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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサにより実施されるワイヤレス通信のための方法であって、
　測位基準信号（ＰＲＳ）を生成することと、
　複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレ
ーム中で前記ＰＲＳを構成することと、ここにおいて、前記構成することは、クリアチャ
ネル評価（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）に隣接する前記ＰＲＳを送信するための周期性お
よび／または位相オフセットを構成することを備える、
　認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して前記少なくとも１つのダウンリ
ンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを送信することと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを前記構成することは
、
　前記ＣＥＴに隣接するように前記ＰＲＳを構成することを備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記ＰＲＳと前記ＣＥＴとの組み合わされた持続時間は、前記ＣＥＴの最大許容持続時
間よりも短い、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記ＰＲＳを前記送信することは、前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲＳを周期的に送信す
ることを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲＳを前記周期的に送信することは、
　第１の周期性および第１の位相オフセットにしたがって前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲ
Ｓを送信することを備え、前記第１の周期性は、前記ＣＥＴが送信される第２の周期性と
は異なる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の周期性は、可変周期性である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲＳを前記送信することのタイミングを受信機にシグナリ
ングすることをさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　前記ＰＲＳを前記ＣＥＴと連続的に送信すること、または、
　第１の送信機が、前記ＰＲＳを少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳ
の送信と時間同期して送信すること、または、
　第１の送信機が、少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信と同じ
周期性で、およびそれとは異なる位相オフセットで、前記ＰＲＳを送信すること、または
、
　第１の送信機が、少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信とは異
なる周期性で前記ＰＲＳを送信すること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＰＲＳをミューティングパラメータと関連付けること、または、
　前記ＰＲＳを可変セル固有周波数偏移パラメータと関連付けること
　をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　前記認可されていない無線周波数スペクトル帯域の全てよりも小さい前記認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域の一部を占有するために前記ＰＲＳを送信すること、また
は、
　前記認可されていない無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数にわたって前記ＰＲＳ
を送信すること
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つのクリアチャネル評価（ＣＣＡ
）クリアランス統計値を受信することと、
　前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス
統計値に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの追加のＰＲＳ測定が必要とされる
かどうかを決定することと
　をさらに備え、
　ここにおいて、前記クリアランス統計値を受信することは、
　　具体的には、前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣ
Ａクリアランス統計値は、少なくとも１つのユーザ機器から受信される、または、
　　具体的には、前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣ
Ａクリアランス統計値は、少なくとも１つの発展型ノードＢ（ｅＮＢ）から受信される、
　をさらに備え、
　具体的には、前記方法は、
　測定期間内のＰＲＳ送信の数を増加させるために、前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に
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関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づいて
前記ＰＲＳを前記送信することを構成することをさらに備え、および
　具体的には、前記少なくとも1つの追加のＰＲＳ測定が必要とされることを決定すると
き、前記方法は、
　前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス
統計値に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つの追加のＰＲＳ測定を構成する
こと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　複数の知られているロケーションの各々について収集された基準信号時間差（ＲＳＴＤ
）測定値のセットを受信することと、ここにおいて、前記ＲＳＴＤは、ＰＲＳの送信の開
始から測定期間内に、複数の近隣セルについて行った多数のＰＲＳ測定に基づいている、
　データベース中に記憶されるようにＲＳＴＤ測定値の前記受信されたセットを送信する
ことと
　をさらに備え、
　具体的には、前記方法は、
　知られていないロケーションに関連付けられた少なくとも１つの基準信号強度インジケ
ータ（ＲＳＳＩ）および少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値を受信することと、
　前記知られていないロケーションに関連付けられた前記少なくとも１つのＲＳＳＩおよ
び前記少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値、および前記データベース中に記憶されたＲＳＴ
Ｄ測定値の前記セットに少なくとも部分的に基づいて前記知られていないロケーションの
位置を推定することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　測位基準信号（ＰＲＳ）を生成するための手段と、
　複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレ
ーム中で前記ＰＲＳを構成するための手段と、ここにおいて、前記構成することは、クリ
アチャネル評価（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）に隣接する前記ＰＲＳを送信するための周
期性および／または位相オフセットを構成することを備える、
　認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して前記少なくとも１つのダウンリ
ンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを送信するための手段と
　を備える、装置。
【請求項１４】
　前記生成するための手段、前記構成するための手段および前記送信するための手段は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
　前記メモリ中に記憶された命令と
　によってインプリメントされる、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータ上で実行されたとき請求項１から１２のうちのいずれかに記載の方法を遂
行するための命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]本願は、２０１４年１２月１９日に出願された「Techniques for Transmitting 
Positioning Reference Signals in an Unlicensed Radio Frequency Spectrum Band」と
題されたPatel他による米国特許出願第１４／５７７，７８３号、および２０１４年３月
１２日に出願された「Techniques for Transmitting Positioning Reference Signals in
 an Unlicensed Radio Frequency Spectrum Band」と題されたPatel他による米国仮特許
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出願第６１／９５１，８９５号の優先権を主張し、それらの各々は、本願の譲受人に譲渡
される。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示は、例えば、ワイヤレス通信システムに関し、より具体的には、認可され
ていない無線周波数スペクトル帯域（unlicensed radio frequency spectrum band）中で
測位基準信号（positioning reference signal）を送信するための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、映像、パケットデータ、メッセージング、ブ
ロードキャスト、等のような様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開さ
れている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（例えば、時間、周波数、
および電力）を共有することによって多数のユーザとの通信をサポートすることが可能な
多元接続システムでありうる。そのような多元接続システムの例は、符号分割多元接続（
ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、多数の基地局を含みうるもので
あり、その各々は、多数のユーザ機器（ＵＥ；例えば、モバイルデバイス）のための通信
を同時にサポートする。基地局は、（例えば、基地局からＵＥへの送信のために）ダウン
リンクチャネルおよび（例えば、ＵＥから基地局への送信のために）アップリンクチャネ
ル上でＵＥと通信しうる。
【０００５】
　[0005]いくつか通信モードは、異なる無線周波数スペクトル帯域（例えば、認可されて
いる無線周波数スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯
域）上でのＵＥとの通信を可能にしうる。セルラネットワーク中でデータトラフィックが
増大していることに伴い、認可されている無線周波数スペクトル帯域から認可されていな
い無線周波数スペクトル帯域への少なくともいくらかのデータトラフィックのオフロード
は、強化されたデータ送信容量の機会をセルラオペレータに提供しうる。他の例において
、認可されていない無線周波数スペクトル帯域は、認可されている無線周波数スペクトル
帯域へのアクセスが利用可能でないスタンドアロンモードで使用されうる。
【０００６】
　[0006]認可されていない無線周波数スペクトル帯域上でデータを送信する前に、送信装
置は、いくつかの例において、認可されていない無線周波数スペクトル帯域へのアクセス
を得るためにクリアチャネル評価（ＣＣＡ：clear channel assessment）プロシージャを
遂行しうる。ＣＣＡプロシージャは、認可されていない無線周波数スペクトル帯域の特定
のチャネルが利用可能かどうかを決定しうる。（例えば、別のデバイスが認可されていな
い無線周波数スペクトル帯域のチャネルを既に使用していることから）認可されていない
無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能でないと決定されるとき、ＣＣＡは、後
の時間において再び認可されていない無線周波数スペクトル帯域のチャネルに対して遂行
されうる。
【０００７】
　[0007]基地局が認可されていない無線周波数スペクトル帯域へのアクセスのために競合
しうることから、基地局は、所定の時間期間間隔で測位基準信号（ＰＲＳ）のような周期
的信号を送信することができない可能性がある。１つまたは複数の基地局がＰＲＳを送信
することに失敗したとき、ＵＥは、ＰＲＳ測定を行う１つまたは複数の機会を失い、その
ＰＲＳ測定からＵＥの正確な位置を決定することが可能でなくなることがありうる。
【発明の概要】
【０００８】
　[0008]本開示は、例えば、認可されていない無線周波数スペクトル帯域中で測位基準信
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号を送信するための１つまたは複数の技法に関する。基地局は、いくつかの例において、
ＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ：CCA exempt transmission）に隣接するＰＲＳを周期的に送信
し、ＣＥＴのＣＣＡ免除特性を活用しうる。ＣＥＴのＣＣＡ免除特性を活用するために、
基地局は、ＰＲＳとＣＥＴとの組み合わされた持続時間がＣＥＴの最大許容持続時間より
も短くなるように、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信しうる。例えば、基地局は、ＰＲＳを
ＣＥＴと連続的に送信しうる。他の例において、基地局は、認可されていない無線周波数
スペクトル帯域へのアクセスのために競合し、認可されていない無線周波数スペクトル帯
域へのアクセスのための競合に勝ったときにＰＲＳを送信しうる。基地局が、ある時間期
間の間（例えば、複数のゲート間隔（gating interval））、認可されていない無線周波
数スペクトル帯域へのアクセスのための競合に勝たないとき、基地局は、受信機（例えば
、ＵＥ）がＵＥの正確な位置を決定するのに十分なＰＲＳ送信を受信する可能性を改善す
るために統計値（例えば、ＣＣＡクリアランス統計値（CCA clearance statistics））を
決定しうる。基地局はまた、１つまたは複数のＵＥおよび／または他の基地局から統計値
（例えば、ＣＣＡクリアランス統計値）を受信しうる。基地局は、統計値に基づいて後続
のＰＲＳ送信および／またはＰＲＳ測定のパラメータを構成しうる。
【０００９】
　[0009]例示的な例の第１のセットにおいて、ワイヤレス通信のための方法が説明される
。一例において、方法は、ＰＲＳを生成することと、複数のダウンリンクサブフレームの
中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成することと、認
可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブ
フレーム中でＰＲＳを送信することとを含みうる。
【００１０】
　[0010]いくつかの例において、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳ
を構成することは、ＣＥＴに隣接するようにＰＲＳを構成することを含みうる。いくつか
の例において、ＰＲＳとＣＥＴとの組み合わされた持続時間は、ＣＥＴの最大許容持続時
間よりも短い。いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、ＣＥＴに隣接するＰＲ
Ｓを周期的に送信することを含みうる。いくつかの例において、ＣＥＴに隣接するＰＲＳ
を周期的に送信することは、第１の周期性および第１の位相オフセットにしたがってＣＥ
Ｔに隣接するＰＲＳを送信することを含みうる。いくつかの例において、第１の周期性は
、ＣＥＴが送信される第２の周期性とは異なりうる。いくつかの例において、第１の周期
性は、可変周期性でありうる。
【００１１】
　[0011]少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成することがＣＥＴ
に隣接するようにＰＲＳを構成することを含みうるいくつかの例において、方法はさらに
、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信することのタイミングを受信機にシグナリングすること
を含みうる。いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、ＰＲＳをＣＥＴと連続的
に送信することを含みうる。いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、第１の送
信機が、ＰＲＳを送信することを少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳ
の送信と時間同期することを含みうる。いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは
、第１の送信機が、少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信と同じ
周期性で、およびそれとは異なる位相オフセットで、ＰＲＳを送信することを含みうる。
いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、第１の送信機が、少なくとも第２の送
信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信とは異なる周期性でＰＲＳを送信することを含
みうる。いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、ＰＲＳをＣＥＴより前に送信
することを含みうる。いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、ＰＲＳをＣＥＴ
より後で送信することを含みうる。いくつかの例において、方法はさらに、ＰＲＳをミュ
ーティングパラメータと関連付けることを含みうる。いくつかの例において、方法はさら
に、ＰＲＳを可変セル固有周波数偏移パラメータ（variable cell-specific frequency s
hift parameter）と関連付けることを含みうる。
【００１２】
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　[0012]いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、認可されていない無線周波数
スペクトル帯域の全てよりも小さい認可されていない無線周波数スペクトル帯域の一部を
占有するためにＰＲＳを送信することを含みうる。いくつかの例において、ＰＲＳを送信
することは、認可されていない無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数にわたってＰＲ
Ｓを送信することを含みうる。
【００１３】
　[0013]いくつかの例において、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳ
を構成することは、ＣＣＡフレームの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰ
ＲＳを構成することを含みうる。いくつかの例において、方法はさらに、ＣＣＡプロシー
ジャが失敗したかどうかを決定することと、ＣＣＡプロシージャが失敗したと決定するこ
とに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳの送信をゲートオフする（gating off）こととを
含みうる。いくつかの例において、方法はさらに、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連す
る少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値を受信することと、少なくとも１つのＰＲ
Ｓ測定に関連する少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づ
いて少なくとも１つの追加のＰＲＳ測定が必要とされうるかどうかを決定することとを含
みうる。いくつかの例において、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つ
のＣＣＡクリアランス統計値は、少なくとも１つのＵＥから受信されうる。いくつかの例
において、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つのＣＣＡクリアランス
統計値は、少なくとも１つの発展型ノードＢ（ｅＮＢ）から受信されうる。いくつかの例
において、方法はさらに、測定期間内のＰＲＳ送信の数を増加させるために、少なくとも
１つのＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部
分的に基づいてＰＲＳを送信することを構成することを含みうる。いくつかの例において
、方法はさらに、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つのＣＣＡクリア
ランス統計値に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの追加のＰＲＳ測定を構成す
ることを含みうる。いくつかの例において、方法は、先のＰＲＳ送信に少なくとも部分的
に基づいて先の基準信号時間差（ＲＳＴＤ：reference signal time difference）測定値
を使用するために受信機にインジケーションを送信することを含みうる。
【００１４】
　[0014]いくつかの例において、方法はさらに、複数の知られているロケーションの各々
について収集されたＲＳＴＤ測定値のセットを受信することと、データベース中に記憶さ
れるようにＲＳＴＤ測定値の受信されたセットを送信することとを含みうる。いくつかの
例において、方法は、知られていないロケーションに関連付けられた少なくとも１つの基
準信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ：reference signal strength indicator）および少
なくとも１つのＲＳＴＤ測定値を受信することと、知られていないロケーションに関連付
けられた少なくとも１つのＲＳＳＩおよび少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値、およびデー
タベース中に記憶されたＲＳＴＤ測定値のセットに少なくとも部分的に基づいて知られて
いないロケーションの位置を推定することとを含みうる。
【００１５】
　[0015]例示的な例の第２のセットにおいて、ワイヤレス通信のための装置が説明される
。一例において、装置は、ＰＲＳを生成するための手段と、複数のダウンリンクサブフレ
ームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成するため
の手段と、認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して少なくとも１つのダウ
ンリンクサブフレーム中でＰＲＳを送信するための手段とを含みうる。いくつかの例にお
いて、装置はさらに、例示的な例の第１のセットに関して上述されたワイヤレス通信のた
めの方法の１つまたは複数の態様をインプリメントするための手段を含みうる。
【００１６】
　[0016]例示的な例の第３のセットにおいて、ワイヤレス通信のための別の装置が説明さ
れる。一例において、ワイヤレス通信のための装置は、プロセッサと、プロセッサと電子
通信状態にあるメモリと、メモリ中に記憶された命令とを含みうる。命令は、ＰＲＳを生
成することと、複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリ
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ンクサブフレーム中でＰＲＳを構成することと、認可されていない無線周波数スペクトル
帯域を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを送信することと
を行うようにプロセッサによって実行可能でありうる。いくつかの例において、命令はま
た、例示的な例の第１のセットに関して上述されたワイヤレス通信のための方法の１つま
たは複数の態様をインプリメントするようにプロセッサによって実行可能でありうる。
【００１７】
　[0017]例示的な例の第４のセットにおいて、ワイヤレス通信システム中のワイヤレス通
信装置による通信のためのコンピュータプログラム製品が説明される。一例において、コ
ンピュータプログラム製品は、ワイヤレス通信装置に、ＰＲＳを生成することと、複数の
ダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中で
ＰＲＳを構成することと、認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して少なく
とも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを送信することとを行わせるようにプロ
セッサによって実行可能なコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ
可読媒体を含みうる。いくつかの例において、命令はまた、ワイヤレス通信装置に、例示
的な例の第１のセットに関して上述されたワイヤレス通信のための方法の１つまたは複数
の態様をインプリメントさせるようにプロセッサによって実行可能でありうる。
【００１８】
　[0018]前述は、以下の詳細な説明がより良く理解されうるように、本開示による例の特
徴および技術的利点をどちらかといえば広く概説している。追加の特徴および利点が以下
に説明される。開示される概念および特定の例は、本開示と同じ目的を実行するための他
の構造を修正または設計するための基礎として容易に利用されうる。そのような等価の構
造は、添付された特許請求の範囲の精神および範囲から逸脱しない。本明細書で開示され
る概念の特質であると考えられる特徴は、関連する利点とともに、それらの編成および動
作の方法の両方に関して、添付の図に関連して検討されたときに以下の説明からより良く
理解されるであろう。図の各々は、例示および説明のみを目的として提供されるものであ
り、特許請求の範囲の限定の定義として提供されるものではない。
【００１９】
　[0019]本発明の性質および利点のさらなる理解が、以下の図面を参照することによって
実現されうる。添付された図において、同様のコンポーネントまたは特徴は、同じ参照ラ
ベルを有しうる。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間を区別する第２のラベルとを後続させることによって区別
