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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末のためのサービング基地局を選択するための装置のための方法であって、
　前記装置が、端末について複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端
末についてのサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局
のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、および
　前記装置が、前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局
の中から、１つの候補基地局を選択すること、前記選択された候補基地局は、前記複数の
候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する
、
　を含み、
　前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての送信エネルギーメトリックを、前記候補基地局についてのパス
ロスに基づいて決定すること、および
　最低の送信エネルギーメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択すること、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の送信電力レベルより
低い送信電力レベルを有する、請求項１の方法。
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【請求項３】
　前記最高のＳＩＮＲと前記低いＳＩＮＲとの間の差は、少なくとも５デシベル（ｄＢ）
である、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記候補基地局を選択することは、最低のパスロスを有する候補基地局を、前記サービ
ング基地局として選択することを含む、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記送信エネルギーメトリックを決定することは、各候補基地局についての前記送信エ
ネルギーメトリックを、さらに前記候補基地局についての干渉レベルに基づいて決定する
ことを含む請求項１の方法。
【請求項６】
　端末のためのサービング基地局を選択するための装置が端末のためのサービング基地局
を選択する方法であって、
　前記装置が、端末について複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端
末についてのサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局
のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、および
　前記装置が、前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局
の中から、１つの候補基地局を選択すること、前記選択された候補基地局は、前記複数の
候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する
、
　を含み、
　前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを、前記候補基地局についての受信
信号品質に基づいて決定すること、および
　最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択すること、
　を含む方法。
【請求項７】
　前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての前記受信信号品質を、前記候補基地局についての搬送波対干渉
比（Ｃ／Ｉ）、または前記候補基地局についての搬送波対熱（ＣｏＴ）および干渉対熱（
ＩｏＴ）に基づいて決定することをさらに含む請求項６の方法。
【請求項８】
　前記各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを決定することは、
　複数のリソースセットについての各候補基地局の容量を、前記複数のリソースセットに
ついての受信信号品質に基づいて決定すること、および
　各候補基地局についての前記有効ジオメトリメトリックを、前記複数のリソースセット
についての前記候補基地局の前記容量に基づいて決定すること、
　を含む請求項６の方法。
【請求項９】
　前記複数のリソースセットは、複数のＨＡＲＱ(hybrid automatic retransmission)イ
ンスタンス、または、複数の周波数サブバンド、または、複数の時間間隔に対応する請求
項８の方法。
【請求項１０】
　端末のためのサービング基地局を選択するための装置が端末のためのサービング基地局
を選択する方法であって、
　前記装置が、端末について複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端
末についてのサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局
のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、および
　前記装置が、前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局
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の中から、１つの候補基地局を選択すること、前記選択された候補基地局は、前記複数の
候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する
、
　を含み、
　前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての予測データレートメトリックを、前記候補基地局についての有
効ジオメトリに基づいて決定すること、および
　最大の予測データレートメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択すること、
　を含む方法。
【請求項１１】
　前記各候補基地局についての予測データレートメトリックを決定することは、
　各候補基地局についての少なくとも１つのリソースセットについての少なくとも１つの
予測データレートを決定すること、および
　各候補基地局についての前記予測データレートを、前記候補基地局についての前記少な
くとも１つのリソースセットについての前記少なくとも１つの予測データレートに基づい
て決定すること、
　を含む請求項１０の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの予測データレートを決定することは、各リソースセットについて
の予測データレートを、前記リソースセットについての受信信号品質および容量関数に基
づいて決定することを含む請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのリソースセットは、少なくとも１つのＨＡＲＱ(hybrid automati
c retransmission)インスタンス、または少なくとも１つの周波数サブバンド、または少
なくとも１つの時間間隔に対応する請求項１１の方法。
【請求項１４】
　端末のためのサービング基地局を選択するための装置が端末のためのサービング基地局
を選択する方法であって、
　前記装置が、端末について複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端
末についてのサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局
のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、および
　前記装置が、前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局
の中から、１つの候補基地局を選択すること、前記選択された候補基地局は、前記複数の
候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する
、
　を含み、
　前記複数の候補基地局は中継局を含み、
　前記候補基地局を選択することは、
　　各候補基地局についてのメトリックを決定すること、前記中継局についての前記メト
リックは、前記端末と前記中継局との間の第１のリンクについての第１のパラメータ値と
、前記中継局と基地局との間の第２のリンクについての第２のパラメータ値とに基づいて
決定される、および、
　　各候補基地局についての前記メトリックに基づいて、１つの候補基地局を選択するこ
と、
　を含む方法。
【請求項１５】
　前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての有用性メトリックを、前記候補基地局によってサービスされる
端末のスループットに基づいて決定すること、および
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　各候補基地局についての前記有用性メトリックに基づいて、１つの候補基地局を選択す
ること、
　を含む請求項１の方法。
【請求項１６】
　前記候補基地局を選択することは、各候補基地局についての制御チャネル信頼性に基づ
いて、１つの候補基地局を選択することを含む請求項１の方法。
【請求項１７】
　前記候補基地局を選択することは、
　前記端末によって行われた測定および少なくとも１つの候補基地局から受信された情報
に基づいて、各候補基地局についての少なくとも１つのメトリックを、前記端末によって
決定すること、および
　前記サービング基地局を、各候補基地局についての前記少なくとも１つのメトリックに
基づいて、前記端末によって選択すること、
　を含む請求項１の方法。
【請求項１８】
　前記選択された候補基地局は、前記端末についてのダウンリンクのための前記サービン
グ基地局であり、
　前記方法は、
　前記端末についてのアップリンクのためのサービング基地局として、前記複数の候補基
地局の中から別の候補基地局を選択すること
　をさらに含む請求項１の方法。
【請求項１９】
　前記複数の候補基地局は、オープンアクセス通信システムに属し、前記端末によってア
クセス可能である、請求項１の方法。
【請求項２０】
　前記サービング基地局は、前記端末によって選択される、請求項１の方法。
【請求項２１】
　前記サービング基地局は、指定された基地局によって選択される、請求項１の方法。
【請求項２２】
　前記端末から、前記複数の候補基地局を含むレポートを受信すること、
　をさらに含む請求項２１の方法。
【請求項２３】
　前記端末に、前記サービング基地局を示すハンドオーバメッセージを送信すること、
　をさらに含む請求項２１の方法。
【請求項２４】
　前記端末は、ＳＩＮＲを向上させるために、干渉抑圧を使用して、前記選択された候補
基地局と通信する、
　請求項１，６，及び１０のうちの１つを含む方法。
【請求項２５】
　干渉抑圧は、前記選択された候補基地局を用いたシステムアクセスのために、前記端末
のために使用される、請求項２４の方法。
【請求項２６】
　前記複数の候補基地局について、前記複数の候補基地局によって送信された複数の低再
利用パイロットに基づいて検出すること、
　をさらに含む請求項２４の方法。
【請求項２７】
　前記端末から、前記複数の候補基地局を含むレポートを受信すること、
　をさらに含む請求項２４の方法。
【請求項２８】
　前記干渉抑圧は、前記端末によって少なくとも１つの干渉基地局へ送信された、または
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、前記サービング基地局によって少なくとも１つの干渉端末へ送信された、干渉抑圧要求
メッセージに基づいて達成される、請求項２４の方法。
【請求項２９】
　前記干渉抑圧は、少なくとも２つの基地局の間で交換される干渉抑圧要求メッセージに
基づいて達成される、請求項２４の方法。
【請求項３０】
　前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最低のパスロスを有する、
請求項２４の方法。
【請求項３１】
　前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の送信電力レベルより
低い送信電力レベルを有する、請求項２４の方法。
【請求項３２】
　前記装置が、前記端末についての複数の候補基地局に対し、前記複数の候補基地局によ
って送信された複数の低再利用パイロットに基づいて検出すること、
　をさらに含む請求項１の方法。
【請求項３３】
　前記装置が、前記端末から、前記複数の候補基地局を含むレポートを受信すること、を
さらに含み、前記サービング基地局は、前記レポートに基づいて、指定された基地局によ
って選択される、請求項３２の方法。
【請求項３４】
　無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別することと、各候補基地局は、前記端末について
のサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少な
くとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択することと、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局
の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する
　を行う少なくとも１つのプロセッサを備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　各候補基地局についての送信エネルギーメトリックを、前記候補基地局についてのパ
スロスに基づいて決定し、および、
　　最低の送信エネルギーメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択する、
装置。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、最低のパスロスを有する候補基地局を、前記サー
ビング基地局として選択する請求項３４の装置。
【請求項３６】
　無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別することと、各候補基地局は、前記端末について
のサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少な
くとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択することと、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局
の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する
　を行う少なくとも１つのプロセッサを備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを、前記候補基地局についての受
信信号品質に基づいて決定し、および、
　　最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
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て選択する、
　装置。
【請求項３７】
　無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別することと、各候補基地局は、前記端末について
のサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少な
くとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択することと、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局
の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する
　を行う少なくとも１つのプロセッサを備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、各候補基地局についての予測データレートメトリ
ックを、前記候補基地局についての有効ジオメトリに基づいて決定し、および、
　最大の予測データレートメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択する、
　装置。
【請求項３８】
　無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別する手段、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少なく
とも２つは、異なる送信電力レベルを有する手段、および
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択する手段、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の
中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を備え、
　前記候補基地局を選択する手段は、
　各候補基地局についての送信エネルギーメトリックを、前記候補基地局についてのパス
ロスに基づいて決定する手段、および
　最低の送信エネルギーメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択する手段、
　を備える装置。
【請求項３９】
　前記候補基地局を選択する手段は、
　最低のパスロスを有する候補基地局を、前記サービング基地局として選択する手段を含
む請求項３８の装置。
【請求項４０】
　無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別する手段、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少なく
とも２つは、異なる送信電力レベルを有する手段、および
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択する手段、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の
中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を備え、
　前記候補基地局を選択する手段は、
　各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを、前記候補基地局についての受信
信号品質に基づいて決定する手段、および
　最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択する手段、
　を含む装置。



