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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メモリと、
　前記メモリに接続された処理回路とを備え、
　前記処理回路は、
　到来角（ＡｏＡ）及び伝搬遅延に関連する２次元の複数のビンのスケーリングを決定し
、
　前記２次元の複数のビンにおけるユーザ機器（ＵＥ）からの信号に対してビン測定を実
行し、
　前記複数のビンの収集された情報に基づいて、前記複数のビンのいずれか又は全てのビ
ンパフォーマンスデータの送信を制限するための制限動作を行い、
　前記スケーリングは、
　ｅＮＢからの特定の方向に関連付けられた前記複数のビンが同じ角度カバレッジ値を有
する均一スケーリング、又は
　前記ｅＮＢからの前記特定の方向に関連付けられた前記複数のビンの角度カバレッジ値
が伝搬遅延の増加とともに減少する不均一スケーリングと
　から選択可能である、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）の装置。
【請求項２】
　前記処理回路はさらに、
　前記複数のビンの少なくとも１つ内のＵＥの数を判定し、
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　ＵＥの前記数が特定のビンに対する閾値を超えたとの判定に応じて、前記特定のビンに
おける前記ＵＥに関係したさらなる制限動作を行う、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理回路はさらに、
　モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）からのビン情報要素（ＩＥ）及びドライブテス
ト最小化（ＭＤＴ）有効化パラメータを含むＭＤＴ制御メッセージを処理し、
　前記ビンＩＥに基づいて、前記ｅＮＢによってカバーされた地理的エリアを前記複数の
ビンに分離する、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ビンＩＥは、
　前記ｅＮＢのカバレッジエリアを前記複数のビンに分けて構成するＡｏＡスケールパラ
メータと、
　前記ｅＮＢの前記カバレッジエリアを前記複数のビンに分けて構成し、それぞれのビン
と前記ｅＮＢとの間の距離を特徴付ける伝搬遅延スケールパラメータと
　の少なくとも１つを備え、
　前記ＡｏＡスケールパラメータの値は、前記カバレッジエリアを前記複数のビンに分け
るための角度スケール又は角度分解度、又は、前記カバレッジエリアが分けられる角度の
数の少なくとも１つを備え、
　前記伝搬遅延スケールパラメータの値は、前記カバレッジエリアを前記複数のビンに分
けるための分解度、距離スケール、又は、伝搬遅延の少なくとも１つを備える、請求項３
に記載の装置。
【請求項５】
　前記ビンＩＥは、到来角ウインドウ平均パラメータ及び伝搬遅延ウインドウ平均パラメ
ータを備え、
　前記到来角ウインドウ平均パラメータ及び前記伝搬遅延ウインドウ平均パラメータは、
角度又は半径方向においてウインドウサイズを特定する数、遅延分解、遅延スケール、角
度分解、及び、角度スケールを備え、
　前記処理回路はさらに、前記到来角ウインドウ平均パラメータ及び前記伝搬遅延ウイン
ドウ平均パラメータによって示されたズームアウト移動平均に用いられる隣接ビンの数、
前記ズームアウト移動平均を用いて、１又は複数の隣接ビンにわたる前記複数のビンの個
別ビン平均を平均することによって、前記１又は複数の隣接ビンで取得された測定値を平
均する、請求項３または４に記載の装置。
【請求項６】
　ビンのセットの前記ズームアウト移動平均は、特定のビンに隣接する全てのビン、前記
ｅＮＢからの半径方向のみにおいて前記特定のビンに隣接するビン、及び、前記ｅＮＢか
らの角度方向のみにおいて前記特定のビンに隣接するビンの中から選択される、請求項５
に記載の装置。
【請求項７】
　前記ビンＩＥは、
　前記ｅＮＢがＵＥ分布に関係した計算を測定又は実行するかどうかを示すＵＥ分布計算
パラメータと、
　前記ｅＮＢが、各ビンにおけるＵＥの受信信号電力指標又は受信信号品質指標の平均化
計算を実行するかどうかを示す２値の信号電力指標ビン計算パラメータ信号及び２値の信
号品質指標ビン計算パラメータと、
　特定のビンにおけるデータをその他のネットワークコンポーネントに対してレポートす
るかどうかを決定するために、ＵＥの数又は割合の単位における閾値を示すＵＥ分布閾値
と、
　前記特定のビンにおけるデータをその他のネットワークコンポーネントに対してレポー
トするかどうかを決定するための閾値を示す信号電力指標ビン閾値及び信号品質指標ビン
閾値と、
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　データをネットワークコンポーネントに対してレポートする期間を示す定期的レポート
パラメータと、
　特定のビンにおいてズームイン又はズームアウトをするかどうかを示すズーム機能コン
テナと、
　前記ｅＮＢが、データを別のネットワークコンポーネントに対してレポートするときの
前記複数のビンの詳細位置情報を含むかどうかを示す２値の詳細位置レポートパラメータ
と
の少なくとも１つを備える、請求項３から６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記制限動作は、
　前記複数のビンのいずれか又は全てのビンパフォーマンスデータの送信を除去すること
または当該送信の頻度を低くすることを備え、
　前記制限動作は、
　前記ビンにおけるＵＥの数がＵＥ分布閾値未満であること、又は
　ビンのセットにおけるＵＥの受信信号電力指標又は受信信号品質指標の少なくとも１つ
のビン平均又はズームアウト平均の少なくとも１つが、関連する信号電力指標ビン閾値又
は信号品質指標ビン閾値未満であることのうちの少なくとも１つの決定に応じて、行われ
る、
　請求項３から７のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記処理回路はさらに、
　前記複数のビンの少なくともいくつかの信号特性を収集し、
　前記信号特性に基づいて、前記複数のビンの前記少なくともいくつかにおけるデータを
レポートするかどうかを決定し、
　前記信号特性は、受信信号電力または受信信号品質の少なくとも１つを備える、請求項
１に記載の装置。
【請求項１０】
　前記処理回路はさらに、
　前記ビンにおける複数のＵＥの前記受信信号品質と信号品質指標ビン閾値との比較結果
及び前記受信信号電力と信号電力指標ビン閾値の比較結果の少なくとも一方に応じて、そ
れぞれのビンにおける前記データをレポートするかどうかを決定し、
　前記信号品質指標ビン閾値又は前記信号電力指標ビン閾値の少なくとも１つは、ドライ
ブテスト最小化（ＭＤＴ）メッセージにおける地理的ビン情報要素（ＩＥ）において受信
される、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記処理回路はさらに、どれぐらいの頻度で前記データをレポートするかを定義する定
期的レポートパラメータに応じて、前記データをレポートするかどうかを決定し、
　前記定期的レポートパラメータは、地理的ビン情報要素（ＩＥ）において受信される、
請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記処理回路はさらに、地理的ビン情報要素（ＩＥ）を受信し、
　前記地理的ビンＩＥは、前記レポートをするときに、前記複数のビンに対する位置座標
を含むべきか否かを示す、請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記処理回路はさらに、前記複数のビンに対する前記位置座標として、それぞれのビン
の中心を用いる、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記処理回路はさらに、それぞれのビンに対して、前記ビンに対する前記位置座標とし
て、前記ビンにおける前記ＵＥに対する位置座標の平均を用いる、請求項１２に記載の装
置。
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【請求項１５】
　前記処理回路はさらに、地理的ビン情報要素（ＩＥ）を受信し、
　前記地理的ビンＩＥは、前記複数のビンをズームイン又はズームアウトすることを通知
する情報を含み、
　ズームイン又はズームアウトすることを通知する前記情報に応じて、前記複数のビンを
再設定する、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記処理回路はさらに、地理的ビン情報要素（ＩＥ）を受信し、
　前記地理的ビンＩＥは、前記複数のビンをズームアウトすることを通知する情報を含み
、
　ズームアウトすることを通知する前記情報に応じて、隣接するビンにおいて行われた測
定を平均化する、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）がユーザ機器（ＵＥ）データを取得する方法であって、
　地理的エリアにおけるＵＥについての情報を収集することと、ここで、前記情報は、受
信信号品質及び受信信号電力の少なくとも一方の測定値及びＵＥの数を含み、
　前記ＵＥのアップリンク送信の伝搬遅延及び到来角（ＡｏＡ）の組み合わせに関連する
２次元の複数のビンを用いて、前記ＵＥからの前記ＵＥデータを処理することと、
　前記複数のビン内のＵＥ分布及び前記受信信号品質及び前記受信信号電力の少なくとも
一方の前記測定値に基づいて、制限動作を行うかどうかを決定することと、
　前記複数のビンのそれぞれのサイズを変更することを示すズーム機能コンテナを備える
地理的ビン情報要素を受信したことに応じて、前記ビンを再設定することと、
　を備える、
　方法。
【請求項１８】
　前記複数のビンを再設定することは、それぞれのビンのサイズを制御する少なくとも１
つの値を調整することによって、前記複数のビンに対してズームイン又はズームアウトす
ることを備え、
　前記少なくとも１つの値は、到来角スケールパラメータ値又は伝搬遅延スケールパラメ
ータ値の少なくとも１つを備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　少なくとも１つの特定のビンに隣接する少なくとも１つのビンにおいて行われた測定を
平均化することを、
　さらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記平均化することは、
　前記特定のビンに隣接するそれぞれのビンにおいて行われた測定を平均化することと、
　前記特定のビンに対する角度方向において隣接するそれぞれのビンにおける測定を平均
化することなしに、前記特定のビンに対する半径方向において隣接するそれぞれのビンに
おいて行われた測定を平均化すること、
