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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接関係情報通信方法において、
　第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントの間でダイレクトインターフェース
を確立することと、
　前記第１のアクセスポイントでアクセス端末から隣接関係報告を受信することと、
　前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生成することと、ここで
、前記隣接関係メッセージは前記アクセス端末の識別子を含む、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記第２のアクセ
スポイントに送信することとを備える方法。
【請求項２】
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告を前記メッセージに
組み込むことを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告から前記隣接関係情
報を抽出することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
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トコルによって送信される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ダイレクトインターフェースは、前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセ
スポイントの間でＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを確立する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ダイレクトインターフェースは、前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセ
スポイントの間で確立されたＥ－ＵＴＲＡＮ　Ｘ２インターフェースを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセスポイントは、無線アクセスネットワ
ーク、無線ネットワークコントローラ、ノードＢ、またはｅノードＢを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　通信のための装置において、
　前記装置とアクセスポイントの間でダイレクトインターフェースを確立するように構成
されたコントローラと、
　アクセス端末から隣接関係報告を受信するように構成された受信機とを備え、
　前記コントローラは、前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生
成するようにさらに構成され、前記隣接関係メッセージは前記アクセス端末の識別子を含
み、
前記装置は、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記アクセスポイ
ントに送信するように構成されたネットワークインターフェースをさらに備える
　装置。
【請求項１０】
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告を前記メッセージに
組み込むことを備える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告から前記隣接関係情
報を抽出することを備える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
トコルによって送信される、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記ダイレクトインターフェースは、前記装置と前記アクセスポイントの間で確立され
たＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを備える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ダイレクトインターフェースは、前記装置と前記アクセスポイントの間で確立され
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たＥ－ＵＴＲＡＮ　Ｘ２インターフェースを備える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１５】
　前記装置と前記アクセスポイントは、無線アクセスネットワーク、無線ネットワークコ
ントローラ、ノードＢ、またはｅノードＢを備える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　通信のための装置において、
　前記装置とアクセスポイントの間でダイレクトインターフェースを確立するための手段
と、
　アクセス端末から隣接関係報告を受信するための手段と、
　前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生成するための手段と、
ここで、前記隣接関係メッセージは前記アクセス端末の識別子を含む、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記アクセスポイ
ントに送信するための手段とを備える装置。
【請求項１８】
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
トコルによって送信される、
　請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ダイレクトインターフェースは、前記装置と前記アクセスポイントの間で確立され
たＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを備える、
　請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　コンピュータ読み取り可能記録媒体において、
　コンピュータに、
　第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントの間でダイレクトインターフェース
を確立させ、
　前記第１のアクセスポイントにおいてアクセス端末から隣接関係報告を受信させ、
　前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生成させ、ここで、前記
隣接関係メッセージは前記アクセス端末の識別子を含む、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記第２のアクセ
スポイントに送信させる
　コードを備える、
　コンピュータ読み取り可能記録媒体。
【請求項２１】
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
トコルによって送信される、
　請求項２０に記載のコンピュータ読み取り可能記録媒体。
【請求項２２】
　前記ダイレクトインターフェースは、前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセ
スポイントの間で確立されたＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを備える、
　請求項２０に記載のコンピュータ読み取り可能記録媒体。
【請求項２３】