(7) JP 5166555 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

【請求項４１】
　無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別する手段、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少なく
とも２つは、異なる送信電力レベルを有する手段、および
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択する手段、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の
中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を備え、
　前記候補基地局を選択する手段は、
　各候補基地局についての予測データレートメトリックを、前記候補基地局についての有
効ジオメトリに基づいて決定する手段、および
　最大の予測データレートメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択する手段、
　を含む装置。
【請求項４２】
　少なくとも１つのコンピュータに、端末についての複数の候補基地局を識別させるコー
ド、各候補基地局は、前記端末についてのサービング基地局としての選択のための候補で
あり、前記複数の候補基地局のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
および
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記端末についての前記サービング基地局とし
て、前記複数の候補基地局の中から、１つの候補基地局を選択させるコード、前記選択さ
れた候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮ
Ｒ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を記憶し、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記１つの候補基地局を選択させるコードは、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、各候補基地局についての送信エネルギーメトリ
ックを、前記候補基地局についてのパスロスに基づいて決定させるコード、および
　前記少なくとも１つのコンピュータに、最低の送信エネルギーメトリックを有する候補
基地局を、前記サービング基地局として選択させるコード、
　を含むコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４３】
　前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての第１のメトリックを決定すること、前記第１のメトリックは、
前記候補基地局が前記サービング基地局として選択可能であるかどうかを決定するための
制約として使用される、
　各候補基地局についての第２のメトリックを決定すること、前記第２のメトリックは、
前記サービング基地局としての選択のために最も適切な候補基地局を識別するための変数
として使用される、および
　各候補基地局についての前記第１および第２のメトリックに基づいて、前記複数の候補
基地局のうち１つを、前記端末についての前記サービング基地局として選択すること、
　を含む請求項１、６、及び１０のうちの１つの方法。
【請求項４４】
　前記複数の候補基地局のうち１つを選択することは、候補基地局が選択可能であるかど
うかを、前記候補基地局についての前記第１のメトリックおよび予め定められたしきい値
に基づいて決定すること、
　を含む請求項４３の方法。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　端末についての複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端末について
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のサービング基地局としての選択のための候補である、
　各候補基地局についての第１のメトリックを決定すること、前記第１のメトリックは、
前記候補基地局が前記サービング基地局として選択可能であるかどうかを決定するための
制約として使用される、
　各候補基地局についての第２のメトリックを決定すること、前記第２のメトリックは、
前記サービング基地局としての選択のために最も適切な候補基地局を識別するための変数
として使用される、および、
　各候補基地局についての前記第１および第２のメトリックに基づいて、前記複数の候補
基地局のうち１つを、前記端末についての前記サービング基地局として選択すること、を
さらに行う請求項３４、３６、及び３７のいずれか１つの装置。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、候補基地局が選択可能であるかどうかを、前記候
補基地局についての前記第１のメトリックおよび予め定められたしきい値に基づいて、決
定する、請求項４５の装置。
【請求項４７】
　少なくとも１つのコンピュータに、端末についての複数の候補基地局を識別させるコー
ド、各候補基地局は、前記端末についてのサービング基地局としての選択のための候補で
あり、前記複数の候補基地局のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
および
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記端末についての前記サービング基地局とし
て、前記複数の候補基地局の中から、１つの候補基地局を選択させるコード、前記選択さ
れた候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮ
Ｒ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を記憶し、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記１つの候補基地局を選択させるコードは、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、各候補基地局についての有効ジオメトリメトリ
ックを、前記候補基地局についての受信信号品質に基づいて決定させるコード、および
　前記少なくとも１つのコンピュータに、最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補
基地局を、前記サービング基地局として選択させるコード、
　を含むコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４８】
　少なくとも１つのコンピュータに、端末についての複数の候補基地局を識別させるコー
ド、各候補基地局は、前記端末についてのサービング基地局としての選択のための候補で
あり、前記複数の候補基地局のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
および
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記端末についての前記サービング基地局とし
て、前記複数の候補基地局の中から、１つの候補基地局を選択させるコード、前記選択さ
れた候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮ
Ｒ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を記憶し、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記１つの候補基地局を選択させるコードは、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、各候補基地局についての予測データレートメト
リックを、前記候補基地局についての有効ジオメトリに基づいて決定させるコード、およ
び
　前記少なくとも１つのコンピュータに、最大の予測データレートメトリックを有する候
補基地局を、前記サービング基地局として選択させるコード、
　を含むコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
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　本出願は、本譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれている、２００８年
２月１日に出願した「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＳＥＲＶＥ
Ｒ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　ＩＮ　Ａ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＮＥＴＷＯＲＫ」と
いう名称の米国仮特許出願第６１／０２５，６４５号の優先権を主張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、無線通信ネットワーク内の端末に対しサ
ービング基地局を選択するための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線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、その他など、様々な通信コンテンツを提供するために、広く配置されている。
これらの無線ネットワークは、使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る場合がある。
このような多元接続ネットワークの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク
、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワ
ーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、および、シングルキャリアＦＤＭＡ（
ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワークが含まれる。
【０００４】
　無線通信ネットワークは、いくつかの端末のための通信をサポートすることができる、
いくつかの基地局を含む場合がある。端末は、いかなる所与の瞬間にも、ゼロまたは１つ
以上の基地局のカバレッジ内にある場合がある。２つ以上の基地局が使用可能である場合
、ネットワーク容量を改善しながら、端末のために良好な性能を達成することができるよ
うに、端末にサービスするための適切な基地局を選択することが望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
　無線通信ネットワーク内の端末に対しサービング基地局を選択するための技術が、ここ
に説明される。一側面において、端末のためのサービング基地局として、別の基地局のよ
り低い信号対雑音および干渉比（signal-to-noise-and-interference ratio）（ＳＩＮＲ
）を有する基地局であっても選択される。このサービング基地局選択方式は、ある利点、
たとえば、ネットワーク内で低減された干渉を提供する。
【０００６】
　ある設計では、１つの端末に対し複数の候補基地局が識別される。各候補基地局は、該
端末のためのサービング基地局としての選択のための候補である。複数の候補基地局は、
オープンアクセス通信システムに属し、サービスサブスクリプションをもついかなる端末
によってもアクセス可能である。複数の候補基地局は、異なる送信電力レベルを有する基
地局を含み、および／または、干渉抑圧をサポートする。いずれの場合も、複数の候補基
地局のうち１つが、端末のためのサービング基地局として選択される。ある設計では、サ
ービング基地局は、各候補基地局についての少なくとも１つのメトリックに基づいて選択
される。少なくとも１つのメトリックは、パスロス（pathloss）、有効送信電力（effect
ive transmit power）、有効ジオメトリ（effective geometry）、予測データレート（pr
ojected data rate）、制御チャネル信頼性、ネットワーク有用性などについてのもので
ある。選択された候補基地局は、複数の候補基地局の中の最高のＳＩＮＲより低いＳＩＮ
Ｒを有する。
【０００７】
　本開示の様々な態様および特徴が、以下でさらに詳細に記載される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】無線通信ネットワークを示す図。
【図２】ＨＡＲＱ(hybrid automatic retransmission)によるデータ伝送を示す図。
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【図３】リレーを有する無線通信ネットワークを示す図。
【図４】リレーをサポートするフレーム構造を示す図。
【図５】サービング基地局を選択するための処理を示す図。
【図６】サービング基地局を選択するための装置を示す図。
【図７】異なるタイプのメトリックによりサービング基地局を選択するための処理を示す
図。
【図８】異なるタイプのメトリックによりサービング基地局を選択するための装置を示す
図。
【図９】端末および基地局のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ここに記載の技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡお
よび他のネットワークなど、様々な無線通信ネットワークのために使用される。「ネット
ワーク」および「システム」という用語は、しばしば入れ替え可能に使用される。ＣＤＭ
Ａネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial 
Radio Access）、ｃｄｍａ２０００、その他などの無線技術を実装する。ＵＴＲＡには、
広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）、および、ＣＤＭＡの他の変形が含まれる。ｃｄｍａ２０
００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６標準をカバーする。ＴＤＭＡネ
ットワークは、ＧＳＭ（Global System for Mobile Communications）などの無線技術を
実装する。ＯＦＤＭＡネットワークは、進化型ＵＴＲＡ（Evolved UTRA）（Ｅ－ＵＴＲＡ
）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ
）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦ
ＤＭ（登録商標）、その他などの無線技術を実装する。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、
ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）の一部である。３ＧＰＰロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡを、かつ、アップ
リンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを採用する、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのやがて公開さ
れるリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、「第
３世代パートナーシッププロジェクト（3rd Generation Partnership Project）」（３Ｇ
ＰＰ）という名称の組織による文書に記載されている。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（3rd Generation Partnership Project 2
）」（３ＧＰＰ２）という名称の組織による文書に記載されている。
【００１０】
　図１は、いくつかの基地局および他のネットワークエンティティを含む無線通信ネット
ワーク１００を示す。簡単にするために、図１は、ただ２つの基地局１２０および１２２
、ならびに、１つのネットワークコントローラ１５０のみを示す。基地局は、端末と通信
する固定局であり、アクセスポイント、ノードＢ、進化型ノードＢ（evolved Node B）（
ｅＮＢ）などと呼ばれる。基地局は、特定の地域のための通信カバレッジを提供する。基
地局のカバレッジエリア全体は、より小さいエリアに分割され、小エリアの各々は、各基
地局サブシステムによってサービスされる場合がある。「セル」という用語は、その用語
が使用される文脈に応じて、基地局のカバレッジエリア、および／または、このカバレッ
ジエリアにサービスする基地局サブシステムを指す。
【００１１】
　基地局は、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、または、ある他のタイプのセルのた
めの通信カバレッジを提供する。マクロセルは、比較的広い地域（たとえば、半径数キロ
メートル）をカバーし、無線ネットワーク内でサービスサブスクリプションを有するすべ
ての端末に対し通信をサポートする。ピコセルは、比較的狭い地域をカバーし、サービス
サブスクリプションを有するすべての端末に対し通信をサポートする。フェムトセルは、
比較的狭い地域（たとえば、家）をカバーし、フェムトセルとの関連を有する端末（たと
えば、家の居住者に属する端末）のセットに対し通信をサポートする。マクロセルのため
の基地局は、マクロ基地局と呼ばれる場合がある。ピコセルのための基地局は、ピコ基地
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局と呼ばれる。フェムトセルのための基地局は、フェムト基地局またはホーム基地局と呼
ばれる。
【００１２】
　ネットワークコントローラ１５０は、基地局のセットに結合し、これらの基地局のため
の調整および制御を提供する。ネットワークコントローラ１５０は、バックホールを介し
て、基地局１２０および１２２と通信する。基地局１２０および１２２はまた、たとえば
、無線または有線インターフェースを介して、直接的または間接的に、互いに通信する。
【００１３】
　端末１１０は、無線ネットワーク１００によってサポートされた多数の端末の１つであ
る。端末１１０は、静止しているか、または移動体である場合があり、アクセス端末（Ａ
Ｔ）、移動局（ＭＳ）、ユーザ装置（ＵＥ）、加入者ユニット、局などと呼ばれる。端末
１１０は、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デバイス、ハンド
ヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ローカルループ（Ｗ
ＬＬ）局などである。端末１１０は、ダウンリンクおよびアップリンクを介して、基地局
と通信する。ダウンリンク（または、順方向リンク）は、基地局から端末への通信リンク
を指し、アップリンク（または、逆方向リンク）は、端末から基地局への通信リンクを指
す。
【００１４】
　無線ネットワーク１００は、データ伝送の信頼性を向上させるために、ＨＡＲＱをサポ
ートする。ＨＡＲＱでは、送信機は、データの伝送を送信し、必要があれば、データが受
信機によって正しく復号されるか、または、最大数の伝送が送信されているか、または、
ある他の終了条件に遭遇するまで、１つまたは複数の追加の伝送を送信する。
【００１５】
　図２は、ＨＡＲＱによるダウンリンク上の一実施例のデータ伝送を示す。伝送タイムラ
インは、フレーム単位に分割される。各フレームは、所定の持続時間、たとえば、１ミリ
秒（ｍｓ）を含む。フレームはまた、サブフレーム、スロットなどと呼ばれる。
【００１６】
　基地局１２０は、端末１１０へ送信するためのデータを有する場合がある。基地局１２
０は、データパケットを処理し、ダウンリンク上でパケットの伝送を送信する場合がある
。端末１１０は、ダウンリンク伝送を受信し、受信された伝送を復号する場合がある。端
末１１０は、パケットが正しく復号される場合、肯定応答（ＡＣＫ）を送信し、または、
パケットが誤って復号される場合、否定応答（ＮＡＫ）を送信する。基地局１２０は、Ａ
ＣＫ／ＮＡＫフィードバックを受信し、ＮＡＫが受信される場合、パケットの別の伝送を
送信し、ＡＣＫが受信される場合、新しいパケットの伝送を送信するか、または、終了す
る。パケットの伝送およびＡＣＫ／ＮＡＫフィードバックは、類似の方法で継続する。
【００１７】
　０からＭ－１のインデックスを有するＭ個のＨＡＲＱインタレースが、ダウンリンクお
よびアップリンクの各々について定義される。ただし、Ｍは、４、６、８、または、ある
他の値に等しい。各ＨＡＲＱインタレースは、Ｍフレーム分だけ離れた間隔があけられる
、複数のフレームを含む。１パケットは、１つのＨＡＲＱインタレース上で送信され、パ
ケットの伝送の全ては、同じＨＡＲＱインタレースの異なるフレーム内で送信される。パ
ケットの各伝送は、ＨＡＲＱ伝送と呼ばれる。
【００１８】
　無線ネットワーク１００は、異なるタイプの基地局、たとえば、マクロ基地局、ピコ基
地局、ホーム基地局などを有する、異種ネットワークである。これらの異なるタイプの基
地局は、異なる電力レベルで伝送し、異なるカバレッジエリアを有し、無線ネットワーク
内の干渉に対する異なる影響を有する。無線ネットワーク１００はまた、中継局をサポー
トする。中継局は、上流局から端末のためのデータの伝送を受信し、データの伝送を下流
局へ送信する局である。
【００１９】
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　端末１１０は、複数の基地局のカバレッジ内にある。これらの複数の基地局のうちの１
つが、端末１１０にサービスするために選択される。サービング基地局の選択は、サーバ
選択と呼ばれる。最良の受信信号品質を有する基地局は、サービング基地局として選択さ
れる。受信信号品質は、信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）、ＳＮ比（ＳＮＲ）、搬送
波対干渉比（carrier-to-interference ratio）（Ｃ／Ｉ）などによって、定量化される
。ＳＩＮＲおよびＣ／Ｉは、以下の説明のほとんどにおいて、受信信号品質を示すために
使用される。最良のダウンリンクＳＩＮＲを有する基地局をサービング基地局として選択
することは、以下の欠点を有する。
【００２０】
　・マクロ、ピコおよび／またはホーム基地局の混合が存在するとき、効率的ではないこ
と、
　・選択された基地局が、制限された関連を有するホーム基地局であり、端末１１０が、
制限されたセットの一部ではない場合、可能ではないこと、
　・中継局があると、効率的ではないこと。
【００２１】
　一態様では、サービング基地局は、１つまたは複数のメトリックに基づいて選択される
。一般に、メトリックは、測定または特定され得る１つまたは複数のパラメータに基づい
て定義される。いくつかのメトリックは、制約としての機能を果たすが、他のものは、最
適化変数としての機能を果たす。制約は、所与の候補基地局がサービング基地局として選
択されることが可能かどうかを決定するために、使用される。制約は、メトリックが所定
のしきい値を上回るか、または下回ることを必要とすることによって、定義される。しき
い値は、基地局の容量に基づいて設定され、または、基地局のセットにおける最小または
最大値に関連する。最適化変数は、選択のために最も適切な基地局を決定するために使用
される。たとえば、最良のメトリックを有する候補基地局が選択される。ただし、「最良
」は、どのようにメトリックが定義されるかによって決まり、最高または最低値を指す。
選択された候補基地局は、別の候補基地局のものより低いＳＩＮＲを有する場合がある。
このサービング基地局選択方式は、ある利点、たとえば、ネットワーク内で低減された干
渉を提供する。
【００２２】
　サービング基地局は、さらに１つまたは複数の条件に基づいて選択される。条件は、適
切な基地局が選択されることを保証するために使用される。たとえば、ホーム基地局は、
端末１１０がホーム基地局にアクセスすることができるという条件を満たす場合にのみ、
選択される。別の実施例として、基地局は、端末１１０のＱｏＳトラヒックについての最
低サービス品質（ＱｏＳ）保証を提供することができる場合にのみ、選択される。
【００２３】
　ある設計では、サービング基地局を選択するために、以下のメトリックが使用される。
【００２４】
　・送信エネルギーメトリック－送信エネルギーを示す、
　・パスロス－基地局と端末の間のチャネル利得を示す、
　・有効ジオメトリ－受信信号品質を示す、
　・予測データレート－端末のためにサポート可能なデータレートを示す、および
　・制御チャネル信頼性－制御チャネルの信頼性を示す。
【００２５】
　各メトリックは、以下で詳細に説明される。他のメトリックもまた、サーバ選択のため
に使用される。
【００２６】
　上で与えられたメトリックのいかなる組み合わせも、ダウンリンクおよび／またはアッ
プリンクのためのサービング基地局を選択するために使用される。ある設計では、単一の
基地局が、ダウンリンクとアップリンクの両方において端末１１０にサービスするために
選択される。この設計では、ダウンリンクのための最良の基地局が、アップリンクのため
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ら遠くないサービング基地局を選択することが望ましい。別の設計では、ある基地局が、
ダウンリンク上で端末１１０にサービスするために選択され、別の基地局が、アップリン
ク上で端末１１０にサービスするために選択される。この設計では、各リンクのためのサ
ービング基地局が、メトリックのいずれかに基づいて選択される。
【００２７】
　送信エネルギーメトリックは、加法性白色ガウス雑音（ＡＷＧＮ：additive white Gau
ssian noise）チャネル、ならびに、単一の送信アンテナおよび単一の受信アンテナを有
する１×１アンテナ構成について、以下のように決定される。送信アンテナ出力でのエネ
ルギー、および、受信アンテナ出力でのエネルギーは、以下のように表わされる。
【数１】