　前記特定のビンに対する前記半径方向において隣接するそれぞれのビンにおける測定を
平均化することなしに、前記特定のビンに対する前記角度方向において隣接するそれぞれ
のビンにおいて行われた測定を平均化すること、
　から選択される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　請求項１７から２０のいずれか一項に記載の方法を前記ｅＮＢに実行させるためのコン
ピュータプログラム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載のコンピュータプログラムを格納するコンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　［優先権の主張］本願は、２０１４年１月６日に出願された米国仮特許出願番号６１／
９２４，１９４の優先権を主張する、２０１４年６月２７日に出願された米国特許出願番
号１４／３１８，０７６の優先権を主張し、これらのそれぞれは、全体を参照として組み
込まれる。
【０００２】
　実施形態は、無線通信に関する。実施形態のいくつかは、無線ネットワークにおける地
理的ビンデータ収集に関する。実施形態のいくつかは、３ＧＰＰネットワークにおけるド
ライブテスト最小化（ＭＤＴ）メッセージに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線ネットワークは、最も典型的なシナリオ及び使用状況の間に基地局及びモバイルデ
バイスの間で通信サービスをサポートする目的を持って、設計及び配備され得る。これら
のシナリオは、異なる時間期間の間にアクティブとなることが予想されるモバイルデバイ
スの負荷又は量等の、ネットワーク設計に対して重要であるパラメータにおける大きな変
動によって特徴付けられる。ネットワークの初期設計は、そのようなパラメータの統計的
モデルを利用し、このアプローチは、ネットワークの配置に対する良好な開始点を提供し
得る。しかし、配備されたネットワークのパフォーマンスは、良く設計されたものでさえ
、 フィールドにおいて収集された実際のデータに基づいてさらに最適化又は向上し得る
。ある例として、ある日時に特定の地理的領域において実際に動作するモバイルデバイス
の数、又は、これらのモバイルデバイスで受信される典型的信号強度は、ネットワーク設
計において最初に意図されたもの又はモデル化されたものとは異なり得る。
【０００４】
　そのようなデータの収集は、ネットワーク設計者、又は、ネットワークで動作する自己
組織化又は自己最適化プロセスをアシストし得る。しかし、典型的な地理的カバレッジエ
リアに対して収集されたデータ量は、混雑したエリアでは特に、非常に大きいものになり
得る。そのような場合には、さらなるプロセスのためのネットワークにおける基地局から
その他のコンポーネントへのバックホールを介したデータの送信は、困難となり得る。さ
らに、データの相当量は特別有用でない場合さえあり、その送信はネットワークにおいて
混雑を引き起こす、又は、有用であるデータのプロセスの妨げとなり得る。したがって、
プロセスためのその他のコンポーネントに対して地理的ビンデータを、収集、フィルタリ
ング、及び送信するシステム及び方法に対して、一般的なニーズが存在する。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】いくつかの実施形態に従った３ＧＰＰネットワークの機能図を示す。
【０００６】
【図２】いくつかの実施形態に従ったユーザ機器（ＵＥ）の機能図を示す。
【０００７】
【図３】いくつかの実施形態に従った進化型ノードＢ（ｅＮＢ）の機能図を示す。
【０００８】
【図４】いくつかの実施形態に従った無線ネットワークにおける地理的ビンデータを収集
及びレポートする方法の動作を示す。
【０００９】
【図５】いくつかの実施形態に従った地理的ビン情報要素（ＩＥ）又はメッセージの例を
示す。
【００１０】
【図６】いくつかの実施形態に従った、複数の地理的ビンで構成されたｅＮＢに対するカ
バレッジエリアの例を示す。
【００１１】
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【図７】いくつかの実施形態に従った、地理的ビンパフォーマンスデータをレポートする
ために使用され得るトレースレコードメッセージの例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の説明及び図面では、特定の実施形態を当業者が実施できるように、特定のものを
十分に示している。その他の実施形態は、構造的、論理的、電気的、プロセス的、及びそ
の他の変更を組み込んでもよい。いくつかの実施形態の部分及び特徴が、その他の実施形
態のそれらに含まれても良く、又は、代用されてもよい。請求項に記載された実施形態は
、それらの請求項の全ての利用可能な均等物を包含する。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、ここで説明されたモバイルデバイス又はその他のデバイ
スは、無線通信能力を有したパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ラップトップ
、又はポータブルコンピュータ、ウェブタブレット、無線電話、スマートフォン、無線ヘ
ッドセット、ページャ、インスタントメッセージングデバイス、デジタルカメラ、アクセ
スポイント、テレビ、医療デバイス（例えば、心拍モニタ、血圧モニタ等）、又は、無線
で情報を受信及び／又は送信するその他のデバイスを含む、ポータブル無線通信デバイス
の部分であってもよい。いくつかの実施形態において、モバイルデバイス又はその他のデ
バイスは、３ＧＰＰ規格に準じて動作するように構成されたユーザ機器（ＵＥ）又は進化
型ノードＢ（ｅＮＢ）であってもよい。いくつかの実施形態において、モバイルデバイス
又はその他のデバイスは、ＩＥＥＥ８０２．１１又はその他のＩＥＥＥ規格を含む、その
他のプロトコル又は規格に従って動作するように構成されてもよい。いくつかの実施形態
において、モバイルデバイス又はその他のデバイスは、キーボード、ディスプレイ、不揮
発性メモリポート、複数のアンテナ、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロ
セッサ、スピーカ、及び、その他のモバイルデバイス要素のうちの１又は複数を含んでも
よい。ディスプレイは、タッチスクリーンを含むＬＣＤスクリーンであってもよい。
【００１４】
　図１は、いくつかの実施形態に従ったネットワークの様々なコンポーネントを有するＬ
ＴＥネットワークのエンドツーエンドネットワークアーキテクチャの部分を示す。ネット
ワーク１００は、ＳＩインターフェース１１５を介して共に結合される（例えば、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ又は進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワークと示されるような）無
線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１００、及び、（例えば、進化型パケットコア（ＥＰ
Ｃ）等と示されるような）コアネットワーク１２０を備える。便宜上及び簡潔化のために
、コアネットワーク１２０並びにＲＡＮ１００の部分のみを示している。
【００１５】
　コアネットワーク１２０は、モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）１２２、サービン
グゲートウェイ（サービングＧＷ）１２４、及びパケットデータネットワークゲートウェ
イ（ＰＤＮ－ＧＷ）１２６を含む。ＲＡＮ１００は、ＵＥ１０２と通信するための（複数
の基地局として動作し得る）複数の拡張型ノードＢ（ｅＮＢ）１０４を含む。複数のｅＮ
Ｂ１０４は、複数のマクロｅＮＢ及び複数の低電力（ＬＰ）ｅＮＢを含んでもよい。
【００１６】
　ＭＭＥは、複数のレガシーサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）の制御プレ
ーンと同様の機能である。ＭＭＥは、ゲートウェイ選択及びトラッキングエリアリスト管
理等のアクセスにおけるモビリティ態様を管理する。サービングＧＷ１２４は、ＲＡＮ１
００に対するインターフェースを終端し、ＲＡＮ１００とコアネットワーク１２０との間
で複数のデータパケットをルーティングする。さらに、それは、ｅＮＢ間のハンドオーバ
に対するローカルモビリティアンカーポイントであってもよく、また、３ＧＰＰモビリテ
ィ間に対するアンカーを提供してもよい。その他の能力は、合法的インターセプト、チャ
ージ、及び、特定のポリシー施行を含んでもよい。サービングＧＷ１２４及びＭＭＥ１２
２は、１つの物理ノード又は別個の複数の物理ノードに実装されてもよい。ＰＤＮ－ＧＷ
１２６は、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に対するＳＧｉインターフェースを終
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端する。ＰＤＮ－ＧＷ１２６は、ＥＰＣ１２０と外部ＰＤＮとの間でデータパケットをル
ーティングし、ポリシー施行及びチャージデータ収集のためのキーノードであってもよい
。複数の非ＬＴＥアクセスを有するモビリティに対してアンカーポイントが提供されても
よい。外部ＰＤＮは、あらゆる種類のＩＰネットワーク、並びにＩＰマルチメディアサブ
システム（ＩＭＳ）ドメインであり得る。ＰＤＮ－ＧＷ１２６及びサービングＧＷ１２４
は、１つの物理ノード又は分離した複数の物理ノードに実装されてもよい。
【００１７】
　ｅＮＢ１０４（マクロ及びマイクロ）は、エアインターフェースプロトコルを終端し、
ＵＥ１０２に対するコンタクトの最初のポイントであってもよい。いくつかの実施形態で
は、ｅＮＢ１０４は、無線ベアラ管理、アップリンク及びダウンリンクダイナミック無線
リソース管理、データパケットスケジューリング、及びモビリティ管理等のＲＮＣ（無線
ネットワークコントローラ機能）を含むが、これには限定されない、ＲＡＮ１００に対す
る様々な論理機能を実行してもよい。実施形態によれば、ＵＥ１０２は、ＯＦＤＭＡ通信
技術に準じたマルチキャリア通信チャネルを介して、ｅＮＢ１０４とＯＦＤＭ通信信号を
通信するように構成されてもよい。ＯＦＤＭ信号は、複数の直交サブキャリアを備えても
よい。
【００１８】
　ＳＩインターフェース１１５は、ＲＡＮ１００及びＥＰＣ１２０を分離するインターフ
ェースである。これは２つの部分に分割される。ｅＮＢ１０４及びサービングＧＷ１２４
の間でトラフィックデータを伝えるＳＬ－Ｕ、及び、ｅＮＢ１０４及びＭＭＥ１２２の間
のシグナリングインターフェースであるＳＬ－ＭＭＥである。Ｘ２インターフェースは、