されうる。本明細書中で第１の参照ラベルのみが使用される場合、その説明は、第２の参
照ラベルに関係なく同じ第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か１つ
に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信システムの例の図を示す。
【図２Ａ】本開示の様々な態様にしたがって、ＰＲＳがダウンリンクチャネル中で送信さ
れうるダウンリンクチャネルリソースブロックを示す。
【図２Ｂ】本開示の様々な態様にしたがって、ＰＲＳがダウンリンクチャネル中で送信さ
れうるダウンリンクチャネルリソースブロックを示す。
【図３】本開示の様々な態様にしたがって、ＬＴＥ（登録商標）／ＬＴＥ－Ａが認可され
ていない無線周波数スペクトル帯域を使用して異なるシナリオ下で展開されるワイヤレス
通信システムを示す。
【図４】本開示の様々な態様にしたがって、認可されていない無線周波数スペクトル帯域
上でのワイヤレス通信の例を示す。
【図５】本開示の様々な態様にしたがって、ＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）の例を示す。
【図６】本開示の様々な態様にしたがって、ＣＥＴに隣接する送信のためにＰＲＳがどの
ように構成されうるかの例を示す。
【図７】本開示の様々な態様にしたがって、第１のリソースブロック、第２のリソースブ
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ロック、第３のリソースブロック、および第４のリソースブロックのような複数のインタ
ーリーブされたリソースブロックを使用してＰＲＳがどのように送信されうるかの例を示
す。
【図８】本開示の様々な態様にしたがって、ＣＣＡフレームの少なくとも１つのダウンリ
ンク（Ｄ）サブフレーム中での送信のためにＰＲＳがどのように構成されうるかの例を示
す。
【図９】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための装置のブロ
ック図を示す。
【図１０】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための装置のブ
ロック図を示す。
【図１１】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための装置のブ
ロック図を示す。
【図１２】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための装置のブ
ロック図を示す。
【図１３】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための基地局（
例えば、ｅＮＢの一部または全てを形成する基地局）のブロック図を示す。
【図１４】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するためのＵＥのブ
ロック図を示す。
【図１５】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法の例を例示す
るフローチャートである。
【図１６】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法の例を例示す
るフローチャートである。
【図１７】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法の例を例示す
るフローチャートである。
【図１８】本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法の例を例示す
るフローチャートである。
【詳細な説明】
【００２１】
　[0039]測位基準信号が認可されていない無線周波数スペクトル帯域中で送信される技法
が説明される。いくつかの例において、基地局は、認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域へのアクセスのために競合し、時折、ＰＲＳを送信するためにアクセスが必要とさ
れるときに認可されていない無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを得ないことがあり
うる。結果として、基地局は、いくつかの例において、ＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）に隣接
するＰＲＳを周期的に送信し、ＣＥＴのＣＣＡ免除特性を活用しうる。ＣＥＴのＣＣＡ免
除特性を活用するために、基地局は、ＰＲＳとＣＥＴとの組み合わされた持続時間がＣＥ
Ｔの最大許容持続時間よりも短くなるように、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信しうる。例
えば、基地局は、ＰＲＳをＣＥＴと連続的に送信しうる。他の例において、基地局は、認
可されていない無線周波数スペクトル帯域へのアクセスのために競合し、認可されていな
い無線周波数スペクトル帯域へのアクセスのための競合に勝ったときにＰＲＳを送信しう
る。基地局が、ある時間期間の間（例えば、複数のゲート間隔）、認可されていない無線
周波数スペクトル帯域へのアクセスのための競合に勝たないとき、基地局は、受信機（例
えば、ＵＥ）がＵＥの正確な位置を決定するのに十分なＰＲＳ送信を受信する可能性を改
善するために統計値（例えば、ＣＣＡクリアランス統計値）を決定しうる。基地局はまた
、１つまたは複数のＵＥおよび／または他の基地局から統計値（例えば、ＣＣＡクリアラ
ンス統計値）を受信しうる。基地局は、統計値に基づいて後続のＰＲＳ送信および／また
はＰＲＳ測定のパラメータを構成しうる。
【００２２】
　[0040]基地局または他の装置が複数の知られているロケーションの各々について収集さ
れた基準信号時間差（ＲＳＴＤ）測定値のセットを受信し、データベース中に測定値の受
信されたセットを記憶しうる技法もまた説明される。測定値のセットは、いくつかのケー
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スにおいて、ＰＲＳ送信を受信し、ＲＳＴＤ測定値のセットを決定し、基地局または他の
装置にロケーション情報とともにＲＳＴＤ測定値のセットを送信する１つまたは複数の受
信機（例えば、１つまたは複数のテストＵＥ）によって収集されうる。基地局または他の
装置中に記憶された測定値のセットは、１つまたは複数の受信機（例えば、１つまたは複
数のＵＥ）のロケーションを決定するために使用されうる。例えば、基地局または他の装
置は、（例えば、知られていないロケーション中のＵＥから）知られていないロケーショ
ンに関連付けられた少なくとも１つの基準信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）および少な
くとも１つのＲＳＴＤ測定値を受信し、知られていないロケーションに関連付けられた少
なくとも１つのＲＳＳＩおよび少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値、およびデータベース中
に記憶された（知られているロケーションについての）測定値のセットに少なくとも部分
的に基づいて知られていないロケーションの位置を推定しうる。例において、基地局は、
知られていないロケーションの位置を推定するために、知られていないロケーションに関
連付けられた少なくとも１つのＲＳＳＩおよび少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値に類似し
うる（知られているロケーションについての）測定値のセットから１つまたは複数のＲＳ
ＴＤ測地値を決定しうる。このようなＲＳＴＤ測定値の使用は、ＲＳＳＩ単独よりも正確
な位置情報を提供しうる。
【００２３】
　[0041]本明細書で説明される技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、および他のシステムのような様々なワイヤレス通信システムに対して使用
されうる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、交換可能に使用されるこ
とが多い。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上無線アクセス（Ｕ
ＴＲＡ）、等のような無線技術をインプリメントしうる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２
０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０
およびＡは一般に、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ、１Ｘ、等と呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩ
Ａ－８５６）は一般に、ＣＤＭＡ２０００ １ｘＥＶ－ＤＯ、高レートパケットデータ（
ＨＲＰＤ）、等と呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））お
よびＣＤＭＡの他の変形を含む。ＴＤＭＡシステムは、移動体通信のためのグローバルシ
ステム（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術をインプリメントしうる。ＯＦＤＭＡシ
ステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ
）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭ（登録商標）、等、のような無線技術をインプリ
メントしうる。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイル電気通信システム
（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ（登録商標）ロングタームエボリューション（ＬＴ
Ｅ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新
しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、および
ＧＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）という名称の団体か
らの文書中に説明されている。ＣＤＭＡ２０００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）という名称の団体からの文書中に説明されている
。本明細書で説明される技法は、上述されたシステムおよび無線技術ならびに他のシステ
ムおよび無線技術に対して使用されうる。以下の説明は、しかしながら、実例を目的とし
てＬＴＥシステムを説明しており、ＬＴＥの専門用語が以下の説明の大部分において使用
されているが、本技法は、ＬＴＥアプリケーションを超えて適用可能である。
【００２４】
　[0042]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ている範囲
、適用性、または例を限定するものではない。本開示の精神および範囲から逸脱すること
なしに、論述される要素の機能および配置において変更がなされうる。様々な例は、適宜
、様々なプロシージャまたはコンポーネントを省略、代用、あるいは追加しうる。例えば
、説明される方法は、説明されるものとは異なる順序で遂行され、様々なステップは、追
加、省略、または組み合わされうる。また、ある特定の例に関して説明される特徴は、他
の例において組み合されうる。
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【００２５】
　[0043]図１は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信システム１００の例
の図を示す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局（またはセル）１０５、ＵＥ１１
５、およびコアネットワーク１３０を含みうる。基地局１０５は、（示されていない）基
地局コントローラの制御下でＵＥ１１５と通信しうるものであり、基地局コントローラは
、様々な例においてコアネットワーク１３０または基地局１０５の一部でありうる。基地
局１０５は、バックホールリンク１３２を通じてコアネットワーク１３０と制御情報およ
び／またはユーザデータを通信しうる。バックホールリンク１３２は、ワイヤードバック
ホールリンク（例えば、銅、ファイバ、等）および／またはワイヤレスバックホールリン
ク（例えば、マイクロ波、等）でありうる。いくつかの例において、基地局１０５は、直
接的にまたは間接的にのいずれかで、バックホールリンク１３４を通じて互いに通信しう
るものであり、バックホールリンク１３４は、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクで
ありうる。ワイヤレス通信システム１００は、多数のキャリア（異なる周波数の波形信号
）上での動作をサポートしうる。マルチキャリア送信機は、変調された信号を多数のキャ
リア上で同時に送信することができる。例えば、各通信リンク１２５は、上述された様々
な無線技術にしたがって変調されたマルチキャリア信号でありうる。各変調された信号は
、異なるキャリア上で送られ、制御情報（例えば、基準信号、制御チャネル、等）、オー
バヘッド情報、データ、等を搬送しうる。
【００２６】
　[0044]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レスで通信しうる。基地局１０５の各々は、それぞれのカバレッジエリア１１０に通信カ
バレッジを提供しうる。いくつかの例において、基地局１０５は、アクセスポイント、ベ
ーストランシーバ局（ＢＴＳ）、無線基地局、無線トランシーバ、基本サービスセット（
ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、ノードＢ、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、ホー
ムノードＢ、ホームｅノードＢ、ＷＬＡＮアクセスポイント、Ｗｉ－Ｆｉノードまたは何
らかの他の適切な専門用語で呼ばれうる。基地局１０５に対するカバレッジエリア１１０
は、カバレッジエリアの一部のみを構成するセクタに分割されうる。ワイヤレス通信シス
テム１００は、異なるタイプの基地局１０５（例えば、マクロ、マイクロ、および／また
はピコ基地局）を含みうる。基地局１０５はまた、セルラおよび／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うる。基地局１０５は、同じまたは異なるア
クセスネットワークあるいはオペレータ展開に関連付けられうる。同じまたは異なるタイ
プの基地局１０５のカバレッジエリアを含み、同じまたは異なる無線技術を利用し、およ
び／または、同じまたは異なるアクセスネットワークに属する異なる基地局１０５のカバ
レッジエリアは、重複しうる。
【００２７】
　[0045]ＵＥ１１５は、ワイヤレス通信システム１００全体を通じて分散されうる。ＵＥ
１１５はまた、当業者によって、モバイルデバイス、モバイル局、加入者局、モバイルユ
ニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット、ワイヤレスデバイス、ワ
イヤレス通信デバイス、遠隔デバイス、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、遠隔端末、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した専門用語で呼ばれうる。ＵＥ１１５は、セ
ルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハン
ドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフ
ォン、腕時計またはメガネ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、等でありうる。ＵＥ１１５は、マクロ基地局、ピコ基地局、フェムト基地局
、中継基地局、等と通信することが可能でありうる。ＵＥ１１５はまた、ＷＬＡＮアクセ
スネットワーク、またはセルラあるいは他のＷＷＡＮアクセスネットワークのような異な
るタイプのアクセスネットワーク上で通信することが可能でありうる。ＵＥ１１５とのい
くつかの通信モードにおいて、通信は、複数の通信リンク１２５またはチャネルを通じて
行われうるものであり、ここで、各チャネルは、ＵＥ１１５と多数のセル（例えば、サー
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ビングセルであり、そのセルは、いくつかのケースにおいて、同じまたは異なる基地局１
０５によって動作されうる）のうちの１つとの間でコンポーネントキャリアを使用する。
【００２８】
　[0046]各コンポーネントキャリアは、認可されている無線周波数スペクトル帯域または
認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で提供され、通信モードで使用されるコン
ポーネントキャリアのセットは、認可されている無線周波数スペクトル帯域上で（例えば
、ＵＥ１１５において）全て受信されうるか、認可されていない無線周波数スペクトル帯
域上で（例えば、ＵＥ１１５において）全て受信されうるか、または認可されている無線
周波数スペクトル帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域の組み合わせ上
で（例えば、ＵＥ１１５において）受信されうる。
【００２９】
　[0047]ワイヤレス通信システム１００中に示されている通信リンク１２５は、アップリ
ンク（ＵＬ）通信（例えば、ＵＥ１１５から基地局１０５への送信）を搬送するための（
コンポーネントキャリアを使用する）アップリンクチャネルおよび／またはダウンリンク
（ＤＬ）通信（例えば、基地局１０５からＵＥ１１５への送信）を搬送するための（コン
ポーネントキャリアを使用する）ダウンリンクチャネルを含みうる。ＵＬ通信あるいは送
信はまた、逆方向リンク通信または送信と呼ばれうるものであり、その一方でＤＬ通信も
しくは送信はまた、順方向リンク通信または送信と呼ばれうる。ダウンリンク通信および
／またはアップリンク通信は、認可されている無線周波数スペクトル帯域、認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域、あるいは両方を使用して行われうる。
【００３０】
　[0048]いくつかの例において、ワイヤレス通信システム１００は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
ネットワークでありうるか、またはそれを含みうる。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに
おいて、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）という用語は一般に、基地局１０５の個々のものまた
はグループを説明するために使用されうる。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタ
イプのｅＮＢが様々な地理的領域にカバレッジを提供する異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネット
ワークでありうる。例えば、各ｅＮＢは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および
／または他のタイプのセルに通信カバレッジを提供しうる。マクロセルは一般に、比較的
大きい地理的エリア（例えば、半径数キロメートル）をカバーし、ネットワークプロバイ
ダのサービスに加入しているＵＥ１１５による無制限のアクセスを可能にしうる。ピコセ
ルは一般に、比較的より小さい地理的エリアをカバーし、ネットワークプロバイダのサー
ビスに加入しているＵＥ１１５による無制限のアクセスを可能にしうる。フェムトセルも
また一般に、比較的小さい地理的エリア（例えば、家）をカバーし、無制限のアクセスに
加えて、フェムトセルとの関連付けを有するＵＥ１１５（例えば、クローズド加入者グル
ープ（ＣＳＧ）中のＵＥ１１５、家の中にいるユーザのためのＵＥ１１５、等）による制
限されたアクセスも提供しうる。マクロセルに対するｅＮＢは、マクロｅＮＢと呼ばれう
る。ピコセルに対するｅＮＢは、ピコｅＮＢと呼ばれうる。そして、フェムトセルに対す
るｅＮＢは、フェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれうる。ｅＮＢは、１つまたは多
数（例えば、２つ、３つ、４つ、等）のセルをサポートしうる。
【００３１】
　[0049]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークアーキテクチャにしたがったワイヤレス通信シ
ステム１００は、発展型パケットシステム（ＥＰＳ）と呼ばれうる。ＥＰＳは、１つまた
は複数のＵＥ１１５、発展型ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）
、発展型パケットコア（ＥＰＣ）（例えば、コアネットワーク１３０）、ホーム加入者サ
ーバ（ＨＳＳ）、およびオペレータのＩＰサービスを含みうる。ＥＰＳは、他の無線アク
セス技術を使用して他のアクセスネットワークと相互接続しうる。例えば、ＥＰＳは、１
つまたは複数のサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）を介してＵＴＲＡＮベー
スのネットワークおよび／またはＣＤＭＡベースのネットワークと相互接続しうる。ＵＥ
１１５のモビリティおよび／またはロードバランシングをサポートするために、ＥＰＳは
、ソースｅＮＢ（または基地局１０５）とターゲットｅＮＢ（または基地局１０５）との
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間でのＵＥ１１５のハンドオーバをサポートしうる。ＥＰＳは、同じＲＡＴのｅＮＢおよ
び／または基地局１０５間でのＲＡＴ内ハンドオーバ（例えば、他のＥ－ＵＴＲＡＮネッ
トワーク）、および異なるＲＡＴのｅＮＢおよび／または基地局１０５間でのＲＡＴ間ハ
ンドオーバ（例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＣＤＭＡ、等）をサポートしうる。ＥＰＳは、
パケット交換サービスを提供しうるが、当業者が容易に認識するであろうように、本開示
全体を通じて提示される様々な概念は、回路交換サービスを提供するネットワークに拡張
されうる。
【００３２】
　[0050]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、ｅＮＢを含み、ＵＥ１１５に対してユーザプレーンおよび制
御プレーンプロトコル終端を提供しうる。ｅＮＢおよび／または基地局１０５は、バック
ホールリンク１３４（例えば、Ｘ２インターフェースおよび／またはそれに類するもの）
を介して他のｅＮＢおよび／または基地局１０５に接続されうる。ｅＮＢおよび／または
基地局１０５は、ＵＥ１１５にＥＰＣ（例えば、コアネットワーク１３０）へのアクセス
ポイントを提供しうる。ｅＮＢおよび／または基地局１０５は、ＥＰＣにバックホールリ
ンク１３２（例えば、Ｓ１インターフェースおよび／またはそれに類するもの）によって
接続されうる。ＥＰＣ内の論理ノードは、１つまたは複数のモビリティ管理エンティティ
（ＭＭＥ）、１つまたは複数のサービングゲートウェイ、および１つまたは複数のパケッ
トデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイを含みうる（示されていない）。一般に、
ＭＭＥは、ベアラおよび接続管理を提供しうる。全てのユーザＩＰパケットは、サービン
グゲートウェイを通じて転送されうるものであり、それ自体は、ＰＤＮゲートウェイに接
続されうる。ＰＤＮゲートウェイは、ＵＥ ＩＰアドレス割り振りならびに他の機能を提
供しうる。ＰＤＮゲートウェイは、ＩＰネットワークおよび／またはオペレータのＩＰサ
ービスに接続されうる。これらの論理ノードは、別個の物理ノード中でインプリメントさ
れうる、あるいは１つまたは複数の論理ノードが、単一の物理ノード中で組み合されうる
。ＩＰネットワーク／オペレータのＩＰサービスは、インターネット、イントラネット、
ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、および／またはパケット交換（ＰＳ）スト
リーミングサービス（ＰＳＳ）を含みうる。
【００３３】
　[0051]ＵＥ１１５およびｅＮＢまたは基地局１０５は、例えば、多入力多出力（ＭＩＭ
Ｏ）、多地点協調（ＣｏＭＰ）、または他のスキームを通じて協調的に通信するように構
成されうる。ＭＩＭＯ技法は、多数のデータストリームを送信するためのマルチパス環境
を利用するために基地局１０５上の多数のアンテナおよび／またはＵＥ１１５上の多数の
アンテナを使用する。ＣｏＭＰは、ＵＥ１１５についての全体的な送信品質を改善するた
めに、ならびにネットワークおよびスペクトル利用を増大させるために、多数のｅＮＢお
よび／または基地局１０５による送信および受信の動的協調のための技法を含む。一般に
、ＣｏＭＰ技法は、ＵＥ１１５のための制御プレーンおよびユーザプレーン通信を協調さ
せるために、基地局１０５間の通信のためのバックホールリンク１３２および／または１
３４を利用しうる。
【００３４】
　[0052]様々な開示された技法のうちのいくつかを含みうる（accommodate）通信ネット
ワークは、階層化プロトコルスタックにしたがって動作するパケットベースのネットワー
クでありうる。ユーザプレーンにおいて、ベアラまたはパケットデータコンバージェンス
プロトコル（ＰＤＣＰ）レイヤでの通信は、ＩＰベースでありうる。無線リンク制御（Ｒ
ＬＣ）レイヤは、論理チャネルを通じて通信するためにパケットセグメンテーションおよ
びリアセンブリを遂行しうる。媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤは、優先処理および論
理チャネルのトランスポートチャネルへの多重化を遂行しうる。ＭＡＣレイヤはまた、信
頼性の高いデータ送信を確実にするためにＭＡＣレイヤで再送信を提供するハイブリッド
自動再送要求（ＨＡＲＱ）技法を使用しうる。制御プレーンにおいて、無線リソース制御
（ＲＲＣ）プロトコルレイヤは、ユーザプレーンデータに対して使用されるネットワーク
とＵＥとの間でのＲＲＣ接続の確立、構成、および維持を提供しうる。物理レイヤでは、
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トランスポートチャネルは、物理チャネルにマッピングされうる。
【００３５】
　[0053]ダウンリンク物理チャネルは、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、
物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）、および物理ダウンリンク共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）のうちの少なくとも１つを含みうる。アップリンク物理チャネルは、物
理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）および物理アップリンク共有チャネル（ＰＵ
ＳＣＨ）のうちの少なくとも１つを含みうる。ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク制御情報（Ｄ