【００２８】
　ただし、ｈは、送信アンテナ出力から受信アンテナ出力までのチャネル利得であり
　Ｅb,txは、送信アンテナ出力でのビット当たりのエネルギーであり、
　Ｅb,rxは、受信アンテナ出力でのビット当たりのエネルギーであり、
　Ｅs,rxは、受信アンテナ出力でのシンボル当たりのエネルギーであり、
　ｒは、ビット／秒／ヘルツ（ｂｐｓ／Ｈｚ）におけるスペクトル効率であり、
　Ｃは、受信信号電力であり、
　Ｉは、受信干渉電力である。
【００２９】
　式（１）は、ＡＷＧＮチャネルおよび１×１アンテナ構成についての送信エネルギーメ
トリックを示す。送信エネルギーメトリックはまた、フェージングチャネルおよび異なる
アンテナ構成について決定される。
【００３０】
　ダウンリンクでは、送信アンテナ出力は基地局におけるものであり、受信アンテナ出力
は端末１１０におけるものである。アップリンクでは、送信アンテナ出力は端末１１０に
おけるものであり、受信アンテナ出力は基地局におけるものである。Ｃは、所望の信号の
受信電力である。Ｉは、所望の信号に対する、受信された干渉の電力および熱雑音である
。ＣおよびＩは、Ｐrx＝Ｃ＋Ｉとして与えられ、合計の受信電力Ｐrxの異なる成分である
場合がある。
【数２】

【００３１】
　の近似が、線形領域で使用される場合がある。式（１）は次いで、以下のように表わさ
れる。
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【数３】

