報を生成する。ゲート
期間は、基地局フィードバックまたは運用、管理および保守（ＯＡＭ）プロシージャを介
して決定され得る。その後、ブロック３０２５において、ＢＭ－ＳＣは、基地局にＱｏＳ
情報を送り、ここにおいて、ＱｏＳ情報は、基地局が、免許不要帯域においてサービスを
送信すべきか、または免許帯域においてサービスを送信すべきか決定するのを容易にする
。たとえば、対応するＱｏＳに基づく遅延敏感サービスの場合、基地局は、免許帯域にお
いてサービスをスケジュールし得る。一方、基地局は、アプリケーション層ＦＥＣによっ
てパケット受信誤りが低減され得る免許不要帯域において、遅延トレラントであるサービ
スをスケジュールし得る。
【０２４０】
　[0277]代替的に、ブロック３０２０において、ＢＭ－ＳＣは、サービスのためのＱｏＳ
情報を生成し得る。相応して、ブロック３０２５において、ＢＭ－ＳＣは、基地局にＱｏ
Ｓ情報を送り、ここにおいて、ＱｏＳ情報とゲート期間とは、基地局が、免許不要帯域に
おいてサービスを送信するか、または免許帯域においてサービスを送信するのを容易にす
る。
【０２４１】
　[0278]図３１は、ワイヤレス通信のための方法３１００の例を示すフローチャートを示
す。方法３１００は、ＭＣＥ（たとえば、図１のＭＣＥ１２８）によって実行され得る。
ブロック３１０５において、ＭＣＥは、基地局が免許不要帯域においてサービスを送信す
るゲート期間を決定する。ＭＣＥは、サービスエリア中の基地局の負荷を決定し、免許不
要帯域において送信されているサービスとＯＡＭを介してサービスエリア中の基地局負荷
および／またはＡＰ負荷に基づいてゲート期間を推定することによって、ゲート期間を決
定し得る。代替として、ＭＣＥは、基地局からゲート期間についての報告を受信すること
によってゲート期間を決定し得る。
【０２４２】
　[0279]ブロック３１１０において、ＭＣＥは、決定されたゲート期間に基づいてサービ
スに関連する少なくとも１つのパケットのための変調およびコーディング方式（ＭＣＳ）
を決定する。ブロック３１１５において、ＭＣＥは、決定されたゲート期間に基づいてサ
ービスを送信するためのサブフレームを決定する。ブロック３１２０において、ＭＣＥは
、ブロードキャストマルチキャストサービスセンター（ＢＭ－ＳＣ）にゲート期間につい
ての報告を送り得る。報告は、ＢＭ－ＳＣが、報告に基づいてサービスに関連する少なく
とも１つのパケットに前方誤り訂正（ＦＥＣ）を適用するのを容易にする。
【０２４３】
　[0280]図３２は、ワイヤレス通信のための方法３２００の例を示すフローチャートを示
す。方法３２００は、ＭＣＥ（たとえば、図１のＭＣＥ１２８）によって実行され得る。
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ブロック３２０５において、ＭＣＥは、サービスがサービスのＱｏＳに基づいて免許不要
帯域において送信されると決定する。ブロック３２１０において、ＭＣＥは、免許不要帯
域においてサービスを送信するように少なくとも１つの無線フレームを構成する。
【０２４４】
　[0281]一態様では、ＭＣＥは、少なくとも１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサ
ブフレームにおいてマルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦ
Ｎ）を介して免許不要帯域においてサービスを送信することを控えることによって少なく
とも１つの無線フレームを構成し、ここにおいて、Ｘは、整数であり、０≦Ｘ＜１０であ
る。その後、ＭＣＥは、ＭＢＳＦＮを介して免許不要帯域においてサービスを送信するた
めに少なくとも１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサブフレームでないサブフレー
ムまたはサブフレームのサブセットを割り振る。したがって、最初のＸ個のサブフレーム
は、いかなる潜在的なＭＢＳＦＮサブフレーム構成についても除外される。
【０２４５】
　[0282]別の態様では、ＭＣＥは、マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク（ＭＢＳＦＮ）を介して免許不要帯域においてサービスを送信するために、少なくと
も１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサブフレームまたは最初のＸ個のサブフレー
ムのサブセットを割り振ることによって少なくとも１つの無線フレームを構成し、ここに
おいて、Ｘは、整数であり、０≦Ｘ＜１０である。その後、ＭＣＥは、免許不要帯域にお
いてサービスを送信するために、少なくとも１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサ
ブフレームでないサブフレームまたはサブフレームのサブセットを割り振ることができる
。最初のＸ個のサブフレームまたは最初のＸ個のサブフレームのサブセットがＭＢＳＦＮ
送信のために構成され、最初のＸ個のサブフレームでないサブフレームまたはサブフレー
ムのサブセットがＭＢＳＦＮ送信のために構成されるとき、ＭＣＥはまた、最初のＸ個の
サブフレームまたは最初のＸ個のサブフレームのサブセットのサイクリックプレフィック
ス長を、最初のＸ個のサブフレームでないサブフレームまたはサブフレームのサブセット
に整合させる。
【０２４６】
　[0283]一態様では、少なくとも１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサブフレーム
のうちの１つが、ＭＢＳＦＮを介してサービスを送信するために割り振られるとき、ＭＢ
ＳＦＮエリア内のすべての基地局がサブフレーム構造を構成し、ここで、少なくとも１つ
の無線フレームの各々の最初のＸ個のサブフレームがＭＢＳＦＮを介してサービスを送信
するために割り振られる。
【０２４７】
　[0284]別の態様では、少なくとも１つの無線フレームを構成することは、信号送信のた