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　コンピュータに請求項１－８のうちの１つに準じた方法を実行させるプログラム。
【請求項２４】
　コンピュータに請求項１－８のうちの１つに準じた方法を実行させるプログラムを記録
した、コンピュータ読み取り可能記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　本出願は、参照により本明細書にその開示が組み込まれた、２０１０年４月２８日に出
願され、代理人整理番号１０１３５９Ｐ１の、本願の権利者が所有する米国仮特許出願第
６１／３２８，８５６号の利益および優先権を主張する。
【０００２】
　本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、それだけには限らないが、隣
接関係情報を管理することに関する。
【背景技術】
【０００３】
序論
　ワイヤレス通信ネットワークは、地理的エリア内のユーザに様々なタイプのサービス（
たとえば、ボイス、データ、マルチメディアサービスなど）を提供するために、その地理
的エリアにわたって展開され得る。典型的な一実施態様では、あるネットワークによって
サービスが提供される地理的エリア内で動作中のアクセス端末（たとえば、携帯電話）に
ワイヤレス接続を提供するために、そのネットワーク全体に（たとえば、１つまたは複数
のセルに関連付けられた）複数のアクセスポイントが分散される。
【０００４】
　一般に、所与の時点において、アクセス端末は、これらのアクセスポイントのうちの１
つによってサービスされ得る。アクセス端末は、この地理的エリア全体にわたってローミ
ングするにつれて、そのサービングセルから離れ、別のセルに近づくことがある。さらに
、所与のセル内の信号状態は経時的に変化することがあり、それにより、アクセス端末は
、最終的に別のセルによってより良くサービスされ得る。これらの状況下でアクセス端末
の接続性を維持するために、アクセス端末はサービングセルから別のセルにハンドオーバ
されることがある。
【０００５】
　これらのハンドオーバと他の動作を円滑にするために、ネットワーク内のアクセスポイ
ントは、それら自体の隣接アクセスポイント（たとえば、ハンドオーバの潜在的ターゲッ
トであり得る）を監視でき得る。たとえば、サービングアクセスポイントは、隣接アクセ
スポイントへのハンドオーバと連動してコンテキスト情報をその隣接アクセスポイントに
送信でき得る。サービングアクセスポイントは、このコンテキストトランスファーを可能
とするために、それ自体の隣接アクセスポイントを特定し、それら隣接アクセスポイント
に関する他の情報（たとえば、所与のアクセスポイントに関連付けられた１つまたは複数
のセルに関する情報）を提供する隣接関係情報を維持管理でき得る。
【０００６】
　各アクセスポイントで維持管理される隣接関係情報は、中央集中型ネットワーク管理エ
ンティティによって管理でき得る。たとえば、システム構成要素によって行われた測定お
よび／またはいわゆる「ドライブテスト」に基づいて、システム管理者は、所与のセルの
近傍にあるセルの特定を試みることができ、この情報に基づいて、そのセルで維持管理さ
れる隣接関係情報を更新でき得る。しかしながら実際には、このような集中型の、かつ／
またはヒューマンベースのスキームは、所与のセルの隣接セルすべてを常に特定できると
は限らない。さらに、そのようなスキームは、比較的高い運用上および導入上のコストお
よび複雑性を伴うことがある。したがって、隣接関係情報を管理するための改善された技
法が必要である。
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【発明の概要】
【０００７】
　本開示のいくつかの例示的な態様の概要について以下で説明する。本概要は、読者の便
宜のために提供されるものであり、本開示の幅を完全に定義するものではない。便宜上、
本明細書では、いくつかの態様という用語は、本開示の単一の態様または複数の態様を指
すために使用される。
【０００８】
　本開示は、いくつかの態様では、隣接関係情報を管理することに関する。たとえば、い
くつかの技法は、アクセス端末において隣接関係情報を収集し、この収集した隣接関係情
報を報告し、ネットワークエンティティ間で隣接関係情報を交換するために記述されてい
る。いくつかの態様では、本明細書の教示は、自動隣接関係（ＡＮＲ）動作において採用
することができ、それによってエンティティは自律的に（たとえば、人、すなわちネット
ワークオペレータによる行為なしに）隣接関係情報を収集し、報告し、交換し、または更
新でき得る。
【０００９】
　本開示は、いくつかの態様では、隣接関係情報の収集によるアクセス端末の他の機能へ
の悪影響を軽減する形で、アクセス端末において隣接関係情報を収集することに関する。
たとえば、アクセス端末は、アクセス端末のページングまたは他の移動に関する性質に悪
影響を与えない形で隣接関係情報をログすることができる。
【００１０】
　いくつかの実施態様では、アクセス端末は、１つまたは複数の無線状態（たとえば、Ｉ
ＤＬＥ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＤＲＸギャップを伴うＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＵＲ
Ａ＿ＰＣＨ状態、またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態）中に隣接関係情報を収集する。たとえ
ば、隣接関係情報の収集は、アクセス端末が定義された無線状態にあると判定することと
、アクセス端末が定義された無線状態にあるという判定の結果として隣接関係情報に関す
る測定を行うこととを含み得る。
【００１１】
　本開示は、いくつかの態様では、隣接関係閾値に基づいて隣接関係情報を収集すること
に関する。たとえば、アクセス端末は、１つまたは複数のセルから受信した信号が閾値を
超えた場合に、隣接関係情報の測定だけをするように構成することができる。したがって
、隣接関係情報の収集は、隣接関係測定に関する閾値を維持管理することと、信号を受信
することと、受信した信号を閾値と比較することと、その比較に基づいて、隣接関係情報
に関する測定を行うかどうかを判定することとを備えることができる。
【００１２】
　本開示は、いくつかの態様では、アクセス端末からの隣接関係情報の検索を円滑にする
ための指示を使用することに関する。たとえば、通信の方法は、アクセス端末において隣
接関係情報を収集することと、隣接関係情報がアクセス端末からの検索のために使用可能
であることを示すメッセージを送信することとを備え得る。別の実施例として、通信の方
法は、アクセス端末から第１のメッセージを受信することであって、第１のメッセージが
隣接関係情報がアクセス端末からの検索のために使用可能であることを示すことと、第１
のメッセージを受信した結果として第２のメッセージをアクセス端末に送信することとを
備え、第２のメッセージはアクセス端末に隣接関係情報を要求する。
【００１３】
　本開示は、いくつかの態様では、隣接関係情報を報告することがアクセス端末の電力消
費（したがって、待機時間）とアクセス端末の他の機能とに与える悪影響を軽減する形で
、隣接関係情報を報告することに関する。たとえば、アクセス端末は、１つまたは複数の
無線状態（たとえば、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態）中に隣接関
係情報を報告することができる。したがって、隣接関係情報を提供することの一実施例は
、アクセス端末が定義された無線状態にあると判定することと、アクセス端末が定義され
た無線状態にあるという判定の結果として隣接関係情報を報告するためにメッセージを送
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信することとを備え得る。