ＣＩ）を搬送しうるものであり、ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨ上でのＵＥのためのデータ送信を
示し、ならびにＰＤＳＣＨにＵＥへのＵＬリソース許可を提供しうる。ＵＥは、制御セク
ション中の割り当てられたリソースブロック上のＰＵＣＣＨ中で制御情報を送信しうる。
ＵＥは、データセクション中の割り当てられたリソースブロック上のＰＵＳＣＨ中でデー
タのみ、またはデータと制御情報との両方を送信しうる。
【００３６】
　[0054]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ダウンリンク上で直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）を、アップリンク上でシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を利用
する。ＯＦＤＭＡおよび／またはＳＣ－ＦＤＭＡは、多数（Ｋ個）の直交サブキャリアに
区分されうるものであり、それらはまた一般に、トーン、ビン、等と呼ばれる。各サブキ
ャリアは、データで変調されうる。隣接サブキャリア間の間隔は、固定され、サブキャリ
アの総数（Ｋ個）は、システム帯域幅に依存しうる。例えば、Ｋは、１．４、３、５、１
０、１５、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の（ガード帯域を有する）対応するシステム
帯域幅に対して、それぞれ、１５キロヘルツ（ＫＨｚ）のサブキャリア間隔により７２、
１８０、３００、６００、９００、または１２００に等しくなりうる。システム帯域幅は
また、サブ帯域に区分されうる。例えば、サブ帯域は、１．０８ＭＨｚをカバーし、１、
２、４、８、または１６個のサブ帯域が存在しうる。
【００３７】
　[0055]ワイヤレス通信システム１００のいくつかの例において、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは
、認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して異なるシナリオ下で展開されう
る。展開シナリオは、認可されている無線周波数スペクトル帯域中でのＬＴＥ／ＬＴＥ－
Ａダウンリンク通信が認可されていない無線周波数スペクトル帯域にオフロードされうる
補足的なダウンリンクモード、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンクおよびアップリンク通信
の両方が認可されている無線周波数スペクトル帯域から認可されていない無線周波数スペ
クトル帯域にオフロードされうるキャリアアグリゲーションモード、およびｅＮＢおよび
／または基地局とＵＥとの間でのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａダウンリンクおよびアップリンク通
信が認可されていない無線周波数スペクトル帯域中で行われうるスタンドアロンモードを
含みうる。基地局１０５ならびにＵＥ１１５は、これらまたは同様の動作モードのうちの
１つまたは複数をサポートしうる。ＯＦＤＭＡ波形は、認可されている無線周波数スペク
トル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域中でのＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａダウンリンク通信のために通信リンク１２５中で使用されうるものであり、その一
方でＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡおよび／またはリソースブロックインターリーブされた
ＦＤＭＡ波形は、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／または認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域中でのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａアップリンク通信のために通信
リンク１２５中で使用されうる。
【００３８】
　[0056]図２Ａは、本開示の様々な態様にしたがって、測位基準信号（ＰＲＳ）２０５が
ダウンリンクチャネル中で送信されうるダウンリンクチャネルリソースブロック２００を
示す。例として、ダウンリンクチャネルリソースブロック２００は、図１に関連して説明
された基地局１０５のうちの１つによって送信されうる。さらなる例として、図２Ａ中に
示されているＰＲＳ２０５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの新しいキャリアタイプ（ＮＣＴ：Ne
w Carrier Type）のアンテナポート６にマッピングされたＰＲＳ２０５でありうる。ＰＲ
Ｓ２０５は、１つまたは２つのＰＢＣＨアンテナポート上で送信されうる。
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【００３９】
　[0057]ダウンリンクチャネルリソースブロック２００は、複数のリソース要素２１０を
含む。各リソース要素２１０は、多数のシンボル期間のうちの１つ（例えば、ＯＦＤＭシ
ンボル位置２１５）および多数の周波数サブキャリア２２０のうちの１つに対応しうる。
例として、ダウンリンクチャネルリソースブロック２００は、１４個のＯＦＤＭシンボル
位置（またはスロット０およびスロット１とラベル付けされた２つのスロット、あるいは
１つのサブフレーム）および１２個の周波数サブキャリアにまたがるリソース要素を含む
。
【００４０】
　[0058]さらなる例として、ＰＲＳ２０５は、Ｒ6とラベル付されたリソース要素中でと
いうように、ダウンリンクチャネルリソースブロック２００の１つまたは複数のリソース
要素２１０のセット中で送信されうる。
【００４１】
　[0059]ＰＲＳ２０５は、多数の構成可能なパラメータを有しうる。例えば、ＰＲＳ２０
５は、パラメータＴPRSおよびΔPRSにマッピングされた構成インデックスＩPRSを有しう
るものであり、ここで、ＴPRSは、ＰＲＳ２０５の送信の周期性（例えば、１６０、３２
０、６４０、または１２８０ｍｓ）であり、ΔPRSは、サブフレームオフセット（例えば
、０から１１２０のサブフレームオフセット）である。ＰＲＳ２０５はまた、持続時間Ｎ

PRS、測定期間を定義する連続した送信の数Ｍ、ミューティング情報（例えば、ミューテ
ィングパラメータ）、可変セル固有周波数偏移パラメータＶshift、ＰＲＳ帯域幅、およ
び測定するセルの数ｎのような構成パラメータを有しうる。持続時間ＮPRSは、ＰＲＳ送
信中に含まれた連続したダウンリンクサブフレームの数（例えば、１、２、４、または６
個）を定義しうる。測定期間を定義する連続したＰＲＳ送信の数は、ＰＲＳの周波数内ま
たは周波数間構成に依存し、いくつかのケースにおいては８、１６、または３２個であり
うる。ミューティング情報は、２、４、８、または１６個の周期性を有するＰＲＳ送信を
マスクしうる。可変セル固有周波数偏移パラメータＶshiftは、いくつかの例において、
１と６との間の値でありうるもので、６つの再使用ファクタ（reuse factor）を有効にす
る。ＰＲＳ帯域幅は、いくつかの例において、６、１５、２５、５０、７５、または１０
０個のリソースブロックとして構成されうる。測定するセルの数ｎは、ＰＲＳ測定が行わ
れうるセルの任意の数でありうる。
【００４２】
　[0060]図１に関連して説明されたＵＥ１１５のうちの１つのようなＵＥは、１つまたは
複数の基地局１０５および／またはｅＮＢからＰＲＳ２０５のようなＰＲＳを受信しうる
。ＵＥはまた、基地局および／またはｅＮＢからシグナリングを受信しうる。シグナリン
グは、観測到着時間差（ＯＴＤＯＡ：observed time difference of arrival）基準セル
および１つまたは複数のＯＴＤＯＡ近隣セルのための構成パラメータを示しうる。いくつ
かの例において、ＯＴＤＯＡ－ＲｅｆｅｒｅｎｃｅＣｅｌｌ Ｉｎｆｏメッセージは、Ｏ
ＴＤＯＡ基準セルのための構成パラメータを示し、１つまたは複数のＯＴＤＯＡ－Ｎｅｉ
ｇｈｂｏｒＣｅｌｌ Ｉｎｆｏメッセージは、１つまたは複数のＯＴＤＯＡ近隣セルのた
めの構成パラメータを示しうる。ＯＴＤＯＡ－ＮｅｉｇｈｂｏｒＣｅｌｌ Ｉｎｆｏメッ
セージは、基準セルと近隣セルとの間にスロットタイミングオフセットおよびＰＲＳサブ
フレームオフセットを含みうる。スロットタイミングオフセットおよびＰＲＳサブフレー
ムオフセットは、周波数間ＰＲＳ送信のために使用されうるものであり、ここで、基地局
および／またはｅＮＢ送信のタイミング差は、１つのサブフレームを上回りうる。ＯＴＤ
ＯＡ－ＮｅｉｇｈｂｏｒＣｅｌｌ Ｉｎｆｏメッセージはまた、周波数間およびキャリア
アグリゲーションモードシナリオ中でのＰＲＳ送信の使用を可能にする。
【００４３】
　[0061]ＵＥは、初期のＰＲＳ送信の開始から測定期間ＴRSTD内にｎ－１個の近隣セルに
ついて、多数のＰＲＳ測定を行い、基準信号時間差（ＲＳＴＤ）をレポートしうる。ＵＥ
は、そのＰＲＳ測定が有用であると見なされる前に、測定期間ＴRSTD内に特定の数の適し
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たＰＲＳ測定（例えば、Ｍ／２個の適した測定）を行うことを求められうる。
【００４４】
　[0062]単一のオペレータの多数の基地局および／ｅＮＢのＰＲＳ送信は、干渉を低減す
るために同じ周波数にわたって同期されうる。しかしながら、基地局および／またはｅＮ
Ｂの高密度展開（dense deployment）において、基地局および／またはｅＮＢは、ミュー
ティングパターンにしたがってそのＰＲＳ送信をミュートしうる。
【００４５】
　[0063]図２Ｂは、本開示の様々な態様にしたがって、ＰＲＳ２５５がダウンリンクチャ
ネル中で送信されうるダウンリンクチャネルリソースブロック２５０を示す。例として、
図２Ｂ中に示されているＰＲＳ２５５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの新しいキャリアタイプ（
ＮＣＴ）のアンテナポート６にマッピングされたＰＲＳ２５５でありうる。ＰＲＳ２５５
は、４つのＰＢＣＨアンテナポート上で送信されうる。
【００４６】
　[0064]ダウンリンクチャネルリソースブロック２５０は、複数のリソース要素２６０を
含む。各リソース要素２６０は、多数のシンボル期間のうちの１つ（例えば、ＯＦＤＭシ
ンボル位置２６５）および多数の周波数サブキャリア２２０のうちの１つに対応しうる。
例として、ダウンリンクチャネルリソースブロック２５０は、１４個のＯＦＤＭシンボル
位置（またはスロット０およびスロット１とラベル付けされた２つのスロット、あるいは
１つのサブフレーム）および１２個の周波数サブキャリアにまたがるリソース要素を含む
。
【００４７】
　[0065]さらなる例として、ＰＲＳ２５５は、Ｒ6とラベル付されたリソース要素中でと
いうように、ダウンリンクチャネルリソースブロック２５０の１つまたは複数のリソース
要素２６０のセット中で送信されうる。ＰＲＳ２５５を定義するリソース要素２６０のロ
ケーションを別にすれば、ダウンリンクチャネルリソースブロック２５０およびＰＲＳ２
５５は、ダウンリンクチャネルリソースブロック２００およびＰＲＳ２０５と同様に構成
されうる。
【００４８】
　[0066]図３は、本開示の様々な態様にしたがって、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域を使用して異なるシナリオ下で展開されるワイヤレス通信
システム３００を示す。よリ具体的には、図３は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａが認可されていな
い無線周波数スペクトル帯域を使用して展開される、補足的な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例示する。ワイヤレス
通信システム３００は、図１に関連して説明されたワイヤレス通信システム１００の一部
の例でありうる。その上、第１の基地局３０５および第２の基地局３０５－ａは、図１に
関連して説明された基地局１０５のうちの１つまたは複数の対応の例でありうるもので、
その一方で第１のＵＥ３１５、第２のＵＥ３１５－ａ、第３のＵＥ３１５－ｂ、および第
４のＵＥ３１５－ｃは、図１に関連して説明されたＵＥ１１５のうちの１つまたは複数の
態様の例でありうる。
【００４９】
　[0067]ワイヤレス通信システム３００中の補足的なダウンリンクモードの例において、
第１の基地局３０５は、ダウンリンク３２０を使用して第１のＵＥ３１５にＯＦＤＭＡ波
形を送信しうる。ダウンリンクチャネル３２０は、認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域中の周波数Ｆ１に関連付けられうる。第１の基地局３０５は、第１の双方向リンク
３２５を使用して第１のＵＥ３１５にＯＦＤＭＡ波形を送信し、第１の双方向リンク３２
５を使用して第１のＵＥ３１５からＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受信しうる。第１の双方向リン
ク３２５は、認可されている無線周波数スペクトル帯域中の周波数Ｆ４に関連付けられう
る。認可されていない無線周波数スペクトル帯域中のダウンリンクチャネル３２０および
認可されている無線周波数スペクトル帯域中の第１の双方向リンク３２５は、同時に動作
しうる。ダウンリンクチャネル３２０は、第１の基地局３０５にダウンリンク容量オフロ
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ードを提供しうる。いくつか例において、ダウンリンクチャネル３２０は、（例えば、１
つのＵＥに宛てられる）ユニキャストサービスのために、または（例えば、いくつかのＵ
Ｅに宛てられる）マルチキャストサービスのために使用されうる。このシナリオは、認可
されている無線周波数スペクトル帯域を使用し、トラフィックおよび／またはシグナリン
グ輻輳のうちのいくらかを軽減する必要がある任意のサービスプロバイダ（例えば、ＭＮ
Ｏ）とともに生じうる。
【００５０】
　[0068]ワイヤレス通信システム３００中のキャリアアグリゲーションモードの一例にお
いて、第１の基地局３０５は、第２の双方向リンク３３０を使用して第２のＵＥ３１５－
ａにＯＦＤＭＡ波形を送信し、第２の双方向リンク３３０を使用して第２のＵＥ３１５－
ａからＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／またはリソースブロックインター
リーブされたＦＤＭＡ波形を受信しうる。第２の双方向リンク３３０は、認可されていな
い無線周波数スペクトル帯域中の周波数Ｆ１に関連付けられうる。第１の基地局３０５は
また、第３の双方向リンク３３５を使用して第２のＵＥ３１５－ａにＯＦＤＭＡ波形を送
信し、第３の双方向リンク３３５を使用して第２のＵＥ３１５－ａからＳＣ－ＦＤＭＡ波
形を受信しうる。第３の双方向リンク３３５は、認可されている無線周波数スペクトル帯
域中の周波数Ｆ２に関連付けられうる。第２の双方向リンク３３０は、第１の基地局３０
５にダウンリンクおよびアップリンク容量オフロードを提供しうる。上述された補足的な
ダウンリンクのように、このシナリオは、認可されている無線周波数スペクトルを使用し
、トラフィックおよび／またはシグナリング輻輳のうちのいくらかを軽減する必要がある
任意のサービスプロバイダ（例えば、ＭＮＯ）とともに生じうる。
【００５１】
　[0069]ワイヤレス通信システム３００中のキャリアアグリゲーションモードの別の例に
おいて、第１の基地局３０５は、第４の双方向リンク３４０を使用して第３のＵＥ３１５
－ｂにＯＦＤＭＡ波形を送信し、第４の双方向リンク３４０を使用して第３のＵＥ３１５
－ｂからＯＦＤＭＡ波形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／またはリソースブロックインタ
ーリーブされた波形を受信しうる。第４の双方向リンク３４０は、認可されていない無線
周波数スペクトル帯域中の周波数Ｆ３に関連付けられうる。第１の基地局３０５はまた、
第５の双方向リンク３４５を使用して第３のＵＥ３１５－ｂにＯＦＤＭＡ波形を送信し、
第５の双方向リンク３４５を使用して第３のＵＥ３１５－ｂからＳＣ－ＦＤＭＡ波形を受
信しうる。第５の双方向リンク３４５は、認可されている無線周波数スペクトル帯域中の
周波数Ｆ２に関連付けられうる。第４の双方向リンク３４０は、第１の基地局３０５にダ
ウンリンクおよびアップリンク容量オフロードを提供しうる。この例および上記で提供さ
れたものは、例示的な目的のために提示されたものであり、容量オフロードのために認可
されている無線周波数スペクトル帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域
中のＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａを組み合わせる他の同様の動作モードまたは展開シナリオが存在
しうる。
【００５２】
　[0070]上述されたように、認可されていない無線周波数スペクトル帯域中のＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａを使用することによって提供される容量オフロードから利益を得うるサービスプ
ロバイダの１つのタイプは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの認可されている無線周波数スペクトル
帯域に対するアクセス権を有する従来のＭＮＯである。これらのサービスプロバイダの場
合、動作例は、認可されている無線周波数スペクトル帯域上でＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａプライ
マリコンポーネントキャリア（ＰＣＣ）を、および認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域上で少なくとも１つのセカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣＣ）を使用するブ
ートストラップモード（例えば、補足的なダウンリンク、キャリアアグリゲーション）を
含みうる。
【００５３】
　[0071]キャリアアグリゲーションモードにおいて、データおよび制御は、例えば、（例
えば、第１の双方向リンク３２５、第３の双方向リンク３３５、および第５の双方向リン
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ク３４５を介して）認可されている無線周波数スペクトル帯域中で通信されうるものであ
り、その一方でデータは、例えば、（例えば、第２の双方向リンク３３０および第４の双
方向リンク３４０を介して）認可されていない無線周波数スペクトル帯域中で通信されう
る。認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用するときにサポートされるキャリ
アアグリゲーションメカニズムは、コンポーネントキャリアにわたって異なる対称性を有
するＴＤＤ－ＴＤＤキャリアアグリゲーションまたはハイブリッド周波数分割複信－時分
割複信（ＦＤＤ－ＴＤＤ）キャリアアグリゲーションに該当しうる。
【００５４】
　[0072]ワイヤレス通信システム３００中のスタンドアロンモードの一例において、第２
の基地局３０５－ａは、双方向リンク３５０を使用して第４のＵＥ３１５－ｃにＯＦＤＭ
Ａ波形を送信し、双方向リンク３５０を使用して第４のＵＥ３１５－ｃからＯＦＤＭＡ波
形、ＳＣ－ＦＤＭＡ波形、および／またはリソースブロックインターリーブされたＦＤＭ
Ａ波形を受信しうる。双方向リンク３５０は、認可されていない無線周波数スペクトル帯
域中の周波数Ｆ３に関連付けられうる。スタンドアロンモードは、スタジアム中でのアク
セス（例えば、ユニキャスト、マルチキャスト）のような、非従来的なワイヤレスアクセ
スシナリオ中で使用されうる。この動作モードについてのサービスプロバイダのタイプの
例は、認可されている無線周波数スペクトル帯域へのアクセスを有していない、スタジア
ムの所有者、ケーブル会社、イベントの主催者、ホテル、エンタープライズ、または大企
業でありうる。
【００５５】
　[0073]いくつかの例において、図１および／または３に関連して説明された基地局１０
５および／または３０５のうちの１つ、および／または、図１および／または３に関連し
て説明されたＵＥ１１５および／または３１５のうちの１つのような送信装置は、認可さ
れていない無線周波数スペクトル帯域のチャネルへの（例えば、認可されていない無線周
波数スペクトル帯域の物理チャネルへの）アクセスを得るためにゲート間隔を使用しうる
。ゲート間隔は、ＥＴＳＩ（ＥＮ ３０１ ８９３）中に規定されているＬＢＴプロトコル
に基づくＬＢＴプロトコルのような競合ベースのプロトコルのアプリケーションを定義し
うる。ＬＢＴプロトコルのアプリケーションを定義するゲート間隔を使用するとき、ゲー
ト間隔は、送信装置がいつＣＣＡを遂行する必要があるのかを示しうる。ＣＣＡの結果は
、認可されていない無線周波数スペクトル帯域のチャネルが利用可能であるか、または（
ＬＢＴフレーム、ＣＣＡフレーム、または単にフレームとも呼ばれる）ゲート間隔のため
に使用中であるかどうかを送信デバイスに示しうる。チャネルが対応するＬＢＡフレーム
のために利用可能である（例えば、使用するのに「クリアである」）ことをＣＣＡが示す
とき、送信装置は、ＬＢＴフレームの一部または全ての間において認可されていない無線
周波数スペクトル帯域のチャネルをリザーブおよび／または使用しうる。チャネルが利用
可能でない（例えば、チャネルが別の装置によって使用またはリザーブされている）こと
をＣＣＡが示すとき、送信装置は、ＬＢＴフレーム中にチャネルを使用することを妨げら
れうる。
【００５６】
　[0074]いくつかのケースにおいて、周期的基準でゲート間隔を生成し、ゲート間隔の少
なくとも１つの境界を周期的フレーム構造の少なくとも１つの境界と同期させることは送
信装置にとって有用でありうる。例えば、認可されていない無線周波数スペクトル帯域中
のセルラダウンリンクのために周期的ゲート間隔を生成し、周期的ゲート間隔の少なくと
も１つの境界をセルラダウンリンクに関連付けられた周期的フレーム構造（例えば、周期
的ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ無線フレーム構造）の少なくとも１つの境界と同期させることは有
用でありうる。そのような同期の例が、図４中に示されている。
【００５７】
　[0075]図４は、本開示の様々な態様にしたがって、認可されていない無線周波数スペク
トル帯域上でのワイヤレス通信４１０の例４００を示す。例として、周期的ゲート間隔に
対応しうるＣＣＡフレーム４１５は、１０ミリ秒の持続時間を有し、多数のダウンリンク
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サブフレーム４２０、多数のアップリンクサブフレーム４２５、および２つのタイプの特
別なサブフレームであるＳサブフレーム４３０とＳ’サブフレーム４３５とを含みうる。
Ｓサブフレーム４３０は、ダウンリンクサブフレーム４２０とアップリンクサブフレーム
４２５との間での遷移を提供しうるものであり、その一方でＳ’サブフレーム４３５は、
アップリンクサブフレーム４２５とダウンリンクサブフレーム４２０との間での遷移を提
供しうる。Ｓ’サブフレーム４３５中において、ダウンリンククリアチャネル評価（ＤＣ
ＣＡ）４４０は、ある時間期間の間、認可されていない無線周波数スペクトル帯域へのア
クセスのために競合するために、図１および／または３に関連して説明された基地局１０
５および／または３０５のうちの１つまたは複数のような１つまたは複数の基地局によっ
て遂行されうるものであり、そのチャネルを通じてワイヤレス通信４１０が発生する。基
地局による成功したＤＣＣＡ４４０に続いて、基地局は、基地局がチャネルをリザーブし
たというインジケーションを他の基地局および／または装置に提供するために、信号（例
えば、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ：channel usage beacon signal）４４５）
を送信しうる。
【００５８】
　[0076]Ｓ’サブフレーム４３５は、図４中で０から１３まで番号付けされた１４個のＯ
ＦＤＭシンボルを含みうる。この例においてはシンボル０から５であるＳ’サブフレーム
４３５の第１の部分は、サイレントＤＬ期間として基地局によって使用されうるものであ
り、サイレントＤＬ期間は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信規格との互換性に必要とされうる。
このように、基地局は、サイレントＤＬ期間中にデータを送信しないことがありうるが、
ＵＥは、サイレントＤＬ期間中にいくらかの量のアップリンクデータを送信しうる。Ｓ’
サブフレーム４３５の第２の部分は、ＤＣＣＡ４４０のために使用されうる。例４００に
おいて、Ｓ’サブフレーム４３５は、シンボル６から１２中に含まれた７つのＤＣＣＡス
ロットを含む。異なるネットワークオペレータによるＤＣＣＡスロットの使用は、より効
率的なシステム動作を提供するために協調されうる。いくつかの例において、ＤＣＣＡプ
ロシージャを遂行するために７つの可能なＤＣＣＡスロットのうちのどれを使用するかを
決定するために、基地局１０５は、ＦD（ＧｒｏｕｐＩＤ, ｔ）∈｛１，２，３，４，５
，６，７｝という形式のマッピング関数の値を求めうるものであり、ここで、Ｇｒｏｕｐ
ＩＤは、基地局１０５に割り当てられる「展開グループＩＤ」であり、ｔは、ＤＣＣＡが
遂行されるフレームまたはゲート間隔に対応するＬＢＴフレーム番号である。
【００５９】
　[0077]図４に関連して説明されたＣＣＡフレーム４１５は、ダウンリンクサブフレーム
およびアップリンクサブフレームの両方を有する時分割複信（ＴＤＤ）フレームとして構
成される。本明細書で説明される技法は、任意の数のＴＤＤフレームの変形（例えば、異
なる数および／または配置のダウンリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレーム
を有するＴＤＤフレーム）、ならびにダウンリンクのみのフレーム構成とともに用いられ
うる。
【００６０】
　[0078]図５は、本開示の様々な態様にしたがって、ＣＣＡ免除送信（ＣＥＴ）５０５の
例５００を示す。示されているように、ＣＥＴのためのリソースの割り振りは、例えば、
８０ミリ秒（８０ｍｓ）に１回またはＣＥＴ期間に１回行われうるものであり、ここで、
ＣＥＴ期間は、構成可能な周期性を有しうる。認可されていない無線周波数スペクトル帯
域中の多数のオペレータ（例えば、異なるＰＬＭＮ）の各々は、ＣＥＴを送信するための
（示されている）別個のサブフレームまたは（示されていない）複数のサブフレームを提
供されうる。例として、図５は、７つの異なるオペレータ（例えば、オペレータＰＬＭＮ
１、ＰＬＭＮ２、・・・、ＰＬＭＮ７）に対する隣接ＣＥＴサブフレームを示している。
そのような構造は、ダウンリンクおよびアップリンクサブフレームの両方に適用可能であ
りうる。
【００６１】
　[0079]図６は、本開示の様々な態様にしたがって、ＣＥＴ６０５に隣接する送信のため
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にＰＲＳがどのように構成されうるかの例６００を示す。より具体的には、図６は、第１
の基地局によって送信される一連のサブフレーム（例えば、サブフレームＳＦ０からサブ
フレームＳＦ９）および第２の基地局によって送信される一連のサブフレーム（例えば、
サブフレームＳＦ０－ａからサブフレームＳＦ９－ａ）を示している。