めに少なくとも１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサブフレームを構成することを
含み、ここにおいて、少なくとも１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサブフレーム
は、少なくとも１つの無線フレームの各々の最初のＸ個のサブフレームでないサブフレー
ムとは異なるサブフレーム構造を使用する。異なるサブフレーム構造は、基地局ゲート期
間の後に基地局が送信を再開するときに基地局の高速ユーザ機器（ＵＥ）捕捉を容易にし
得る。最初のＸ個のサブフレームが無線フレーム上でのＭＢＳＦＮサブフレーム送信のた
めに許可されると、すべての基地局は、無線フレームの最初のＸ個のサブフレームが、適
切なＭＢＳＦＮ動作を可能するロバストなＬＴＥサブフレームであると仮定し得る。
【０２４８】
　[0285]図３３は、ワイヤレス通信のための方法３３００の例を示すフローチャートを示
す。方法３３００は、基地局（たとえば、ｅＮＢまたはアクセスポイント（ＡＰ））によ
って実行され得る。ブロック３３０５において、基地局は、トラフィックチャネルのため
に受信された複数のパケットの送信をスケジュールする。ブロック３３１０において、基
地局は、クリアチャネルアセスメント（ＣＣＡ）動作とスケジューリング情報とに従って
複数のパケットのうちの少なくとも１つのパケットを送信する。
【０２４９】
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　[0286]ブロック３３１５において、基地局は、媒体が占有されたことを示すＣＣＡ動作
の結果に基づいてゲート期間をアクティブ化する。ブロック３３２０において、複数のパ
ケットのうちのあるパケットがゲート期間中に送信されるようにスケジュールされるとき
、基地局は、そのパケットを送信するのを控える。
【０２５０】
　[0287]ブロック３３２５において、ゲート期間中に送信されるようにスケジュールされ
たパケットがドロップされる。媒体が占有されていないことをＣＣＡ動作が示すとき、基
地局はゲート期間を非アクティブ化し、それによって基地局送信が可能になり、ゲート期
間が非アクティブ化されると、基地局は、スケジューリングに従ってドロップされたパケ
ットの後にパケットを送信し続け得る。
【０２５１】
　[0288]図３４は、ワイヤレス通信のための方法３４００の例を示すフローチャートを示
す。方法３０００は、基地局（たとえば、ｅＮＢまたはＡＰ）によって実行され得る。ブ
ロック３４０５において、基地局は、免許不要帯域において信号を送信するためのチャネ
ル可用性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。ブロック
３４１０において、基地局は、ＣＣＡに従って信号を送信するための送信電力を設定する
。
【０２５２】
　[0289]ブロック３４１５において、基地局は、ＵＥによって受信されたＭＢＳＦＮ信号
が、ＵＥが免許不要帯域において復号するのに十分であるかどうかを決定する。そのよう
な決定は、基地局のＭＢＳＦＮ信号測定値に基づくか、またはＵＥからのフィードバック
に基づき得る。ブロック３４２０において、基地局は、決定に従って物理マルチキャスト
チャネル（ＰＭＣＨ）の送信電力を調整する。
【０２５３】
　[0290]図３５は、ワイヤレス通信のための方法３５００の例を示すフローチャートを示
す。方法３５００は、基地局（たとえば、ｅＮＢまたはＡＰ）によって実行され得る。ブ
ロック３５０５において、基地局は、免許不要帯域においてサービスを送信する。ブロッ
ク３５１０において、基地局は、サービスに関連して、免許帯域においてマルチキャスト
制御チャネル（ＭＣＣＨ）と、マルチキャストチャネルスケジューリング情報（ＭＳＩ）
と、システム情報ブロックタイプ１３（ＳＩＢ１３）と、ＭＣＣＨ変更通知とを送信する
。ＭＣＣＨと、ＭＳＩと、ＳＩＢ１３と、ＭＣＣＨ変更通知とは、１次コンポーネントキ
ャリア（ＰＣＣ）を介して送信され得る。ＳＩＢ１３は、ＭＣＣＨがＰＣＣから送られた
のか、または免許不要帯域から送られたのかを示し得る。
【０２５４】
　[0291]図３６は、ワイヤレス通信のための方法３６００の例を示すフローチャートを示
す。方法３６００は、基地局（たとえば、ｅＮＢまたはＡＰ）によって実行され得る。ブ
ロック３６０５において、基地局は、免許不要帯域においてサービスを送信する。ブロッ
ク３６１０において、基地局は、サービスに関連して繰り返してマルチキャスト制御チャ
ネル（ＭＣＣＨ）とマルチキャストチャネルスケジューリング情報（ＭＳＩ）とを周期的
に送信する。ＭＣＣＨとＭＳＩとは、免許不要帯域において周期的に送信され得る。
【０２５５】
　[0292]図３７は、ワイヤレス通信のための方法３７００の例を示すフローチャートを示
す。方法３７００は、基地局（たとえば、ＡＰ）によって実行され得る。ブロック３７０
５において、ＡＰは、基地局からシステム情報ブロックタイプ１３（ＳＩＢ１３）とＭＣ
ＣＨ情報とを受信する。基地局とＡＰとの間のそのようなバックホール通信は、通信事業
者に制御されたＡＰおよび／またはＡＰとコロケートされた基地局にとって可能であり得
る。
【０２５６】
　[0293]ブロック３７１０において、ダウンリンク送信について、ＡＰは、ＳＩＢ１３と
ＭＣＣＨとによって割り振られたすべてのサブフレーム上でのそれの送信をミュートする
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か、またはＭＣＣＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとの上でのそれの送信をミュート
する。ブロック３７１５において、ＡＰは、ＳＩＢ１３とＭＣＣＨとによって割り振られ
たすべてのサブフレーム、またはＭＣＣＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとについて
ＵＥからの潜在的なアップリンク送信を無効化する。
【０２５７】
　[0294]図３８は、ワイヤレス通信のための方法３８００の例を示すフローチャートを示
す。方法３８００はＡＰによって実行され得る。ブロック３８０５において、ＡＰは、基
地局からシステム情報ブロックタイプ１３（ＳＩＢ１３）とマルチキャストチャネルスケ
ジューリング情報（ＭＳＩ）とを受信する。
【０２５８】
　[0295]ブロック３８１０において、ダウンリンク送信について、ＡＰは、ＳＩＢ１３と
ＭＳＩとによって割り振られたすべてのサブフレームをミュートする。ブロック３８１５
において、ＡＰは、ダウンリンク送信について、ＭＢＭＳ送信のために使用されない場合
、ユニキャスト送信のためにＭＣＣＨのために割り振られたサブフレームを使用する。最
後に、ブロック３８２０において、ＡＰは、ＳＩＢ１３とＭＳＩとによって割り振られた
すべてのサブフレームについてＵＥからの潜在的なアップリンク送信を無効化する。
【０２５９】
　[0296]図３９は、ワイヤレス通信のための方法３９００の例を示すフローチャートを示
す。方法３９００は、基地局（たとえば、ＡＰ）によって実行され得る。ブロック３９０
５において、ＡＰは、ＭＢＭＳ協調エンティティ（ＭＣＥ）からシステム情報ブロックタ
イプ１３（ＳＩＢ１３）とＭＣＣＨ情報とを受信する。
【０２６０】
　[0297]ブロック３９１０において、ダウンリンク送信について、ＡＰは、ＳＩＢ１３と
ＭＣＣＨとによって割り振られたサブフレーム上でのそれの送信をミュートするか、また
はＭＣＣＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとをミュートする。ＡＰは、ＡＰ実装形態
または仕様に従ってどのサブフレームをミュートすべきかを知る。より多くのサブフレー
ムをＡＰがミュートすると、基地局とＡＰとの間により強い協調が必要になる。ブロック
３９１５において、ＡＰは、ＳＩＢ１３とＭＣＣＨとによって割り振られたすべてのサブ
フレーム、またはＭＣＣＨサブフレームとＭＳＩサブフレームとについてＵＥからの潜在
的なアップリンク送信を無効化する。たとえば、ＡＰは、ＵＥが送信しないように、ＲＴ
Ｓ／ＣＴＳシグナリング中にＵＥに対してサイレント期間を設定し得る。ＡＰはまた、Ｕ
Ｅが、媒体が占有されていると仮定し、したがって、アップリンク上で送信するのを控え
るように、メッセージプリアンブル中に偽のパケット長を設定し得る。さらに、ＡＰは、
ミュートするようＡＰがＵＥに要求するサブフレームを回避するようアップリンク送信を
スケジュールすることができる。
【０２６１】
　[0298]図４０は、免許不要帯域においてサービスを通信するための無線フレームを構成
するための方法４０００の例を示すフローチャートを示す。方法４０００は、基地局（た
とえば、ｅＮＢ）によって実行され得る。ブロック４００５において、基地局は、マルチ
キャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）を介して免許不要帯域
においてサービスを通信することに関連しない情報を送信するために無線フレームのサブ
フレームの第１のセットを予約する。
【０２６２】
　[0299]ブロック４０１０において、基地局は、ＭＢＳＦＮを介して免許不要帯域におい
てサービスを通信することに関連する情報を送信するために無線フレームのサブフレーム
の第２のセットを割り振る。サブフレームの第１のセットは、無線フレームの最初のＸ個
のサブフレームを含み得、ここにおいて、Ｘは、整数であり、０≦Ｘ＜１０である。サブ
フレームの第２のセットは、最初のＸ個のサブフレームでない無線フレームのサブフレー
ムを含み得る。一態様では、ＭＢＳＦＮ送信とユニキャスト送信とが同じサイクリックプ
レフィックス（ＣＰ）長さ、サブキャリア間隔、およびサブフレーム構造を使用するとき
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、Ｘ＝０になる。
【０２６３】
　[0300]添付の図面に関して上に記載された発明を実施するための形態は、例示的な実施
形態を説明しており、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る実施形態のみを表すも
のではない。この明細書全体にわたって使用される「例示的」という用語は、「例、事例
、または例示として機能すること」を意味し、「好ましい」または「他の実施形態よりも
有利である」ことを意味しない。発明を実施するための形態は、説明された技法の理解を
与えるための具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの技法は、これらの具体的な詳
細を伴わずに実践され得る。いくつかの事例では、説明された実施形態の概念を不明瞭に
することを回避するために、よく知られている構造およびデバイスがブロック図の形式で
示されている。
【０２６４】
　[0301]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
。たとえば、上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。
【０２６５】
　[0302]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは
、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡもしくは他
のプログラマブル論理デバイス、個別のゲートもしくはトランジスタ論理、個別のハード
ウェアコンポーネント、または、本明細書で説明された機能を実行するように設計された
それらの任意の組合せによって、実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプ
ロセッサであってよいが、代替的には、プロセッサは、任意の従来型プロセッサ、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ってよい。プロセッサは、コンピュ
ーティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数
のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、
または任意の他のそのような構成としても実装され得る。プロセッサは、場合によっては
、メモリと電子通信していてもよく、メモリは、プロセッサによって実行可能な命令を記
憶する。
【０２６６】
　[0303]本明細書で説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサ
によって実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令また
はコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体
を介して送信され得る。他の例および実施態様は、本開示および添付の特許請求の範囲の
範囲および趣旨内にある。たとえば、ソフトウェアの性質により、上で説明された機能は
、プロセッサ、ハードウェア、ファームウェア、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現され得る。機能を
実装する特徴はまた、機能の部分が、異なる物理的な場所において実装されるように分散
されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲を含め
て、本明細書で使用される場合、「のうちの少なくとも１つ」または「の１つまたは複数
」で終わる項目の列挙中で使用される「または」は選言的な列挙を示しており、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Ａ
Ｂ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。
【０２６７】
　[0304]コンピュータプログラム製品またはコンピュータ可読媒体はいずれも、ある場所
から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、コンピ
ュータ可読記憶媒体と通信媒体とを含む。記憶媒体は、汎用または専用のコンピュータに
よってアクセスされ得る任意の媒体であり得る。限定ではなく例として、コンピュータ可
読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光デ
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ィスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、また
は、命令もしくはデータ構造の形態の所望のコンピュータ可読プログラムコードを搬送も
しくは記憶するために使用され、汎用もしくは専用コンピュータ、もしくは汎用もしくは
専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え得る。また、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、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、または赤外線
、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、ま
たは他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツ
イストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、
媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されているディスク（disk）およびディスク（di
sc）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）、デジタルバーサタイルディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー
（登録商標）ィディスク（disk）、およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含
み、ディスク（disk）は通常、データを磁気的に再生し、一方、ディスク（disc）は通常
、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。
【０２６８】
　[0305]本開示のこれまでの説明は、当業者が本開示を構成または使用することを可能に
するために与えられる。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
書で定義された一般的な原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形
形態に適用され得る。本開示全体にわたって、「例」または「例示的」という用語は、例
または事例を示すものであり、述べられた例に対する選好を何ら暗示せず、または要求し
ない。したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されるべきでな
く、本明細書で開示される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべ
きである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信するブロードキャ
スト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第１のサブセットは、第１の時間期間中