【００１４】
　本開示は、いくつかの態様では、アクセス端末が何時隣接関係情報を報告するかを判定
する隣接関係スキームに関する。たとえば、アクセス端末は、測定した隣接関係情報を即
座に報告せず、その代わりにその情報を後で報告するために記憶することができるしたが
って、隣接関係情報を提供する方法は、たとえばアクセス端末において隣接関係情報を収
集することと、隣接関係情報がネットワークエンティティに対して即座に報告されないと
判定することと、隣接関係情報が即座に報告されないという判定の結果として隣接関係情
報を記憶することとを備え得る。
【００１５】
　本開示は、いくつかの態様では、隣接関係情報をアクセスポイント間のダイレクトイン
ターフェースを介して交換することに関する。たとえば、隣接関係情報通信方法は、第１
のアクセスポイントと第２のアクセスポイントの間でダイレクトインターフェースを確立
することと、第１のアクセスポイントでアクセス端末から隣接関係報告を受信することと
、隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生成することと、隣接関係メ
ッセージをダイレクトインターフェースを介して第２のアクセスポイントに送信すること
とを備え得る。
【００１６】
　本開示のこれらおよび他の例示的な態様について、以下の詳細な説明および添付の特許
請求の範囲、ならびに添付の図面において説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】隣接関係情報を管理するように構成された通信システムのいくつかの例示的な態
様の簡略ブロック図。
【図２】隣接関係情報を管理するために実行できる動作のいくつかの例示的な態様のフロ
ーチャート。
【図３】隣接関係情報を管理するために実行できる動作のいくつかの例示的な態様のフロ
ーチャート。
【図４】隣接関係情報に関する測定を行うことに関連して実行され得る動作のいくつかの
例示的な態様のフローチャート。
【図５】隣接関係情報に関する測定を行うかどうかを判定することに関連して実行され得
る動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図６】ネットワークリレーション情報が即座に報告されないスキームで実行され得る動
作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図７】隣接関係情報が検索のために使用可能であるという指示を提供することに関連し
て実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図８】隣接関係情報が検索のために使用可能であるという指示の受信に応答して隣接関
係情報を要求することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチ
ャート。
【図９】隣接関係情報を報告することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な
態様のフローチャート。
【図１０】隣接関係情報を交換することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的
な態様のフローチャート。
【図１１】ネットワーク内で隣接関係情報を交換できる方法のいくつかの例を示す簡略ブ
ロック図。
【図１２】ネットワーク内で隣接関係情報を交換できる方法のいくつかの例を示す簡略ブ
ロック図。
【図１３】通信ノードにおいて採用され得る構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブ
ロック図。
【図１４】通信構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。



(7) JP 5763174 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

【図１５】本明細書で教示する、隣接関係情報を管理するように構成された装置のいくつ
かの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１６】本明細書で教示する、隣接関係情報を管理するように構成された装置のいくつ
かの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１７】本明細書で教示する、隣接関係情報を管理するように構成された装置のいくつ
かの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１８】本明細書で教示する、隣接関係情報を管理するように構成された装置のいくつ
かの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１９】本明細書で教示する、隣接関係情報を管理するように構成された装置のいくつ
かの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図２０】本明細書で教示する、隣接関係情報を管理するように構成された装置のいくつ
かの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図２１】本明細書で教示する、隣接関係情報を管理するように構成された装置のいくつ
かの例示的な態様の簡略ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　慣例により、図面に示す様々な特徴は一定の縮尺で描かれていないことがある。したが
って、様々な特徴の寸法は、分かりやすいように任意に拡大または縮小されることがある
。さらに、図面のいくつかは、分かりやすいように簡略化されることがある。したがって
、図面は、所与の装置（たとえば、デバイス）または方法の構成要素すべてを示していな
い場合がある。最後に、明細書および図の全体にわたって同じ特徴を示すために同じ参照
番号が使用されることがある。
【００１９】
　本開示の様々な態様について以下で説明する。本明細書の教示は多種多様な形態で実施
でき、本明細書で開示されている特定の構造、機能、またはその両方は代表的なものにす
ぎないことは明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示される態様は
他の態様とは独立に実装できること、およびこれらの態様のうちの２つ以上を様々な方法
で組み合わせることができることを、当業者なら諒解されたい。たとえば、本明細書に記
載の態様をいくつ使用しても、装置を実現し、または方法を実施することができる。さら
に、本明細書に記載の態様のうちの１つまたは複数に加えて、あるいはそれら以外の他の
構造、機能、または構造および機能を使用して、そのような装置を実現し、またはそのよ
うな方法を実施することができる。さらに、態様は、請求項の少なくとも１つの要素を備
えることができる。
【００２０】
　図１に、例示的な通信システム１００（たとえば、通信ネットワークの一部）のいくつ
かのノードを示す。説明のために、本開示の様々な態様を、１つまたは複数のアクセス端
末とアクセスポイントとネットワークエンティティとが相互に通信し合っているという想
定で記述する。ただし、本明細書の教示は、他のタイプの装置、または他の用語を使用し
て参照される他の同様の装置に適用可能であり得ることを諒解されたい。たとえば、様々
な実施態様では、アクセスポイントは、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、無線ネッ
トワークコントローラ（ＲＮＣ）、基地局、ノードＢ、ノードＢ＋、ｅノードＢ、基地局
コントローラ（ＢＳＣ）、基地局トランシーバ（ＢＳＴ）などと呼ばれることがあり、ま