【００６２】
　[0080]第１の基地局および第２の基地局は、いくつかの例において、ＣＥＴ６０５の送
信に対して同期されうる（例えば、第１の基地局のＣＥＴ６０５－ａは、第２の基地局の
ＣＥＴ６０５－ｂと同期されうる）。第１の基地局は、ＣＥＴ６０５－ａに隣接するＰＲ
Ｓを送信しうる。一例において、ＰＲＳは、サブフレームＳＦ５中で送信されるＰＲＳ＿
Ａ６１０としてＣＥＴ６０５－ａより前に送信されうる。別の例において、ＰＲＳは、サ
ブフレームＳＦ７中で送信されるＰＲＳ＿Ｂ６１５としてＣＥＴ６０５－ａより後で送信
されうる。他の例において、１つまたは複数のＰＲＳは、サブフレームＳＦ５中で送信さ
れるＰＲＳ＿Ａ６１０として、およびサブフレームＳＦ７中で送信されるＰＲＳ＿Ｂ６１
５として、ＣＥＴ６０５－ａより前におよび後で送信されうる。同様に、第２の基地局は
、ＣＥＴ６０５－ｂに隣接するＰＲＳを送信しうる。一例において、ＰＲＳは、サブフレ
ームＳＦ５－ａ中で送信されるＰＲＳ＿Ｃ６２０としてＣＥＴ６０５－ｂより前に送信さ
れうる。別の例において、ＰＲＳは、サブフレームＳＦ７－ａ中で送信されるＰＲＳ＿Ｄ
６２５としてＣＥＴ６０５－ｂより後で送信されうる。他の例において、１つまたは複数
のＰＲＳは、サブフレームＳＦ５－ａ中で送信されるＰＲＳ＿Ｃ６２０として、およびサ
ブフレームＳＦ７－ａ中で送信されるＰＲＳ＿Ｄ６２５として、ＣＥＴ６０５－ｂより前
におよび後で送信されうる。
【００６３】
　[0081]例において、第１の基地局および第２の基地局は、（例えば、ＣＥＴ６０５－ａ
および６０５－ｂに対して）同じ時間および／または同じロケーションでＰＲＳを送信す
るように構成されうる。第１の動作モードにおいて、第１の基地局は、ＰＲＳ＿Ａ６１０
としてＰＲＳを送信し、第２の基地局は、ＰＲＳ＿Ｃ６２０としてＰＲＳを送信しうるも
のであり、それにより、第１の基地局および第２の基地局のＰＲＳ送信を（例えば、ＣＥ
Ｔ６０５－ａおよび６０５－ｂより前に）時間同期および／またはロケーション同期する
。第２の動作モードにおいて、第１の基地局は、ＰＲＳ＿Ｂ６１５としてＰＲＳを送信し
、第２の基地局は、ＰＲＳ＿Ｄ６２５としてＰＲＳを送信しうるものであり、それにより
、第１の基地局および第２の基地局のＰＲＳ送信を（例えば、ＣＥＴ６０５－ａおよび６
０５－ｂより後で）時間同期および／またはロケーション同期する。別の例において、第
１の基地局および第２の基地局は、（例えば、ＣＥＴ６０５－ａおよび６０５－ｂに対し
て）異なる時間および／または異なるロケーションでＰＲＳを送信するように構成されう
る。第３の動作モードにおいて、第１の基地局は、ＰＲＳ＿Ａ６１０としてＰＲＳを送信
し、第２の基地局は、ＰＲＳ＿Ｄ６２５としてＰＲＳを送信しうるものであり、それによ
り、第１の基地局および第２の基地局のＰＲＳ送信の時間および／またはロケーションを
変化させる。第４の動作モードにおいて、第１の基地局は、ＰＲＳ＿Ｂ６１５としてＰＲ
Ｓを送信し、第２の基地局は、ＰＲＳ＿Ｃ６２０としてＰＲＳを送信しうるものであり、
それにより、第１の基地局および第２の基地局のＰＲＳ送信の時間および／またはロケー
ションを変化させる。第３および第４の動作モードにおいて、第１の基地局および第２の
基地局のＰＲＳ送信は、知られているオフセットによるオフセットである（例えば、ＣＥ
Ｔ６０５の長さ）。他の動作モードにおいて、第１の基地局および／または第２の基地局
のＰＲＳ送信は、１つよりも多いサブフレーム中（例えば、１つからＫ個のサブフレーム
中）で送信されうる。この段落中で説明された動作モードの全てにおいて、ＰＲＳは、Ｃ
ＥＴに隣接して送信されうる。ＣＥＴと連続したＰＲＳを送信することは、特にＰＲＳと
ＣＥＴとの組み合わされた持続時間がＣＥＴの最大持続時間（例えば、５０ミリ秒ごとの
送信時間の５パーセント）を上回らないとき、ＰＲＳ送信がＣＥＴのＣＣＡ免除を活用す
ることが可能であることを確実にしうる。
【００６４】
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　[0082]第１の基地局および／または第２の基地局は、同じまたは異なる周期性で送信す
るように構成されうる。いくつかの例において、第１の基地局によるＰＲＳ送信の第１の
周期性は、第２の基地局によるＰＲＳ送信の第２の周期性と同じでありうる。第１の基地
局によるＰＲＳ送信の第１の周期性が第２の基地局によるＰＲＳ送信の第２の周期性と同
じであるとき、第１の基地局および第２の基地局は、ＣＥＴ送信の周期性の倍数Ｊである
周期性でそれらのそれぞれのＰＲＳ送信を送信するように構成されうる。Ｊ＝１であると
き、第１の基地局および第２の基地局がそれらのそれぞれのＰＲＳ送信を送信する周期性
は、ＣＥＴ送信の周期性と同じでありうる。Ｊ＞１であるとき、第１の基地局および第２
の基地局がそれらのそれぞれのＰＲＳ送信を送信する周期性は、ＣＥＴ送信の周期性とは
異なりうる。いくつかの例において、Ｊは、１から１６までの整数でありうる。いくつか
の例において、Ｊは、経時的に構成可能でありうる（例えば、変更されうる）。第１の基
地局によるＰＲＳ送信の第１の周期性が第２の基地局によるＰＲＳ送信の第２の周期性と
同じであるとき、およびＪ＞１であるとき、第１の基地局および第２の基地局は、同じま
たは異なる位相でそれらのそれぞれのＰＲＳ送信を送信するように構成されうる。このよ
うに、一例において、第１の基地局によるＰＲＳ送信の第１の位相は、第２の基地局によ
るＰＲＳ送信の第２の位相と同じでありうる（例えば、それと時間同期されうる）。別の
例において、第１の基地局によるＰＲＳ送信の第１の位相は、第２の基地局によるＰＲＳ
送信の第２の位相とは異なりうる（例えば、異なるオフセットでありうる）。第１の基地
局および第２の基地局がＪの異なる値を使用するように構成されるとき、第１の基地局に
よるＰＲＳ送信の第１の周期性は、第２の基地局によるＰＲＳ送信の第２の周期性とは異
なりうる。
【００６５】
　[0083]ある特定の通信（例えば、認可されていない無線周波数スペクトル帯域中でのＬ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信）が利用可能な周波数帯域幅のうちの少なくともある特定の割合（
例えば、利用可能な周波数帯域幅のうちの少なくとも８０％）を占有するという要件が存
在する、認可されていない無線周波数スペクトル帯域中でのＰＲＳの送信に目を向けると
、図７は、本開示の様々な態様にしたがって、第１のリソースブロック７０５、第２のリ
ソースブロック７１０、第３のリソースブロック７１５、および第４のリソースブロック
７２０のような複数のインターリーブされたリソースブロックを使用してＰＲＳがどのよ
うに送信されうるかの例７００を示している。第１のリソースブロック７０５、第２のリ
ソースブロック７１０、第３のリソースブロック７１５、および第４のリソースブロック
７２０は、サブフレーム７３０の利用可能な周波数帯域幅７２５のうちの少なくともある
特定の割合にまたがりうるため、第１のリソースブロック７０５、第２のリソースブロッ
ク７１０、第３のリソースブロック７１５、および第４のリソースブロック７２０を使用
する送信は、周波数帯域幅のうちの少なくとも必要とされる割合を占有する。
【００６６】
　[0084]いくつかの例において、ＰＲＳは、ＰＲＳが第１のリソースブロック７０５、第
２のリソースブロック７１０、第３のリソースブロック７１５、および第４のリソースブ
ロック７２０の各々を占有するように送信されうるものであり、それにより、利用可能な
周波数帯域幅のうちの少なくともある特定の割合が占有されるという要件を満たす。他の
例において、ＰＲＳは、ＰＲＳが認可されていない無線周波数スペクトル帯域の一部を占
有するように送信されうるものであり、その一部は、認可されていない無線周波数スペク
トル帯域の全てよりも小さい。ＰＲＳが認可されていない無線周波数スペクトル帯域の（
例えば、全てよりも小さい）一部を占有しうる場合においては、利用可能な周波数帯域幅
のうちの少なくともある特定の割合が占有されるという要件を満たすためのＰＲＳととも
に他の信号が送信されうる。例えば、ＰＲＳは、第２のリソースブロック７１０および第
３のリソースブロック７１５を占有し、他のダウンリンク信号は、ＰＲＳと併せて、第１
のリソースブロック７０５および第４のリソースブロック７２０中で送信されうる。
【００６７】
　[0085]図８は、本開示の様々な態様にしたがって、ＣＣＡフレーム８１５の少なくとも



(21) JP 6542250 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

１つのダウンリンク（Ｄ）サブフレーム中での送信のためにＰＲＳ８５０がどのように構
成されうるかの例８００を示す。より具体的には、図８は、認可されていない無線周波数
スペクトル帯域上でのワイヤレス通信８１０を示しており、その中において、周期的ゲー
ト間隔に対応するＣＣＡフレーム８１５は、１０ミリ秒の持続時間を有し、多数のダウン
リンク（Ｄ）サブフレーム８２０および特別な（Ｓ’）サブフレーム８３５を含みうる。
Ｓ’サブフレーム８３５中において、ダウンリンククリアチャネル評価（ＤＣＣＡ）８４
０は、ある時間期間の間、ワイヤレス通信８１０が生じるチャネルをリザーブするために
、図１および／または３に関連して説明された基地局１０５および／または３０５のうち
の１つまたは複数のような１つまたは複数の基地局によって遂行されうる。基地局による
成功したＤＣＣＡ８４０に続いて、基地局は、基地局が認可されていない無線周波数スペ
クトル帯域のチャネルにアクセスするための競合に勝ったというインジケーションを他の
基地局および／または装置に提供するために、チャネル使用ビーコン信号（ＣＵＢＳ）８
４５を送信しうる。
【００６８】
　[0086]いくつかの例において、ＰＲＳ８５０は、サブフレームＳＦ２およびＳＦ３中と
いったような、ダウンリンク（Ｄ）サブフレーム８２０のうちの１つまたは複数中での送
信のために構成されうる。しかしながら、基地局によって遂行されたＤＣＣＡ８４０が成
功しなかったとき、基地局は、ＣＣＡフレーム８１５へのアクセスを得ないことがあり、
ＰＲＳ８５０は、送信されないことがありうる。このように、ＤＣＣＡ失敗のケースにお
いては、ＰＲＳ８５０は、送信されず、受信機（例えば、ＵＥ）は、ＰＲＳ８５０に少な
くとも部分的に基づいてＰＲＳ測定を遂行することができないであろう。
【００６９】
　[0087]図９は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための装
置９０５のブロック図９００を示す。いくつかの例において、装置９０５は、図１および
／または３に関連して説明された基地局１０５、３０５、および／または３０５－ａのう
ちの１つまたは複数の態様の例でありうる。装置９０５はまた、プロセッサでありうる。
装置９０５は、受信機モジュール９１０、ワイヤレス通信管理モジュール９２０、および
／または送信機モジュール９３０を含みうる。これらのコンポーネントの各々は、互いと
通信状態にありうる。
【００７０】
　[0088]装置９０５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェア中で適用
可能な機能のうちのいくつかまたは全てを遂行するように適合された１つまたは複数の特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用してインプリメントされうる。代替として、機能
は、１つまたは複数の集積回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（あるいはコア
）によって遂行されうる。他の例においては、他のタイプの集積回路（例えば、ストラク
チャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧ
Ａ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用されうるものであり、それらは、当該技術に
おいて知られている任意の方式でプログラムされうる。各ユニットの機能はまた、全体的
にあるいは部分的に、メモリ中で具現化された命令によりインプリメントされ、１つまた
は複数の汎用あるい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
れうる。
【００７１】
　[0089]いくつかの例において、受信機モジュール９１０は、認可されている無線周波数
スペクトル帯域（例えば、無線周波数スペクトル帯域が特定の使用のために特定のユーザ
に対して認可されていることから装置がアクセスのために競合しない無線周波数スペクト
ル帯域）および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域（例えば、無線周波
数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていない使用のために利用可能で
あることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる無線周波数スペクトル帯域
）上で送信を受信するように動作可能である少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）受信機
のような少なくとも１つのＲＦ受信機を含みうる。いくつかの例において、認可されてい
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る無線周波数スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域
は、例えば、図１および／または３に関連して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通
信のために使用されうる。受信機モジュール９１０は、図１および／または３に関連して
説明されたワイヤレス通信システム１００および／または３００の１つまたは複数の通信
リンクのようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタ
イプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用されうる
。通信リンクは、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／または認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域上で確立されうる。
【００７２】
　[0090]いくつかの例において、送信機モジュール９３０は、認可されている無線周波数
スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で送信する
ように動作可能である少なくとも１つのＲＦ送信機のような少なくとも１つのＲＦ送信機
を含みうる。送信機モジュール９３０は、図１および／または３に関連して説明されたワ
イヤレス通信システム１００および／または３００の１つまたは複数の通信リンクのよう
なワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプのデータ
および／または制御信号（すなわち、送信）を送信するために使用されうる。通信リンク
は、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波
数スペクトル帯域上で確立されうる。
【００７３】
　[0091]いくつかの例において、ワイヤレス通信管理モジュール９２０は、装置９０５に
ついてのワイヤレス通信の１つまたは複数の態様を管理するために使用されうる。いくつ
かの例において、ワイヤレス通信管理モジュール９２０は、ＰＲＳ生成モジュール、ＰＲ
Ｓ構成モジュール９４０、および／またはＰＲＳ送信モジュール９４５を含みうる。
【００７４】
　[0092]いくつかの例において、ＰＲＳ生成モジュール９３５は、ＰＲＳを生成するため
に使用されうる。ＰＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。
【００７５】
　[0093]いくつかの例において、ＰＲＳ構成モジュール９４０は、複数のダウンリンクサ
ブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成す
るために使用されうる。
【００７６】
　[0094]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール９４５は、認可されていない無線
周波数スペクトル帯域を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳ
を送信するために使用されうる。
【００７７】
　[0095]図１０は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための
装置１００５のブロック図１０００を示す。いくつかの例において、装置１００５は、図
１および／または３に関連して説明された基地局１０５、３０５、および／または３０５
－ａのうちの１つまたは複数の態様の例、および／または、図９に関連して説明された装
置９０５の態様の例でありうる。装置１００５はまた、プロセッサでありうる。装置１０
０５は、受信機モジュール１０１０、ワイヤレス通信管理モジュール１０２０、および／
または送信機モジュール１０３０を含みうる。これらのコンポーネントの各々は、互いと
通信状態にありうる。
【００７８】
　[0096]装置１００５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェア中で適
用可能な機能のうちのいくつかまたは全てを遂行するように適合された１つまたは複数の
ＡＳＩＣを使用してインプリメントされうる。代替として、機能は、１つまたは複数の集
積回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（あるいはコア）によって遂行されうる
。他の例においては、他のタイプの集積回路（例えば、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）が使用されうるものであり、そ
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れらは、当該技術において知られている任意の方式でプログラムされうる。各ユニットの
機能はまた、全体的にあるいは部分的に、メモリ中で具現化された命令によりインプリメ
ントされ、１つまたは複数の汎用あるい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うる。
【００７９】
　[0097]いくつかの例において、受信機モジュール１０１０は、認可されている無線周波
数スペクトル帯域（例えば、無線周波数スペクトル帯域が特定の使用のために特定のユー
ザに対して認可されていることから装置がアクセスのために競合しない無線周波数スペク
トル帯域）および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域（例えば、無線周
波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていない使用のために利用可能
であることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる無線周波数スペクトル帯
域）上で送信を受信するように動作可能である少なくとも１つのＲＦ受信機のような少な
くとも１つのＲＦ受信機を含みうる。いくつかの例において、認可されている無線周波数
スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域は、例えば、
図１および／または３に関連して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使
用されうる。受信機モジュール１０１０は、いくつかのケースにおいて、認可されている
無線周波数スペクトル帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域に対して別
個の受信機を含みうる。別個の受信機は、いくつかの例において、認可されている無線周
波数スペクトル帯域上で通信するための認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ受信機モジュール１０１２、および認可されていない無線周波数スペクトル帯域上
で通信するための認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュ
ール１０１４の形を取りうる。認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受
信機モジュール１０１２および／または認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ受信機モジュール１０１４を含む受信機モジュール１０１０は、図１および／ま
たは３に関連して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または３００の１つ
または複数の通信リンクのようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンク
を通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するた
めに使用されうる。通信リンクは、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／ま
たは認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で確立されうる。
【００８０】
　[0098]いくつかの例において、送信機モジュール１０３０は、認可されている無線周波
数スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で送信す
るように動作可能である少なくとも１つのＲＦ送信機のような少なくとも１つのＲＦ送信
機を含みうる。送信機モジュール１０３０は、いくつかのケースにおいて、認可されてい
る無線周波数スペクトル帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域に対して
別個の送信機を含みうる。別個の送信機は、いくつかの例において、認可されている無線
周波数スペクトル帯域上で通信するための認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ送信機モジュール１０３２、および認可されていない無線周波数スペクトル帯域
上で通信するための認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジ
ュール１０３４の形を取りうる。認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
送信機モジュール１０３２および／または認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１０３４を含む送信機モジュール１０３０は、図１および／
または３に関連して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または３００の１
つまたは複数の通信リンクのようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リン
クを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を送信する
ために使用されうる。通信リンクは、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／
または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で確立されうる。
【００８１】
　[0099]いくつかの例において、ワイヤレス通信管理モジュール１０２０は、図９に関連
して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０の１つまたは複数の態様の例であり
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うる。ワイヤレス通信管理モジュール１０２０は、ＰＲＳ生成モジュール１０３５、ＰＲ
Ｓ構成モジュール１０４０、ＰＲＳ構成シグナリングモジュール１０５５、および／また
はＰＲＳ送信モジュール１０６０を含みうる。これらのコンポーネントの各々は、互いと
通信状態にありうる。
【００８２】
　[0100]いくつかの例において、ＰＲＳ生成モジュール１０３５は、ＰＲＳを生成するた
めに使用されうる。ＰＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。
【００８３】
　[0101]いくつかの例において、ＰＲＳ構成モジュール１０４０は、図９に関連して説明
されたＰＲＳ構成モジュール９４０の例であり、ＰＲＳ持続時間構成モジュール１０４５
および／またはＰＲＳ周期性構成モジュール１０５０を含みうる。ＰＲＳ構成モジュール
１０４０は、複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリン
クサブフレーム中でＰＲＳを構成するために使用されうる。構成することは、ＣＥＴに隣
接するようにＰＲＳを構成することを含みうる。別の例において、構成することは、信号
の一部（例えば、ＣＣＡフレームの一部）となるようにＰＲＳを構成することを含みうる
。
【００８４】
　[0102]いくつかの例において、ＰＲＳ持続時間構成モジュール１０４５は、ＰＲＳの持
続時間を構成するために使用されうる。いくつかの例において、ＰＲＳは、ダウンリンク
サブフレームの単位で構成され、１つからＫ個のダウンリンクサブフレームの持続時間を
有するように構成されうる。いくつかの例において、ＰＲＳ持続時間構成モジュール１０
４５は、ＣＥＴの最大許容持続時間よりも短くなるようにＰＲＳとＣＥＴとの組み合わさ
れた持続時間を構成しうる。いくつかの例において、ＣＥＴの最大許容持続時間は、定義
された時間期間中の送信オン（Transmit On）（Ｔｘ－ＯＮ）の割合でありうる。
【００８５】
　[0103]いくつかの例において、ＰＲＳ周期性構成モジュール１０５０は、ＣＥＴに隣接
するＰＲＳを送信するための周期性および／または位相オフセットを構成するために使用
されうる。いくつかの例において、ＰＲＳ周期性構成モジュール１０５０は、ＣＥＴが送
信される第２の周期性と同じになるように、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信することの第
１の周期性を構成しうる（例えば、ＰＲＳは、ＣＥＴが送信されるたびに送信されうる）
。他の例において、ＰＲＳ周期性構成モジュール１０５０は、ＣＥＴが送信される第２の
周期性とは異なるように、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信することの第１の周期性を構成
しうる（例えば、ＰＲＳは、ＣＥＴが送信されるたびに送信されないことがありうるが、
Ｊ個のＣＥＴごとに送信されうるものであり、ここで、Ｊの値は、構成可能である）。こ
れらの後者の例において、ＰＲＳ周期性構成モジュール１０５０はまた、ＣＥＴに隣接す
るＰＲＳを送信するための位相オフセットを構成しうる。いくつかのケースにおいて、Ｃ
ＥＴに隣接するＰＲＳを送信するために第１の送信機（例えば、第１の基地局）によって
使用される第１の位相オフセットは、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信するために第２の送
信機（例えば、第２の基地局）によって使用される第２の位相オフセットとは異なりうる