【００３２】
　ただし、Ｅs,rx＝Ｃ／Ｓであり、Ｓはシンボルレートであり、ｐ＝１／ｈはパスロスで
ある。
【００３３】
　式（２）に示すように、送信エネルギーメトリックＥb,txは、干渉Ｉおよびパスロスｐ
に比例し、チャネル利得ｈおよびシンボルレートＳに反比例する。式（２）は、ダウンリ
ンク、Ｅb,tx,DLについての送信エネルギーメトリック、ならびに、アップリンク、Ｅb,t

x,ULについての送信エネルギーメトリックを計算するために使用される。ダウンリンクに
ついてのパスロスは、基地局によって送信されたパイロットに基づいて推定される。アッ
プリンクについてのパスロスは、ダウンリンクについてのパスロスに等しいと仮定される
。アップリンクにおける干渉は、ダウンリンクにおける干渉とは異なる。ダウンリンクに
おける干渉は、端末１１０によって測定され、Ｅb,tx,DLを計算するために使用される。
各候補基地局でのアップリンクにおける干渉は、Ｅb,tx,ULを計算するために使用される
。各基地局は、Ｅb,tx,ULを計算するために使用される、その基地局によって観測された
干渉をブロードキャストする。ダウンリンクおよびアップリンクの両方について、干渉は
、その送信エネルギーメトリックが計算されている基地局によって決まる。さらに、干渉
は、異なるＨＡＲＱインタレースについて異なる。この場合、送信エネルギーメトリック
は、候補基地局が端末１１０のためのデータ伝送をスケジュールする可能性のある、各ア
クティブＨＡＲＱインタレースについて、推定される。
【００３４】
　図１に示す実施例では、基地局１２０または１２２が、端末１１０のためのサービング
基地局として選択される。基地局１２０および１２２は、ダウンリンク上で互いに干渉す
る。Ｅb,tx,DLは、以下のように計算される場合がある。
【００３５】
　・干渉抑圧が、ダウンリンクについて基地局１２０および１２２の間で行われる場合、
基地局１２０または１２２についてのＥb,tx,DLの計算に使用するための干渉Ｉは、環境
雑音および他の基地局からの干渉の和となる。この条件はしばしば、最低のパスロスを有
する基地局の選択につながる。
【００３６】
　・干渉抑圧が、ダウンリンクについて基地局１２０および１２２の間で行われない場合
、基地局１２０についてのＥb,tx,DLの計算に使用するための干渉Ｉは、環境雑音、およ
び、基地局１２２ならびに他の基地局からの干渉の和となる。同様に、基地局１２２につ
いてのＥb,tx,DLの計算に使用するための干渉Ｉは、基地局１２０からの干渉を含むよう
になる。
【００３７】
　Ｅb,tx,ULはまた、干渉抑圧がアップリンク上で行われるかどうかを考慮に入れること
によって、計算される。
【００３８】
　ある設計では、ダウンリンク上の干渉を低減するために、最低のＥb,tx,DLを有する基
地局が選択される。最低のＥb,tx,ULを有する基地局は、アップリンク上の干渉を低減す
るために選択される。Ｅb,txは、式（２）に示すように、パスロスに比例する。最低のパ
スロスを有する基地局は、干渉を低減し、かつ、ネットワーク容量を向上させるために、
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選択される。この基地局は、そのダウンリンクＳＩＮＲが弱くなる場合でさえ選択され得
、たとえば、ダウンリンク上で制限された温度ではないという制約を受ける場合でも選択
され得る。（ＳＩＮＲまたはＣ／Ｉの代わりに）Ｅb,txの使用は、サービング端末１１０
においてより効率的である、少ないパスロスを有する低電力の基地局の選択に都合がよい
。
【００３９】
　有効ジオメトリは、以下のように決定される。基地局についての公称ジオメトリ（nomi
nal geometry）は、以下のように表わされる。
【数４】

【００４０】
　ただし、Ｃavg,kは、基地局ｋについての平均受信信号電力であり、
　Ｉavg,kは、基地局ｋについての平均受信干渉電力であり、
　Ｇnom,kは、基地局ｋについての公称ジオメトリである。
【００４１】
　ダウンリンクについての有効ジオメトリは、以下のように表わされる。
【数５】

【００４２】
　ただし、Ｉm,kは、ＨＡＲＱインタレースｍにおける基地局ｋについての受信干渉電力
であり、
　Ｆkは、基地局ｋによって割り振られたリソースの典型的な割合であり、
　ＧDL,eff,kは、基地局ｋについての有効ダウンリンクジオメトリである。
【００４３】
　Ｆkは、典型的な端末に対して、基地局ｋによって割り振られる可能性のある、リソー
スの割合である。Ｆkは、０と１の間の値（すなわち、０≦Ｆk≦１）であ、基地局ｋによ
ってブロードキャストされるか、または、端末１１０によって知られている。たとえば、
Ｆk、ホーム基地局については１に等しく、マクロ基地局については１未満の値である。
Ｆkはまた、セル内の端末の数に基づく。Ｆkはまた、各端末について個別に設定される場
合もあり、たとえば、シグナリングを介して、端末に通信される場合がある。
【００４４】
　式（４）は、容量関数ｌｏｇ（１＋Ｃ／Ｉ）を使用して、各ＨＡＲＱインタレースにつ
いてのジオメトリＣavg,k／Ｉm,kを容量に変換する。平均ダウンリンク容量を得るために
、すべてのＭ個のＨＡＲＱインタレースの容量が合計され、Ｍで除算される。有効ダウン
リンクジオメトリは次いで、平均ダウンリンク容量、および、割り当てられる可能性のあ
るリソースの典型的な量に基づいて計算される。式（４）は、すべてのＭ個のＨＡＲＱイ
ンタレースが端末１１０のために使用されると仮定する。この合計はまた、Ｍ個のＨＡＲ
Ｑインタレースのサブセット全体に渡って行われる。
【００４５】
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　アップリンクについての有効ジオメトリは、以下のように表わされる。
【数６】

【００４６】
　ただし、ＩｏＴm,kは、ＨＡＲＱインタレースｍにおける基地局ｋについての干渉対熱
（interference-over-thermal）であり、
　ｐＣｏＴkは、基地局ｋでのアップリンクパイロットについての搬送波対熱（carrier-o
ver-thermal）であり、
　Ｄは、パイロットＰＳＤに対する期待データパワースペクトル密度（ＰＳＤ:expected 
data power spectral density）であり、
　ＧUL,eff,kは、基地局ｋについての有効アップリンクジオメトリである。
【００４７】
　ＩｏＴm,kは、基地局ｋによってブロードキャストされるか、または、ダウンリンクパ
イロット測定に基づいて、端末１１０によって推定される。基地局ｋでの端末１１０につ
いてのｐＣｏＴkは、アップリンクのための所望の性能を達成するために、電力制御機構
により調節される。Ｄは、基地局ｋでの端末１１０についての期待データＰＳＤおよびア
ップリンクパイロットＰＳＤに基づいて決定される。Ｄはまた、基地局ｋによって（たと
えば、レイヤ１またはレイヤ３シグナリングを介して）割り当てられ、または、分散電力
制御アルゴリズムを実行中の端末１１０によって決定される。Ｄはまた、端末１１０の電
力増幅器（ＰＡ）ヘッドルーム、使用されている干渉抑圧方式などによっても決まる。デ
ータ、ＣｏＴkについての搬送波対熱は、ＣｏＴk＝Ｄ・ｐＣｏＴkとして与えられ得る。
【００４８】
　式（５）は、容量関数を使用して、各ＨＡＲＱインタレースについてのジオメトリを容
量に変換する。式（５）は次いで、すべてのＭ個のＨＡＲＱインタレースの容量を平均し
、平均アップリンク容量に基づいて、有効アップリンクジオメトリを計算する。
【００４９】
　式（４）および（５）は、それぞれ、ダウンリンクおよびアップリンク上での無線の伝
送についての、有効ダウンリンクおよびアップリンクジオメトリを提供する。基地局は、
ネットワークエンティティへ、バックホールを介して、データを送信する。有効ダウンリ
ンクおよびアップリンクジオメトリは、以下のようにバックホールの帯域幅を考慮に入れ
て計算される。

【数７】

【００５０】
　ただし、Ｂkは、基地局ｋについての正規化されたバックホール帯域幅であり、ｂｐｓ
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／Ｈｚの単位で与えられる。
【００５１】
　各候補基地局についての予測データレートは、以下のように有効ジオメトリに基づいて
決定される。
【数８】

【００５２】
　ただし、Ｗkは、基地局ｋについての使用可能な帯域幅であり、
　ＲDL,kは、基地局ｋについてのダウンリンクについての予測データレートであり、
　ＲUL,kは、基地局ｋについてのアップリンクについての予測データレートである。
【００５３】
　Ｗkは、基地局ｋについての全体のシステム帯域幅である場合がある。代替として、Ｗ

ｋは、システム帯域幅の割合であってもよく、基地局ｋによってブロードキャストされて
もよい。予測データレートはまた、他の方法で、たとえば、有効ジオメトリ以外のパラメ
ータを使用して決定されてもよい。
【００５４】
　端末１１０は、式（２）に基づいて、各候補基地局についてのダウンリンクおよびアッ
プリンク送信エネルギーメトリックＥb,tx,DLおよびＥb,tx,ULを決定する。端末１１０は
また、各候補基地局についての有効ダウンリンクおよびアップリンクジオメトリ
ＧDL,eff,kおよびＧUL,eff,k、および／または、ダウンリンクおよびアップリンク予測デ
ータレートＲDL,kおよびＲUL,kを決定する。送信エネルギーメトリック、有効ジオメトリ
および予測データレートを決定するために使用される様々なパラメータは、端末１１０に
よって測定されるか、候補基地局によってブロードキャストされるか、または他の方法で
取得される。
【００５５】
　マクロ基地局は、ピコまたはホーム基地局の有効ダウンリンクジオメトリを向上させる
ために、端末によってレポートされた情報に基づいて、あるＨＡＲＱインタレースを予約
する。これにより、たとえば、送信エネルギーメトリックに基づいて、マクロ基地局を介
したピコまたはホーム基地局の選択という結果となる。
【００５６】
　各候補基地局についてのメトリックは、上述のように、その基地局についてのパラメー
タに基づいて決定される。これは、基地局が他のネットワークエンティティと、バックホ
ールを介して通信することができる、非リレー配置を仮定する。リレー配置では、データ
は、バックホールに達する前に、１つまたは複数の中継局を介して転送される。メトリッ
クは、中継局の容量を考慮に入れることによって、決定される。
【００５７】
　図３は、リレーを有する無線通信ネットワーク１０２を示す。簡単にするために、図３
は、１つの基地局１３０および１つの中継局１３２のみを示す。端末１１０は、直接アク
セスリンク１４０を介して、基地局１３０と直接通信する。基地局１３０は、有線バック
ホール１４６を介して、ネットワークコントローラ１５０と通信する。代替として、端末
１１０は、中継アクセスリンク１４２を介して、中継局１３２と通信する。中継局１３２
は、中継バックホールリンク１４４を介して、基地局１３０と通信する。
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【００５８】
　図４は、ネットワーク１０２のために使用されるフレーム構造４００を示す。各フレー
ムは、複数のスロット１からＳに分割される。図４に示す実施例では、各フレームのスロ
ット１は、中継バックホールリンク１４４のために使用される。各フレームの残りのスロ
ット２からＳは、直接アクセスリンク１４０および中継アクセスリンク１４２のために使
用される。一般に、各リンクについて、いかなる数のスロットが使用されてもよい。
【００５９】
　図３に戻り、端末１１０は、基地局１３０への直接アクセスリンク１４０についての予
測データレートＲd、および、中継局１３２への中継アクセスリンク１４２についての予
測データレートＲaを有する。中継局１３２は、基地局１３０への中継バックホールリン
ク１４４についてのデータレートＲbを有する。ＲaおよびＲbは、スペクトル効率によっ
て与えられ、中継局１３２についてのＲrは、次いで、以下のように表わされる。
【数９】