たは無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、
基地局、ノードＢ、ノードＢ＋、ｅノードＢ、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、基地局ト
ランシーバ（ＢＳＴ）などとして実装されることがあり、アクセス端末は、ユーザ機器（
ＵＥ）、移動局などと呼ばれることがあり、またはユーザ機器（ＵＥ）、移動局などとし
て実装されることがある。
【００２１】
　システム１００中のアクセスポイントは、システム１００のカバレージエリア内に設置
され得るか、またはシステム１００のカバレージエリア全体にわたってローミングし得る
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、１つまたは複数のワイヤレス端末（たとえば、アクセス端末１０２）に１つまたは複数
のサービスへのアクセス（たとえば、ネットワーク接続性）を与える。たとえば、様々な
時点で、アクセス端末１０２は、アクセスポイント１０４、アクセスポイント１０６、ま
たはシステム１００中の何らかのアクセスポイント（図示せず）に接続し得る。これらの
アクセスポイントの各々は、ワイドエリアネットワーク接続を円滑にするために、（便宜
上、ネットワークエンティティ１０８によって表される）１つまたは複数の他のネットワ
ークエンティティと通信し得る。
【００２２】
　これらの他のネットワークエンティティは、たとえば、１つまたは複数の無線ネットワ
ークエンティティ（すなわち、ネットワークに無線接続性を提供するエンティティ）、お
よび／またはコアネットワークエンティティ（すなわち、ネットワークリソース管理およ
び／またはプロビジョニング）などの様々な形式を取り得る。したがって、様々な実施態
様では、ネットワークエンティティは、（たとえば、保守運用管理（ＯＡＭ）エンティテ
ィ、グローバルＯＡＭエンティティ、ドライブテスト（ＭＤＴ）サーバの最小化などによ
る）ネットワーク管理、呼制御、セッション管理、モビリティ管理、ゲートウェイ機能、
インターワーキング機能のうちの１つまたは複数などの機能、または何らかの他の好適な
ネットワーク機能を表し得る。最低でも、ＯＡＭエンティティ（および、適用可能な場合
はグローバルＯＡＭエンティティ）は、ネットワーク内のアクセスポイントの構成を受け
持つ。いくつかの態様では、モビリティ管理は、追跡エリア、ロケーションエリア、ルー
ティングエリア、または何らかの他の好適な技法を使用することによってアクセス端末の
現在のロケーションを追跡することと、アクセス端末のページングを制御することと、ア
クセス端末のためのアクセス制御を行うことに関する。これらのネットワークエンティテ
ィのうちの２つ以上が共同設置され得、および／またはこれらのネットワークエンティテ
ィのうちの２つ以上がネットワーク全体にわたって分散され得る。
【００２３】
　図１の例では、アクセスポイント１０４は一対のセル１Ａおよび１Ｂを含み、アクセス
ポイント１０６は一対のセル２Ａおよび２Ｂを含む。これらのセルの各々は、そのセルに
関する情報を提供する信号（破線１１０および１１２によって表される）をブロードキャ
ストする。たとえば、セルは、そのセルが使用するプライマリスクランブリングコード（
ＰＳＣ）を示す基準信号（たとえば、パイロット信号）をブロードキャストする。さらに
、セルは、そのセルの１つまたは複数の識別子と、そのセルに関する他の情報とを含むメ
ッセージ（たとえば、システム情報を含む）をブロードキャストすることができる。
【００２４】
　本明細書の教示によれば、アクセス端末は、隣接関係情報を収集するために近隣セルか
ら信号を受信し、この隣接関係情報を関連付けられたアクセスポイントに提供するように
構成されている。このようにして、アクセスポイントは、それらアクセスポイント自体の
隣接アクセスポイントに関する情報を収集することができる。図１の例では、アクセス端
末１０２の隣接関係測定構成要素１１４は、セル１Ａ、１Ｂ、２Ａ、および２Ｂ（および
図示しないいずれかの他の近隣セル）によって送信される信号を処理して隣接関係情報を
収集する。アクセス端末１０２の隣接関係報告構成要素１１６は、破線１１８によって表
されるように、収集した隣接関係情報をアクセスポイント１０４に送る。したがって、ア
クセスポイント１０４は、この情報に基づいてそれ自体の隣接関係テーブル１２０を更新
することができる。
【００２５】
　これらの測定と報告の動作は、本明細書で教示する技法のうちの１つまたは複数を採用
して、システム１００のエンティティにさらに効率的かつ正確な隣接関係情報を提供する
ことができる。たとえば、測定は、アクセス端末１０２の他の機能に対する悪影響を軽減
する形で（たとえば、特定の条件のもとで）実行することができる。別の実施例として、
報告は、アクセス端末１０２の電力消費に対するこの報告の悪影響を軽減する形で（たと
えば、特定の条件のもとで）実行することができる。同様に、アクセス端末１０２は、信
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号の閾値を使用して隣接関係情報に関する測定の信頼性を確保することができる。いくつ
かの実施態様では、アクセス端末１０２は、測定を行うかどうか、および／またはどのよ
うに（たとえば、何時）隣接関係情報を報告するかを決定する。たとえば、アクセス端末
１０２は、それ自体が収集した隣接関係情報を即時に報告しなくてもよい。同様に、アク
セス端末１０２とアクセスポイント１０４が隣接関係情報の交換を何時開始するかを効率
的に判断できるようにするために、ある指示を採用することができる。
【００２６】
　本明細書の教示によれば、さらに効率的なＡＮＲを容易にするために、隣接関係情報を
あるネットワークエンティティから別のネットワークエンティティに直接送信することが
できる。たとえば、アクセスポイント１０４とアクセスポイント１０６とはダイレクトイ
ンターフェース１２２を設定し、次いでダイレクトインターフェース１２２を介して隣接
関係情報を交換することができる。したがって、アクセスポイント１０４は、それ自体の
隣接関係テーブル１２０から隣接関係情報（たとえば、アクセス端末１０２から受信した
隣接関係情報）をアクセスポイント１０６に送信することができ、その結果、アクセスポ
イント１０６はその隣接関係情報に従って隣接関係テーブル１２４を更新することができ
る。反対に、アクセスポイント１０６は、それ自体の隣接関係テーブル１２４から隣接関
係情報をアクセスポイント１０４に送信することができ、その結果、アクセスポイント１
０４はその隣接関係情報に従って隣接関係テーブル１２０を更新することができる。ここ
で、インターフェースという用語は、エンティティ同士の通信を可能にするためにエンテ
ィティ間に確立された論理的通信チャネルを指す。さらに、ダイレクトインターフェース
という用語は、いかなる介在するエンティティにもよらず、エンドポイントエンティティ
によって終端されるインターフェースを指す。
【００２７】
　アクセスポイント１０４および１０６は、システム１００内の他のネットワークエンテ
ィティと隣接関係情報を交換することができる。たとえば、アクセスポイント１０４およ
び１０６は、それぞれの隣接関係テーブル１２０および１２４から隣接関係情報をネット
ワークエンティティ１０８に送信することができ、その結果、ネットワークエンティティ
１０８はその隣接関係情報に従って隣接関係テーブル１２６を更新することができる。反
対に、ネットワークエンティティ１０８は、それ自体の隣接関係テーブル１２６から隣接
関係情報をアクセスポイント１０４および１０６に送信することができ、その結果、それ
らアクセスポイントはその隣接関係情報に従ってそれぞれの隣接関係テーブル１２０およ
び１２４を更新することができる。
【００２８】