。第１の送信機が第１の送信機および／またはその受信機にとって有用である周期性およ
び位相オフセットを構成し、および／または、別の送信機（例えば、第２の送信機）によ
って使用される周期性および／または位相オフセットと同じであるまたは異なる周期性お
よび／または位相オフセットを構成しうるように、第１の周期性は、可変周期性であり、
第１の位相オフセットは、可変位相オフセットでありうる。ＰＲＳ周期性構成モジュール
１０５０によってなされうる周期性および／または位相オフセットの他の構成は、図６に
関連して説明される。
【００８６】
　[0104]いくつかの例において、ＰＲＳ周期性構成モジュール１０５０はまたあるいは代
替的に、ＰＲＳ送信に関連付けられたミューティングパラメータおよび／または可変セル
固有周波数偏移パラメータを構成するために使用されうる。
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【００８７】
　[0105]いくつかの例において、ＰＲＳ構成シグナリングモジュール１０５５は、ＰＲＳ
送信に関連付けられた様々なパラメータを受信機（例えば、ＵＥ）にシグナリングするた
めに使用されうる。例えば、ＰＲＳ構成シグナリングモジュール１０５５は、ＣＥＴに隣
接するＰＲＳを送信することのタイミング（例えば、ＣＥＴに隣接するＰＲＳの差し迫っ
た送信を送信することのタイミング）を受信機にシグナリングするために使用されうる。
【００８８】
　[0106]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１０６０は、図９に関連して説明
されたＰＲＳ送信モジュール９４５の例であり、認可されていないＲＦスペクトル帯域Ｌ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１０３４および認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＣＥＴに隣接するＰＲ
Ｓを送信するために使用されうる。いくつかの例において、ＰＲＳは、（例えば、ＰＲＳ
が送信される少なくとも１つのダウンリンクサブフレームとＣＥＴが送信される少なくと
も１つのダウンリンクサブフレームとの間での送信ギャップを伴わずに）ＣＥＴと連続的
に送信されうる。いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１０６０は、ＰＲＳ周期
性構成モジュール１０５０によって構成された第１の周期性および第１の位相オフセット
にしたがってＣＥＴに隣接するＰＲＳを周期的に送信することによって、ＣＥＴに隣接す
るＰＲＳを周期的に送信しうる。
【００８９】
　[0107]ＣＥＴに隣接するようにＰＲＳを構成することは、ＰＲＳが、認可されていない
無線周波数スペクトル帯域上での保証された送信のＣＥＴ特性を活用することを可能にし
うる。いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１０６０は、ＰＲＳをＣＥＴより前
に送信しうる。他の例において、ＰＲＳ送信モジュール１０６０は、ＰＲＳをＣＥＴより
後で送信しうる。
【００９０】
　[0108]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１０６０は、ＰＲＳが認可されて
いない無線周波数スペクトル帯域の一部を占有するように、ＰＲＳを送信するために使用
されうるものであり、その一部は、認可されていない無線周波数スペクトル帯域の全てよ
りも小さい。これらの例において、他のダウンリンク信号は、ＰＲＳと併せて送信されう
る。他のダウンリンク信号は、いくつかのケースにおいて、図７に関連して説明されたよ
うに、認可されていないスペクトル帯域幅の使用要件を満たすために送信されうる。
【００９１】
　[0109]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１０６０は、周波数間および／ま
たはキャリアアグリゲーション送信シナリオ中で有用でありうることから、認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数にわたってＰＲＳを送信しうる。複数の周
波数にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングが知られていないことがありうるとき、Ｐ
ＲＳ構成シグナリングモジュール１０５５は、受信機（例えば、ＵＥ）に、複数の周波数
にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングを示すタイミングオフセットをシグナリングす
るために使用されうる。
【００９２】
　[0110]いくつかの例において、複数の装置１００５は、ＰＲＳを送信しうる。そのよう
な例においては、様々なＰＲＳ送信シナリオが可能である。第１の例において、装置１０
０５によるＰＲＳの送信は、少なくとも第２の装置による少なくとも第２のＰＲＳの送信
と時間同期されうる（例えば、少なくとも２つの装置が、同じ１つまたは複数のダウンリ
ンクサブフレーム中で、同時にＰＲＳを送信しうる）。第２の例において、装置１００５
によって送信されるＰＲＳは、ＣＥＴより前に送信されうるものであり、その一方で少な
くとも第２のＰＲＳは、ＣＥＴより後で第２の装置によって送信されうる。代替的に、装
置１００５によって送信されるＰＲＳは、ＣＥＴより後で送信されうるものであり、その
一方で少なくとも第２のＰＲＳは、ＣＥＴより前に第２の装置によって送信されうる。い
ずれの代替においても、各ＰＲＳは、ＣＥＴに隣接して送信されうる。第３の例において
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、装置１００５によって送信されるＰＲＳは、少なくとも第２の装置によって送信される
少なくとも第２のＰＲＳの送信と同じ周期性で、およびそれとは異なる位相オフセットで
、送信されうる。第４の例において、装置１００５によって送信されるＰＲＳは、少なく
とも第２の装置によって送信される少なくとも第２のＰＲＳの送信とは異なる周期性で送
信されうる。第５の例において、装置１００５によって送信されるＰＲＳは、ミューティ
ングパラメータおよび／または可変セル固有周波数偏移パラメータに関連付けられうるも
のであり、そのミューティングパラメータおよび／または可変セル固有周波数偏移パラメ
ータは、少なくとも第２の装置による少なくとも第２のＰＲＳの送信に関連付けられたミ
ューティングパラメータおよび／または可変セル固有周波数偏移パラメータと同じであり
うるか、または異なりうる。第６の例において、ＰＲＳは、先行する例のうちの２つ以上
の組み合わせにしたがって装置１００５によって送信されうる。
【００９３】
　[0111]図１１は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための
装置１１０５のブロック図１１００を示す。いくつかの例において、装置１１０５は、図
１および／または３に関連して説明された基地局１０５、３０５、および／または３０５
－ａのうちの１つまたは複数の態様の例、および／または、図９に関連して説明された装
置９０５の態様の例でありうる。装置１１０５はまた、プロセッサでありうる。装置１１
０５は、受信機モジュール１１１０、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０、および／
または送信機モジュール１１３０を含みうる。これらのコンポーネントの各々は、互いと
通信状態にありうる。
【００９４】
　[0112]装置１１０５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェア中で適
用可能な機能のうちのいくつかまたは全てを遂行するように適合された１つまたは複数の
ＡＳＩＣを使用してインプリメントされうる。代替として、機能は、１つまたは複数の集
積回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（あるいはコア）によって遂行されうる
。他の例においては、他のタイプの集積回路（例えば、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）が使用されうるものであり、そ
れらは、当該技術において知られている任意の方式でプログラムされうる。各ユニットの
機能はまた、全体的にあるいは部分的に、メモリ中で具現化された命令によりインプリメ
ントされ、１つまたは複数の汎用あるい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うる。
【００９５】
　[0113]いくつかの例において、受信機モジュール１１１０は、認可されている無線周波
数スペクトル帯域（例えば、無線周波数スペクトル帯域が特定の使用のために特定のユー
ザに対して認可されていることから装置がアクセスのために競合しない無線周波数スペク
トル帯域）および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域（例えば、無線周
波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていない使用のために利用可能
であることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる無線周波数スペクトル帯
域）上で送信を受信するように動作可能である少なくとも１つのＲＦ受信機のような少な
くとも１つのＲＦ受信機を含みうる。いくつかの例において、認可されている無線周波数
スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域は、例えば、
図１および／または３に関連して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使
用されうる。受信機モジュール１１１０は、いくつかのケースにおいて、認可されている
無線周波数スペクトル帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域に対して別
個の受信機を含みうる。別個の受信機は、いくつかの例において、認可されている無線周
波数スペクトル帯域上で通信するための認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ受信機モジュール１１１２、および認可されていない無線周波数スペクトル帯域上
で通信するための認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュ
ール１１１４の形を取りうる。認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受
信機モジュール１１１２および／または認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／Ｌ
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ＴＥ－Ａ受信機モジュール１１１４を含む受信機モジュール１１１０は、図１および／ま
たは３に関連して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または３００の１つ
または複数の通信リンクのようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンク
を通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するた
めに使用されうる。通信リンクは、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／ま
たは認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で確立されうる。
【００９６】
　[0114]いくつかの例において、送信機モジュール１１３０は、認可されている無線周波
数スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で送信す
るように動作可能である少なくとも１つのＲＦ送信機のような少なくとも１つのＲＦ送信
機を含みうる。送信機モジュール１１３０は、いくつかのケースにおいて、認可されてい
る無線周波数スペクトル帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域に対して
別個の送信機を含みうる。別個の送信機は、いくつかの例において、認可されている無線
周波数スペクトル帯域上で通信するための認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ送信機モジュール１１３２、および認可されていない無線周波数スペクトル帯域
上で通信するための認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジ
ュール１１３４の形を取りうる。認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
送信機モジュール１１３２および／または認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１１３４を含む送信機モジュール１１３０は、図１および／
または３に関連して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または３００の１
つまたは複数の通信リンクのようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リン
クを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を送信する
ために使用されうる。通信リンクは、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／
または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で確立されうる。
【００９７】
　[0115]いくつかの例において、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、図９に関連
して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０の１つまたは複数の態様の例であり
うる。ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、ＰＲＳ生成モジュール１１３５、ＰＲ
Ｓ構成モジュール１１４０、ＣＣＡモジュール１１５５、ＰＲＳ送信モジュール１１６０
、ＣＣＡクリアランス統計値分析モジュール１１６５、および／またはＰＲＳ測定構成モ
ジュール１１７０を含みうる。これらのコンポーネントの各々は、互いと通信状態にあり
うる。
【００９８】
　[0116]いくつかの例において、ＰＲＳ生成モジュール１１３５は、ＰＲＳを生成するた
めに使用されうる。ＰＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。
【００９９】
　[0117]いくつかの例において、ＰＲＳ構成モジュール１１４０は、図９に関連して説明
されたＰＲＳ構成モジュール９４０の例であり、ＰＲＳ持続時間構成モジュール１１４５
および／またはＰＲＳ周期性構成モジュール１１５０を含みうる。ＰＲＳ構成モジュール
１１４０は、ＣＣＡフレームの複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも
１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成するために使用されうる。ＰＲＳ構成
モジュール１１４０はまた、認可されている無線周波数スペクトル帯域の少なくとも１つ
のダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成するために現在使用されているもの（例え
ば、例えば、図２Ａおよび／または２Ｂに関連して説明された持続時間、周期性、測定期
間を定義する連続した送信の数、等）のようなＰＲＳ構成パラメータを構成しうる。しか
しながら、以下に論述されるように、ＣＣＡ失敗は、いくつかのＰＲＳ構成パラメータの
厳密なインプリメンテーションに干渉しうる。
【０１００】
　[0118]いくつかの例において、ＰＲＳ持続時間構成モジュール１１４５は、ＰＲＳの持
続時間を構成するために使用されうる。いくつかの例において、ＰＲＳは、ダウンリンク
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サブフレームの単位で構成され、１つからＫ個のダウンリンクサブフレームの持続時間を
有するように構成されうる。
【０１０１】
　[0119]いくつかの例において、ＰＲＳ周期性構成モジュール１１５０は、ＰＲＳを送信
するための周期性および／または位相オフセットを構成するために使用されうる。いくつ
かのケースにおいて、ＰＲＳ周期性構成モジュール１１５０は、ＰＲＳを送信するために
装置１１０５によって使用される第１の位相オフセットを構成するために使用されうるも
のであり、その第１の位相オフセットは、ＰＲＳを送信するために第２の装置（例えば、
第２の基地局）によって使用される第２の位相オフセットとは異なりうる。第１の送信機
が第１の送信機および／またはその受信機にとって有用である周期性および位相オフセッ
トを構成し、および／または、別の送信機（例えば、第２の送信機）によって使用される
周期性および／または位相オフセットと同じであるまたは異なる周期性および／または位
相オフセットを構成しうるように、第１の周期性は、可変周期性であり、第１の位相オフ
セットは、可変位相オフセットでありうる。
【０１０２】
　[0120]いくつかの例において、ＣＣＡモジュール１１５５は、ある時間期間の間（例え
ば、フレーム）、認可されていない無線周波数スペクトル帯域（例えば、無線周波数スペ
クトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていない使用のために利用可能であるこ
とから装置がアクセスのために競合する必要がありうる無線周波数スペクトル帯域）への
アクセスのために競合するためのＣＣＡプロシージャを遂行するために使用されうる。
【０１０３】
　[0121]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１１６０は、図９に関連して説明
されたＰＲＳ送信モジュール９４５の例であり、ＣＣＡがＣＣＡモジュール１１５５によ
って成功裡に遂行されたフレームの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲ
Ｓを送信するために使用されうる。しかしながら、ＣＣＡモジュール１１５５によって遂
行されたＣＣＡプロシージャが失敗した認可されていない無線周波数スペクトル帯域のフ
レームについて、ＰＲＳ送信モジュール１１６０は、ＰＲＳの送信をゲートオフしうる。
【０１０４】
　[0122]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１１６０は、ＰＲＳが認可されて
いない無線周波数スペクトル帯域の一部を占有するように、ＰＲＳを送信するために使用
されうるものであり、その一部は、認可されていない無線周波数スペクトル帯域の全てよ
りも小さい。これらの例において、他のダウンリンク信号は、ＰＲＳと併せて送信されう
る。他のダウンリンク信号は、いくつかのケースにおいて、図７に関連して説明されたよ
うに、認可されていないスペクトル帯域幅の使用要件を満たすために送信されうる。
【０１０５】
　[0123]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１１６０は、周波数間および／ま
たはキャリアアグリゲーション送信シナリオ中で有用でありうることから、認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数にわたってＰＲＳを送信するために使用さ
れうる。複数の周波数にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングが知られていないことが
ありうるとき、ワイヤレス通信管理モジュール１１２０は、受信機（例えば、ＵＥ）に、
複数の周波数にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングを示すタイミングオフセットをシ
グナリングするために使用されうる。
【０１０６】
　[0124]いくつかの例において、ＣＣＡクリアランス統計値分析モジュール１１６５は、
少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値を受
信するために使用されうる。少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値は、いくつかの
例において、少なくとも１つの受信機（例えば、少なくとも１つのＵＥ）から、および／
または少なくとも１つの送信機（例えば、少なくとも１つの基地局および／またはｅＮＢ
）において受信されうる。
【０１０７】
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　[0125]いくつかの例において、ＰＲＳ送信の受信機は、そのＰＲＳ測定が有用であると
見なさなされるより前に、測定期間内に多数の適したＰＲＳ測定（例えば、Ｍ／２個の適
した測定）を遂行しうる。この適したＰＲＳ測定要件は、１つまたは複数の送信機（例え
ば、１つまたは複数の基地局および／またはｅＮＢ）のＰＲＳ送信に対してＰＲＳ測定を
遂行する受信機によって満たされうる。しかしながら、ＰＲＳ送信が送信されるべきフレ
ームに対して１つまたは複数の送信機が１つまたは複数のＣＣＡプロシージャに失敗した
とき、ＰＲＳ送信は送信されず、したがって、受信機（例えば、ＵＥ）は、そのフレーム
に対して適したＰＲＳ測定を行うことができない。信号干渉がＰＲＳ送信を測定の目的で
使用不可能にする事例も存在しうる。結果として、ＣＣＡプロシージャが遂行される必要
があるフレーム中でのＰＲＳ送信は、受信機がＭ／２個の適したＰＲＳ測定要件に引っか
かるであろう可能性を増大させる。受信機がＭ／２個の適したＰＲＳ測定要件に通るであ
ろう確率を増大させるために、受信機は、ＣＣＡプロシージャが失敗したフレームを識別
し、ネットワークに（例えば、基地局および／またはｅＮＢのサービングセルに）レポー
トし返すためのＣＣＡクリアランス統計値を決定しうる。ＣＣＡクリアランス統計値は、
例えば、ＲＳＴＤ測定結果および／または誤りレポーティング結果を介してレポートされ
うる。送信機（例えば、基地局および／またはｅＮＢ）もまた、ＣＣＡプロシージャが失
敗したフレームを識別し、他の送信機にレポートするためのＣＣＡクリアランス統計値を
決定しうる。これらのＣＣＡクリアランス統計値のいずれかまたは全ては、いくつかの例
において、ＣＣＡクリアランス統計値分析モジュール１１６５によって分析されうる。
【０１０８】
　[0126]いくつかの例において、ＰＲＳ測定構成モジュール１１７０は、測定期間中に少
なくともＭ個のＰＲＳ信号を送信しようとする試みが行われたかどうかを決定するために
使用されうる。行われなかった場合、ＰＲＳ測定構成モジュール１１７０は、ＣＣＡモジ
ュール１１５５に、ＰＲＳが送信されるべき認可されていない無線周波数スペクトル帯域
の次のフレームに対してＣＣＡプロシージャを遂行させうる。ＰＲＳを送信しようとする
試みは、いくつかのケースにおいて、（ＣＣＡプロシージャが失敗するかどうかにかかわ
らず）ＰＲＳが送信されるべき認可されていない無線周波数スペクトル帯域のフレームに
対してＣＣＡプロシージャを遂行することに対応しうる。
【０１０９】
　[0127]いくつかの例において、ＰＲＳ測定構成モジュール１１７０は、少なくとも１つ
のＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的
に基づいて、少なくとも１つの追加のＰＲＳ測定が必要とされるかどうかを決定するため
に使用されうる。ＰＲＳ測定構成モジュール１１７０はまた、必要とされるとき、（例え
ば、測定期間内のＰＲＳ送信の数を増加させるために）少なくとも１つのＰＲＳ測定に関
連する少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づいてＰＲＳ
の送信を構成するために、および／または、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少な
くとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの
追加のＰＲＳ測定を構成するために使用されうる。
【０１１０】
　[0128]様々なパラメータが、少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも
部分的に基づいて構成されうる。いくつかの例において、ＰＲＳ送信の数は、例えば、Ｐ
ＲＳ測定が有用であると見なされるためのＭ／２個の適した測定要件を維持しながら増加
されうる。これらの例においては、より多くの数のＰＲＳ送信が、受信機がＭ／２個の適
した測定要件を満たすことが可能であろうという可能性を増大させうる。他の構成パラメ
ータ（例えば、ＰＲＳ持続時間）の変更もまた、受信機がＭ／２個の適した測定要件を満
たすことが可能であろうという可能性を増大させるためになされうる。
【０１１１】
　[0129]ＰＲＳ測定構成モジュール１１７０がＰＲＳ送信に関連付けられた１つまたは複
数の構成パラメータを変更した後で、受信機は、そのＰＲＳ測定を再び行うおよび／また
は追加のＰＲＳ測定を行うように（例えば、装置１１０５を介して）要求されうる。後者
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のケースにおいては、例として、ＰＲＳ測定構成モジュール１１７０は、受信機に対して
追加のＰＲＳ測定をスケジュールしうるが、先のＰＲＳ測定がＲＳＴＤの結果を公式化す
る（formulating）にあたり累積的な形式で使用されうる（または使用されるべきである
）ことを受信機に示しうる。
【０１１２】
　[0130]図１２は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための
装置１２０５のブロック図１２００を示す。いくつかの例において、装置１２０５は、図
１および／または３に関連して説明された基地局１０５、３０５、および／または３０５
－ａのうちの１つまたは複数の態様の例、および／または、図９に関連して説明された装
置９０５の態様の例でありうる。装置１２０５はまた、プロセッサでありうる。装置１２
０５は、受信機モジュール１２１０、ワイヤレス通信管理モジュール１２２０、および／
または送信機モジュール１２３０を含みうる。これらのコンポーネントの各々は、互いと
通信状態にありうる。
【０１１３】
　[0131]ＰＲＳ送信機のロケーションが知られていない環境において、ＰＲＳ測定は、従
来の三角測量によって受信機の位置を決定するために使用可能ではないことがありうる。
装置１２０５は、そのような環境中での受信機の位置を決定するために使用されうる。装
置１２０５は、受信機が認可されていない無線周波数スペクトル帯域（例えば、無線周波
数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていない使用のために利用可能で
あることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる無線周波数スペクトル帯域
）に関してスタンドアロンモードで動作する環境中で有用でありうる。
【０１１４】
　[0132]装置１２０５のコンポーネントは、個々にまたは集合的に、ハードウェア中で適
用可能な機能のうちのいくつかまたは全てを遂行するように適合された１つまたは複数の