に免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記ブロ
ードキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第２のサブセットは、第２の時
間期間中に前記免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信し、ここにおいて
、ノードの前記第１のサブセットがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と、
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記複数のノードが、前記第１および第２の時間期間中に部分的単一周波数ネットワー
ク（ＳＦＮ）動作を実行するＳＦＮを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記第１および第２の時間期間が、前記複数のノードの各ノードのためのリスニング間
隔の間で同期された送信期間を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム情報を
受信すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記システム情報を受信することが、免許帯域上でサービングノードから送信された前
記システム情報を備えるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信することを備える、Ｃ４
に記載の方法。
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［Ｃ６］
　前記システム情報が、時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
ス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を備える、Ｃ４に記載の方
法。
［Ｃ７］
　前記ＭＣＣＨが、免許帯域を使用して物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）上で送
信される、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記ＭＣＣＨが、前記免許不要帯域を使用して前記ＰＭＣＨ上で送信される、Ｃ６に記
載の方法。
［Ｃ９］
　前記システム情報を受信することが、免許帯域上で送信されるべき前記ＭＣＣＨの一部
分を示すシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信することを備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記制御チャネルを受信したことに応答して、前記ブロードキャスト信号を受信するこ
とを求める要求を送信すること
　をさらに備える、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記ブロードキャスト信号が、補助的ダウンリンクキャリアとしてノードの前記第２の
サブセットとノードの前記第１のサブセットとから送信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　免許帯域上でサービングノードから、前記ブロードキャスト信号のための制御チャネル
のロケーションを示すシステム情報を受信することと、
　前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから、前記制御チャネルを受信する
ことと、
　をさらに備える、Ｃ１１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記制御チャネルが前記免許帯域上で受信される、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記制御チャネルが前記免許不要帯域上で受信される、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記ブロードキャスト信号が、前記免許不要帯域を使用してキャリアアグリゲーション
モードにおいてノードの前記第１のサブセットとノードの前記第２のサブセットとから送
信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記ブロードキャスト信号が、前記免許不要帯域を使用してスタンドアロン（ＳＡ）モ
ードにおいてノードの前記第１のサブセットとノードの前記第２のサブセットとから送信
される、前記方法が、
　前記免許不要帯域上でサービングノードから、前記ブロードキャスト信号のための制御
チャネルのロケーションを示すシステム情報を受信することと、
　前記免許不要帯域上で前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから前記制御
チャネルを受信することと、
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記免許不要帯域を使用しシステム情報を受信したことに応答して、サービングノード
に前記ブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信すること、
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１８］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
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　前記プロセッサに結合されたメモリとを備え、ここにおいて、前記プロセッサが、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信するブロードキャ