　上記に鑑みて、所与のネットワークエンティティによって維持管理される隣接関係情報
は様々な方法でそのネットワークエンティティによって収集され得ることが理解されよう
。ネットワークエンティティは、あるアクセス端末からの隣接関係情報を、別のネットワ
ークエンティティから受信することができ、またはネットワークエンティティは、隣接関
係情報をそれ自体で収集することができる。後者の場合の一実施例として、ネットワーク
エンティティは、セルによって送信された信号の収集が可能な無線技術を取り入れること
ができる（たとえば、アクセスポイントはネットワークリッスンモジュールを含み得る）
。
【００２９】
　図１１および１２に関連して以下でより詳細に説明するように、ネットワークエンティ
ティは、隣接関係情報を多くの異なるタイプのネットワークエンティティと交換すること
ができる。たとえば、ネットワークエンティティ（たとえば、無線ネットワークエンティ
ティまたはコアネットワークエンティティ）は、隣接関係情報を対応するインターフェー
スを介してアクセスポイント、ＯＡＭ、グローバルＯＡＭ、ＭＤＴサーバ、コアネットワ
ークエンティティ、などと交換することができる。いくつかの場合において、隣接関係情
報は、別のネットワークエンティティ（たとえば、ＯＡＭまたはコアネットワークエンテ
ィティ）を介して宛先ネットワークエンティティに送信される。したがって、隣接関係情
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報は複数のインターフェースを介して送信され得る。いくつかの場合において、隣接関係
情報は、異なる無線アクセス技術に関連付けられた宛先ネットワークエンティティに送信
される（たとえば、ネイバー情報のＲＡＴ間交換（inter-RAT exchange））。
【００３０】
　これらのインターフェースを使用することによって、エンティティは自律的に（たとえ
ば、人、すなわちオペレータの行為なしに）隣接関係情報を交換することができる。した
がって、ネットワーク内の各エンティティは、本明細書の教示を採用して、それぞれのエ
ンティティにおいて正確な隣接関係情報を効率良く維持管理するＡＮＲ機能を実施するこ
とができる。
【００３１】
　隣接関係情報は、所与の実施態様において入手可能な情報のタイプに応じて様々な形式
を取り得る。たとえば、隣接関係情報は、隣接するセルのＩＤ（たとえば、ＵＭＴＳ（Ｕ
ＴＲＡＮ）におけるセルＩＤ、ＬＴＥまたはＧＳＭ（登録商標）におけるセルグローバル
識別子（ＣＧＩ）、ＬＴＥにおける限定加入者グループ（ＣＳＧ））、アクセス権情報（
たとえば、ＣＳＧ情報）、パスロス情報、受信信号品質指標（たとえば、共通パイロット
チャネル（ＣＰＩＣＨ）チップエネルギー対干渉密度比（Ｅｃ／Ｉｏ）、信号対雑音比（
ＳＮＲ）など）、ブロードキャスト電力情報、ブロードキャスト情報が収集されたセルの
近隣リスト、スループットおよび／または接続数換算による相対的または絶対的なセル負
荷情報、カバレージの問題に起因するドロップした、すなわち劣った状態の呼／ＵＥの量
、数、または比率、望ましくなく（たとえば、フェムトセルからマクロネットワークに）
渡された呼／ＵＥの量、数、または比率、または確認された多重録音（ping-ponging）の
量の１つまたは複数を含み得る。
【００３２】
　例示的な隣接関係動作について、図２～図１０のフローチャートに関連してより詳細に
説明する。便宜上、図２～図１０の動作（または、本明細書で説明または教示する他のい
かなる動作）については、特定の構成要素（たとえば、図１、図１１、図１２、図１３な
どの構成要素）によって実行されるものとして説明することがある。ただし、これらの動
作は、他のタイプの構成要素によって実行でき、異なる個数の構成要素を使用して実行で
きることを諒解されたい。また、本明細書で説明する動作の１つまたは複数は、所与の実
施態様では採用されない場合があることを諒解されたい。
【００３３】
　最初に図２および図３を参照すると、このフローチャートは、隣接関係情報を収集し、
この情報をアクセスポイントに報告しているアクセス端末に関連して実行され得るいくつ
かの例示的な動作を記述している。この例では、このアクセス端末はこのアクセスポイン
トと何らかの形式の関連を確立したものと考える。たとえば、このアクセス端末はこのア
クセスポイントにすでに登録しており、このアクセスポイントがこのアクセス端末に現在
サービスしている、などである。
【００３４】
　アクセス端末は、様々な方法で隣接関係機能を実行するように構成され得る。たとえば
、アクセス端末は、特定の隣接関係の機能性を提供するよう、関連する管理エンティティ
（たとえば、ＭＤＴサーバ）によって構成され得る。別の実施例として、アクセス端末は
、一度、所与のアクセスポイントに帰属する（たとえば、登録する）と、特定の隣接関係
の機能性を提供するように構成され得る。いくつかの実施態様では、ネットワーク事業者
によるアクセス端末の配置の際、アクセス端末は特定の隣接関係の機能性を提供するよう
に構成され得る。この場合、アクセス端末は、後の時点で別の１つのエンティティによっ
て（たとえば、報告を開始するように）さらに設定され得る。
【００３５】
　図２のブロック２０２によって表されるように、ある時点においてネットワークエンテ
ィティはアクセス端末にメッセージを送り、隣接関係動作を可能とする。たとえば、ＭＤ
Ｔサーバまたはアクセスポイントは、アクセスポイントにコマンドを送って、アクセスポ
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イントが隣接関係関連の測定および／または報告を開始してよいかどうか命令することが
できる。このようなメッセージは、アクセス端末がどのように隣接関係関連の測定および
／または報告を実行すべきかを指定することもできる。たとえば、このメッセージは、測
定および／または報告のタイミングを指定する隣接関係測定および／または報告基準を（
たとえば、アクセス端末が測定し、かつ／または報告する時刻または時間期間を指定する
ことによって）含むことができる。このメッセージは、測定に関連して使用されるべき閾
値を指定する隣接関係測定基準を含むことができる。このメッセージは、アクセス端末が
測定および／または報告に関連して使用すべき隣接関係特有の１つまたは複数のパラメー
タを含むことができる。このメッセージは、測定し、かつ／または報告されるべき情報の
タイプを指定することができる。このメッセージは、隣接関係情報に関して監視されるべ
き潜在的なセルに関する情報を指定する隣接関係測定および／または報告基準を含むこと
ができる（たとえば、識別子、ロケーション、エリアコード、ＣＳＧ、ＲＡＴタイプ、お
よびＰＬＭＮ　ＩＤ）。
【００３６】
　ブロック２０２のメッセージは様々な方法で送ることができる。たとえば、アクセスポ
イントはアクセスポイントにユニキャストメッセージを直接送信するか、またはアクセス
ポイントはメッセージをブロードキャストすることができる。別の実施例として、ＭＤＴ
サーバは、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ　ＤＭ）プロトコルを使
用してアクセス端末にメッセージを送ることができる。
【００３７】
　ブロック２０４によって表されるように、アクセス端末は、ブロック２０２において送
信されたメッセージをそれ自体のサービングセルを介して受信する。アクセス端末がどの
ように構成されているかに応じて、アクセス端末は、受信したメッセージに対して即時に
またはまた別の時に働きかけることができる。
【００３８】
　ブロック２０６によって表されるように、受信したメッセージ（また、場合によっては
他の構成動作）に基づいて、アクセス端末は、アクセス端末が隣接関係情報に関する測定
を行うかどうか、および／またはどのように（たとえば、何時）アクセス端末が隣接関係