ＡＳＩＣを使用してインプリメントされうる。代替として、機能は、１つまたは複数の集
積回路上で、１つまたは複数の他の処理ユニット（あるいはコア）によって遂行されうる
。他の例においては、他のタイプの集積回路（例えば、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）が使用されうるものであり、そ
れらは、当該技術において知られている任意の方式でプログラムされうる。各ユニットの
機能はまた、全体的にあるいは部分的に、メモリ中で具現化された命令によりインプリメ
ントされ、１つまたは複数の汎用あるい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うる。
【０１１５】
　[0133]いくつかの例において、受信機モジュール１２１０は、認可されている無線周波
数スペクトル帯域（例えば、無線周波数スペクトル帯域が特定の使用のために特定のユー
ザに対して認可されていることから装置がアクセスのために競合しない無線周波数スペク
トル帯域）および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で送信を受信す
るように動作可能である少なくとも１つのＲＦ受信機のような少なくとも１つのＲＦ受信
機を含みうる。いくつかの例において、認可されている無線周波数スペクトル帯域および
／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域は、例えば、図１および／または３
に関連して説明されたように、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用されうる。受信機モ
ジュール１２１０は、いくつかのケースにおいて、認可されている無線周波数スペクトル
帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域に対して別個の受信機を含みうる
。別個の受信機は、いくつかの例において、認可されている無線周波数スペクトル帯域上
で通信するための認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュー
ル１２１２、および認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で通信するための認可
されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１２１４の形を取
りうる。認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュール１２１
２および／または認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ受信機モジュ
ール１２１４を含む受信機モジュール１２１０は、図１および／または３に関連して説明
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されたワイヤレス通信システム１００および／または３００の１つまたは複数の通信リン
クのようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リンクを通じて様々なタイプ
のデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を受信するために使用されうる。通
信リンクは、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／または認可されていない
無線周波数スペクトル帯域上で確立されうる。
【０１１６】
　[0134]いくつかの例において、送信機モジュール１２３０は、認可されている無線周波
数スペクトル帯域および／または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で送信す
るように動作可能である少なくとも１つのＲＦ送信機のような少なくとも１つのＲＦ送信
機を含みうる。送信機モジュール１２３０は、いくつかのケースにおいて、認可されてい
る無線周波数スペクトル帯域および認可されていない無線周波数スペクトル帯域に対して
別個の送信機を含みうる。別個の送信機は、いくつかの例において、認可されている無線
周波数スペクトル帯域上で通信するための認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ送信機モジュール１２３２、および認可されていない無線周波数スペクトル帯域
上で通信するための認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ送信機モジ
ュール１２３４の形を取りうる。認可されているＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
送信機モジュール１２３２および／または認可されていないＲＦスペクトル帯域ＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ送信機モジュール１２３４を含む送信機モジュール１２３０は、図１および／
または３に関連して説明されたワイヤレス通信システム１００および／または３００の１
つまたは複数の通信リンクのようなワイヤレス通信システムの１つまたは複数の通信リン
クを通じて様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、送信）を送信する
ために使用されうる。通信リンクは、認可されている無線周波数スペクトル帯域および／
または認可されていない無線周波数スペクトル帯域上で確立されうる。
【０１１７】
　[0135]いくつかの例において、ワイヤレス通信管理モジュール１２２０は、図９に関連
して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０の１つまたは複数の態様の例であり
うる。ワイヤレス通信管理モジュール１２２０は、ＰＲＳ生成モジュール１２３５、ＰＲ
Ｓ構成モジュール１２４０、ＰＲＳ送信モジュール１２４５、知られているロケーション
測定値収集モジュール１２５０、測定値記憶／インデクシングモジュール１２５５、測定
値分析モジュール１２６０、および／または位置推定モジュール１２６５を含みうる。こ
れらのコンポーネントの各々は、互いと通信状態にありうる。
【０１１８】
　[0136]いくつかの例において、ＰＲＳ生成モジュール１２３５は、ＰＲＳを生成するた
めに使用されうる。ＰＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。
【０１１９】
　[0137]いくつかの例において、ＰＲＳ構成モジュール１２４０は、複数のダウンリンク
サブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成
するために使用されうる。
【０１２０】
　[0138]いくつかの例において、ＰＲＳ送信モジュール１２４５は、認可されていない無
線周波数スペクトル帯域を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲ
Ｓを送信するために使用されうる。
【０１２１】
　[0139]いくつかの例において、知られているロケーション測定値収集モジュール１２５
０は、複数の知られているロケーションの各々について収集されたＲＳＴＤ測定値のセッ
トを受信するために使用されうる。ＲＳＴＤ測定値は、ＰＲＳ送信モジュール１２４５に
よって送信されたＰＲＳの測定に少なくとも部分的に基づき、１つまたは複数のＵＥ（例
えば、１つまたは複数のテストＵＥ）から受信されうる。いくつかの例において、知られ
ているロケーション測定値収集モジュール１２５０はまた、複数の知られているロケーシ
ョンの各々についてのＲＳＳＩのセットを受信しうる。
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【０１２２】
　[0140]いくつかの例において、測定値記憶／インデクシングモジュール１２５５は、デ
ータベース中に記憶されるように測定値の受信されたセット（例えば、ＲＳＳＩおよび／
またはＲＳＴＤ測定値のセット）を送信するために使用されうる。測定値記憶／インデク
シングモジュール１２５５はまた、測位推定モジュール１２６５による使用のために測定
値を取り出すために使用されうる。
【０１２３】
　[0141]いくつかの例において、測定値分析モジュール１２６０は、知られていないロケ
ーションに関連付けられた少なくとも１つのＲＳＳＩおよび少なくとも１つのＲＳＴＤ測
定値を（例えば、ＵＥから）受信するために使用されうる。
【０１２４】
　[0142]いくつかの例において、位置推定モジュール１２６５は、知られていないロケー
ションに関連付けられた少なくとも１つのＲＳＳＩ、少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値、
およびデータベース中に記憶された測定値のセットに少なくとも部分的に基づいて知られ
ていないロケーションの位置を推定するために使用されうる。いくつかの例において、位
置推定モジュール１２６５は、２ステップからなる予測およびトランキングプロセスを使
用して位置を推定しうる。まず、以前の位置推定に基づいて、現在の位置の確率が取得さ
れうる。これは、動きに基づく予測を組み込む。その後、位置の関数としてＲＳＴＤ測定
値とＲＳＳＩとの確率、および現在の位置の確率が与えられると、ＲＳＴＤ測定値とＲＳ
ＳＩとが与えられた現在の位置の確率が決定されうる。２つのステップは、数学的に以下
のように説明されうる。
【０１２５】
【数１】

【０１２６】
　ＲＳＴＤ測定値の使用は、ＲＳＳＩ測定値単独での使用に対してより良い正確性および
より少ない可変性を提供する。
【０１２７】
　[0143]図１３は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための
基地局１３０５（例えば、ｅＮＢの一部または全てを形成する基地局）のブロック図１３
００を示す。いくつかの例において、基地局１３０５は、図１および／または３に関連し
て説明された基地局１０５、３０５、および／または３０５－ａのうちの１つまたは複数
の態様、および／または（例えば、基地局として構成されたときの）図９、１０、１１、
および／または１２に関連して説明された装置９０５、１００５、１１０５、および／ま
たは１２０５の１つまたは複数の態様の例でありうる。基地局１３０５は、図１、２、３
、４、５、６、７、および／または８に関連して説明された基地局および／または装置の
特徴および機能のうちの少なくともいくつかをインプリメントまたは助長するように構成
されうる。
【０１２８】
　[0144]基地局１３０５は、基地局プロセッサモジュール１３１０、基地局メモリモジュ
ール１３２０、（基地局トランシーバモジュール１３５０によって表されている）少なく
とも１つの基地局トランシーバモジュール、（基地局アンテナ１３５５によって表されて
いる）少なくとも１つの基地局アンテナ、および／または基地局ワイヤレス通信管理モジ
ュール１３６０を含みうる。基地局１３０５はまた、基地局通信モジュール１３３０およ
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び／またはネットワーク通信モジュール１３４０のうちの１つまたは複数を含みうる。こ
れらの構成要素の各々は、１つまたは複数のバス１３３５を通じて、直接的または間接的
に、互いと通信状態にありうる。
【０１２９】
　[0145]基地局メモリモジュール１３２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および
／または読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）を含みうる。基地局メモリモジュール１３２０は
、実行されたとき、基地局プロセッサモジュール１３１０に、ワイヤレス通信および／ま
たはＰＲＳ送信に関連して本明細書で説明された様々な機能を遂行させるように構成され
た命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能コード１３２５を記憶しうる。代
替として、コード１３２５は、基地局プロセッサモジュール１３１０によって直接的に実
行可能でないことがありうるが、（例えば、コンパイルおよび実行されたとき）基地局１
３０５に、本明細書で説明された様々な機能を遂行させるように構成されうる。
【０１３０】
　[0146]基地局プロセッサモジュール１３１０は、インテリジェントハードウェアデバイ
ス、例えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、等を含み
うる。基地局プロセッサモジュール１３１０は、基地局トランシーバモジュール１３５０
、基地局通信モジュール１３３０、および／またはネットワーク通信モジュール１３４０
を通じて受信された情報を処理しうる。基地局プロセッサモジュール１３１０はまた、ア
ンテナ１３５５を通じた送信のためにトランシーバモジュール１３５０に、１つまたは複
数の他の基地局１３０５－ａおよび１３０５－ｂへの送信のために基地局通信モジュール
１３３０に、および／またはコアネットワーク１３４５への送信のためにネットワーク通
信モジュール１３４０に送られるべき情報を処理しうるものであり、コアネットワーク１
３４５は、図１に関連して説明されたコアネットワーク１３０の１つまたは複数の態様の
例でありうる。基地局プロセッサモジュール１３１０は、単独でまたは基地局ワイヤレス
通信管理モジュール１３６０と接続して、第１の無線周波数スペクトル帯域（例えば、Ｌ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能である認可されている無線周波数スペクトル帯域
のような、無線周波数スペクトル帯域が特定の使用のために特定のユーザに対して認可さ
れていることから装置がアクセスのために競合しない無線周波数スペクトル帯域）および
／または第２の無線周波数スペクトル帯域（例えば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使
用可能である認可されていない無線周波数スペクトル帯域のような、無線周波数スペクト
ル帯域が認可されていない使用のために利用可能であることから装置がアクセスのために
競合する必要がありうるＷｉ－Ｆｉ無線周波数スペクトル帯域のような無線周波数スペク
トル帯域）上で通信すること（またはその上での通信を管理すること）の様々な態様を扱
いうる。
【０１３１】
　[0147]基地局トランシーバモジュール１３５０は、パケットを変調し、送信のために基
地局アンテナ１３５５に変調されたパケットを提供し、基地局アンテナ１３５５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うる。基地局トランシーバモジ
ュール１３５０は、いくつかの例において、１つまたは複数の基地局送信機モジュールお
よび１つまたは複数の別個の基地局受信機モジュールとしてインプリメントされうる。基
地局トランシーバモジュール１３５０は、第１の無線周波数スペクトル帯域および／また
は第２の無線周波数スペクトル帯域中での通信をサポートしうる。基地局トランシーバモ
ジュール１３５０は、アンテナ１３５５を介して、図１および／または３に関連して説明
されたＵＥ１１５および／または３１５のうちの１つまたは複数のような１つまたは複数
のモバイル局または装置と双方向に通信するように構成されうる。基地局１３０５は、例
えば、多数の基地局アンテナ１３５５（例えば、アンテナアレイ）を含みうる。基地局１
３０５は、ネットワーク通信モジュール１３４０を通じてコアネットワーク１３４５と通
信しうる。基地局１３０５はまた、基地局通信モジュール１３３０を使用して基地局１３
０５－ａおよび１３０５－ｂのような他の基地局と通信しうる。
【０１３２】
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　[0148]基地局ワイヤレス通信管理モジュール１３６０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域および／または第２の無線周波数スペクトル帯域上でのワイヤレス通信に関連して図
１、２、３、５、６、７、および／または８に関連して説明された特徴および／または機
能のうちのいくつかまたは全てを遂行および／または制御するように構成されうる。例え
ば、基地局ワイヤレス通信管理モジュール１３６０は、第１の無線周波数スペクトル帯域
および／または第２の無線周波数スペクトル帯域を使用して、補足的なダウンリンクモー
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うる。基地局ワイヤレス通信管理モジュール１３６０はまた、第１の
無線周波数スペクトル帯域および／または第２の無線周波数スペクトル帯域上でＰＲＳを
送信するように構成されうる。基地局ワイヤレス通信管理モジュール１３６０は、第１の
無線周波数スペクトル帯域中でのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された認可さ
れているスペクトルのための基地局ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａモジュール１３６５、および第２
の無線周波数スペクトル帯域中でのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された認可
されていないスペクトルのための基地局ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａモジュール１３７０を含みう
る。基地局ワイヤレス通信管理モジュール１３６０、またはその一部は、プロセッサを含
み、および／または、基地局ワイヤレス通信管理モジュール１３６０の機能のうちのいく
つかまたは全ては、基地局プロセッサモジュール１３１０によっておよび／または基地局
プロセッサモジュール１３１０と接続して遂行されうる。いくつかの例において、基地局
ワイヤレス通信管理モジュール１３６０は、図９、１０、１１、および／または１２に関
連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１０２０、１１２０、および／
または１２２０の例でありうる。
【０１３３】
　[0149]図１４は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信で使用するための
ＵＥ１４１５のブロック図１４００を示す。ＵＥ１４１５は、様々な構成を有し、パーソ
ナルコンピュータ（例えば、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、等）、セルラ電話、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、ゲーミングコンソール、電子リーダ、等を含みうるか
、またはその一部でありうる。ＵＥ１４１５は、いくつかの例において、モバイル動作を
助長するために、小型バッテリのような（示されていない）内部電源を有しうる。いくつ
かの例において、ＵＥ１４１５は、図１および／または３に関連して説明されたＵＥ１１
５、３１５、３１５－ａ、３１５－ｂ、および／または３１５－ｃのうちの１つまたは複
数の態様の例でありうる。ＵＥ１４１５は、図１、２、および／または３に関連して説明
されたＵＥおよび／または装置の特徴および機能のうちの少なくともいくつかをインプリ
メントするように構成されうる。
【０１３４】
　[0150]ＵＥ１４１５は、ＵＥプロセッサモジュール１４１０、ＵＥメモリモジュール１
４２０、（ＵＥトランシーバモジュール１４３０によって表されている）少なくとも１つ
のＵＥトランシーバモジュール、（ＵＥアンテナ１４４０によって表されている）少なく
とも１つのＵＥアンテナ、および／またはＵＥワイヤレス通信管理モジュール１４６０を
含みうる。これらの構成要素の各々は、１つまたは複数のバス１４３５を通じて、直接的
または間接的に、互いと通信状態にありうる。
【０１３５】
　[0151]ＵＥメモリモジュール１４２０は、ＲＡＭおよび／またはＲＯＭを含みうる。Ｕ
Ｅメモリモジュール１４２０は、実行されたとき、ＵＥプロセッサモジュール１４１０に
、ワイヤレス通信および／またはＰＲＳ受信および測定に関連して本明細書で説明された
様々な機能を遂行させるように構成された命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実
行可能コード１４２５を記憶しうる。代替として、コード１４２５は、ＵＥプロセッサモ
ジュール１４１０によって直接的に実行可能でないことがありうるが、（例えば、コンパ
イルおよび実行されたとき）ＵＥ１４１５に、本明細書で説明された様々な機能を遂行さ
せるように構成されうる。
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【０１３６】
　[0152]ＵＥプロセッサモジュール１４１０は、インテリジェントハードウェアデバイス
、例えば、ＣＰＵ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、等を含みうる。ＵＥプロセッサモ
ジュール１４１０は、ＵＥアンテナ１４４０を通じた送信のためにＵＥトランシーバモジ
ュール１４３０に送られるべき情報および／またはＵＥトランシーバモジュール１４３０
を通じて受信された情報を処理しうる。ＵＥプロセッサモジュール１４１０は、単独でま
たはＵＥワイヤレス通信管理モジュール１４６０と接続して、第１の無線周波数スペクト
ル帯域（例えば、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信のために使用可能である認可されている無線周
波数スペクトル帯域のような、無線周波数スペクトル帯域が特定の使用のために特定のユ
ーザに対して認可されていることから装置がアクセスのために競合しない無線周波数スペ
クトル帯域）および／または第２の無線周波数スペクトル帯域（例えば、ＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ通信のために使用可能である認可されていない無線周波数スペクトル帯域のような、
無線周波数スペクトル帯域が認可されていない使用のために利用可能であることから装置
がアクセスのために競合する必要がありうるＷｉ－Ｆｉ無線周波数スペクトル帯域のよう
な無線周波数スペクトル帯域）上で通信すること（またはその上での通信を管理すること
）の様々な態様を扱いうる。
【０１３７】
　[0153]ＵＥトランシーバモジュール１４３０は、パケットを変調し、送信のためにＵＥ
アンテナ１４４０に変調されたパケットを提供し、ＵＥアンテナ１４４０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うる。ＵＥトランシーバモジュール１
４３０は、いくつかの例において、１つまたは複数のＵＥ送信機モジュールおよび１つま
たは複数の別個のＵＥ受信機モジュールとしてインプリメントされうる。ＵＥトランシー
バモジュール１４３０は、第１の無線周波数スペクトル帯域および／または第２の無線周
波数スペクトル帯域中での通信をサポートしうる。ＵＥトランシーバモジュール１４３０
は、ＵＥアンテナ１４４０を介して、図１および／または３に関連して説明された基地局
１０５および／または３０５、および／または、図９、１０、１１、および／または１２
に関連して説明された装置９０５、１００５、１１０５、および／または１２０５のうち
の１つまたは複数と双方向に通信するように構成されうる。ＵＥ１４１５は、単一のＵＥ
アンテナを含みうるが、ＵＥ１４１５が多数のＵＥアンテナ１４４０を含みうる例が存在
しうる。
【０１３８】
　[0154]ＵＥ状態モジュール１４５０は、例えば、ＲＲＣアイドル状態とＲＲＣ接続状態
との間でのＵＥ１４１５の遷移を管理するために使用され、１つまたは複数のバス１４３
５を通じて、直接的にまたは間接的に、ＵＥ１４１５の他のコンポーネントと通信状態に
ありうる。ＵＥ状態モジュール１４５０、またはその一部は、プロセッサを含み、および
／または、ＵＥ状態モジュール１４５０の機能のうちのいくつかまたは全ては、ＵＥプロ
セッサモジュール１４１０によっておよび／またはＵＥプロセッサモジュール１４１０と
接続して遂行されうる。
【０１３９】
　[0155]ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１４６０は、第１の無線周波数スペクトル帯
域および／または第２の無線周波数スペクトル帯域上でのワイヤレス通信および／または
ＰＲＳ送信に関連して図１、２、および／または３に関連して説明された特徴および／ま
たは機能のうちのいくつかまたは全てを遂行および／または制御するように構成されうる
。例えば、ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１４６０は、第１の無線周波数スペクトル
帯域および／または第２の無線周波数スペクトル帯域を使用して、補足的なダウンリンク
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うる。ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１４６０はまた、第１
の無線周波数スペクトル帯域および／または第２の無線周波数スペクトル帯域上でＰＲＳ
を受信し、ＰＲＳ測定を遂行し、ＲＳＴＤレポートを生成および送信するように構成され
うる。ＵＥワイヤレス通信管理モジュール１４６０は、第１の無線周波数スペクトル帯域
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中でのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された認可されているスペクトルのため
のＵＥ ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａモジュール１４６５、および第２の無線周波数スペクトル中
でのＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ通信を扱うように構成された認可されていないスペクトルのため
のＵＥ ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａモジュール１４７０を含みうる。ＵＥワイヤレス通信管理モ
ジュール１４６０、またはその一部は、プロセッサを含み、および／または、ＵＥワイヤ
レス通信管理モジュール１４６０の機能のうちのいくつかまたは全ては、ＵＥプロセッサ
モジュール１４１０によっておよび／またはＵＥプロセッサモジュール１４１０と接続し
て遂行されうる。
【０１４０】
　[0156]図１５は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法１５
００の例を例示するフローチャートである。明確さのために、方法１５００は、図１、３
、および／または１３に関連して説明された基地局１０５、３０５、３０５－ａ、および
／または１３０５のうちの１つまたは複数の態様、および／または、図９、１０、１１、
および／または１２に関連して説明された装置９０５、１００５、１１０５、および／ま
たは１２０５のうちの１つまたは複数の態様に関連して以下に説明される。いくつかの例
において、基地局および／または装置は、以下に説明される機能を遂行するために基地局
および／または装置の機能的な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
実行しうる。
【０１４１】
　[0157]ブロック１５０５では、方法１５００は、ＰＲＳを生成することを含みうる。Ｐ
ＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。ブロック１５０５での動作は