複数のｅＮＢ１０４間のインターフェースである。Ｘ２インターフェースは、Ｘ２－Ｃ及
びＸ２－Ｕとの２つの部分を備える。Ｘ２－Ｃは、複数のｅＮＢ１０４間の制御プレーン
インターフェースであり、他方で、Ｘ２－Ｕは、複数のｅＮＢ１０４間のユーザプレーン
インターフェースである。
【００１９】
　セルラーネットワークを用いて、ＬＰセルが、典型的には、屋外の信号が良く届かない
屋内エリアにカバレッジを拡張するため、又は、電車の駅等の非常に混雑した電話使用の
あるエリアにおいてネットワーク容量を追加するために用いられる。ここで用いられるよ
うに、低電力（ＬＰ）ｅＮＢとの用語は、フェムトセル、ピコセル又はマイクロセル等の
より狭い（マクロセルよりも狭い）セルを実現するための任意の適切な比較的低電力のｅ
ＮＢを指す。フェムトセルｅＮＢは典型的には、住宅向け又は企業顧客に対してモバイル
ネットワークオペレータによって提供される。フェムトセルは典型的には、住宅向けゲー
トウェイのサイズであり、又はそれよりも小さく、且つ、概してユーザのブロードバンド
ラインに接続される。接続されると、フェムトセルは、モバイルオペレータのモバイルネ
ットワークに接続され、住宅向けフェムトセルに対して典型的には３０～５０メートルの
範囲にて追加のカバレッジエリアを提供する。したがって、ＬＰ－ｅＮＢが、ＰＤＮ－Ｇ
Ｗ１２６を介して結合されるので、フェムトセルｅＮＢであってもよい。同様に、ピコセ
ルは、屋内（オフィス、ショッピングモール、電車の駅等）、又は、最近では飛行機等の
小さいエリアを典型的にはカバーする無線通信システムである。ピコセルｅＮＢは概して
、Ｘ２リンクを介して、マクロｅＮＢ等の他のｅＮＢと、基地局コントローラ（ＢＳＣ）
機能を用いて接続され得る。したがって、ＬＰ－ｅＮＢは、Ｘ２インターフェースを介し
てマクロｅＮＢに結合されるので、ピコセルｅＮＢを用いて実現されてもよい。ピコセル
ｅＮＢ又は他のＬＰ－ｅＮＢは、マクロｅＮＢの機能のいくつか又は全てを組み込んでも
よい。ある場合には、これは、アクセスポイント基地局又は企業フェムトセルと呼ばれて
もよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、ダウンリンクリソースグリッドが、ｅＮＢ１０４からＵ
Ｅ１０２へのダウンリンク送信のために用いられてもよい。グリッドは、リソースグリッ
ドと呼ばれ、それぞれのスロットのダウンリンクにおける物理リソースである、時間－周
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波数グリッドであってもよい。時間－周波数面表現は、ＯＦＤＭシステムに関して一般的
に行われていることであり、無線リソース割り当てについて直観的に理解できるようにす
る。リソースグリッドの各列及び各行は、１つのＯＦＤＭシンボル及び１つのＯＦＤＭサ
ブキャリアにそれぞれ対応する。時間ドメインにおけるリソースグリッドの持続時間は、
無線フレームの１つのスロットに対応する。リソースグリッドにおける最小の時間－周波
数単位は、リソース要素として示される。各リソースグリッドは、特定の物理的チャネル
のリソース要素に対するマッピングを示す、多数のリソースブロックを備える。各リソー
スブロックは、周波数ドメインにおける複数のリソース要素の収集を備え、現在割り当て
ることができるリソースの最小量を表す。そのようなリソースブロックを用いて送信され
るいくつかの異なる物理ダウンリンクチャネルが存在する。当開示の特定の関連性におい
て、これらの物理ダウンリンクチャネルのうちの２つは、物理ダウンリンク共有チャネル
及び物理的ダウンリンク制御チャネルである。
【００２１】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、ユーザデータ及び上位層シグナリン
グをＵＥ１０２（図１）に対して伝える。物理的ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）は、特に、ＰＤＳＣＨチャネルに関係したリソース割り当て、及びトランスポート形式
についての情報を伝える。また、アップリンク共有チャネルに関係したＨ－ＡＲＱ情報、
リソース割り当て、及びトランスポート形式についてＵＥ１０２に知らせる。典型的には
、ダウンリンクスケジューリング（セル内のＵＥ１０２に対する割り当て制御及び共有チ
ャネルリソースブロック）が、ＵＥ１０２からｅＮＢ１０４にフィードバックされたチャ
ネル品質情報に基づいて、ｅＮＢ１０４において実行され、そして、ダウンリンクリソー
ス割り当て情報は、ＵＥ１０２に対して用いられる（に対して割り当てられる）制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）上でＵＥ１０２に対して送信される。
【００２２】
　ＰＤＣＣＨは、制御情報を送信するために、ＣＣＥ（制御チャネル要素）を用いる。リ
ソース要素へマッピングされる前に、ＰＤＣＣＨ複素数値シンボルは、最初に４つ組に体
系化され、これはその後に、レートマッチングに対するサブブロックインターリーバを用
いて並べ替えられる。各ＰＤＣＣＨは、これらの制御チャネル要素（ＣＣＥ）のうちの１
又は複数を用いて送信され、ここで、各ＣＣＥは、リソース要素グループ（ＲＥＧ）とし
て知られる４つの物理的リソース要素の９つの組に対応する。４つのＱＰＳＫシンボルは
、各ＲＥＧにマッピングされる。ＰＤＣＣＨは、ＤＣＩのサイズ及びチャネル条件に応じ
て、１又は複数のＣＣＥを用いて送信されてもよい。異なる数のＣＣＥ（例えば、アグリ
ゲーションレベル Ｌ＝１、２、４又は８）を用いてＬＴＥにおいて定義される４つ又は
それ以上の異なるＰＤＣＣＨ形式が存在してもよい。
【００２３】
　図２は、いくつかの実施形態に従ったＵＥ２００のブロック図を示し、図３は、いくつ
かの実施形態に従ったｅＮＢ３００のブロック図を示す。いくつかの実施形態においては
、ｅＮＢ３００は、固定非モバイルデバイスであってよいことに留意されたい。ＵＥ２０
０は、図１に示されたようにＵＥ１０２であってもよく、ｅＮＢ３００は、図１に示され
たようにｅＮＢ１０４であってもよい。ＵＥ２００は、１又は複数のアンテナ２０１を用
いて、ｅＮＢ３００、その他のｅＮＢ、その他のＵＥ、又はその他のデバイスに対して／
から信号を送信／受信するための物理層回路２０２を含んでもよく、ｅＮＢ３００は、１
又は複数のアンテナ３０１を用いて、ＵＥ２００、その他のｅＮＢ、その他のＵＥ、又は
その他のデバイスに対して／から信号を送信／受信するための物理層回路３０２を含んで
もよい。ＵＥ２００はまた、無線媒体に対するアクセスを制御するための媒体アクセス制
御層（ＭＡＣ）回路２０４を含んでもよく、ｅＮＢ３００はまた、無線媒体に対するアク
セスを制御するための媒体アクセス制御層（ＭＡＣ）回路３０４を含んでもよい。ＵＥ２
００はまた、ここに記載した動作を実行するために構成された処理回路２０６及びメモリ
２０８を含んでもよく、ｅＮＢ３００はまた、ここに記載した動作を実行するために構成
された処理回路３０６及びメモリ３０８を含んでもよい。
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【００２４】
　アンテナ２０１、３０１は、１又は複数の指向性又は全方向性アンテナを備えてよく、
例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッチアンテナ、ループアンテナ、
マイクロストリップアンテナ、又は、ＲＦ信号の送信に適したその他のタイプのアンテナ
を含んでもよい。いくつかの複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）の実施形態では、アンテナ２
０１、 ３０１は、空間ダイバーシティ及び異なるチャネル特性の利点を結果的に得るた
めに効果的に分離してもよい。
【００２５】
　ＵＥ２００及びｅＮＢ３００はそれぞれ、いくつかの別個の機能要素を有するものとし
て図示されているが、機能要素のうちの１又は複数は、組み合わされてもよく、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、及び／又はその他のハードウェア要素を含むプロセス要素等
、ソフトウェアで構成された要素の組み合わせによって実装されてもよい。例えば、いく
つかの要素は、１又は複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ （ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、無線周波数集積回路（
ＲＦＩＣ）、及び、ここに記した複数の機能を少なくとも実行するための、様々なハード
ウェア及びロジック回路の組み合わせを備えてもよい。いくつかの実施形態において、機
能要素は、１又は複数のプロセス要素上で動作する１又は複数のプロセスを指してもよい
。
【００２６】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェア及びソフトウェアの１つ又は組み合わせと
して実装されてもよい。実施形態はまた、ここに記した動作を実行するために、少なくと
も１つのプロセッサによって読み出され且つ実行され得る、コンピュータ読み取り可能記
憶デバイス上に格納された命令として実装されてもよい。コンピュータ読み取り可能記憶
デバイスは、機械（例えばコンピュータ）によって読み取り可能な形式で情報を格納する
持続性メカニズムを含んでもよい。例えば、コンピュータ読み取り可能記憶デバイスは、
リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記憶
媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイス、及びその他の記憶デバイス及び媒体を含
んでもよい。いくつかの実施形態は、１又は複数のプロセッサを含んでもよく、コンピュ
ータ読み取り可能記憶デバイス上に格納された命令を用いて構成されてもよい。
【００２７】
　実施形態によれば、ｅＮＢ１０４は、１又は複数のＵＥ１０２に対する地理的ビン情報
を追跡するように構成されてもよい。ｅＮＢ１０４は、ＵＥ１０２のそれぞれに対して、
ＵＥ１０２からの１又は複数のパケットの受信に基づいて、ＵＥ１０２に対する到来角及
びＵＥ１０２に対する伝搬遅延を測定するように構成されるハードウェア処理回路を備え
てもよい。ハードウェア処理回路は、ＵＥ１０２のそれぞれに対して、複数の候補地理的
ビンのセットから、ＵＥ１０２に対する地理的ビンを選択するようにさらに構成されても
よい。いくつかの実施形態において、この選択は、到来角及び伝搬遅延の測定に少なくと
も部分的に基づいてされてもよい。ハードウェア処理回路は、候補地理的ビンのそれぞれ
に対して、候補地理的ビンが選択されたＵＥ１０２の数がＵＥ分布閾値以上のときに、候
補地理的ビンに対するパフォーマンスデータをトレース収集エンティティ（ＴＣＥ）に送