情報に関する測定を行うかに関して設定される。たとえば、アクセス端末は、受信したメ
ッセージに含まれる隣接関係測定に基づいて、測定を行うかどうか、および／またはどの
ように（たとえば、何時）測定を行うかを判断することができる。いくつかの場合におい
て、アクセス端末は指定の時点で測定するように設定される。いくつかの場合において、
アクセス端末は指定の条件のもとで測定するように設定される。たとえば、アクセス端末
は、指定の無線状態（または、一組の指定の無線状態のいずれか）で動作中の時のみ測定
されるように設定されることがある。いくつかの場合において、アクセス端末は、測定を
行っている際に特定の測定基準（たとえば、閾値）を使用するように構成される。いくつ
かの場合において、アクセス端末はそれ自体の現在動作中の環境をチェックして測定を行
うかどうかを判定する。たとえば、アクセス端末は、測定の機会がアクセス端末のために
構成されているかどうか、測定のために利用可能な十分なリソース（たとえば、アンテナ
および受信チェーン）がアクセス端末にあるかどうか、または増分電力消費が低減され得
る形で測定を行うことができるかどうかを判定することができる。いくつかの場合におい
て、アクセス端末が、近隣セルが隣接関係測定基準によって指定された識別子、エリアコ
ード、ＣＳＧ、ＲＡＴタイプ、またはＰＬＭＭタイプのうちの１つまたは複数を報告して
いるとアクセス端末が判断した場合、隣接関係情報に関する測定は条件付きで（たとえば
、他の条件に従って）許可され得る。
【００３９】
　ブロック２０８によって表されるように、受信したメッセージ（また、場合によっては
他の構成動作）に基づいて、アクセス端末は、アクセス端末が隣接関係情報を報告すべき
かどうか、および／またはアクセス端末がどのように隣接関係情報を報告すべきかに関し
て設定される。たとえば、アクセス端末は、受信したメッセージに含まれる隣接関係測定
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基準に基づいて、報告を行うべきかどうか、および／またはどのように報告を行うべきか
を判断することができる。いくつかの場合において、アクセス端末は指定の時点で報告す
るように設定される。いくつかの場合において、アクセス端末は指定の条件のもとで報告
するように設定される。たとえば、アクセス端末は、指定の無線状態（または、一組の指
定の無線状態のいずれか）で動作中の時のみ報告するように設定されることがある。いく
つかの場合において、アクセス端末は、特定の報告基準を使用する（たとえば、隣接関係
情報が検索のために利用可能な場合は、ある指示が送られる）ように設定される。
【００４０】
　ブロック２１０によって表されるように、ある時点において（たとえば、ブロック２０
６の設定に基づいて）アクセス端末は隣接関係情報に関する測定を開始する。図４に関連
して以下で説明するように、いくつかの実施態様では、アクセス端末が規定の無線状態に
ある場合に測定が開始される。図５に関連して以下で説明するように、いくつかの実施態
様では、アクセス端末によって受信された特定の信号が隣接関係特有の閾値よりも大きい
かそれに等しい場合に測定が開始される。
【００４１】
　ブロック２１２によって表されるように、アクセス端末は、それ自体の１つまたは複数
の受信機を使用して近隣セルから信号を受信する。ここで、アクセス端末は、そのエリア
内のいずれかのセルから信号を収集すべく試みて周波数内測定、異周波数間測定、または
ＲＡＴ間測定を行うことができる。
【００４２】
　上述のように、アクセス端末は、異なる実施態様において異なるタイプの信号を測定す
ることができる。典型的なシナリオでは、アクセス端末は、セルによって送信された基準
信号（たとえば、パイロット信号）およびシステム情報の検出を試みる。さらに、アクセ
ス端末は、（たとえば、ブロック２０６の設定によって指定されるような）受信した信号
から様々なタイプの情報を導出する（たとえば、抽出する）ことができる。
【００４３】
　図３のブロック２１４によって表されるように、アクセス端末は、場合によっては収集
した隣接関係情報を記憶することを決定し得る。たとえば、アクセス端末は、収集した隣
接関係情報を即時に報告しない場合にはこの情報を記憶することになる。
【００４４】
　ブロック２１６によって表されるように、いくつかの実装態様では、アクセス端末は、
検索のために利用可能な隣接関係情報を有しているという指示を送る。この情報は、たと
えば、隣接関係情報を報告するようにそのアクセス端末に要求した（たとえば、ブロック
２０２）エンティティに送られ得る。これらの動作については、図７に関連して以下でよ
り詳細に説明する。
【００４５】
　ブロック２１８によって表されるように、ブロック２１６においてアクセス端末が指示
を送る実施態様では、その指示を受け取るネットワークエンティティは、その後、アクセ
ス端末に隣接関係情報の要求を送ることがある。これらの動作については、図８に関連し
て以下でより詳細に説明する。
【００４６】
　ブロック２２０によって表されるように、ある時点において、アクセス端末は隣接関係
情報の報告を開始する。この報告は、ブロック２１８に記載の要求の受信によって、かつ
／またはブロック２０８の構成に基づいてトリガされ得る。後者の場合の一実施例として
、いくつかの実装態様では、アクセス端末が図９に関連して以下でより詳細に説明するよ
うに規定の無線状態にある場合、この報告が開始される。
【００４７】
　ブロック２２２によって表されるように、アクセス端末は、それ自体の送信機を使用し
て、隣接関係情報を含む１つまたは複数のメッセージを送る。このようなメッセージは、
ネイバー情報報告を要求したエンティティに、また場合によっては何らかの他のエンティ
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ティに送信され得る。通常、アクセス端末は、関連するアクセスポイントがそのアクセス
端末の近隣について知ることができるようにすべく、そのアクセスポイントにアクセス端
末の隣接関係情報を送ることになる。
【００４８】
　ここで、アクセス端末は、そのアクセス端末自体が特定のアクセスポイントのカバレー
ジ内にあった間に近隣セルから確実に収集できた隣接関係情報を識別することによって、
その特定のアクセスポイントに対応する隣接関係情報を識別することができる。ここで、
アクセス端末が近隣セルから確実に情報を収集できるかどうか、および／またはアクセス
端末がアクセスポイントのカバレージ内にあるかどうかの判断は、特定の信号収集基準（
たとえば、最小の受信信号強度および／または信号復号誤り率）に基づき得る。したがっ
て、言い換えれば、隣接関係情報の測定は、アクセス端末がサービングセルのカバレージ
内にある間にアクセス端末が受信できる、少なくとも１つのセルによって送信された信号
を処理することを含む場合がある。
【００４９】
　ブロック２２４によって表されるように、アクセスポイントはアクセス端末から隣接関
係メッセージを受信する。この情報が受信されると、アクセスポイントはそれ自体の隣接
関係テーブルを更新する。
【００５０】
　ブロック２２６によって表されるように、アクセスポイントは、それ自体の隣接関係情
報を別の１つのネットワークエンティティ（または他の複数のネットワークエンティティ
）と交換することができる。たとえば、図１０に関連して以下でより詳細に説明するよう
に、アクセスポイントは、ダイレクトインターフェース（たとえば、ＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒ
インターフェースまたはＥ－ＵＴＲＡＮ　Ｘ２インターフェース）を介して別の１つのア
クセスポイントと隣接関係情報を交換することができる。
【００５１】