スト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第１のサブセットが、第１の時間期間中
に免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記ブロ
ードキャスト信号を受信すること、ここで、ノードの前記第２のサブセットが、第２の時
間期間中に前記免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信する、ここにおい
て、ノードの前記第１のサブセットがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と、
　を行うように構成された、装置。
［Ｃ１９］
　前記プロセッサが、前記ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケーションを
示すシステム情報を受信することを行うようにさらに構成された、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　前記システム情報が、免許帯域上でサービングノードから送信された前記システム情報
を備えるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記システム情報が、時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
ス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を備える、Ｃ１９に記載の
装置。
［Ｃ２２］
　前記プロセッサが、前記制御チャネルを受信したことに応答して、前記ブロードキャス
ト信号を受信することを求める要求を送信することを行うようにさらに構成された、Ｃ１
９に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記ブロードキャスト信号が、前記免許不要帯域を使用してスタンドアロン（ＳＡ）モ
ードにおいてノードの前記第１のサブセットとノードの前記第２のサブセットとから送信
され、前記プロセッサが、
　前記免許不要帯域上でサービングノードから、前記ブロードキャスト信号のための制御
チャネルのロケーションを示すシステム情報を受信することと、
　前記免許不要帯域上で前記複数のノードのうちの１つまたは複数のノードから前記制御
チャネルを受信することと、
　を行うようにさらに構成された、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記プロセッサが、前記免許不要帯域を使用しシステム情報を受信したことに応答して
、サービングノードに前記ブロードキャスト信号を受信することを求める要求を送信する
ことを行うようにさらに構成された、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２５］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信するブロードキャ
スト信号を受信するための手段、ここで、ノードの前記第１のサブセットが、第１の時間
期間中に免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記ブロ
ードキャスト信号を受信するための手段、ここで、ノードの前記第２のサブセットが、第
２の時間期間中に前記免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信し、ここに
おいて、ノードの前記第１のサブセットがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と
、
　を備える、装置。
［Ｃ２６］
　前記ブロードキャスト信号のための制御チャネルのロケーションを示すシステム情報を
受信するための手段をさらに備える、Ｃ２５に記載の装置。
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［Ｃ２７］
　前記システム情報が、免許帯域上でサービングノードから送信された前記システム情報
を備えるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を備える、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　前記システム情報が、時間的なマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
ス（ＭＢＭＳ）制御チャネル（ＭＣＣＨ）ロケーションの指示を備える、Ｃ２６に記載の
装置。
［Ｃ２９］
　前記制御チャネルを受信したことに応答して、前記ブロードキャスト信号を受信するこ
とを求める要求を送信するための手段をさらに備える、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ３０］
　プロセッサによって実行可能な命令を記憶するための非一時的コンピュータ可読な媒体
であって、
　複数のノードのうちの第１のサブセットから第１のコンテンツを配信するブロードキャ
スト信号を受信するための命令、ここで、ノードの前記第１のサブセットが、第１の時間
期間中に免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信する、と、
　前記複数のノードのうちの第２のサブセットから第２のコンテンツを配信する前記ブロ
ードキャスト信号を受信するための命令、ここで、ノードの前記第２のサブセットが、第
２の時間期間中に前記免許不要帯域において前記ブロードキャスト信号を送信し、ここに
おいて、ノードの前記第１のサブセットがノードの前記第２のサブセットとは異なる、と
、
　を備える、非一時的コンピュータ可読な媒体。
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