信するようにさらに構成されてもよい。これらの実施形態は、以下においてより詳細に説
明される。
【００２８】
　図４に、地理的ビンデータを収集及びレポートするための方法４００を示す。方法４０
０の実施形態は、図４に示されたものと比較して、追加の、または、より少ない動作又は
プロセスを含んでもよいことに、留意することが重要である。さらに、方法４００の実施
形態は、図４に示された時間的順序に必ずしも限定されるものではない。方法４００を示
すことにおいて、図１－３及び５－７が参照できるであろうが、方法４００は、その他の
適したシステム、インターフェース及びコンポーネントを用いて実施され得ることを理解
されたい。さらに、ここに記した方法４００及びその他の方法は、３ＧＰＰ又はその他の
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規格に準じて動作するＵＥ１０２について言及してもよく、これらの方法の実施形態は、
単にそれらのＵＥ１０２に限定されるものではなく、その他のモバイルデバイス上でまた
実行されてもよい。更に、ここに記した方法４００及びその他の方法は、その他の適した
タイプの無線通信システムにおいて動作するように構成された無線デバイスによって実行
されてもよく、ＩＥＥＥ８０２．１１等の様々なＩＥＥＥ規格に従って動作するように構
成されたシステムを含んでもよい。
【００２９】
　方法４００の動作４０５において、ｅＮＢ１０４において、地理的ビン制御メッセージ
を、ＭＭＥから受信してもよく、他方で、動作４１０において、ＭＤＴ有効化パラメータ
及び地理的ビン情報要素（ＩＥ）を含むドライブテスト最小化（ＭＤＴ）制御メッセージ
をｅＮＢ１０４においてＭＭＥから受信してもよい。地理的ビン制御メッセージ及び地理
的ビンＩＥは、スタンドアロンメッセージであってもよく、その他の制御メッセージ又は
他のメッセージの部分として含まれても良く、いくつかの実施形態においては、地理的ビ
ン制御メッセージ及び地理的ビンＩＥは同一のエンティティであってさえもよいことに留
意されたい。さらに、地理的ビン制御メッセージ又は地理的ビンＩＥは、地理的ビンデー
タ収集及びレポートをサポートするために設計または意図された他の制御メッセージの部
分として含まれてもよいが、また、既存の確立した制御メッセージの部分としてトランス
ポートされてもよい。ある例として、地理的ビンＩＥは、３ＧＰＰの当技術分野において
知られているドライブテスト最小化（ＭＤＴ）メッセージの部分として含まれてもよく、
及び、システムのＭＤＴ機能に関係してもよく、又はしなくてもよい。そのような場合に
おいて、ＭＤＴメッセージは、地理的ビンＩＥをトランスポート又は「ピギーバック（ｐ
ｉｇｇｙ－ｂａｃｋ）」してもよい。
【００３０】
　図５に、地理的ビンＩＥ５００の例を示す。地理的ビンＩＥ５００又は地理的ビン制御
メッセージは、図５に示されたパラメータのいくつか又は全てを含んでもよく、図５には
示されていない複数の追加パラメータを含んでもよいことに留意されたい。地理的ビンＩ
Ｅ５００におけるパラメータのいくつかは、地理的ビンデータ収集及びレポートに関係し
てもよく、他方で、地理的ビンＩＥ５００はまた、システム、又は、システムにおいて動
作するように構成されたｅＮＢ１０４又はＵＥ１０２のその他の態様に関係し得る、その
他のパラメータ又は情報５０５を含んでもよい。
【００３１】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、ＲａｎｇｅＦｏｒＡｏＡ又はその同類として示され得る
到来角スケールパラメータ５１０を含んでもよい。到来角スケールパラメータ５１０は、
ｅＮＢ１０４のカバレッジエリアを複数の地理的ビンに分けて構成するように使用されて
もよく、ここで、各地理的ビンは、ビン内に位置するＵＥ１０２からｅＮＢ１０４に送信
された無線信号の到来角によって特徴付けられる。到来角スケールパラメータ５１０の値
は、エニュメレートされてもよく、例えば、カバレッジエリアを複数の地理的ビンに分割
する角度スケール又は角度分解、或いは、カバレッジエリアが分割されるべき角度の数を
含んでもよい。到来角スケールパラメータ５１０の値は、これらの値には限定されないが
、ｅＮＢ１０４がカバレッジエリアを複数の地理的ビンに分割することを可能にする任意
の適切なパラメータとして用いられてもよい。
【００３２】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、ＲａｎｇｅＦｏｒＴａｄｖ又はその同類として示され得
る伝搬遅延スケールパラメータ５２０を含んでもよい。伝搬遅延スケールパラメータ５２
０はまた、ｅＮＢ１０４のカバレッジエリアを複数の地理的ビンに分けて構成するために
用いられてもよく、ここで、各地理的ビンは、ビン内に位置するＵＥ１０２からｅＮＢ１
０４に送信される無線信号の伝搬遅延によって特徴づけられてもよい。当技術分野では知
られているように、伝搬遅延及び距離の間には関係が存在することに留意されたい。従っ
て、地理的ビンに関連付けられた伝搬遅延はまた、地理的ビン及びｅＮＢ１０４の間の（
正確な又はおよその）距離を特徴付ける役目を果たしてもよい。いくつかのシステムでは
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、伝搬遅延の測定は、一方向であれ双方向であれ、基地局又はｅＮＢ１０４において収集
されてもよく、及び、制御メッセージ又はその他のメッセージにおいてＵＥ１０２に対し
て通信されてもよいことは、当技術分野においては知られている。従って、ＵＥ１０２は
、ＵＥ１０２から送信された信号が、伝搬遅延を現さずにｅＮＢ１０４に到来するように
、その送信タイミングを調整又は進めてもよい。
【００３３】
　伝搬遅延スケールパラメータ５２０は、先に記したように、カバレッジエリアを複数の
２次元地理的ビンに分割するために、到来角スケールパラメータ５１０と併用して用いら
れてもよいことに留意されたい。しかし、いくつかの実施形態において、伝搬遅延スケー
ルパラメータ５２０又は到来角スケールパラメータ５１０は、カバレッジエリアを複数の
地理的ビンに分割するために、その他のパラメータと別個に又は組み合わせて用いられて
もよい。伝搬遅延スケールパラメータ５２０の値は、エニュメレートされてもよく、例え
ば、伝搬遅延、距離スケール、又は、カバレッジエリアを複数の地理的ビンに分割する分
解度を含んでもよい。伝搬遅延スケールパラメータ５２０の値はこれらの値には限定され
ないが、ｅＮＢ１０４がカバレッジエリアを複数の地理的ビンに分割することを可能にす
る任意の適切なパラメータとして用いられてもよい。
【００３４】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、ＡｏＡＧｒａｎｕｌａｒｉｔｙ又はその同類として示さ
れ得る到来角ウインドウ平均パラメータ５１５を含んでもよい。さらに、地理的ビンＩＥ
５００はまた、ＴａｄｖＧｒａｎｕｌａｒｉｔｙ又はその同類として示され得る伝搬遅延
ウインドウ平均パラメータ５２５を含んでもよい。複数の地理的ビンにおいて取得された
測定に対して「ズームアウト」機能を可能にすべく、１又は複数の隣接地理的ビンにおい
て取得された測定が特定の方式で平均化されてもよい。例えば、複数の地理的ビンのそれ
ぞれに対する個別ビン平均は、第１の動作として、ビン内に位置する複数のＵＥ１０２に
対する受信信号電力指標を平均することによって形成されてもよい。複数の地理的ビンの
それぞれのズームアウト移動平均は、１又は複数の隣接地理的ビン及び複数の地理的ビン
の個別ビン平均を平均することによって実行されてもよい。よって、移動平均化データは
、特に複数のビンのいくつかが、測定に対して十分なサンプルサイズ（ビンに存在するＵ
Ｅ１０２）を有していないときには、個別ビン平均よりも滑らかであってもよい。
【００３５】
　まさに説明した移動平均プロセスに従って、到来角ウインドウ平均パラメータ５１５及
び伝搬遅延ウインドウ平均パラメータ５２５は、移動平均ウインドウのサイズ又はズーム
アウト移動平均において用いられるべき隣接地理的ビンの数を特定又は決定するために用
いられてもよい。到来角ウインドウ平均パラメータ５１５及び伝搬遅延ウインドウ平均パ
ラメータ５２５は、エニュメレートされてもよく、角度スケール、角度分解、遅延スケー
ル、遅延分解、角度又は半径方向におけるウインドウサイズを特定する数、又は、ｅＮＢ
１０４に測定のズームアウト移動平均を実行させることを可能にする任意の適切な量を含
んでもよい。
【００３６】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、「ＵＥ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ（ＵＥ分布）」又は
その同類として示され得るＵＥ分布計算パラメータ５３０を含んでもよい。ＵＥ分布計算
パラメータ５３０は、複数の地理的ビンにおけるＵＥ分布に関係した計算を測定又は実行
するか否かについて、ｅＮＢ１０４を特定又は指示する。ある例として、カバレッジエリ
アで動作する各ＵＥ１０２に対して、ｅＮＢ１０４は、地理的ビンに対してＵＥ１０２を
割り当ててもよく、且つ、各地理的ビンに関係したＵＥ分布をさらに計算してもよい。地
理的ビンに対するＵＥ分布は、ビン内に位置するＵＥ１０２の数のカウント値であっても
よい。従って、ＵＥ分布計算パラメータ５３０は、はい／いいえ、真／偽又はその同類等
の値をとるブールであってもよく、ｅＮＢ１０４がＵＥ分布測定又は計算を実行すべきか
否かを示してもよい。
【００３７】
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　ＵＥ１０２は、ｅＮＢ１０４からの信号受信に基づいて、ＵＥ１０２における受信信号
品質及び／又は受信信号電力の１又は複数の測定をしてもよいことに留意されたい。いく
つかの実施形態において、受信信号電力は、受信信号レベル（例えば、ワットで表される
）、受信信号強度指標（ＲＳＳＩ）、又はＵＥ１０２における受信信号電力を特徴付ける
任意の適切な量であってもよい。いくつかの実施形態において、受信信号品質は、受信信
号－ノイズ比（ＳＮＲ）、キャリア－干渉（Ｃ／ｌ）比、又は、ＵＥ１０２における受信
信号品質を特徴付ける任意の適切な量であってもよい。従って、受信信号電力又は品質の
測定は、ＵＥ１０２における任意の適切な場所で行われてもよい。例えば、ＵＥ１０２の
フロントエンド、又は、ＵＥ１０２内の復調器の出力において、測定がされてもよい。さ
らに、受信信号電力又は品質は、スカラ又は対数（デジベル）表現を示してもよい。
【００３８】
　ＵＥ１０２は、測定値をｅＮＢ１０４に対する通信のための適切な指標へと処理又は変
換してもよい。指標は、単一測定値、複数測定値、平均測定値、又は、ＵＥ１０２におけ
る受信信号電力又は品質の任意の適切な指標を含んでもよい。ある例として、平均受信信