【００６０】
　式（１０）は、サービスされている端末がただ１つであること、および、中継アクセス
リンク１４２と中継バックホールリンク１４４との間の分割は、最適な方法で行われるこ
とを仮定する。中継アクセスリンク１４２と中継バックホールリンク１４４の間の分割が
予め決定されている（たとえば、ある基準に基づいて、基地局１３０によって設定される
）場合、リレーアクセスおよびバックホールリンクについてのデータレートが（スペクト
ル効率の代わりに）計算される。予測データレートＲrは次いで、Ｒr＝ｍｉｎ（Ｒa，Ｒb

）として与えられ、直接アクセスリンク１４０についてのデータレートＲdと比較される
。複数の中継局があるとき、Ｒaの寄与は、中継アクセスリンク１４２を介した空間分割
多元接続（ＳＤＭＡ）を反映するように基準化される。たとえば、同時に送信中のＮ個の
中継局がある場合、Ｎ＊Ｒaが使用される。いずれの場合も、式（１０）に示すように、
中継アクセスリンク１４２および中継バックホールリンク１４４は共に、中継局１３２に
ついての予測データレートの計算において、考慮される。中継局１３２についての送信エ
ネルギーメトリックＥb,txはまた、中継アクセスリンク１４２についてのＥb,txおよび中
継バックホールリンク１４４についてのＥb,txの和として計算される。
【００６１】
　ダウンリンクおよびアップリンク送信エネルギーメトリック、有効ダウンリンクおよび
アップリンクジオメトリ、予測ダウンリンクおよびアップリンクデータレート、および／
または、他のメトリックは、各候補基地局について決定される。これらのメトリックは、
様々な方法で、サーバ選択のために使用される。いくつかの設計では、これらのメトリッ
クは、サービング基地局を選択するために直接使用される。たとえば、ある設計では、端
末１１０についての最高のデータレートを得るために、最高のＲDL,kおよび／または最高
のＲUL,kを有する基地局が選択される。別の設計では、それぞれ、ダウンリンクおよびア
ップリンク上で最小の干渉を得るために、最低のＥb,tx,DLおよび／または最低のＥb,tx,

ULを有する基地局が選択される。
【００６２】
　他の設計では、関数に基づいて、複数のメトリックが組み合わせられて、全体メトリッ
クを得る。その後、最良の全体メトリックを有する基地局が選択される。ある設計では、
所定のしきい値を下回るＥb,tx,DLおよび／またはＥb,tx,ULを有するすべての基地局の中
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で、最高のＲDL,kおよび／またはＲUL,kを有する基地局が選択される。この設計は、目標
レベルを下回る干渉を維持しながら、端末１１０について最高のデータレートを提供する
。この設計では、全体のメトリックは、ＲDL,kおよび／またはＲUL,kに基づいて定義され
、Ｅb,tx,DLおよび／またはＥb,tx,ULが所定のしきい値を上回る場合、ゼロに設定される
。
【００６３】
　１つまたは複数の制御チャネルが、ダウンリンクおよびアップリンク上のデータ伝送を
サポートするために使用される。サービング基地局は、すべての制御チャネルについて所
望の信頼性を達成することができるように選択され、これは信頼性のあるデータサービス
を保証する。制御チャネルのパフォーマンスは受信信号品質によって決定され、受信信号
品質はＳＩＮＲ、ＳＮＲ、Ｃ／Ｉ、ＣｏＴなどによって与えられる。各制御チャネルの受
信信号品質が測定され、制御チャネルが十分に信頼性のあるものであるかどうかを決定す
るために、適切なしきい値に対して比較される。制御チャネルの信頼性はまた、誤り率お
よび／または他のメトリックに基づいて決定される。制御チャネルが十分に信頼性のある
ものであると見なされる場合、基地局は選択される。一般に、制御チャネル信頼性は、受
信信号品質（たとえば、ＳＩＮＲ、ＳＮＲ、Ｃ／Ｉ、ＣｏＴなど）、制御チャネルパフォ
ーマンス（たとえば、メッセージ誤り率、消去率など）、および／または、他の情報に基
づいて、確認される。制御チャネルは、その受信信号品質が所定の品質しきい値を上回る
、その誤り率または消去率が所定のしきい値を下回る、などの場合、制御チャネル信頼性
を満たすと見なされる。
【００６４】
　サービング基地局はまた、端末および／またはネットワークの有用性メトリックに基づ
いて選択される。ある設計では、ネットワークの有用性メトリックは、以下のうち１つに
従って、各候補基地局について定義される。
【数１０】

【００６５】
　ただし、Ｔl,kは、基地局ｋによってサービスされる端末ｌのスループットであり、
　Ｌは、基地局ｋによってサービスされる端末の数であり、
　Ｕkは、基地局ｋについてのネットワークの有用性メトリックである。
【００６６】
　式（１１）は、基地局ｋによってサービスされるすべての端末のスループットの算術平
均を提供し、全体のスループットを最大にするために使用される。式（１２）は、端末の
スループットの対数平均を提供し、比例公平性を達成するために使用される。式（１３）
は、端末のスループットの調和平均を提供し、等しいサービスグレード（ＧｏＳ）を達成
するために使用される。基地局のセットについての平均スループットは、これらの基地局
についての合計のスループットまたは全体の有用性メトリックＵを得るために、合計され
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る。サービング基地局は、異なる候補基地局の有用性メトリックＵk、全体の有用性メト
リックＵ、および／または、送信エネルギーメトリックＥb,tx,DLおよび／またはＥb,tx,