、図９、１０、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール
９２０、１０２０、および／または１３６０、および／または、図９および／または１０
に関連して説明されたＰＲＳ生成モジュール９３５および／または１０３５を使用して遂
行されうる。
【０１４２】
　[0158]ブロック１５１０では、方法１５００は、複数のダウンリンクサブフレームの中
のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレームに対してＰＲＳを構成することを含
みうる。ブロック１５１０での動作は、図９、１０、および／または１３に関連して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１０２０、および／または１３６０、およ
び／または、図９および／または１０に関連して説明されたＰＲＳ構成モジュール９４０
および／または１０４０を使用して遂行されうる。
【０１４３】
　[0159]ブロック１５１５では、方法１５００は、認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域（例えば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていな
い使用のために利用可能であることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる
無線周波数スペクトル帯域）を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中で
ＰＲＳを送信することを含みうる。ブロック１５１５での動作は、図９、１０、および／
または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１０２０、およ
び／または１３６０、および／または、図９および／または１０に関連して説明されたＰ
ＲＳ送信モジュール９４５および／または１０６０を使用して遂行されうる。
【０１４４】
　[0160]このように、方法１５００は、ワイヤレス通信を提供しうる。方法１５００は、
単に１つのインプリメンテーションに過ぎず、方法１５００の動作は、他のインプリメン
テーションが可能になるように、再配置またはそうでない場合は修正されうることに留意
されたい。
【０１４５】
　[0161]図１６は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法１６
００の例を例示するフローチャートである。明確さのために、方法１６００は、図１、３
、および／または１３に関連して説明された基地局１０５、３０５、３０５－ａ、および
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／または１３０５のうちの１つまたは複数の態様、および／または、図９および／または
１０に関連して説明された装置９０５および／または１００５のうちの１つまたは複数の
態様に関連して以下に説明される。いくつかの例において、基地局および／または装置は
、以下に説明される機能を遂行するために基地局および／または装置の機能的な要素を制
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うる。
【０１４６】
　[0162]ブロック１６０５では、方法１６００は、ＰＲＳを生成することを含みうる。Ｐ
ＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。ブロック１６０５での動作は
、図９、１０、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール
９２０、１０２０、および／または１３６０、および／または、図９および／または１０
に関連して説明されたＰＲＳ生成モジュール９３５および／または１０３５を使用して遂
行されうる。
【０１４７】
　[0163]ブロック１６１０では、方法１６００は、複数のダウンリンクサブフレームの中
のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成することを含みう
る。構成することは、ＣＥＴに隣接するようにＰＲＳを構成することを含みうる。いくつ
かの例において、ＰＲＳは、ダウンリンクサブフレームの単位で構成され、１つからＫ個
のダウンリンクサブフレームの持続時間を有するように構成されうる。いくつかの例にお
いて、ＰＲＳとＣＥＴとの組み合わされた持続時間は、ＣＥＴの最大許容持続時間よりも
短いことがありうる。いくつかの例において、ＣＥＴの最大許容持続時間は、定義された
時間期間中の送信オン（Ｔｘ－ＯＮ）の割合でありうる。ブロック１６１０での動作は、
図９、１０、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９
２０、１０２０、および／または１３６０、図９および／または１０に関連して説明され
たＰＲＳ構成モジュール９４０および／または１０４０、および／または、図１０に関連
して説明されたＰＲＳ持続時間構成モジュール１０４５を使用して遂行されうる。
【０１４８】
　[0164]ブロック１６１５では、方法１６００は、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信するた
めの周期性および／または位相オフセットを構成することを含みうる。いくつかの例にお
いて、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信することの第１の周期性は、ＣＥＴが送信される第
２の周期性と同じでありうる（例えば、ＰＲＳは、ＣＥＴが送信されるたびに送信されう
る）。他の例において、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信することの第１の周期性は、ＣＥ
Ｔが送信される第２の周期性とは異なりうる（例えば、ＰＲＳは、ＣＥＴが送信されるた
びに送信されないことがありうるが、Ｊ個のＣＥＴごとに送信されうるものであり、ここ
で、Ｊの値は、構成可能である）。これらの後者の例においては、ＣＥＴに隣接するＰＲ
Ｓを送信するための位相オフセットもまた構成されうる。いくつかのケースにおいて、Ｃ
ＥＴに隣接するＰＲＳを送信するために第１の送信機（例えば、第１の基地局）によって
使用される第１の位相オフセットは、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信するために第２の送
信機（例えば、第２の基地局）によって使用される第２の位相オフセットとは異なりうる
。第１の送信機が第１の送信機および／またはその受信機にとって有用である周期性およ
び位相オフセットを構成し、および／または、別の送信機（例えば、第２の送信機）によ
って使用される周期性および／または位相オフセットと同じであるまたは異なる周期性お
よび／または位相オフセットを構成しうるように、第１の周期性は、可変周期性であり、
第１の位相オフセットは、可変位相オフセットでありうる。ＰＲＳ周期性構成モジュール
１０５０によってなされうる周期性および／または位相オフセットの他の構成は、図１０
に関連して説明される。ブロック１６１５での動作は、図９、１０、および／または１３
に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１０２０、および／または
１３６０、および／または、図１０に関連して説明されたＰＲＳ周期性構成モジュール１
０５０を使用して遂行されうる。
【０１４９】
　[0165]ブロック１６２０では、方法１６００は、ＣＥＴに隣接するＰＲＳを送信するこ
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とのタイミング（例えば、ＣＥＴに隣接するＰＲＳの差し迫った送信を送信することのタ
イミング）を受信機（例えば、ＵＥ）にシグナリングすることを含みうる。ブロック１６
２０での動作は、図９、１０、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信
管理モジュール９２０、１０２０、および／または１３６０、および／または、図１０に
関連して説明されたＰＲＳ構成シグナリングモジュール１０５５を使用して遂行されうる
。
【０１５０】
　[0166]ブロック１６２５では、方法１６００は、認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域（例えば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていな
い使用のために利用可能であることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる
無線周波数スペクトル帯域）を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中で
ＣＥＴに隣接するＰＲＳを周期的に送信することを含みうる。いくつかの例において、Ｐ
ＲＳは、（例えば、ＰＲＳが送信される少なくとも１つのダウンリンクサブフレームとＣ
ＥＴが送信される少なくとも１つのダウンリンクサブフレームとの間での送信ギャップを
伴わずに）ＣＥＴと連続的に送信されうる。いくつかの例において、ＣＥＴに隣接するＰ
ＲＳを周期的に送信することは、ブロック１６１５で構成された第１の周期性および第１
の位相オフセットにしたがってＣＥＴに隣接するＰＲＳを周期的に送信することを含みう
る。ブロック１６２５での動作は、図９、１０、および／または１３に関連して説明され
たワイヤレス通信管理モジュール９２０、１０２０、および／または１３６０、および／
または、図９および／または１０に関連して説明されたＰＲＳ送信モジュール９４５およ
び／または１０６０を使用して遂行されうる。
【０１５１】
　[0167]ＣＥＴに隣接するようにＰＲＳを構成することは、ＰＲＳが、認可されていない
無線周波数スペクトル帯域上での保証された送信のＣＥＴ特性を活用することを可能にし
うる。いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、ＰＲＳをＣＥＴより前に送信す
ることを含みうる。他の例において、ＰＲＳを送信することは、ＰＲＳをＣＥＴより後で
送信することを含みうる。
【０１５２】
　[0168]いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、認可されていない無線周波数
スペクトル帯域の一部を占有するためにＰＲＳを送信することを含みうるものであり、そ
の一部は、認可されていない無線周波数スペクトル帯域の全てよりも小さい。これらの例
において、他のダウンリンク信号は、ＰＲＳと併せて送信されうる。他のダウンリンク信
号は、いくつかのケースにおいて、図７に関連して説明されたように、認可されていない
スペクトル帯域幅の使用要件を満たすために送信されうる。
【０１５３】
　[0169]いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、周波数間および／またはキャ
リアアグリゲーション送信シナリオ中で有用でありうることから、認可されていない無線
周波数スペクトル帯域の複数の周波数にわたってＰＲＳを送信することを含みうる。複数
の周波数にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングが知られていないことがありうるとき
、複数の周波数にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングを示すタイミングオフセットが
、受信機（例えば、ＵＥ）にシグナリングされうる。いくつかの例において、タイミング
オフセットは、図１０に関連して説明されたＰＲＳ構成シグナリングモジュール１０５５
によってシグナリングされうる。
【０１５４】
　[0170]いくつかの例において、方法１６００は、シグナリングによって規定された構成
可能な数の送信機によって（例えば、構成可能な数の基地局によって、または構成可能な
数のｅＮＢによって）並行して遂行されうる。複数の送信機がＰＲＳを送信しているとき
、様々なＰＲＳ送信シナリオが可能である。第１の例において、（ブロック１６２５で）
ＰＲＳを送信することは、第１の送信機が、ＰＲＳを送信することを少なくとも第２の送
信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信と時間同期することを含みうる（例えば、少な
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くとも２つの送信機が、同じ１つまたは複数のダウンリンクサブフレーム中で、同時にＰ
ＲＳを送信しうる）。第２の例において、ＰＲＳを送信することは、第１の送信機が、Ｐ
ＲＳをＣＥＴより前に送信することを含みうるものであり、その一方で少なくとも第２の
送信機は、少なくとも第２のＰＲＳをＣＥＴより後で送信する。代替的に、ＰＲＳを送信
することは、第１の送信機が、ＰＲＳをＣＥＴより後で送信することを含みうるものであ
り、その一方で少なくとも第２の送信機は、少なくとも第２のＰＲＳをＣＥＴより前に送
信する。いずれの代替においても、各ＰＲＳは、ＣＥＴに隣接して送信されうる。第３の
例において、ＰＲＳを送信することは、第１の送信機が、少なくとも第２の送信機による
少なくとも第２のＰＲＳの送信と同じ周期性で、およびそれとは異なる位相オフセットで
、ＰＲＳを送信することを含みうる。第４の例において、ＰＲＳを送信することは、第１
の送信機が、少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信とは異なる周
期性でＰＲＳを送信することを含みうる。第５の例において、ＰＲＳは、ミューティング
パラメータおよび／または可変セル固有周波数偏移パラメータに関連付けられうるもので
あり、そのミューティングパラメータおよび／または可変セル固有周波数偏移パラメータ
は、少なくとも第２の送信機によって送信された少なくとも第２のＰＲＳに関連付けられ
た第２のミューティングパラメータおよび／または第２の可変セル固有周波数偏移パラメ
ータと同じでありうるか、または異なりうる。第６の例において、ＰＲＳを送信すること
は、先行する例のうちの２つ以上の組み合わせにしたがってＰＲＳを送信することを含み
うる。
【０１５５】
　[0171]このように、方法１６００は、ワイヤレス通信を提供しうる。方法１６００は、
単に１つのインプリメンテーションに過ぎず、方法１６００の動作は、他のインプリメン
テーションが可能になるように、再配置またはそうでない場合は修正されうることに留意
されたい。
【０１５６】
　[0172]図１７は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法１７
００の例を例示するフローチャートである。明確さのために、方法１７００は、図１、３
、および／または１３に関連して説明された基地局１０５、３０５、３０５－ａ、および
／または１３０５のうちの１つまたは複数の態様、および／または、図９および／または
１１に関連して説明された装置９０５および／または１１０５のうちの１つまたは複数の
態様に関連して以下に説明される。いくつかの例において、基地局および／または装置は
、以下に説明される機能を遂行するために基地局および／または装置の機能的な要素を制
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うる。
【０１５７】
　[0173]ブロック１７０５では、方法１７００は、ＰＲＳを生成することを含みうる。Ｐ
ＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。ブロック１７０５での動作は
、図９、１１、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール
９２０、１１２０、および／または１３６０、および／または、図９および／または１１
に関連して説明されたＰＲＳ生成モジュール９３５および／または１１３５を使用して遂
行されうる。
【０１５８】
　[0174]ブロック１７１０では、方法１７００は、ＣＣＡフレームの複数のダウンリンク
サブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成
することを含みうる。認可されている無線周波数スペクトル帯域の少なくとも１つのダウ
ンリンクサブフレーム中でＰＲＳを構成するために現在使用されているＰＲＳ構成パラメ
ータ（例えば、持続時間、周期性、ＰＲＳの試みの数、等）は、いくつかの例において、
認可されていない無線周波数スペクトル帯域の少なくとも１つのダウンリンクサブフレー
ム中でＰＲＳを構成するために使用されうる。しかしながら、以下に論述されるように、
ＣＣＡ失敗は、いくつかのＰＲＳ構成パラメータの厳密なインプリメンテーションに干渉
しうる。いくつかの例において、ＰＲＳは、ダウンリンクサブフレームの単位で構成され
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、１つからＫ個のダウンリンクサブフレームの持続時間を有するように構成されうる。ブ
ロック１７１０での動作は、図９、１１、および／または１３に関連して説明されたワイ
ヤレス通信管理モジュール９２０、１１２０、および／または１３６０、図９および／ま
たは１１に関連して説明されたＰＲＳ構成モジュール９４０および／または１１４０、お
よび／または、図１１に関連して説明されたＰＲＳ持続時間構成モジュール１１４５を使
用して遂行されうる。
【０１５９】
　[0175]ブロック１７１５では、方法１７００は、ＰＲＳを送信するための周期性および
／または位相オフセットを構成することを含みうる。いくつかのケースにおいて、ＰＲＳ
を送信するために第１の送信機（例えば、第１の基地局）によって使用される第１の位相
オフセットは、ＰＲＳを送信するために第２の送信機（例えば、第２の基地局）によって
使用される第２の位相オフセットとは異なりうる。第１の送信機が第１の送信機および／
またはその受信機にとって有用である周期性および位相オフセットを構成し、および／ま
たは、別の送信機（例えば、第２の送信機）によって使用される周期性および／または位
相オフセットと同じであるまたは異なる周期性および／または位相オフセットを構成しう
るように、第１の周期性は、可変周期性であり、第１の位相オフセットは、可変位相オフ
セットでありうる。ブロック１７１５での動作は、図９、１１、および／または１３に関
連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１１２０、および／または１３
６０、および／または、図１１に関連して説明されたＰＲＳ周期性構成モジュール１１５
０を使用して遂行されうる。
【０１６０】
　[0176]ブロック１７２０では、方法１７００は、認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域（例えば、無線周波数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていな
い使用のために利用可能であることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる
無線周波数スペクトル帯域）のフレームに対してＣＣＡプロシージャを遂行することを含
みうる。ブロック１７２５では、ブロック１７２０で遂行されたＣＣＡプロシージャが失
敗したかどうかが決定されうる。ＣＣＡプロシージャが失敗しなかったと決定されるとき
、方法１７００は、ブロック１７３０に進みうる。ＣＣＡプロシージャが失敗したと決定
されるとき、方法１７００は、ブロック１７３５に進みうる。ブロック１７２０および／
またはブロック１７２５での動作は、図９、１１、および／または１３に関連して説明さ
れたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１１２０、および／または１３６０、および
／または、図１１に関連して説明されたＣＣＡモジュール１１５５を使用して遂行されう
る。
【０１６１】
　[0177]ブロック１７３０では、方法１７００は、認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域のフレームの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを送信するこ
とを含みうる。ブロック１７３５では、方法１７００は、ＣＣＡプロシージャが失敗した
と決定することに少なくとも部分的に基づいてＰＲＳの送信をゲートオフすることを含み
うる。ブロック１７３０および／またはブロック１７３５での動作は、図９、１１、およ
び／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１１２０、
および／または１３６０、および／または、図９および／または１１に関連して説明され
たＰＲＳ送信モジュール９４５および／または１１６０を使用して遂行されうる。
【０１６２】
　[0178]いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、認可されていない無線周波数
スペクトル帯域の一部を占有するためにＰＲＳを送信することを含みうるものであり、そ
の一部は、認可されていない無線周波数スペクトル帯域の全てよりも小さい。これらの例
において、他のダウンリンク信号は、ＰＲＳと併せて送信されうる。他のダウンリンク信
号は、いくつかのケースにおいて、図７に関連して説明されたように、認可されていない
スペクトル帯域幅の使用要件を満たすために送信されうる。
【０１６３】
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　[0179]いくつかの例において、ＰＲＳを送信することは、周波数間および／またはキャ
リアアグリゲーション送信シナリオ中で有用でありうることから、認可されていない無線
周波数スペクトル帯域の複数の周波数にわたってＰＲＳを送信することを含みうる。複数
の周波数にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングが知られていないことがありうるとき
、複数の周波数にわたる相対的なＰＲＳ送信のタイミングを示すタイミングオフセットが
、受信機（例えば、ＵＥ）にシグナリングされうる。
【０１６４】
　[0180]ブロック１７４０では、方法１７００は、測定期間中に少なくともＭ個のＰＲＳ
信号を送信しようとする試みが行われたかどうかを決定することを含みうる。行われなか
った場合、方法１７００は、ブロック１７２０に戻りうるものであり、ここで、ＣＣＡプ
ロシージャは、ＰＲＳが送信されるべき認可されていない無線周波数スペクトル帯域の次
のフレームに対して遂行されうる。そうでない場合は、方法１７００は、ブロック１７４
５に進みうる。ＰＲＳを送信しようとする試みは、いくつかのケースにおいて、（ＣＣＡ
プロシージャが失敗するかどうかにかかわらず）ＰＲＳが送信されるべき認可されていな
い無線周波数スペクトル帯域のフレームに対してＣＣＡプロシージャを遂行することに対
応しうる。ブロック１７４０での動作は、図９、１１、および／または１３に関連して説
明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１１２０、および／または１３６０、お
よび／または、図１１に関連して説明されたＰＲＳ測定構成モジュール１１７０を使用し
て遂行されうる。
【０１６５】
　[0181]ブロック１７４５では、方法１７００は、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連す
る少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値を受信することを含みうる。少なくとも１
つのＣＣＡクリアランス統計値は、いくつかの例において、少なくとも１つの受信機（例
えば、少なくとも１つのＵＥ）から、および／または少なくとも１つの送信機（例えば、
少なくとも１つの基地局および／またはｅＮＢ）から受信されうる。
【０１６６】
　[0182]いくつかの例において、ＰＲＳ送信の受信機は、そのＰＲＳ測定が有用であると
見なさなされるより前に、測定期間内に特定の数の適したＰＲＳ測定（例えば、Ｍ／２個
の適した測定）を遂行することを求められうる。この適したＰＲＳ測定要件は、１つまた
は複数の送信機（例えば、１つまたは複数の基地局および／またはｅＮＢ）のＰＲＳ送信
に対してＰＲＳ測定を遂行する受信機によって満たされうる。しかしながら、ＰＲＳ送信
が送信されるべきフレームに対して１つまたは複数の送信機が１つまたは複数のＣＣＡプ
ロシージャに失敗したとき、ＰＲＳ送信は送信されず、したがって、受信機（例えば、Ｕ
Ｅ）は、そのフレームに対して適したＰＲＳ測定を行うことができない。信号干渉がＰＲ
Ｓ送信を測定の目的で使用不可能にする事例も存在しうる。結果として、ＣＣＡプロシー
ジャが遂行される必要があるフレーム中でのＰＲＳの送信は、受信機がＭ／２個の適した
ＰＲＳ測定要件に引っかかるであろう可能性を増大させる。受信機がＭ／２個の適したＰ
ＲＳ測定要件に通るであろう確率を増大させるために、受信機は、ＣＣＡプロシージャが
失敗したフレームを識別し、ネットワークに（例えば、基地局および／またはｅＮＢのサ
ービングセルに）レポートし返すためのＣＣＡクリアランス統計値を決定しうる。ＣＣＡ
クリアランス統計値は、例えば、ＲＳＴＤ測定結果および／または誤りレポーティング結
果を介してレポートされうる。送信機（例えば、基地局および／またはｅＮＢ）もまた、
ＣＣＡプロシージャが失敗したフレームを識別し、他の送信機にレポートするためのＣＣ
Ａクリアランス統計値を決定しうる。
【０１６７】
　[0183]ブロック１７４５での動作は、図９、１１、および／または１３に関連して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１１２０、および／または１３６０、およ
び／または、図１１に関連して説明されたＣＣＡクリアランス統計値分析モジュール１１
６５を使用して遂行されうる。
【０１６８】
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　[0184]ブロック１７５０では、方法１７００は、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連す
る少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づいて少なくとも
１つの追加のＰＲＳ測定が必要とされるかどうかを決定することを含みうる。ブロック１
７５０での動作は、図９、１１、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通
信管理モジュール９２０、１１２０、および／または１３６０、および／または、図１１
に関連して説明されたＰＲＳ測定構成モジュール１１７０を使用して遂行されうる。
【０１６９】
　[0185]ブロック１７５５では、方法１７００は、必要とされるとき、（例えば、測定期
間内のＰＲＳ送信の数を増加させるために）少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少な
くとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づいてＰＲＳを送信する
ことを構成すること、および／または、少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少なくと
も１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの追加
のＰＲＳ測定を構成することを含みうる。
【０１７０】
　[0186]いくつかの例において、ＰＲＳ送信の数は、例えば、ＰＲＳ測定が有用であると