号電力指標は、ＲＳＳＩ等の受信信号電力の複数の個別測定のデジベル値の平均であって
もよい。よって、ＵＥ１０２からｅＮＢ１０４に送信されたパケットは、１又は複数の受
信信号電力指標又は受信信号品質指標を含んでもよい。さらに、閾値の使用、以下に記し
た受信信号電力指標又は受信信号品質指標の比較又は平均において、これらの技術を利用
してもよく、閾値及び測定結果は、スカラ、対数又はデジベル等の同様の単位を示しても
よい。
【００３９】
　地理的ビンＩＥ５００また、ＲＳＲＰ又はその同類として示され得る信号電力指標ビン
計算パラメータ５３５を含んでもよい。さらに、地理的ビンＩＥ５００はまた、ＲＳＲＱ
又はその同類として示され得る信号品質指標ビン計算パラメータ５４０を含んでもよい。
これらのパラメータの両方は、はい／いいえ、真／偽又はその同類等の値をとるブールで
あってもよく、ｅＮＢ１０４が、各地理的ビンにおいてＵＥの１０２の受信信号電力指標
又は受信信号品質指標の平均計算を実行すべきか否かを示してもよい。
【００４０】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、Ｒｅｐ Ｔｒｉｇ ＵＥ ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ又は
その同類として示され得るＵＥ分布閾値５４５を含んでもよい。ＵＥ分布閾値５４５は、
ＵＥ１０２の数、ＵＥ１０２の割合、又はその他の適した量に関して、閾値を特定しても
よい。ｅＮＢ１０４は、（先に記したＴＣＥ等の）ネットワークにおけるその他のコンポ
ーネントに対してデータを送信又はレポートするか否かについての決定プロセスの部分と
してＵＥ分布閾値５４５を利用してもよい。ある例として、特定の地理的ビンにおいて動
作すると決定されたＵＥ１０２の数が、ＵＥ分布閾値５４５によって特定された閾値より
も少ない場合に、そのビンは、まばらに位置しているとみなされてもよい。そのビンにお
けるＵＥ１０２の平均受信信号指標又は品質指標等のそのビンに対するデータは、無関係
又は無用であるとみなされてもよい。そのような場合に、そのビンに対するデータは、Ｔ
ＣＥ又はその他のネットワークコンポーネントに対して送信又はレポートされるべきでな
いと決定されてもよい。
【００４１】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、Ｒｅｐ Ｔｒｉｇ ＲＳＲＰ又はその同類として示され得
る信号電力指標ビン閾値５５０を含んでもよい。地理的ビンＩＥ５００はまた、Ｒｅｐ 
Ｔｒｉｇ ＲＳＲＱ又はその同類として示され得る信号品質指標ビン閾値５５５を含んで
もよい。これらの２つの閾値５５０、５５５は、ＵＥ分布閾値５４５と同類又は類似の方
法で使用されてもよい。特定の地理的ビンに対して、そのビンに位置すると決定されたＵ
Ｅ１０２の受信信号電力又は品質指標は、平均化されてもよく、適切な閾値５５０又は５
５５と比較されてもよい。ある例として、ビンにおけるＵＥ１０２の受信信号電力指標の
平均が閾値５５０より小さい場合に、そのビンに対するデータは、無関係又は無用である
とみなされてもよく、従って、ＴＣＥ又はその他のネットワークコンポーネントに送信又
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はレポートされなくてもよい。同様な動作が、閾値５５５を用いてＵＥ１０２の受信信号
品質指標に対して実行されてもよい。特定の地理的ビンに対するデータの関連性又は有用
性についての決定は、ＵＥ分布閾値５４５、信号電力指標ビン閾値５５０、信号品質指標
ビン閾値５５５、又は、その他の閾値の何れか又は全てを用いた比較に基づいてもよいこ
とに留意されたい。
【００４２】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、ＰｅｒｉｏｄｉｃＲｅｐｏｒｔｉｎｇ又はその同類とし
て示され得る定期的レポートパラメータ５６０を含んでもよい。定期的レポートパラメー
タ５６０は、ネットワークにおけるＴＣＥ又はその他のコンポーネントに対してＵＥ１０
２がデータを周期的な方法でレポートすることを通知又は要求してもよい。定期的レポー
トパラメータ５６０また、１秒等の、どれぐらいの頻度でデータをレポートするかを定義
し得る期間を含んでもよい。
【００４３】
　地理的ビンＩＥ５００また、ＺｏｏｍＦｕｎｃｔｉｏｎ又はその同類として示され得る
ズーム機能コンテナ５６５を含んでもよい。ズーム機能コンテナ５６５は、地理的ビンを
ズームイン又はズームアウトすることをｅＮＢ１０４に通知する情報を含んでもよい。従
って、地理的ビンは、応答において再設定されてもよい。ある例として、再設定は、到来
角スケールパラメータ５１０又は伝搬遅延スケールパラメータ５２０に対して現在使用さ
れている値に従って実行されてもよい。例えば、２とのファクタによってズームインする
ことは、到来角スケールパラメータ５１０及び伝搬遅延スケールパラメータ５２０の両方
を２で割ることによって実行されてもよい。
【００４４】
　地理的ビンＩＥ５００はまた、Ｄｅｔａｉｌｅｄ Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ ｐｅｒ Ｇｅｏ Ｂｉｎ又はその同類として示され得る詳細位置レポートパラメー
タ５７０を含んでもよい。詳細位置レポートパラメータ５７０は、はい／いいえ、真／偽
又はその同類等の値をとるブールであってもよく、ＴＣＥ又はその他のネットワークコン
ポーネントにデータを送信又はレポートするときに、ｅＮＢ１０４が、グローバルナビゲ
ーション衛星システム（ＧＮＳＳ）座標等の詳細位置情報を含むべきか否かを示してもよ
い。ある例として、データがレポートされる特定の地理的ビンに対して、ビンの中心であ
ると決定されたＧＮＳＳ座標がデータに含まれてもよい。他の例として、そのビンに位置
すると決定されたＵＥ１０２のＧＮＳＳ座標は、パケットの制御部分等において、各ＵＥ
１０２からｅＮＢ１０４にレポートされてもよい。ｅＮＢ１０４は、そのビンにおけるＵ
Ｅ１０２に対してＧＮＳＳ座標を平均してもよく、そのデータの部分としてその情報を含
んでもよい。
【００４５】
　方法４００に戻ると、動作４１５において、複数の候補地理的ビンのセットが決定され
てもよい。当決定は、これらに限定されないが、到来角スケールパラメータ５１０又は伝
搬遅延スケールパラメータ５２０等の地理的ビンＩＥ５００において受信した先に記した
パラメータに基づいてされてもよい。同類のコンセプトを説明するその他のパラメータが
、その他のメッセージにおいてｅＮＢ１０４にたいして通信されてもよく、予め定義され
てもよく、又は、規格の部分であってもよい。いずれの場合であっても、複数の候補地理
的ビンのセットを決定する非限定的例を、カバレッジエリア６１０で動作する又はに位置
するＵＥ１０２をサポートするｅＮＢ１０４であってもよいｅＮＢ６０５に対して図６に
示す。説明を簡単にするために、カバレッジエリア６１０のセクタへの分割は示していな
いが、当技術では良く知られているものであることに留意されたい。この例において、到
来角スケールパラメータ５１０の値であってもよい、およそ３０度の角度カバレッジをそ
れぞれが有する、いくつかの地理的ビン６１５－６５５を示す。カバレッジエリア６１０
を半径方向（ｅＮＢ６０５に向かう又は遠ざかる軸上）にビン６１５－６５５に分割する
ことはまた、複数のビン６１５－６５５の１つの最初と終わりが半径方向において特定の
距離をカバーするように実行されてもよい。距離又は当距離に関係した伝搬遅延差は、伝
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搬遅延スケールパラメータ５２０に対する値であってもよい。図６の例では、均一にスケ
ーリングされた地理的ビン６１５－６５５に見受けられるものを示しているが、カバレッ
ジエリア６１０の分割は、そのようなものに限定されるわけではなく、不均一なスケーリ
ングが用いられてもよいことに留意されたい。ある例として、図６において、ｅＮＢ６０
５から遠いところに位置する複数のビン６２５、６４０、６５５は、ｅＮＢ６０５に近い
ところに位置するビン６１５、６３０、６４５よりも大きく、これは形状的に自明な結果
である。不均一スケーリングアプローチは、ｅＮＢ６０５から遠い領域における角度カバ
レッジに対してより小さい値を用いてもよい。
【００４６】
　方法４００の動作４２０において、ｅＮＢ１０４は、システムにおけるＵＥ１０２のそ
れぞれから１又は複数のパケットを受信してもよく、動作４２５において、当受信に基づ
いて、ＵＥ１０２に対する到来角及びＵＥ１０２に対する伝搬遅延を決定してもよい。実
際の又は決定された到来角は、ＵＥ１０２から送信された信号がｅＮＢ１０４に到来した
角度であってもよく、従って、ｅＮＢ１０４又は適切な参照ポイントに対してＵＥ１０２
が物理的に位置する角度を示してもよく、または関係してもよい。到来角の決定は、ビー
ムフォーミング又はその他の指向性アンテナ技術等の任意の適切な技術を用いて実行され
てもよい。伝搬遅延は、遅延をシーケンスの到来時間と参照時間との間の差として決定す
るために、パケットに含まれた既知のシーケンスの相関を含む、受信に関係した当技術分
野で知られた任意の適切な技術を用いて決定されてもよい。先に記したように、ＵＥ１０
２とｅＮＢ１０４との間での信号の送信に関連した伝搬遅延、又は、これらの遅延の測定
又は推定は、ＵＥ１０２とｅＮＢ１０４との間の距離を示してもよく、又は、関係しても
よい。よって、決定又は推定された到来角及び伝搬遅延は、ｅＮＢ１０４に対するＵＥ１
０２の位置を推定するために用いられてもよく、ＵＥ１０２に対する地理的ビンを決定す
ることに用いられてもよい。ＵＥ１０２の到来角、伝搬遅延及び位置はまた、ＧＰＳ又は
ＧＮＳＳ等の位置サービスを用いて決定されてもよい。
【００４７】
　方法４００の動作４３０において、複数の候補地理的ビンのセットから地理的ビンが、
各ＵＥ１０２に対して決定されてもよい。当決定は、到来角、伝搬遅延、又は、その他の
パラメータ又は測定のいずれか又は全てに基づいてされてもよい。ある例として、ｅＮＢ
１０４は、複数の候補地理的ビンのセットのそれぞれに対して、ビンの中心に関連した角
度、及び予想される伝搬遅延を、ビンの中心とｅＮＢ１０４との間の距離に基づいて決定
してもよい。当情報は、ＵＥ１０２に対する地理的ビンを決定するために、決定された特
定のＵＥ１０２の到来角及び伝搬遅延と比較されてもよい。すなわち、ＵＥ１０２は、そ
のビンに対して割り当てられてもよく、又は、そのビン内に位置するとみなされてもよい
。
【００４８】
　方法４００の動作４３５において、各候補地理的ビンに対して、候補地理的ビンが選択
されたＵＥ１０２に対する受信信号品質指標のビン平均が決定されてもよい。ビン平均は
、平均値であってよく、又は、重み付け平均値であってもよい。動作４４０において、各