UL、有効ジオメトリＧDL,eff,kおよび／またはＧUL,eff,k、予測データレートＲDL,kおよ
び／またはＲUL,k、その他など、他のメトリックに基づいて選択される。
【００６７】
　一般に、サーバ選択は、端末１１０、または、基地局もしくはネットワークコントロー
ラなど、ネットワークエンティティによって行われる。基地局は、端末１１０がメトリッ
クを計算できるようにするために、（たとえば、ブロードキャストおよび／またはユニキ
ャストチャネルを介して）情報を送信する。端末１１０は次いで、計算されたメトリック
、および、使用可能な情報に基づいて、サービング基地局を選択する。代替として、端末
１１０は、計算されたメトリック、および／または、他の情報を、ネットワークエンティ
ティに送信する。ネットワークエンティティは次いで、使用可能な情報に基づいて、端末
１１０のためのサービング基地局を選択する。サービング基地局は、ハンドオーバメッセ
ージまたはある他のメッセージを介して、端末１１０に通信される。
【００６８】
　基地局は、サーバ選択のために使用される場合のある、様々なタイプの情報を送信する
。ある設計では、基地局は、たとえば、ブロードキャストチャネルを介して、以下のうち
１つまたは複数を送信する。
【００６９】
　・ダウンリンクおよびアップリンク上の使用可能なＨＡＲＱインタレースの数および／
またはインデックス、
　・端末に割り振られる場合のあるリソースの割合Ｆk、
　・異なるＨＡＲＱインタレースおよび／または異なる周波数サブバンド、たとえば、実
際の値および目標値についての、干渉レベルＩm,k、
　・ダウンリンクおよびアップリンク上の中央または末尾データレート（median or tail
 data rates）、
　・ＱｏＳ保証、たとえば、５０ｍｓの待ち時間を達成することができるかどうか、
　・バックホール帯域幅Ｂk、
　・実効等方放射電力（ＥＩＲＰ：Effective isotropic radiated power）、
　・最大電力増幅器（ＰＡ）出力電力、
　・受信機雑音指数（Receiver noise figure）、および
　・基地局がバッテリ電源式である場合、基地局のレベルのバッテリ電力。
【００７０】
　上記のように、メトリックを計算するために、Ｍ、Ｆk、Ｉm,kおよびＢkなど、いくつ
かのパラメータが使用される。ＱｏＳ保証、中央または末尾データレート、その他などの
他のパラメータは、制約として使用される。ＥＩＲＰおよび最大ＰＡ出力電力は、パスロ
スを推定するために使用され、パスロスは、次いでメトリックを計算するために使用され
る。雑音指数は、ＩｏＴと共に、合計の干渉電力を計算するために使用される。基地局が
バッテリ電源式である場合、基地局のバッテリ電力レベルは、基地局に接続する端末につ
いてのハンドオフの決定を行うために、使用される。
【００７１】
　基地局はまた、たとえば、ユニキャストチャネルを介して、以下のうち１つまたは複数
を送信する。
【００７２】
　・期待されるユーザ体験、
　・たとえばパスロス差に関する、別の基地局へのハンドオフ境界の偏り、および
　・端末が基地局へ渡されること、および、基地局から外へ渡されることによる、ネット
ワークの有用性の期待される変化。
【００７３】
　端末１１０は、サーバ選択を行うネットワークエンティティに、（たとえば、拡張パイ
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ロットレポートにおいて）以下のうち１つまたは複数を送信する。
【００７４】
　・候補および干渉基地局のパイロット強度、
　・候補および干渉基地局に対するパスロス、
　・計算されたメトリック、たとえば、各候補基地局についての、送信エネルギーメトリ
ック、公称ジオメトリ、有効ジオメトリ、および／または、予測データレート、
　・他の基地局から受信されたブロードキャスト情報、および
　・端末１１０の現在のパフォーマンス、たとえば、データレート、待ち時間、その他。
【００７５】
　最初のアクセスでは、端末１１０は、候補基地局からのブロードキャスト情報、および
、端末１１０によって取得された測定値に基づいて、サーバ選択を行う。端末１１０はま
た、最初の接続を確立するために、最良のダウンリンクＳＩＮＲも使用する。ハンドオフ
では、端末１１０は、候補基地局に拡張パイロットレポートを送信し、サーバ選択のため
に使用されるユニキャストおよび／またはブロードキャスト情報を受信する。
【００７６】
　一般に、パイロット測定は、基地局および中継局によって送信された、いずれかのタイ
プのパイロットに基づいて行われる。たとえば、基地局によって送信され、同期、取得な
どのために端末によって使用される、標準パイロット基づいて、測定が行われる。所与の
時間および／または周波数リソースにおいて、より少ない基地局および／または中継局に
より、低時間および／または周波数再利用で送信されるパイロットである、低再利用パイ
ロットまたはプリアンブル（ＬＲＰ：low reuse pilots or preambles）に基づいて、測
定が行われる。低再利用パイロットは、より少ない干渉を観測し、よって、より正確なパ
イロット測定の結果となる。
【００７７】
　図５は、端末のためのサービング基地局を選択するための処理５００の設計を示す。処
理５００は、端末またはネットワークエンティティ、たとえば、基地局またはネットワー
クコントローラによって行われる。
【００７８】
　端末に対し複数の候補基地局が識別され、各候補基地局は、端末のためのサービング基
地局としての選択のための候補である（ブロック５１２）。複数の候補基地局は、オープ
ンアクセス通信システムに属し、サービスサブスクリプションを有するいかなる端末によ
ってもアクセス可能である。複数の候補基地局は、異なる送信電力レベルを有する基地局
を含み、および／または、干渉抑圧をサポートする。いずれの場合も、複数の候補基地局
のうち１つが、端末のためのサービング基地局として選択される（ブロック５１４）。選
択された候補基地局は、複数の候補基地局の中の最高のＳＩＮＲより低いＳＩＮＲを有す
る。最高のＳＩＮＲと、選択された候補基地局のより低いＳＩＮＲの間の差は、いかなる
値であってもよく、たとえば、少なくとも５デシベル（ｄＢ）など、ハンドオーバのため
に通常使用されるヒステリシスより大きい。選択された候補基地局は、複数の候補基地局
の中の最高の送信電力レベルより低い送信電力レベルを持ち得る。
【００７９】
　ある設計では、サービング基地局は、各候補基地局についての少なくとも１つのメトリ
ックに基づいて選択される。少なくとも１つのメトリックは、パスロス、有効送信電力、
有効ジオメトリ、予測データレートなどを含む。サービング基地局は、さらに、各候補基
地局についての有用性メトリックに基づいて選択される。有用性メトリックは、たとえば
、式（１１）、（１２）または（１３）に示すように、候補基地局によってサービスされ
る端末のスループットに基づいて決定される。サービング基地局は、さらに、制御チャネ
ル信頼性および／または他のメトリックに基づいて選択される。
【００８０】
　ブロック５１４のある設計では、たとえば、式（２）に示すように、送信エネルギーメ
トリック（たとえば、Ｅb,tx,DLまたはＥb,tx,UL）は、候補基地局についてのパスロスお
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よび場合によっては干渉レベルに基づいて、各候補基地局について決定される。最低の送
信エネルギーメトリックまたは最低のパスロスを有する候補基地局は、サービング基地局
として選択される。
【００８１】
　ブロック５１４の別の設計では、有効ジオメトリメトリック（たとえば、ＧDL,eff,kま
たはＧUL,eff,k）は、候補基地局についての受信信号品質に基づいて、各候補基地局につ
いて決定される。受信信号品質は、たとえば式（４）に示すようにＣ／Ｉに基づいて、た
とえば式（５）に示すようにＣｏＴおよびＩｏＴに基づいて、または、他のパラメータに
基づいて決定される。最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補基地局は、サービン
グ基地局として選択される。
【００８２】
　ブロック５１４のさらにもう１つの設計では、予測データレートメトリック（たとえば
、ＲDL,kまたはＲUL,k）は、候補基地局についての有効ジオメトリおよび／または他のパ
ラメータに基づいて、各候補基地局について決定される。最大の予測データレートメトリ
ックを有する候補基地局は、サービング基地局として選択される。
【００８３】
　ある設計において、複数のリソースセットに対する各候補基地局の容量は、当該複数の
リソースセットについての受信信号品質に基づいて決定される。複数のリソースセットは
、複数のＨＡＲＱインスタンス、複数の周波数サブバンド、複数の時間間隔などに対応す
る。有効ジオメトリまたは予測データレートは、複数のリソースセットについての容量に
基づいて、各候補基地局について決定される。
【００８４】
　複数の候補基地局は、中継局を備える。メトリックは、たとえば、式（１０）に示すよ
うに、（ｉ）端末と中継局の間の第１のリンクについての第１のパラメータ値、および、
（ｉｉ）中継局と基地局の間の第２のリンクについての第２のパラメータ値に基づいて、
中継局について決定される。
【００８５】
　ある設計では、サーバ選択は端末によって行われる。端末は、端末によって行われた測
定、および、少なくとも１つの候補基地局から受信された情報に基づいて、各候補基地局
についての少なくとも１つのメトリックを決定する。端末は、各候補基地局についての少
なくとも１つのメトリックに基づいて、サービング基地局を選択する。別の設計では、サ
ーバ選択は、ネットワークエンティティたとえば指定された基地局によって行われる。端
末は、サーバ選択を支援するために、ネットワークエンティティに、測定値、計算された
メトリック、候補基地局のアイデンティティ、および／または、他の情報を送信する。サ
ービング基地局を示すハンドオーバメッセージが、たとえば、前の、または新しいサービ
ング基地局を介して、端末に送信される。
【００８６】
　各候補基地局についての少なくとも１つのメトリックは、ダウンリンクについての第１
のメトリック（たとえば、Ｅb,tx,DL、ＧDL,eff,kまたはＲDL,k）、および、アップリン
クについての第２のメトリック（たとえば、Ｅb,tx,UL、ＧUL,eff,kまたはＲUL,k）を含
む。ダウンリンクについての最良の第１のメトリックを有する第１の候補基地局が、複数
の候補基地局の中から識別される。アップリンクについての最良の第２のメトリックを有
する第２の候補基地局もまた、識別される。ある設計では、第１および第２の候補基地局
は、それぞれ、ダウンリンクおよびアップリンクについてのサービング基地局として選択
される。別の設計では、単一のサービング基地局が、ダウンリンクおよびアップリンクの
両方について選択される。第１または第２の候補基地局は、第１および第２のメトリック
に基づいて、サービング基地局として選択される。たとえば、最良のダウンリンクと、最
良のアップリンクのある範囲内にあるアップリンクとを有する候補基地局が選択される。
代替として、最良のアップリンクと、最良のダウンリンクのある範囲内にあるダウンリン
クとを有する候補基地局が選択される。
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【００８７】
　ある設計では、端末は、ＳＩＮＲを向上させるために、干渉抑圧を使用して選択された
基地局と通信する。干渉抑圧は、端末と選択された基地局との間などのデータ伝送のため
に、端末によって、システムアクセスのために使用される。干渉抑圧は、ある特定のリソ
ースにおける干渉を低減するように干渉基地局および／または干渉端末に要求するために
、干渉抑圧要求メッセージを当該干渉基地局および／または干渉端末に送信することによ
って達成される。これらのメッセージは、サービング基地局から干渉端末へ、または、端
末から干渉基地局へ、無線で送信される。これらのメッセージはまた、複数の基地局の間
で、バックホールを介して送信される。干渉基地局または干渉端末は、（ｉ）これらのリ
ソース上で伝送を送信しないこと、（ｉｉ）より低い送信電力で、これらのリソース上で
伝送を送信すること、（ｉｉｉ）端末から離れるように電力を導くために、ビームステア
リングにより、これらのリソース上で伝送を送信すること、および／または、（ｉｖ）リ