　図４は、隣接関係情報に関する測定を行うことに関連して実行され得る例示的な動作を
示す。有利には、図４の技法は、アクセス端末の他の機能（たとえば、他のより優先順位
の高い測定、トラフィック、または機能）に悪影響を与えずにアクセス端末に隣接関係測
定を行うことを可能にする一方で、同時にそれらの測定が行われることによる電力消費へ
の悪影響を軽減する。したがって、これらの動作または他の類似の動作は、ＡＮＲ動作に
関してアクセス端末（たとえば、ＵＥ）に「ベストエフォート」を行うことのみが要求さ
れる状況で採用される場合がある。たとえば、アクセス端末は、図４の技法を使用して、
アクセス端末のページングまたは移動に関する性質に悪影響を与えない形で、対象となる
検出されたセルの（レイヤ２の情報を収集するために）システム情報ブロックを読み取る
ことができる。したがって、いくつかの態様では、規定の無線状態は、隣接関係情報のた
めの測定がアクセス端末の少なくとも１つの指定の動作を妨害しないであろう状態を含む
ことができる（たとえば、隣接関係測定以外の測定、またはアクセス端末がトラフィック
を送るかまたはトラフィックを受信する動作）。
【００５２】
　ブロック４０２によって表されるように、アクセス端末は（たとえば、本明細書で説明
するように）隣接関係測定を行うように構成される。ブロック４０４によって表されるよ
うに、アクセス端末が隣接関係測定を行うように構成された後のある時点において、アク
セス端末は、そのような測定を行い得る無線状態として規定されている無線状態にあると
判断する。たとえば、ＵＭＴＳの実施態様では、アクセス端末は、ＩＤＬＥ状態、ＣＥＬ
Ｌ＿ＰＣＨ状態、ＤＲＸギャップを伴うＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ま
たはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のうちの１つまたは複数を含む一組のＵＭＴＳ無線状態（す
なわち、無線リソース制御状態）のいずれか１つにある場合は、隣接関係情報に関する測
定だけを行うというように設定することができる。
【００５３】
　ブロック４０６によって表されるように、ブロック４０４の判定の結果、アクセス端末
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は、隣接関係情報に関する１つまたは複数の測定を行う。したがって、所与のセルから受
信した信号に基づいて、アクセス端末は、たとえば、セル識別子と、ＣＧＩと、ＰＬＭＮ
識別子と、トラッキングエリアコード（ＴＡＣ）と、ロケーションエリアコード（ＬＡＣ
）と、ルーティングエリアコード（ＲＡＣ）と、基準信号情報（たとえば、パイロット信
号に関連付けられた識別子）と、信号品質尺度（たとえば、Ｅｃ／Ｉｏ、ＲＳＣＰ）と、
他の情報のうちの１つまたは複数を収集することができる。測定が何らかの他の理由から
（たとえば、何らかの他の条件が満たされなくなった、または測定が完了した）早期に終
了しない限り、アクセス端末は、もはや、規定の無線状態ではないという指示を受信する
までは、測定を行い続けることができる。
【００５４】
　図５は、閾値を使用して隣接関係情報に関する測定を行うことに関連して実行され得る
例示的な動作を示す。たとえば、隣接関係ロギング閾値が満たされた場合（当てはまる場
合は、他の条件が満たされた場合）、アクセス端末（たとえば、ＵＥ）は検出されたセル
をログすることが許可され得る。
【００５５】
　ブロック５０２によって表されるように、アクセス端末は、隣接関係測定のための少な
くとも１つの閾値を維持管理する。いくつかの場合において、アクセス端末には閾値が設
定される。たとえば、ネットワークエンティティ（たとえば、アクセスポイントまたはＭ
ＤＴサーバ）は、閾値情報をアクセス端末に送信することができる。場合によっては、閾
値は内部のアクセス端末閾値である。
【００５６】
　ブロック５０４で表されるように、場合によっては、アクセス端末は、ハンドオーバ測
定用の異なる閾値を維持管理する。ここで、ハンドオーバ関連測定用の閾値は隣接関係関
連測定用の閾値に類似している場合があることを諒解されたい（たとえば、両方の閾値と
も同じタイプの測定に対応している場合がある）。むしろ、いくつかの場合において閾値
は同じであってよく、そのことから、単一の閾値が両方の動作のために使用され得る。し
かし典型的には、これらの動作は異なる値の閾値を採用することになり、それら閾値は信
号品質または信号強度の異なる尺度（たとえば、Ｅｃ／Ｉｏ対何らかの他の信号品質の尺
度）に対応し得る。
【００５７】
　ブロック５０６で表されるように、ある時点で、アクセス端末は、少なくとも１つの近
隣セルから信号を受信する。たとえば、アクセス端末は１つのセルから基準信号を受信す
ることができ、またはアクセス端末は、その１つのセルに関するシステム情報を伝える信
号を受信することができる。ブロック５０８によって表されるように、アクセス端末は、
この受信した信号を閾値と比較する。
【００５８】
　ブロック５１０によって表されるように、アクセス端末は、ブロック５０８の比較に基
づいて、隣接関係情報に関する測定を行うべきかどうかを判定する。たとえば、受信した
信号の大きさが閾値よりも大きいかそれに等しい場合、アクセス端末は、ブロック５０６
の信号を提供した１つまたは複数のセルから受信したシステム情報をロギングすることが
できる。
【００５９】
　図６は、収集した隣接関係情報をアクセス端末が即時に報告しない場合に実行され得る
例示的な動作を示す。たとえば、アクセス端末（たとえば、ＵＥ）は、ネットワークエン
ティティ（たとえば、ＭＤＴサーバまたはアクセスポイント）によってまだ検索されてい
ないいずれのログも記憶することができる。
【００６０】
　ブロック６０２によって表されるように、ある時点において、アクセス端末は隣接関係
情報を収集する。たとえば、本明細書で説明するように、アクセス端末は、近隣セルから
信号を受信し、それらの信号から適切な隣接情報（たとえば、識別子など）を抽出する。
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【００６１】
　ブロック６０４によって表されるように、特定の条件下で、アクセス端末は、隣接関係
情報はネットワークエンティティに即時に報告されるべきではないと判断する。たとえば
、アクセス端末は、特定の条件が満たされるまで報告を遅らせることができ（たとえば、
図４に示すように）、またはアクセス端末は、ネットワークエンティティが情報を要求す
るまで情報を維持管理することができる（たとえば、図７および８に示すように）。
【００６２】
　ブロック６０６によって表されるように、アクセス端末は、ブロック６０４の判断の結
果、隣接関係情報を記憶する。たとえば、アクセス端末は、後の時点における検索のため
に情報を（たとえば、ＲＡＭまたはフラッシュメモリなどのメモリデバイスを備える）メ
モリ構成要素で維持管理することができる。
【００６３】
　ブロック６０８によって表されるように、アクセス端末は、記憶した隣接関係情報の報
告をトリガする条件を識別する。このような報告の条件は、たとえばネットワークエンテ
ィティ（たとえば、上記で参照したＭＤＴサーバまたはアクセスポイント）から受信した
コマンドによって指定することができる。上述のように、このトリガは、（たとえば、図
４で示すような）指定の条件または（たとえば、図７および８に示すような）情報の要求
に対応し得る。ブロック６１０によって表されるように、ブロック６０８の条件を識別す
ると、アクセス端末は、記憶した隣接関係情報を報告する旨のメッセージを（たとえば、
ＭＤＴサーバまたはアクセスポイントに）送信する。いくつかの場合において、このメッ
セージは、アクセス端末が隣接関係情報を収集した少なくとも１つの時点を示す。いくつ