候補地理的ビンに対して、ビン平均のズームアウト平均が決定されてもよい。図６の例を
参照すると、地理的ビン６３５のズームアウト平均は、地理的ビン６３５のビン平均の平
均であってもよく、示された隣接ビン６１５－６５５又は示されていない他のビンのいず
れか又は全てであってもよい。ある例として、９個の地理的ビン６１５－６５５に対する
ビン平均は、ビン６３５に対するズームアウト平均を生成するために平均化されてもよい
。他の例として、ズームアウト平均は、ビン６３５に対するズームアウト平均がビン６３
０、６３５及び６４０に対するビン平均の平均となるように、半径方向のみにおいて実行
されてもよい。他の例として、ズームアウト平均は、ビン６３５に対するズームアウト平
均がビン６２０、６３５及び６５０に対するビン平均の平均となるように、角度方向のみ
において実行されてもよい。先に記したとおり、ズームアウト平均が実行されるべき隣接
ビンの数は、到来角ウインドウ平均パラメータ５１５、伝搬遅延ウインドウ平均パラメー
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タ５２５、又は、その他の同類又は予め定義されたパラメータ等のパラメータによって、
特定されてもよい。さらに、動作４３５及び４４０は、ＵＥ１０２の受信信号品質指標に
関係し、他方で、同類の動作が、ＵＥ１０２に関係したその他の量、例えば、それらのＵ
Ｅ１０２の受信信号電力指標、に対して実行されてもよい。
【００４９】
　動作４４５において、地理的ビンパフォーマンスデータ、複数の候補地理的ビンのいず
れか又は全てが、ＴＣＥに対して送信されてもよい。動作４５０において、地理的ビンパ
フォーマンスデータの送信は、候補地理的ビンのいずれか又は全てに対して制限されても
よい。よって、送信が制限されたビンに対して、ビンに対する地理的ビンパフォーマンス
データは、低い頻度で送信されてもよく、或いは、送信されなくてもよい。先に記したと
おり、特定の候補地理的ビンに対して地理的ビンパフォーマンスデータを送信するか否か
の決定は、ＵＥ分布閾値５４５、信号電力指標ビン閾値５５０、信号品質指標ビン閾値５
５５、又は、その他の閾値の何れか又は全てを用いて決定されたビンの統計値の比較に基
づいてもよい。ある例として、ビンに位置すると決定されたＵＥ１０２の数が、ＵＥ分布
閾値５４５より少ない場合に、地理的ビンパフォーマンスデータをＴＣＥに対して送信す
ることを制限してもよく、或いは、実行されなくてもよい。他の例として、それらのＵＥ
１０２の受信信号電力指標又は受信信号品質指標のビン平均又はズームアウト平均が、適
切な閾値５５０又は５５５よりも小さい場合に、地理的ビンパフォーマンスデータをＴＣ
Ｅに対して送信することを制限してもよく、或いは、実行されなくてもよい。
【００５０】
　ｅＮＢ１０４からＴＣＥへの地理的ビンパフォーマンスデータの送信は、直接的に実行
されてもよく、或いは、間接的でもよいことに留意されたい。いくつかの実施形態におい
て、ｅＮＢ１０４は、ＴＣＥと直接通信するように構成されてもよい。いくつかの実施形
態において、ｅＮＢ１０４は、当技術分野では知られたエレメントマネージャ（ＥＭ）等
のその他のコンポーネントを含み得る間接的パスを介してＴＣＥと通信するように構成さ
れてもよい。いくつかの実施形態において、地理的ビンパフォーマンスデータは、ＴＣＥ
からその他のネットワークコンポーネントに送信すらされてもよく、或いは、履歴モデリ
ング等の将来プロセスに対して任意の適切な場所にロギング又は格納されてもよい。
【００５１】
　図７に、トレースレコード（ＴＲ）メッセージ７００のある例を示す。ＴＲメッセージ
７００又はその他のメッセージは、ｅＮＢ１０４からＴＣＥ又はその他のネットワークコ
ンポーネントに対して地理的ビンパフォーマンスデータをレポートするために用いられて
もよい。ＴＲメッセージ７００は、図７に示されたパラメータのいくつか又は全てを含ん
でもよく、図７には示されていない複数の追加パラメータを含んでもよいことに留意され
たい。さらに、地理的ビンパフォーマンスデータは、地理的ビンデータ収集及びレポート
をサポートするために設計又は起案された他の制御メッセージの部分として含まれてもよ
いが、既存の確立した制御メッセージの部分としてトランスポートされてもよい。ある例
として、地理的ビンパフォーマンスデータは、ＴＲメッセージ７００の部分として含まれ
てもよく、システムのその他のトレースレコード又はトレース収集機能に関係してもよく
或いはしなくてもよい。そのような場合、ＴＲメッセージ７００は、地理的ビンパフォー
マンスデータをトランスポート又は「ピギーバック」してもよい。
【００５２】
　ＴＲメッセージ７００は、地理的ビンパフォーマンスデータレポートに関係してもよく
或いはしなくてもよいその他のパラメータ又は情報７０５を含んでもよい。ＴＲメッセー
ジは、１又は複数の地理的ビンパフォーマンスデータコンテナ７１０、７４０を含んでも
よく、ここで、コンテナ７１０、７４０のそれぞれは、地理的ビンパフォーマンスデータ
がｅＮＢ１０４からＴＣＥに通信されるべきであるかが決定される地理的ビンに関係する
。２つのコンテナ７１０、７４０のみを示しているが、メッセージ７００は、任意の適切
な数のコンテナ７１０、７４０を含んでもよく、その数は、レポートを発生すべきと決定
された地理的ビンの数に応じてもよいことに留意されたい。その数はまた、定期的レポー
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トパラメータ５６０等のパラメータによって特定され得るレポートの頻度に応じてもよい
。
【００５３】
　コンテナ７１０は、地理的ビンパフォーマンスデータがレポートされる第１の地理的ビ
ンに関係し、そのビンに対する地理的ビンシリアル番号７１５を含んでもよい。コンテナ
７１０はまた、図７でフィールド７２０、７２５及び７３０によってそれぞれ示されたと
おり、ＵＥ１０２の平均数、地理的ビンにおけるＵＥ１０２の平均受信信号電力指標、及
び地理的ビンにおけるＵＥ１０２の平均受信信号品質指標のいずれか又は全てを含んでも
よい。先に記したとおり、これらの平均は、個別ビン平均であってもよく、或いは、ズー
ムアウト移動平均であってもよい。コンテナ７１０はまた、フィールド７３５によって示
されたとおり、地理的ビンに対する詳細位置情報を含んでもよく、これは、パフォーマン
スデータがレポートされる地理的ビンについてのＧＰＳ、ＧＮＳＳ、又は、その他の適し
た位置情報であってもよい。コンテナ７４０は、パフォーマンスデータがレポートされる
第２の地理的ビンに対してフィールド７４５－７６５に同類の情報を含んでもよい。
【００５４】
　１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）に対して地理的ビン情報を追跡するように構成された
進化型ノードＢ（ｅＮＢ）をここで開示する。ｅＮＢは、複数のＵＥのそれぞれに対して
、ＵＥからの１又は複数のパケットの受信に基づいて、ＵＥに対する到来角及びＵＥに対
する伝搬遅延を測定するように構成されたハードウェア処理回路を備えてもよい。ハード
ウェア処理回路は、複数の候補地理的ビンのセットから、ＵＥに対する地理的ビンを選択
するようにさらに構成されてもよく、ここで、選択は、到来角及び伝搬遅延の測定に少な
くとも部分的に基づいてされる。ハードウェア処理回路は、複数の候補地理的ビンのそれ
ぞれに対して、候補地理的ビンが選択されたＵＥの数がＵＥ分布閾値以上のときに、候補
地理的ビンに対する地理的ビンパフォーマンスデータをトレース収集エンティティ（ＴＣ
Ｅ）に送信するようにさらに構成されてもよい。
【００５５】
　ハードウェア処理回路は、複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補地理的ビン
が選択されたＵＥの数がＵＥ分布閾値より少ないときに、候補地理的ビンに対する地理的
ビンパフォーマンスデータをＴＣＥに送信することを制限するようにさらに構成されても
よい。いくつかの実施形態において、各ＵＥから受信したパケットは、ＵＥにおいて、ｅ
ＮＢから送信された無線信号の、受信と関連付けられたＵＥに対する受信信号電力指標を
含んでもよい。いくつかの実施形態において、候補地理的ビンに対する地理的ビンパフォ
ーマンスデータは、候補地理的ビンが選択されたＵＥに対する受信信号電力指標の平均を
含んでもよい。ハードウェア処理回路は、モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）から、
信号電力指標ビン閾値を含む地理的ビン制御メッセージを受信するようにさらに構成され
てもよい。ハードウェア処理回路は、複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補地
理的ビンが選択されたＵＥに対する受信信号電力指標の平均が、信号電力指標ビン閾値よ
り小さいときに、候補地理的ビンに対する地理的ビンパフォーマンスデータをＴＣＥに送
信することを制限するようにさらに構成されてもよい。
【００５６】
　いくつかの実施形態において、各ＵＥから受信したパケットは、ＵＥにおいて、ｅＮＢ
から送信された無線信号の、受信と関連付けられたＵＥに対する受信信号品質指標を含ん
でもよい。いくつかの実施形態において、候補地理的ビンに対する地理的ビンパフォーマ
ンスデータは、候補地理的ビンが選択されたＵＥに対する受信信号品質指標の平均を含ん
でもよい。ハードウェア処理回路は、ＭＭＥから、信号品質指標ビン閾値を含む地理的ビ
ン制御メッセージを受信するようにさらに構成されてもよい。ハードウェア処理回路は、
複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補地理的ビンが選択されたＵＥに対する受
信信号品質指標の平均が、信号品質指標ビン閾値より小さいときに、候補地理的ビンに対
する地理的ビンパフォーマンスデータをＴＣＥに送信することを制限するようにさらに構
成されてもよい。ハードウェア処理回路は、ＭＭＥから、到来角ウインドウ平均パラメー



(17) JP 6272954 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

タ及び伝搬遅延ウインドウ平均パラメータを含む地理的ビン制御メッセージを受信するよ
うにさらに構成されてもよい。ハードウェア処理回路は、複数の候補地理的ビンのそれぞ
れに対して、候補地理的ビンが選択されたＵＥに対する受信信号品質指標のビン平均を決
定するようにさらに構成されてもよい。ハードウェア処理回路は、複数の候補地理的ビン
のそれぞれに対して、地理的ビンパフォーマンスデータに含まれた候補地理的ビンに対す
るズームアウト平均を決定するようにさらに構成されてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、ズームアウト平均は、到来角ウインドウ平均パラメータ及び伝搬遅延ウインドウ平