ソースにおける干渉を低減するために、他の方法で伝送を送信することによって、特定の
リソースにおける干渉を低減する。干渉抑圧は、選択された基地局が低いＳＩＮＲを有す
るとき、特に適用可能である。
【００８８】
　図６は、端末のためのサービング基地局を選択するための装置６００の設計を示す。装
置６００は、端末のための複数の候補基地局を識別するモジュール６１２（各候補基地局
は、端末のためのサービング基地局としての選択のための候補であり、複数の候補基地局
は、異なる送信電力レベルを有する少なくとも２つの候補基地局を含む）と、端末のため
のサービング基地局として、複数の候補基地局のうち１つを選択するモジュール６１４（
選択された候補基地局は、複数の候補基地局の中の最高のＳＩＮＲより低いＳＩＮＲを有
する）とを含む。
【００８９】
　図７は、異なるメトリックに基づいて、端末のためのサービング基地局を選択するため
の処理７００の設計を示す。端末のための複数の候補基地局が識別され、各候補基地局は
、端末のためのサービング基地局としての選択のための候補である（ブロック７１２）。
第１のメトリックが各候補基地局について決定され、候補基地局がサービング基地局とし
て選択可能であるかどうかを決定するための制約として使用される（ブロック７１４）。
第１のメトリックは、制御チャネル信頼性などについてのものである。第２のメトリック
もまた、各候補基地局について決定され、サービング基地局としての選択のために最も適
切な候補基地局を識別するための変数として使用される（ブロック７１６）。第２のメト
リックは、パスロス、有効送信電力、有効ジオメトリ、予測データレート、および／また
は、他のパラメータに基づいて決定される。複数の候補基地局のうち１つは、各候補基地
局についての第１および第２のメトリックに基づいて、端末のためのサービング基地局と
して選択される（ブロック７１８）。選択された候補基地局は、複数の候補基地局の中の
最高のＳＩＮＲより低いＳＩＮＲを有する。
【００９０】
　図８は、端末のためのサービング基地局を選択するための装置８００の設計を示す。装
置８００は、端末のための複数の候補基地局を識別するモジュール８１２（各候補基地局
は、端末のためのサービング基地局としての選択のための候補である）と、各候補基地局
についての第１のメトリックを決定するモジュール８１４（第１のメトリックは、候補基
地局がサービング基地局として選択可能であるかどうかを決定するための制約として使用
される）と、各候補基地局についての第２のメトリックを決定するモジュール８１６（第
２のメトリックは、サービング基地局としての選択のために最も適切な候補基地局を識別
するための変数として使用される）と、各候補基地局についての第１および第２のメトリ
ックに基づいて、複数の候補基地局のうち１つを端末のためのサービング基地局として選
択するモジュール８１８（選択された候補基地局は、複数の候補基地局の中の最高のＳＩ
ＮＲより低いＳＩＮＲを有する）とを含む。
【００９１】
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　図６および図８のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、
電子装置コンポーネント、論理回路、メモリなど、または、それらのいかなる組み合わせ
をも含む。
【００９２】
　図９は、端末１１０および基地局１２０の設計のブロック図を示す。この設計では、基
地局１２０はＴ個のアンテナ９３４ａから９３４ｔを備え、端末１１０はＲ個のアンテナ
９５２ａから９５２ｒを備える。ただし、一般に、Ｔ≧１かつＲ≧１である。
【００９３】
　基地局１２０において、送信プロセッサ９２０は、データ送信装置９１２から、１つま
たは複数の端末についてのデータを受信し、１つまたは複数の変調および符号化方式に基
づいて、各端末についてのデータを処理（たとえば、符号化および変調）し、すべての端
末についてのデータシンボルを提供する。送信プロセッサ９２０はまた、コントローラ／
プロセッサ９４０から、ブロードキャストおよび制御情報（たとえば、サーバ選択のため
に使用される情報）を受信し、この情報を処理し、オーバヘッドシンボルを提供する。送
信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ９３０は、データシンボル、オーバヘッ
ドシンボル、およびパイロットシンボルを多重化する。プロセッサ９３０は、多重化され
たシンボルを処理（たとえば、プリコード）し、Ｔ個の出力シンボルストリームをＴ個の
変調器（ＭＯＤ）９３２ａから９３２ｔに提供する。各変調器９３２は、各出力シンボル
ストリームを（たとえば、ＯＦＤＭ、ＣＤＭＡなどのために）処理して、出力サンプルス
トリームを得る。各変調器９３２は、出力サンプルストリームをさらに処理（たとえば、
アナログへの変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート）して、ダウンリン
ク信号を得る。変調器９３２ａ～９３２ｔからのＴ個のダウンリンク信号は、それぞれ、
Ｔ個のアンテナ９３４ａ～９３４ｔを介して送信される。
【００９４】
　端末１１０において、Ｒ個のアンテナ９５２ａ～９５２ｒは、基地局１２０からのダウ
ンリンク信号を受信し、受信信号を復調器（ＤＥＭＯＤ）９５４ａ～９５４ｒへそれぞれ
提供する。各復調器９５４は、各受信信号を調整（たとえば、フィルタリング、増幅、ダ
ウンコンバート、およびディジタル化）して、受信サンプルを得、さらに該受信サンプル
を（たとえば、ＯＦＤＭ、ＣＤＭＡなどのために）処理して、受信シンボルを得る。ＭＩ
ＭＯ検出器９６０は、Ｒ個の全ての復調器９５４ａ～９５４ｒからの受信シンボルにＭＩ
ＭＯ検出を行い（適用できる場合）、検出シンボルを提供する。受信プロセッサ９７０は
、検出シンボルを処理（たとえば、復調および復号）し、端末１１０についての復号され
たデータをデータシンク９７２に提供し、復号されたブロードキャストおよび制御情報を
コントローラ／プロセッサ９９０に提供する。チャネルプロセッサ９９４は、サーバ選択
のために使用されるパラメータ（たとえば、チャネル利得ｈ、パスロスｐ、信号電力Ｃ、
干渉Ｉなど）について、測定を行う。
【００９５】
　アップリンクでは、端末１１０において、データソース９７８からのデータおよびコン
トローラ／プロセッサ９９０からの制御情報（たとえば、サーバ選択のために使用される
かあるいは選択されたサービング基地局を識別する情報）は、送信プロセッサ９８０によ
って処理され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９８２によってプリコードされ（適用できる場
合）、変調器９５４ａ～９５４ｒによって調整され、アンテナ９５２ａ～９５２ｒを介し
て送信される。基地局１２０において、端末１１０からのアップリンク信号は、アンテナ
９３４によって受信され、復調器９３２によって調整され、ＭＩＭＯ検出器９３６によっ
て検出され、端末１１０によって送信されたデータおよび制御情報を得るために、受信プ
ロセッサ９３８によって処理される。
【００９６】
　コントローラ／プロセッサ９４０および９９０は、それぞれ、基地局１２０および端末
１１０において動作を指図する。基地局１２０におけるコントローラ／プロセッサ９４０
、または、端末１１０におけるコントローラ／プロセッサ９９０は、図５の処理５００、
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図７の処理７００、および／または、ここに記載された技術のための他の処理を実装また
は指図する。メモリ９４２および９９２は、それぞれ、基地局１２０および端末１１０の
ためのデータおよびプログラムコードを記憶する。スケジューラ９４４は、ダウンリンク
および／またはアップリンク上での伝送について、端末をスケジューリングし、スケジュ
ーリングされた端末にリソースを割り当てる。通信（Ｃｏｍｍ）ユニット９４６は、バッ
クホールを介して、他の基地局およびネットワークコントローラ１５０との通信をサポー
トする。
【００９７】
　情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表現される場合
があることは、当業者には理解されよう。たとえば、上記全体を通じて参照される場合の
あるデータ、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、それらのいかなる
組み合わせによっても表現され得る。
【００９８】
　この開示に関連して記載された様々な例示的論理ブロック、モジュール、回路、および
アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または、両方
の組み合わせとして実装される場合があることは、当業者にはさらに理解されよう。ハー
ドウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、様々な例示的コンポー
ネント、ブロック、モジュール、回路およびステップが、一般にそれらの機能性に関して
上述されている。このような機能性がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアと
して実装されるかは、全体のシステムに課された特定の応用および設計制約によって決ま
る。当業者は、記載された機能性を、各特定の応用のために様々な方法で実装してもよい
が、このような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものとして解釈され
るべきではない。
【００９９】
　この開示に関連して記載された様々な例示的論理ブロック、モジュールおよび回路は、
本明細書に記載された機能を行うように設計された汎用プロセッサ、ディジタル信号プロ
セッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲー
トアレー（ＦＰＧＡ）、または、他のプログラマブルロジックデバイス、ディスクリート
ゲートもしくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、ま
たは、それらのいかなる組み合わせによって実装または行われてもよい。汎用プロセッサ
は、マイクロプロセッサである場合があるが、別法として、プロセッサは、いかなる従来
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って
もよい。プロセッサはまた、たとえば、ＤＳＰおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、
複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを伴う１つまたは複数のマイクロプロセッサ、ま
たは、他のいかなるこのような構成など、計算デバイスの組み合わせとして実装されても
よい。
【０１００】
　この開示に関連して記載された方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェアに
おいて直接、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、または、
これら２つの組み合わせにおいて実施されてもよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ
メモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レ
ジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または、当技術分野で
知られている他のいかなる形式の記憶媒体内に存在してもよい。例示的記憶媒体は、プロ
セッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、
プロセッサに結合される。別法として、記憶媒体は、プロセッサに一体化される場合があ
る。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に存在する場合がある。ＡＳＩＣは、ユー
ザ端末内に存在する場合がある。別法として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末
内にディスクリートコンポーネントとして存在する場合がある。
【０１０１】