見なされるためのＭ／２個の適した測定要件を維持しながら増加されうる。これらの例に
おいては、より多くの数のＰＲＳ送信が、受信機がＭ／２個の適した測定要件を満たすこ
とが可能であろうという可能性を増大させうる。他の構成パラメータ（例えば、ＰＲＳ持
続時間）の変更もまた、受信機がＭ／２個の適した測定要件を満たすことが可能であろう
という可能性を増大させるためになされうる。
【０１７１】
　[0187]ＰＲＳ送信に関連付けられた１つまたは複数の構成パラメータを変更した後で、
受信機は、そのＰＲＳ測定を再び行うおよび／または追加のＰＲＳ測定を行うように（例
えば、ネットワーク、ｅＮＢ、および／または基地局を介して）要求されうる。後者のケ
ースにおいては、例として、ネットワークは、受信機に対して追加のＰＲＳ測定をスケジ
ュールしうるが、先のＰＲＳ測定がＲＳＴＤの結果を公式化するにあたり累積的な形式で
使用されうる（または使用されるべきである）ことを受信機に示しうる。
【０１７２】
　[0188]ブロック１７５５での動作は、図９、１１、および／または１３に関連して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１１２０、および／または１３６０、およ
び／または、図１１に関連して説明されたＰＲＳ測定構成モジュール１１７０を使用して
遂行されうる。
【０１７３】
　[0189]このように、方法１７００は、ワイヤレス通信を提供しうる。方法１７００は、
単に１つのインプリメンテーションに過ぎず、方法１７００の動作は、他のインプリメン
テーションが可能になるように、再配置またはそうでない場合は修正されうることに留意
されたい。
【０１７４】
　[0190]図１８は、本開示の様々な態様にしたがって、ワイヤレス通信のための方法１８
００の例を例示するフローチャートである。明確さのために、方法１８００は、図１、３
、および／または１３に関連して説明された基地局１０５、３０５、３０５－ａ、および
／または１３０５のうちの１つまたは複数の態様、および／または、図９および／または
１２に関連して説明された装置９０５および／または１２０５のうちの１つまたは複数の
態様に関連して以下に説明される。いくつかの例において、基地局および／または装置は
、以下に説明される機能を遂行するために基地局および／または装置の機能的な要素を制
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うる。
【０１７５】
　[0191]ＰＲＳ送信機のロケーションが知られていない環境において、ＰＲＳ測定は、従
来の三角測量によって受信機の位置を決定するために使用可能ではないことがありうる。
方法１８００は、そのような環境中での受信機の位置を決定するために使用されうる。方
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法１８００は、受信機が認可されていない無線周波数スペクトル帯域（例えば、無線周波
数スペクトル帯域がＷｉ－Ｆｉの使用のような認可されていない使用のために利用可能で
あることから装置がアクセスのために競合する必要がありうる無線周波数スペクトル帯域
）に関してスタンドアロンモードで動作する環境中で特に有用でありうる。
【０１７６】
　[0192]ブロック１８０５では、方法１８００は、ＰＲＳを生成することを含みうる。Ｐ
ＲＳは、いくつかの例において、多数のトーンを含みうる。ブロック１８０５での動作は
、図９、１２、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール
９２０、１２２０、および／または１３６０、および／または、図９および／または１２
に関連して説明されたＰＲＳ生成モジュール９３５および／または１２３５を使用して遂
行されうる。
【０１７７】
　[0193]ブロック１８１０では、方法１８００は、複数のダウンリンクサブフレームの中
のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレームに対してＰＲＳを構成することを含
みうる。ブロック１８１０での動作は、図９、１２、および／または１３に関連して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１２２０、および／または１３６０、およ
び／または、図９および／または１２に関連して説明されたＰＲＳ構成モジュール９４０
および／または１２４０を使用して遂行されうる。
【０１７８】
　[0194]ブロック１８１５では、方法１８００は、認可されていない無線周波数スペクト
ル帯域を使用して少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中でＰＲＳを送信すること
を含みうる。ブロック１８１５での動作は、図９、１２、および／または１３に関連して
説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１２２０、および／または１３６０、
および／または、図９および／または１２関連して説明されたＰＲＳ送信モジュール９４
５および／または１２４５を使用して遂行されうる。
【０１７９】
　[0195]ブロック１８２０では、方法１８００は、複数の知られているロケーションの各
々について収集されたＲＳＴＤ測定値のセットを受信することを含みうる。ＲＳＴＤ測定
値は、ブロック１８１５で送信されたＰＲＳの測定に少なくとも部分的に基づき、１つま
たは複数のＵＥ（例えば、１つまたは複数のテストＵＥ）から受信されうる。いくつかの
例において、方法１８００のブロック１８２０はまた、複数の知られているロケーション
の各々についてのＲＳＳＩのセットを受信することを含みうる。ブロック１８２０での動
作は、図９、１２、および／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュ
ール９２０、１２２０、および／または１３６０、および／または、図１２に関連して説
明された知られているロケーション測定値収集モジュール１２５０を使用して遂行されう
る。
【０１８０】
　[0196]ブロック１８２５では、方法１８００は、データベース中に記憶されるように測
定値の受信されたセット（例えば、ＲＳＳＩおよび／またはＲＳＴＤ測定値のセット）を
送信することを含みうる。ブロック１８２５での動作は、図９、１２、および／または１
３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１２２０、および／また
は１３６０、および／または、図１２に関連して説明された測定値記憶／インデクシング
モジュール１２５５を使用して遂行されうる。
【０１８１】
　[0197]ブロック１８３０では、方法１８００は、知られていないロケーションに関連付
けられた少なくとも１つのＲＳＳＩおよび少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値を（例えば、
ＵＥから）受信することを含みうる。ブロック１８３０での動作は、図９、１２、および
／または１３に関連して説明されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１２２０、お
よび／または１３６０、および／または、図１２に関連して説明された測定値分析モジュ
ール１２６０を使用して遂行されうる。
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【０１８２】
　[0198]ブロック１８３５では、方法１８００は、知られていないロケーションに関連付
けられた少なくとも１つのＲＳＳＩ、少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値、およびデータベ
ース中に記憶された測定値のセットに少なくとも部分的に基づいて知られていないロケー
ションの位置を推定することを含みうる。いくつかの例において、位置は、２ステップか
らなる予測およびトランキングプロセスを使用して位置を推定されうる。まず、以前の位
置推定に基づいて、現在の位置の確率が取得されうる。これは、動きに基づく予測を組み
込む。その後、位置の関数としてＲＳＴＤ測定値とＲＳＳＩとの確率、および現在の位置
の確率が与えられると、ＲＳＴＤ測定値とＲＳＳＩとが与えられた現在の位置の確率が決
定されうる。２つのステップは、数学的に以下のように説明されうる。
【０１８３】
【数２】

【０１８４】
　ＲＳＴＤ測定値の使用は、ＲＳＳＩ測定値単独での使用に対してより良い正確性および
より少ない可変性を提供する。
【０１８５】
　[0199]ブロック１８３５での動作は、図９、１２、および／または１３に関連して説明
されたワイヤレス通信管理モジュール９２０、１２２０、および／または１３６０、およ
び／または、図１２に関連して説明された位置推定モジュール１２６５を使用して遂行さ
れうる。
【０１８６】
　[0200]このように、方法１８００は、ワイヤレス通信を提供しうる。方法１８００は、
単に１つのインプリメンテーションに過ぎず、方法１８００の動作は、他のインプリメン
テーションが可能になるように、再配置またはそうでない場合は修正されうることに留意
されたい。
【０１８７】
　[0201]いくつかの例においては、方法１５００、１６００、１７００、および／または
１８００のうちの１つまたは複数が組み合されうる。
【０１８８】
　[0202]添付された図面に関連して上述された詳細な説明は、例を説明しており、インプ
リメントされうるまたは特許請求の範囲の範囲内にある例のみを表すものではない。「例
（example）」、「例証的（exemplary）」という用語は、本説明中で使用されるとき、「
例、実例、または例示としての役割を果たす」ことを意味し、「好ましい」または「他の
例に対して有利である」ことを意味しない。詳細な説明は、説明された技法の理解を提供
する目的として特定の詳細を含む。これらの技法は、しかしながら、これらの特定の詳細
なしに実施されうる。いくつかの事例において、良く知られている構造および装置は、説
明された例の概念を曖昧にすることを避けるために、ブロック図形式で示される。
【０１８９】
　[0203]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちの任意のものを使用して
表わされうる。例えば、上記の説明全体を通じて参照されうるデータ、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、磁場または磁性
粒子、光場または光粒子、あるいはそれらの任意の組み合わせによって表されうる。
【０１９０】
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　[0204]本明細書での開示に関連して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュー
ルは、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡま
たは他のプログラマブル論理デバイス、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハード
ウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明された機能を遂行するように設計された
それらの任意の組み合わせを用いてインプリメントまたは遂行されうる。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサでありうるが、代替において、プロセッサは、任意の従来のプロ
セッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでありうる。プロ
セッサはまた、計算デバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰおよびマイクロプロセッサの
組み合わせ、多数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携した１つまたは多数のマイク
ロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成としてインプリメントされうる。
【０１９１】
　[0205]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み合わせでインプリメントされう
る。プロセッサによって実行されるソフトウェア中でインプリメントされる場合、機能は
、非一時的コンピュータ可読媒体上で１つまたは複数の命令あるいはコードとして記憶も
しくは送信されうる。他の例およびインプリメンテーションは、本開示および添付された
特許請求の範囲の範囲および精神内にある。例えば、ソフトウェアの性質により、上述さ
れた機能は、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェ
ア、ハード配線、またはこれらのいずれかの組み合わせを使用してインプリメントされる
ことができる。機能をインプリメントする特徴はまた、機能の一部が異なる物理的ロケー
ションでインプリメント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ロ
ケートされうる。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（at least one of）」で始まる項目のリスト中で使用される「また
は／あるいは／もしくは（or）」は、例えば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１
つ」のリストが、Ａ、Ｂ、Ｃ、ＡとＢ、ＡとＣ、ＢとＣ、ＡとＢとＣ（すなわち、Ａ、Ｂ
、およびＣ）を意味するような、選言的な（disjunctive）リストを示す。
【０１９２】
　[0206]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体とコンピュータ記憶媒体との両方を含む。記
憶媒体は、汎用または特殊用途コンピュータによってアクセスされることができる任意の
利用可能な媒体でありうる。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気
ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で
所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用されることができ、汎用ま
たは特殊用途コンピュータ、もしくは汎用または特殊用途プロセッサによってアクセスさ
れることができる任意の他の媒体を備えることができる。また、任意の接続は、厳密には
コンピュータ可読媒体と称される。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバ
ケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、および
マイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔
ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ
、または赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含ま
れる。ディスク（disk）およびディスク（disc）は、本明細書で使用される場合、コンパ
クトディスク（ＣＤ）（disc）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（
disc）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）（disc）、フロッピー（登録商標）ディスク
（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク
（disk）は通常、磁気的にデータを再生し、その一方でディスク（disc）は、レーザーを
用いて光学的にデータを再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範
囲内に含まれる。
【０１９３】
　[0207]本開示の先の説明は、当業者が本開示を製造または使用することを可能にするた
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めに提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明らかとなり、本
明細書で定義された包括的な原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなしに他
の変形例に適用されうる。本開示全体を通じて、「例（example）」または「例証的（exe
mplary）」という用語は、例または事例を示すものであり、言及された例についてのいか
なる選好も暗示または必要とするものではない。このように、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はなく、本明細書で開示された原理および新規の
特徴と一致する最も幅広い範囲が付与されるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　測位基準信号（ＰＲＳ）を生成することと、
　複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレ
ーム中で前記ＰＲＳを構成することと、
　認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して前記少なくとも１つのダウンリ
ンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを送信することと
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを前記構成することは
、
　クリアチャネル評価（ＣＣＡ）免除送信（ＣＥＴ）に隣接するように前記ＰＲＳを構成
することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記ＰＲＳと前記ＣＥＴとの組み合わされた持続時間は、前記ＣＥＴの最大許容持続時
間よりも短い、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲＳを周期的に送信す
ることを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲＳを前記周期的に送信することは、
　第１の周期性および第１の位相オフセットにしたがって前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲ
Ｓを送信することを備え、前記第１の周期性は、前記ＣＥＴが送信される第２の周期性と
は異なる、Ｃ４に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記第１の周期性は、可変周期性である、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ＣＥＴに隣接する前記ＰＲＳを前記送信することのタイミングを受信機にシグナリ
ングすることをさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　前記ＰＲＳを前記ＣＥＴと連続的に送信することを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　第１の送信機が、前記ＰＲＳを前記送信することを少なくとも第２の送信機による少な
くとも第２のＰＲＳの送信と時間同期することを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　第１の送信機が、少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信と同じ
周期性で、およびそれとは異なる位相オフセットで、前記ＰＲＳを送信することを備える
、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ１１］
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　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　第１の送信機が、少なくとも第２の送信機による少なくとも第２のＰＲＳの送信とは異
なる周期性で前記ＰＲＳを送信することを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　前記ＰＲＳを前記ＣＥＴより前に送信することを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　前記ＰＲＳを前記ＣＥＴより後で送信することを備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記ＰＲＳをミューティングパラメータと関連付けることをさらに備える、Ｃ２に記載
の方法。
［Ｃ１５］
　前記ＰＲＳを可変セル固有周波数偏移パラメータと関連付けることをさらに備える、Ｃ
２に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　前記認可されていない無線周波数スペクトル帯域の全てよりも小さい前記認可されてい
ない無線周波数スペクトル帯域の一部を占有するために前記ＰＲＳを送信することを備え
る、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記ＰＲＳを前記送信することは、
　前記認可されていない無線周波数スペクトル帯域の複数の周波数にわたって前記ＰＲＳ
を送信することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１８］
　前記少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを前記構成することは
、
　クリアチャネル評価（ＣＣＡ）フレームの少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム
中で前記ＰＲＳを構成することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１９］
　ＣＣＡプロシージャが失敗したかどうかを決定することと、
　前記ＣＣＡプロシージャが失敗したと前記決定することに少なくとも部分的に基づいて
前記ＰＲＳの送信をゲートオフすることと
　をさらに備える、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２０］
　少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値を
受信することと、
　前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス
統計値に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つの追加のＰＲＳ測定が必要とされる
かどうかを決定することと
　をさらに備える、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス
統計値は、少なくとも１つのユーザ機器から受信される、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス
統計値は、少なくとも１つの発展型ノードＢ（ｅＮＢ）から受信される、Ｃ２０に記載の
方法。
［Ｃ２３］
　測定期間内のＰＲＳ送信の数を増加させるために、前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に
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関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス統計値に少なくとも部分的に基づいて
前記ＰＲＳを前記送信することを構成することをさらに備える、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２４］
　前記少なくとも１つのＰＲＳ測定に関連する前記少なくとも１つのＣＣＡクリアランス
統計値に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つの追加のＰＲＳ測定を構成する
ことをさらに備える、Ｃ２０に記載の方法。
［Ｃ２５］
　先のＰＲＳ送信に少なくとも部分的に基づいて先のＲＳＴＤ測定値を使用するために受
信機にインジケーションを送信することをさらに備える、Ｃ２４に記載の方法。
［Ｃ２６］
　複数の知られているロケーションの各々について収集された基準信号時間差（ＲＳＴＤ
）測定値のセットを受信することと、
　データベース中に記憶されるようにＲＳＴＤ測定値の前記受信されたセットを送信する
ことと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ２７］
　知られていないロケーションに関連付けられた少なくとも１つの基準信号強度インジケ
ータ（ＲＳＳＩ）および少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値を受信することと、
　前記知られていないロケーションに関連付けられた前記少なくとも１つのＲＳＳＩおよ
び前記少なくとも１つのＲＳＴＤ測定値、および前記データベース中に記憶されたＲＳＴ
Ｄ測定値の前記セットに少なくとも部分的に基づいて前記知られていないロケーションの
位置を推定することと
　をさらに備える、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ２８］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　測位基準信号（ＰＲＳ）を生成するための手段と、
　複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレ
ーム中で前記ＰＲＳを構成するための手段と、
　認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して前記少なくとも１つのダウンリ
ンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを送信するための手段と
　を備える、装置。
［Ｃ２９］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信状態にあるメモリと、
　前記メモリ中に記憶された命令と
　を備え、前記命令は、
　　測位基準信号（ＰＲＳ）を生成することと、
　　複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフ
レーム中で前記ＰＲＳを構成することと、
　　認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して前記少なくとも１つのダウン
リンクサブフレーム中で前記ＰＲＳを送信することと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、装置。
［Ｃ３０］
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的コンピュータ
可読媒体であって、前記コードは、
　測位基準信号（ＰＲＳ）を生成することと、
　複数のダウンリンクサブフレームの中のうちの少なくとも１つのダウンリンクサブフレ
ーム中で前記ＰＲＳを構成することと、
　認可されていない無線周波数スペクトル帯域を使用して前記少なくとも１つのダウンリ
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