均パラメータに従って、候補地理的ビンのビン平均及び隣接候補地理的ビンのビン平均の
ウインドウ平均として決定されてもよい。
【００５７】
　ハードウェア処理回路は、ＭＭＥから、ＵＥ分布閾値を含む地理的ビン制御メッセージ
を受信するようにさらに構成されてもよい。いくつかの実施形態において、地理的ビン制
御メッセージは、ドライブテスト最小化（ＭＤＴ）制御メッセージの部分として含まれる
地理的ビン情報要素（ＩＥ）であってもよい。いくつかの実施形態において、地理的ビン
ＩＥは、ＭＤＴ制御メッセージによってトランスポートされてもよい。
【００５８】
　ハードウェア処理回路は、ＭＭＥから、到来角スケールパラメータ及び伝搬遅延スケー
ルパラメータを含む地理的ビン制御メッセージを受信し、到来角スケールパラメータ及び
伝搬遅延スケールパラメータに少なくとも部分的に基づいて、複数の候補地理的ビンのセ
ットを決定するようにさらに構成されてもよい。いくつかの実施形態において、到来角ス
ケールパラメータは、ｅＮＢからの特定の半径方向距離における、任意の２つの隣接候補
地理的ビンの間の角度差に関係してもよく、伝搬遅延スケールパラメータは、ｅＮＢの軸
に対する特定の角度における、任意の２つの隣接候補地理的ビンの間の距離差に関係して
もよい。ハードウェア処理回路は、ＭＭＥから、定期的レポートパラメータを含む地理的
ビン制御メッセージを受信するようにさらに構成されてもよく、ここで、パフォーマンス
データの送信は、定期的レポートパラメータに従って行われる。
【００５９】
　無線ネットワークにおけるカバレッジエリアに関係したデータを収集及びレポートする
ように構成された進化型ノードＢ（ｅＮＢ）をここで開示する。ｅＮＢは、モビリティ制
御エンティティ（ＭＭＥ）から、ＭＤＴ有効化パラメータ及び地理的ビン情報要素（ＩＥ
）を含むドライブテスト最小化（ＭＤＴ）制御メッセージを受信するように構成されたハ
ードウェア処理回路を備える。ハードウェア処理回路は、カバレッジエリアを複数の候補
地理的ビンのセットに分けて構成するようにさらに構成されてもよい。ハードウェア処理
回路は、１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）のそれぞれに対して、ＵＥからの１又は複数の
パケットの受信に少なくとも部分的に基づいて、ＵＥに対する複数の候補地理的ビンのセ
ットから地理的ビンを選択するようにさらに構成されてもよい。いくつかの実施形態にお
いて、ＭＤＴ有効化パラメータは、ｅＮＢ及び１又は複数のＵＥに対する動作についての
ＭＤＴモードを示してもよい。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、カバレッジエリアは、到来角スケールパラメータ及び伝
搬遅延スケールパラメータに従って構成されてもよい。いくつかの実施形態において、地
理的ビンＩＥは、到来角スケールパラメータ及び伝搬遅延スケールパラメータを含んでも
よい。いくつかの実施形態において、地理的ビンＩＥはさらにＵＥ分布閾値を含み、ハー
ドウェア処理回路は、候補地理的ビンが選択されたＵＥの数が、ＵＥ分布閾値以上である
場合に、各候補地理的ビンに対するパフォーマンスデータを含むメッセージをＴＣＥに送
信するようにさらに構成されてもよい。いくつかの実施形態において、各ＵＥから受信し
たパケットは、ＵＥに対する受信信号電力指標、又は、ＵＥに対する受信信号品質指標を
含んでもよく、受信信号電力指標及び受信信号品質指標は、ＵＥにおける、ｅＮＢから送
信された無線信号の受信に関連付けられてもよい。ハードウェア処理回路は、各候補地理
的ビンに対して、候補地理的ビンが選択されたＵＥの受信信号電力指標又は受信信号品質
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指標の平均を含む地理的パフォーマンスデータを決定するようにさらに構成されてもよい
。
【００６１】
　ハードウェア処理回路は、無線ネットワークで動作するように構成されたトレース収集
エンティティ（ＴＣＥ）に対して、複数の候補地理的ビンののうちの少なくともいくつか
に対する地理的パフォーマンスデータを含むメッセージを送信するようにさらに構成され
てもよい。いくつかの実施形態において、当メッセージは、地理的パフォーマンスデータ
が送信された複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補地理的ビンを特定する地理
的ビンシリアル番号を含んでもよい。いくつかの実施形態において、当メッセージは、地
理的パフォーマンスデータが送信された複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補
地理的ビンが選択されたＵＥの数を含んでもよい。
【００６２】
　地理的ビンパフォーマンスデータを収集及び送信する動作を実行するために、１又は複
数のプロセッサによって遂行されるための命令を格納する持続性コンピュータ読み取り可
能記憶媒体をここで開示する。当動作は、１又は複数のプロセッサに、無線ネットワーク
における地理的ビン情報を追跡するように構成された進化型ノードＢ（ｅＮＢ）において
、無線ネットワークにおいて動作するように構成された１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）
からパケットを受信させてもよい。当動作は、１又は複数のプロセッサに、ＵＥからのパ
ケットの受信に基づいて、各ＵＥに対する到来角及び各ＵＥに対する伝搬遅延を測定させ
てもよい。当動作は、１又は複数のプロセッサに、各ＵＥに対して、複数の候補地理的ビ
ンのセットから、ＵＥに対する地理的ビンを選択させてもよく、ここで、選択は、ＵＥに
対する到来角及びＵＥに対する伝搬遅延の測定に少なくとも部分的に基づく。当動作は、
１又は複数のプロセッサに、複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補地理的ビン
が選択されたＵＥの数がＵＥ分布閾値以上のときに、無線ネットワークで動作するように
構成されたトレース収集エンティティ（ＴＣＥ）に対して地理的ビンパフォーマンスデー
タを送信させてもよい。当動作は、１又は複数のプロセッサに、無線ネットワークで動作
するように構成されたモビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）から、ＵＥ分布閾値を含む
地理的ビン制御メッセージを受信させてもよい。いくつかの実施形態において、地理的ビ
ン制御メッセージは、到来角スケールパラメータ及び伝搬遅延スケールパラメータを含ん
でもよい。当動作は、１又は複数のプロセッサに、到来角スケールパラメータ及び伝搬遅
延スケールパラメータに少なくとも部分的に基づいて、複数の候補地理的ビンのセットを
決定させてもよい。
【００６３】
　無線ネットワークにおけるカバレッジエリアに関係したデータを収集及びレポートする
方法をここで開示する。当方法は、無線ネットワークにおいて地理的ビン情報を追跡する
ように構成された進化型ノードＢ（ｅＮＢ）において、無線ネットワークで動作するよう
に構成された１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）からパケットを受信することを含んでもよ
い。当方法はさらに、ＵＥからのパケットの受信に基づいて、各ＵＥに対する到来角及び
各ＵＥに対する伝搬遅延を測定することを含んでもよい。当方法はさらに、各ＵＥに対し
て、複数の候補地理的ビンのセットから、ＵＥに対する地理的ビンを選択することを含ん
でもよく、ここで、選択は、ＵＥに対する到来角及びＵＥに対する伝搬遅延の測定に少な
くとも部分的に基づく。
【００６４】
　当方法はさらに、複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補地理的ビンが選択さ
れたＵＥの数がＵＥ分布閾値以上であるときに、無線ネットワークで動作するように構成
されたトレース収集エンティティ（ＴＣＥ）に対して地理的ビンパフォーマンスデータを
送信することを含んでもよい。当方法はさらに、モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）
から、ＵＥ分布閾値を含む地理的ビン制御メッセージを受信することを含んでもよい。当
方法はさらに、複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、候補地理的ビンが選択された
ＵＥの数がＵＥ分布閾値より少ないときに、ＴＣＥに対して地理的ビンパフォーマンスデ
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ータを送信することを制限することを含んでもよい。
【００６５】
　本技術的開示の本質及び趣旨を読み手が理解できることを可能にする要約を求める３７
Ｃ.Ｆ.Ｒ.セクション１. ７２（ｂ）に準拠するために、要約を設ける。請求項の範囲又
は意味を限定する又は解釈するために用いられるべきではないとの理解のもと、当要約を
設ける。以下の請求項は、詳細な説明に組み込まれ、それぞれの請求項は、別個の実施形
態としてそれ自身を主張するものである。
　［項目１］
　１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）に対する地理的ビン情報を追跡する進化型ノードＢ（
ｅＮＢ）であって、
　前記ＵＥのそれぞれに対して、
　前記ＵＥからの１又は複数のパケットの受信に基づいて、前記ＵＥに対する到来角及び
前記ＵＥに対する伝搬遅延を測定し、
　複数の候補地理的ビンのセットから、前記ＵＥに対する地理的ビンを選択し、
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択されたＵＥ
の数がＵＥ分布閾値以上のときに、トレース収集エンティティ（ＴＣＥ）に対して前記候
補地理的ビンに対する地理的ビンパフォーマンスデータを送信する、
　ハードウェア処理回路を備え、
　前記選択は、前記到来角及び前記伝搬遅延に少なくとも部分的に基づく、ｅＮＢ。
［項目２］
　前記ハードウェア処理回路はさらに、前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、
前記候補地理的ビンが選択されたＵＥの数が前記ＵＥ分布閾値より少ないときに、前記候
補地理的ビンに対する前記地理的ビンパフォーマンスデータを前記ＴＣＥに対して送信す
ることを制限する、項目１に記載のｅＮＢ。
［項目３］
　各ＵＥから受信した前記１又は複数のパケットは、前記ＵＥにおける、前記ｅＮＢから
送信された無線信号の受信に関連付けられた前記ＵＥに対する受信信号電力指標を含み、
　前記候補地理的ビンに対する前記地理的ビンパフォーマンスデータは、前記候補地理的
ビンが選択された前記ＵＥに対する前記受信信号電力指標の平均を含む、項目１または２
に記載のｅＮＢ。
［項目４］