(26) JP 5166555 B2 2013.3.21

10

20

30

40

50

　１つまたは複数の例示的設計では、記載された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、または、それらのいかなる組み合わせにおいて実装されてもよい。ソフ
トウェアにおいて実装される場合、これらの機能は、コンピュータ可読媒体上の１つまた
は複数の命令またはコードとして格納または伝送されてもよい。コンピュータ可読媒体に
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いかなる媒体
もが含まれる、コンピュータ記憶媒体および通信媒体が共に含まれる。記憶媒体は、汎用
または専用コンピュータによってアクセスすることができる、いかなる使用可能な媒体で
あってもよい。例として、限定ではなく、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、
ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスク
ストレージもしくは他の磁気記憶装置、または、命令もしくはデータ構造の形式で所望の
プログラムコード手段を搬送または格納するために使用することができ、かつ、汎用もし
くは専用コンピュータ、または、汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスすること
ができる、他のいかなる媒体をも備えることができる。また、いかなる接続も、適切にコ
ンピュータ可読媒体と呼ばれる。たとえば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイス
トペア、ディジタル加入者線（ＤＳＬ）、または、赤外線、無線およびマイクロ波など、
無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから、ソフトウ
ェアが伝送される場合、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など、無線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細
書で使用されるとき、ディスク（disk）およびディスク（disc）には、コンパクトディス
ク（ＣＤ）、レーザディスク、光ディスク、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、および、ブルーレイディスクが含まれ、ただし、ディスク
（ｄｉｓｋ）は通常、磁気的にデータを再生するが、ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザに
より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
内に含まれるべきである。
【０１０２】
　本開示のこれまでの記載は、当業者が本開示を実施または使用できるようにするために
提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で
定義された一般的原理は、本開示の精神または範囲から逸脱することなく、他の変形形態
に適用されてもよい。よって、本開示は、本明細書に記載された実施例および設計に限定
されるように意図されないが、本明細書で開示されたこれらの原理および新規の特徴と一
致する最も広い範囲が与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［付記］
　［１］無線通信のための方法であって、
　端末について複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少なく
とも２つは、異なる送信電力レベルを有する、および
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択すること、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の
中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、を含む方法
。
　［２］前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の送信電力レベ
ルより低い送信電力レベルを有する、［１］の方法。
　［３］前記最高のＳＩＮＲと前記低いＳＩＮＲとの間の差は、少なくとも５デシベル（
ｄＢ）である、［１］の方法。
　［４］前記候補基地局を選択することは、最低のパスロスを有する候補基地局を、前記
サービング基地局として選択することを含む、［１］の方法。
　［５］前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての送信エネルギーメトリックを、前記候補基地局についてのパス
ロスに基づいて決定すること、および
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　最低の送信エネルギーメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択すること、
　を含む［１］の方法。
　［６］前記送信エネルギーメトリックを決定することは、各候補基地局についての前記
送信エネルギーメトリックを、さらに前記候補基地局についての干渉レベルに基づいて決
定することを含む［５］の方法。
　［７］前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを、前記候補基地局についての受信
信号品質に基づいて決定すること、および
　最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択すること、
　を含む［１］の方法。
　［８］前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての前記受信信号品質を、前記候補基地局についての搬送波対干渉
比（Ｃ／Ｉ）、または前記候補基地局についての搬送波対熱（ＣｏＴ）および干渉対熱（
ＩｏＴ）に基づいて決定することをさらに含む［７］の方法。
　［９］前記各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを決定することは、
　複数のリソースセットについての各候補基地局の容量を、前記複数のリソースセットに
ついての受信信号品質に基づいて決定すること、および
　各候補基地局についての前記有効ジオメトリメトリックを、前記複数のリソースセット
についての前記候補基地局の前記容量に基づいて決定すること、
　を含む［７］の方法。
　［１０］前記複数のリソースセットは、複数のＨＡＲＱ(hybrid automatic retransmis
sion)インスタンス、または、複数の周波数サブバンド、または、複数の時間間隔に対応
する［９］の方法。
　［１１］前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての予測データレートメトリックを、前記候補基地局についての有
効ジオメトリに基づいて決定すること、および
　最大の予測データレートメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択すること、
　含む請［１］の方法。
　［１２］前記各候補基地局についての予測データレートメトリックを決定することは、
　各候補基地局についての少なくとも１つのリソースセットについての少なくとも１つの
予測データレートを決定すること、および
　各候補基地局についての前記予測データレートを、前記候補基地局についての前記少な
くとも１つのリソースセットについての前記少なくとも１つの予測データレートに基づい
て決定すること、
　を含む［１１］の方法。
　［１３］前記少なくとも１つの予測データレートを決定することは、各リソースセット
についての予測データレートを、前記リソースセットについての受信信号品質および容量
関数に基づいて決定することを含む［１２］の方法。
　［１４］前記少なくとも１つのリソースセットは、少なくとも１つのＨＡＲＱ(hybrid 
automatic retransmission)インスタンス、または少なくとも１つの周波数サブバンド、
または少なくとも１つの時間間隔に対応する［１２］の方法。
　［１５］前記複数の候補基地局は中継局を含み、
　前記候補基地局を選択することは、
　　各候補基地局についてのメトリックを決定すること、前記中継局についての前記メト
リックは、前記端末と前記中継局との間の第１のリンクについての第１のパラメータ値と
、前記中継局と基地局との間の第２のリンクについての第２のパラメータ値とに基づいて
決定される、および、
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　　各候補基地局についての前記メトリックに基づいて、１つの候補基地局を選択するこ
と、
　を含む［１］の方法。
　［１６］前記候補基地局を選択することは、
　各候補基地局についての有用性メトリックを、前記候補基地局によってサービスされる
端末のスループットに基づいて決定すること、および
　各候補基地局についての前記有用性メトリックに基づいて、１つの候補基地局を選択す
ること、
　を含む［１］の方法。
　［１７］前記候補基地局を選択することは、各候補基地局についての制御チャネル信頼
性に基づいて、１つの候補基地局を選択することを含む［１］の方法。
　［１８］前記候補基地局を選択することは、
　前記端末によって行われた測定および少なくとも１つの候補基地局から受信された情報
に基づいて、各候補基地局についての少なくとも１つのメトリックを、前記端末によって
決定すること、および
　前記サービング基地局を、各候補基地局についての前記少なくとも１つのメトリックに
基づいて、前記端末によって選択すること、
　を含む［１］の方法。
　［１９］前記選択された候補基地局は、前記端末についてのダウンリンクのための前記
サービング基地局であり、
　前記方法は、
　前記端末についてのアップリンクのためのサービング基地局として、前記複数の候補基
地局の中から別の候補基地局を選択すること
　をさらに含む［１］の方法。
　［２０］前記複数の候補基地局は、オープンアクセス通信システムに属し、前記端末に
よってアクセス可能である、［１］の方法。
　［２１］前記サービング基地局は、前記端末によって選択される、［１］の方法。
　［２２］前記サービング基地局は、指定された基地局によって選択される、［１］の方
法。
　［２３］前記端末から、前記複数の候補基地局を含むレポートを受信すること、
　をさらに含む［２２］の方法。
　［２４］前記端末に、前記サービング基地局を示すハンドオーバメッセージを送信する
こと、をさらに含む［２２］の方法。
　［２５］無線通信のための方法であって、
　端末について複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補であり、および
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択すること、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の
中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有し、前記端末は、
ＳＩＮＲを向上させるために、干渉抑圧を使用して、前記選択された候補基地局と通信す
る、を含む方法。
　［２６］干渉抑圧は、前記選択された候補基地局を用いたシステムアクセスのために、
前記端末のために使用される、［２５］の方法。
　［２７］前記複数の候補基地局について、前記複数の候補基地局によって送信された複
数の低再利用パイロットに基づいて検出すること、
　をさらに含む［２５］の方法。
　［２８］前記端末から、前記複数の候補基地局を含むレポートを受信すること、をさら
に含む［２５］の方法。
　［２９］前記干渉抑圧は、前記端末によって少なくとも１つの干渉基地局へ送信された
、または、前記サービング基地局によって少なくとも１つの干渉端末へ送信された、干渉
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抑圧要求メッセージに基づいて達成される、［２５］の方法。
　［３０］前記干渉抑圧は、少なくとも２つの基地局の間で交換される干渉抑圧要求メッ
セージに基づいて達成される、［２５］の方法。
　［３１］前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最低のパスロスを
有する、［２５］の方法。
　［３２］前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の送信電力レ
ベルより低い送信電力レベルを有する、［２５］の方法。
　［３３］無線通信のための方法であって、
　端末についての複数の候補基地局に対し、前記複数の候補基地局によって送信された複
数の低再利用パイロットに基づいて検出すること、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補であること、および
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択すること、を含む方法。
　［３４］前記候補基地局のうちの少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
［３３］の方法。
　［３５］前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の信号対雑音
および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、［３３］の方法。
　［３６］前記端末から、前記複数の候補基地局を含むレポートを受信すること、をさら
に含み、前記サービング基地局は、前記レポートに基づいて、指定された基地局によって
選択される、［３３］の方法。
　［３７］無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別することと、各候補基地局は、前記端末について
のサービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少な
くとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択することと、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局
の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、を行う少
なくとも１つのプロセッサを備える装置。
　［３８］前記少なくとも１つのプロセッサは、最低のパスロスを有する候補基地局を、
前記サービング基地局として選択する［３７］の装置。
　［３９］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　各候補基地局についての送信エネルギーメトリックを、前記候補基地局についてのパ
スロスに基づいて決定し、および、
　　最低の送信エネルギーメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択する、［３７］の装置。
　［４０］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを、前記候補基地局についての受
信信号品質に基づいて決定し、および、
　　最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択する、［３７］の装置。
　［４１］前記少なくとも１つのプロセッサは、各候補基地局についての予測データレー
トメトリックを、前記候補基地局についての有効ジオメトリに基づいて決定し、および、
　最大の予測データレートメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択する、［３７］の装置。
　［４２］無線通信のための装置であって、
　端末について複数の候補基地局を識別する手段、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補であり、前記複数の候補基地局のうち少なく
とも２つは、異なる送信電力レベルを有する手段、および
　前記端末についての前記サービング基地局として、前記複数の候補基地局の中から、１
つの候補基地局を選択する手段、前記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の
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中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、を備える装
置。
　［４３］前記候補基地局を選択する手段は、
　最低のパスロスを有する候補基地局を、前記サービング基地局として選択する手段を含
む［４２］の装置。
　［４４］前記候補基地局を選択する手段は、
　各候補基地局についての送信エネルギーメトリックを、前記候補基地局についてのパス
ロスに基づいて決定する手段、および
　最低の送信エネルギーメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択する手段、を含む［４２］の装置。
　［４５］前記候補基地局を選択する手段は、
　各候補基地局についての有効ジオメトリメトリックを、前記候補基地局についての受信
信号品質に基づいて決定する手段、および
　最大の有効ジオメトリメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局として
選択する手段、を含む［４２］の装置。
　［４６］前記候補基地局を選択する手段は、
　各候補基地局についての予測データレートメトリックを、前記候補基地局についての有
効ジオメトリに基づいて決定する手段、および
　最大の予測データレートメトリックを有する候補基地局を、前記サービング基地局とし
て選択する手段、を含む［４２］の装置。
　［４７］コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、
　前記コンピュータ可読媒体は、
　少なくとも１つのコンピュータに、端末についての複数の候補基地局を識別させるコー
ド、各候補基地局は、前記端末についてのサービング基地局としての選択のための候補で
あり、前記複数の候補基地局のうち少なくとも２つは、異なる送信電力レベルを有する、
および
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記端末についての前記サービング基地局とし
て、前記複数の候補基地局の中から、１つの候補基地局を選択させるコード、前記選択さ
れた候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比（ＳＩＮ
Ｒ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を含むコンピュータプログラム製品。
　［４８］無線通信のための方法であって、
　端末について複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端末についての
サービング基地局としての選択のための候補である、
　各候補基地局についての第１のメトリックを決定すること、前記第１のメトリックは、
前記候補基地局が前記サービング基地局として選択可能であるかどうかを決定するための
制約として使用される、
　各候補基地局についての第２のメトリックを決定すること、前記第２のメトリックは、
前記サービング基地局としての選択のために最も適切な候補基地局を識別するための変数
として使用される、および
　各候補基地局についての前記第１および第２のメトリックに基づいて、前記複数の候補
基地局のうち１つを、前記端末についての前記サービング基地局として選択すること、前
記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比
（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を含む方法。
　［４９］各候補基地局についての前記第２のメトリックを決定することは、
　各候補基地局についての前記第２のメトリックを、前記候補基地局についてのパスロス
、有効送信電力、有効ジオメトリ、および予測データレートのうちの少なくとも１つに基
づいて決定すること、
　を含む［４８］の方法。
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　［５０］前記複数の候補基地局のうち１つを選択することは、候補基地局が選択可能で
あるかどうかを、前記候補基地局についての前記第１のメトリックおよび予め定められた
しきい値に基づいて決定すること、
　を含む［４８］の方法。
　［５１］無線通信のための装置であって、
　端末についての複数の候補基地局を識別すること、各候補基地局は、前記端末について
のサービング基地局としての選択のための候補である、
　各候補基地局についての第１のメトリックを決定すること、前記第１のメトリックは、
前記候補基地局が前記サービング基地局として選択可能であるかどうかを決定するための
制約として使用される、
　各候補基地局についての第２のメトリックを決定すること、前記第２のメトリックは、
前記サービング基地局としての選択のために最も適切な候補基地局を識別するための変数
として使用される、および、
　各候補基地局についての前記第１および第２のメトリックに基づいて、前記複数の候補
基地局のうち１つを、前記端末についての前記サービング基地局として選択すること、前
記選択された候補基地局は、前記複数の候補基地局の中の最高の信号対雑音および干渉比
（ＳＩＮＲ）より低いＳＩＮＲを有する、
　を行う少なくとも１つのプロセッサを備える装置。
　［５２］前記少なくとも１つのプロセッサは、各候補基地局についての前記第２のメト
リックを、前記候補基地局についてのパスロス、有効送信電力、有効ジオメトリ、および
予測データレートのうちの少なくとも１つに基づいて決定する、［５１］の装置。
　［５３］前記少なくとも１つのプロセッサは、候補基地局が選択可能であるかどうかを
、前記候補基地局についての前記第１のメトリックおよび予め定められたしきい値に基づ
いて、決定する、［５１］の装置。

【図１】 【図２】
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