　前記ハードウェア処理回路はさらに、
　モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）から、信号電力指標ビン閾値を含む地理的ビン
制御メッセージを受信し、
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択された前記
ＵＥに対する前記受信信号電力指標の前記平均が、前記信号電力指標ビン閾値より小さと
きに、前記候補地理的ビンに対する前記地理的ビンパフォーマンスデータを前記ＴＣＥに
対して送信することを制限する、項目３に記載のｅＮＢ。
［項目５］
　各ＵＥから受信した前記１又は複数のパケットは、前記ＵＥにおける、前記ｅＮＢから
送信された無線信号の受信に関連付けられた前記ＵＥに対する受信信号品質指標を含み、
　前記候補地理的ビンに対する前記地理的ビンパフォーマンスデータは、前記候補地理的
ビンが選択された前記ＵＥに対する前記受信信号品質指標の平均を含む、項目１または４
に記載のｅＮＢ。
［項目６］
　前記ハードウェア処理回路はさらに、
　前記ＭＭＥから、信号品質指標ビン閾値を含む地理的ビン制御メッセージを受信し、
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択された前記
ＵＥに対する前記受信信号品質指標の前記平均が、前記信号品質指標ビン閾値より小さと
きに、前記候補地理的ビンに対する前記地理的ビンパフォーマンスデータを前記ＴＣＥに
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対して送信することを制限する、項目５に記載のｅＮＢ。
［項目７］
　前記ハードウェア処理回路はさらに、
　前記ＭＭＥから、到来角ウインドウ平均パラメータ及び伝搬遅延ウインドウ平均パラメ
ータを含む地理的ビン制御メッセージを受信し、
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択された前記
ＵＥに対する前記受信信号品質指標のビン平均を決定し、
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記地理的ビンパフォーマンスデータ
に含まれた前記候補地理的ビンに対するズームアウト平均を決定し、
　前記ズームアウト平均は、前記到来角ウインドウ平均パラメータ及び前記伝搬遅延ウイ
ンドウ平均パラメータに従って、前記候補地理的ビンの前記ビン平均及び隣接候補地理的
ビンの前記ビン平均のウインドウ平均として決定される、項目６に記載のｅＮＢ。
［項目８］
　前記ハードウェア処理回路はさらに、前記ＭＭＥから、前記ＵＥ分布閾値を含む地理的
ビン制御メッセージを受信する、項目１または４に記載のｅＮＢ。
［項目９］
　前記地理的ビン制御メッセージは、ドライブテスト最小化（ＭＤＴ）制御メッセージの
部分として含まれる地理的ビン情報要素（ＩＥ）である、項目８に記載のｅＮＢ。
［項目１０］
　前記地理的ビンＩＥは、前記ＭＤＴ制御メッセージによってトランスポートされる、項
目９に記載のｅＮＢ。
［項目１１］
　前記ハードウェア処理回路はさらに
　前記ＭＭＥから、到来角スケールパラメータ及び伝搬遅延スケールパラメータを含む地
理的ビン制御メッセージを受信し、
　前記到来角スケールパラメータ及び前記伝搬遅延スケールパラメータに少なくとも部分
的に基づいて、複数の候補地理的ビンの前記セットを決定する、項目１または４に記載の
ｅＮＢ。
［項目１２］
　前記到来角スケールパラメータは、前記ｅＮＢからの特定の半径方向距離における、任
意の２つの隣接候補地理的ビンの間の角度差に関係し、
　前記伝搬遅延スケールパラメータは、前記ｅＮＢの軸に対する特定の角度における、任
意の２つの隣接候補地理的ビンの間の距離差に関係する、項目１１に記載のｅＮＢ。
［項目１３］
　前記ハードウェア処理回路はさらに、前記ＭＭＥから、定期的レポートパラメータを含
む地理的ビン制御メッセージを受信し、
　パフォーマンスデータの送信は、前記定期的レポートパラメータに従って行われる、項
目１または４に記載のｅＮＢ。
［項目１４］
　無線ネットワークにおけるカバレッジエリアに関係したデータを収集及びレポートする
進化型ノードＢ（ｅＮＢ）であって、
　モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）から、ＭＤＴ有効化パラメータ及び地理的ビン
情報要素（ＩＥ）を含むドライブテスト最小化（ＭＤＴ）制御メッセージを受信し、
　前記カバレッジエリアを複数の候補地理的ビンのセットに分けて構成し、
　１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）のそれぞれに対して、前記ＵＥからの１又は複数のパ
ケットの受信に少なくとも部分的に基づいて、前記ＵＥに対する複数の候補地理的ビンの
前記セットから地理的ビンを選択する、
　ハードウェア処理回路を備え、
　前記ＭＤＴ有効化パラメータは、前記ｅＮＢ及び前記１又は複数のＵＥに対する動作に
ついてのＭＤＴモードを示す、ｅＮＢ。
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［項目１５］
　前記カバレッジエリアは、到来角スケールパラメータ及び伝搬遅延スケールパラメータ
に従って構成され、
　前記地理的ビンＩＥは、前記到来角スケールパラメータ及び前記伝搬遅延スケールパラ
メータを含む、項目１４に記載のｅＮＢ。
［項目１６］
　前記地理的ビンＩＥはさらにＵＥ分布閾値を含み、
　前記ハードウェア処理回路はさらに、候補地理的ビンが選択されたＵＥの数が、前記Ｕ
Ｅ分布閾値以上である場合に、各候補地理的ビンに対するパフォーマンスデータを含むメ
ッセージをトレース収集エンティティ（ＴＣＥ）に送信する、項目１５に記載のｅＮＢ。
［項目１７］
　各ＵＥから受信した前記１又は複数のパケットは、前記ＵＥに対する受信信号電力指標
、又は、前記ＵＥに対する受信信号品質指標を含み、
　前記受信信号電力指標及び受信信号品質指標は、前記ＵＥにおける、前記ｅＮＢから送
信された無線信号の受信に関連付けられ、
　前記ハードウェア処理回路はさらに、
　各候補地理的ビンに対して、前記候補地理的ビンが選択された前記ＵＥの前記受信信号
電力指標又は前記受信信号品質指標の平均を含む地理的パフォーマンスデータを決定し、
　前記無線ネットワークで動作するトレース収集エンティティ（ＴＣＥ）に対して、前記
複数の候補地理的ビンのうちの少なくともいくつかに対する地理的パフォーマンスデータ
を含むメッセージを送信する、項目１５または１６に記載のｅＮＢ。
［項目１８］
　前記メッセージは、地理的パフォーマンスデータが送信された前記複数の候補地理的ビ
ンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンを特定する地理的ビンシリアル番号を含む、
項目１７に記載のｅＮＢ。
［項目１９］
　前記メッセージは、地理的パフォーマンスデータが送信された前記複数の候補地理的ビ
ンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択されたＵＥの数を含む、項目１７また
は１８に記載のｅＮＢ。
［項目２０］
　地理的ビンパフォーマンスデータを収集及び送信する動作を実行するコンピュータプロ
グラムであって、
　前記動作は、１又は複数のプロセッサに、
　無線ネットワークにおける地理的ビン情報を追跡する進化型ノードＢ（ｅＮＢ）におい
て、前記無線ネットワークで動作する１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）からパケットを受
信させ、
　前記ＵＥからの前記パケットの受信に基づいて、各ＵＥに対する到来角及び各ＵＥに対
する伝搬遅延を測定させ、
　各ＵＥに対して、複数の候補地理的ビンのセットから、前記ＵＥに対する地理的ビンを
選択させ、
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択されたＵＥ
の数がＵＥ分布閾値以上であるときに、前記無線ネットワークで動作するトレース収集エ
ンティティ（ＴＣＥ）に対して地理的ビンパフォーマンスデータを送信させ、
　前記選択は、前記ＵＥに対する前記到来角及び前記ＵＥに対する前記伝搬遅延の測定に
少なくとも部分的に基づく、コンピュータプログラム。
［項目２１］
　前記動作はさらに、前記１又は複数のプロセッサに、前記無線ネットワークで動作する
モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）から、前記ＵＥ分布閾値を含む地理的ビン制御メ
ッセージを受信させる、項目２０に記載のコンピュータプログラム。
［項目２２］
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　前記地理的ビン制御メッセージは、到来角スケールパラメータ及び伝搬遅延スケールパ
ラメータを含み、
　前記動作はさらに、前記１又は複数のプロセッサに、前記到来角スケールパラメータ及
び前記伝搬遅延スケールパラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記複数の候補地理
的ビンの前記セットを決定させる、項目２１に記載のコンピュータプログラム。
［項目２３］
　無線ネットワークにおけるカバレッジエリアに関係したデータを収集及びレポートする
方法であって、
　無線ネットワークにおいて地理的ビン情報を追跡する進化型ノードＢ（ｅＮＢ）におい
て、前記無線ネットワークで動作する１又は複数のユーザ機器（ＵＥ）からパケットを受
信すること、
　前記ＵＥからの前記パケットの受信に基づいて、各ＵＥに対する到来角及び各ＵＥに対
する伝搬遅延を測定すること、
　各ＵＥに対して、複数の候補地理的ビンのセットから、前記ＵＥに対する地理的ビンを
選択すること、及び
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択されたＵＥ
の数がＵＥ分布閾値以上であるときに、前記無線ネットワークで動作するトレース収集エ
ンティティ（ＴＣＥ）に対して地理的ビンパフォーマンスデータを送信すること、を備え
、
　前記選択は、前記ＵＥに対する到来角及び前記ＵＥに対する伝搬遅延の測定に少なくと
も部分的に基づく、方法。
［項目２４］
　モビリティ制御エンティティ（ＭＭＥ）から、前記ＵＥ分布閾値を含む地理的ビン制御
メッセージを受信することをさらに備える、項目２３に記載の方法。
［項目２５］
　前記複数の候補地理的ビンのそれぞれに対して、前記候補地理的ビンが選択されたＵＥ
の数が前記ＵＥ分布閾値より少ないときに、前記ＴＣＥに対して前記地理的ビンパフォー
マンスデータを送信することを制限することをさらに備える、項目２３または２４に記載
の方法。
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