かの場合において、メッセージは、隣接関係情報の一部分が有効ではないことを示す。
【００６４】
　図７および８は、検索のために利用可能な隣接関係情報をアクセス端末が有していると
いう指示をそのアクセス端末が提供する一実装態様において実行され得る例示的な動作を
示す。たとえば、アクセス端末（たとえば、ＵＥ）は、アクセス端末によって送られるメ
ッセージ（たとえば、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ＿ＣＯＭＰＬＥＴＥ、ＣＥＬＬ　Ｕ
ＰＤＡＴＥ、ＵＲＡ　ＵＰＤＡＴＥ、ＵＲＡ　ＵＰＤＡＴＥ、またはＭＥＡＳＵＲＥＭＥ
ＮＴ　ＲＥＰＯＲＴ）に１ビットの指示子を含めることによって隣接関係ログの利用可能
性を示すことができる。この場合、ネットワーク（たとえば、ＭＤＴサーバまたはアクセ
スポイント）は、この指示子に基づいて隣接関係ログを検索するかどうかを判定すること
ができる（ＵＥがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にある時に）。
【００６５】
　図７は、アクセス端末において実行され得る例示的な動作を記述する。ブロック７０２
によって表されるように、アクセス端末は、本明細書で説明するように隣接関係情報を収
集し、その情報を記憶する。
【００６６】
　ブロック７０２によって表されるように、アクセス端末は、隣接関係情報が検索のため
に利用可能であることを示すメッセージを送る。たとえば、アクセス端末は、アクセス端
末のサービングアクセスポイントにこの条件の明示的指示を送ることができる。ブロック
７０４のメッセージは、専用メッセージ（すなわち、この指示を送るためにのみ使用され
るメッセージ）か、または非専用メッセージ（すなわち、他の情報ならびにこの指示を送
るために使用されるメッセージ）を含むことができる。メッセージは、たとえば無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）メッセージなど、様々な形式を取ることができる。
【００６７】
　いくつかの場合において、アクセス端末は、収集した隣接関係情報のすべてを単一の報
告メッセージで送信できるとは限らないと判定する場合がある。その結果、アクセス端末
は、追加の隣接関係情報が検索のために利用可能なことを示す別の１つのメッセージを送
信することができる。このような他のメッセージは、この目的専用のメッセージか、また
は追加の隣接関係情報が検索のために利用可能な旨の明示的指示を含めた別のタイプのメ
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ッセージ（たとえば、別のＲＲＣメッセージ）であってよい。
【００６８】
　ブロック７０６によって表されるように、アクセス端末は、ブロック７０４のメッセー
ジに応答して隣接関係情報の要求を受信する。たとえば、アクセス端末は、アクセス端末
自体のサービングアクセスポイントからこの要求を含むメッセージを受信する場合がある
。ブロック７０８によって表されるように、アクセス端末は、ブロック７０６の要求受信
の結果、隣接関係情報を（たとえば、サービングアクセスポイントに）送信する。したが
って、アクセス端末は、たとえば、セル識別子と、ＣＧＩと、ＰＬＭＮ識別子と、トラッ
キングエリアコード（ＴＡＣ）と、ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）と、ルーティン
グエリアコード（ＲＡＣ）と、信号品質尺度と、他の情報のうちの１つまたは複数を報告
することができる。
【００６９】
　図８は、ネットワークエンティティ（たとえば、ＭＤＴサーバまたはアクセスポイント
）において実行され得る例示的な動作を記述する。ブロック８０２によって表されるよう
に、ネットワークエンティティは、隣接関係情報が検索のために利用可能であることを示
すメッセージをアクセス端末から受信する。ブロック８０４によって表されるように、ブ
ロック８０２のメッセージ受信の結果、ネットワークエンティティは、隣接関係情報を要
求するメッセージ（たとえば、ＲＲＣメッセージ）を送信する。いくつかの場合において
、このメッセージは、検索のために利用可能な隣接関係情報の一部分のみを要求すること
ができる。ブロック８０６によって表されるように、ネットワークエンティティは、ブロ
ック８０４のメッセージに応答して（たとえば、ＲＲＣメッセージにより）隣接関係情報
を受信する。
【００７０】
　上述のように、いくつかの場合においては、アクセス端末によって収集された隣接関係
情報のすべてが単一の報告メッセージで送られ得るわけではない。したがって、ネットワ
ークエンティティは、追加の隣接関係情報が検索のために利用可能なことを示す別の１つ
のメッセージを受信する場合がある。その結果、ネットワークエンティティは、この追加
のメッセージの受信した結果として、追加の隣接関係情報の別の１つの要求を送る場合が
ある。
【００７１】
　図９は、隣接関係情報を報告することに関連して実行され得る例示的な動作を示す。有
利には、図９の技法は、アクセス端末の他の機能（たとえば、他のより優先順位の高い報
告、トラフィック、測定、または機能）に悪影響を与えずに隣接関係報告を送ることをア
クセス端末に対して可能にする一方で、同時にこの報告による電力消費への悪影響を軽減
する。したがって、これらの動作または他の類似の動作は、ＡＮＲ動作に関してアクセス
端末（たとえば、ＵＥ）に「ベストエフォート」を行うことのみが要求される状況で採用
される場合がある。たとえば、アクセス端末は、図９の技法を使用して、アクセス端末の
ページングまたは他の移動に関する性質に悪影響を与えない形で隣接関係情報を報告する
ことができる。
【００７２】
　ブロック９０２によって表されるように、アクセス端末は、報告されるべき隣接関係情
報を収集する。ブロック９０４によって表されるように、隣接関係情報収集後のある時点
として、アクセス端末は、隣接関係情報の報告が許可される規定の無線状態にあると判断
する。たとえば、アクセス端末は、アップリンクチャネルで他の信号（たとえば、シグナ
リング）を送るように構成される無線状態中にのみ報告することが許可され得る。特定の
例として、ＵＭＴＳの実施態様では、アクセス端末は、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態またはＣＥ
ＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にある時は隣接関係情報を報告するように構成することができるが、
ＩＤＬＥ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、またはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある時はそのように
構成することができない。有利には、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状
態中にすでにアクセス端末の無線局（たとえば、送信機）はオンにされている場合がある
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ので、そのような状態での隣接関係報告の送信は、アクセス端末の電力消費を僅かに漸増
させる結果をもたらし得る。対称的に、ＩＤＬＥ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、またはＵ
ＲＡ＿ＰＣＨ状態中に報告が送信されたとすると、この報告は、無線局（たとえば送信機
）がオンになることに連動して電力消費を高める結果をもたらすことになる。
【００７３】
　ブロック９０６によって表されるように、ブロック９０４の判定の結果、アクセス端末
は、隣接関係情報を報告する旨のメッセージを送る。いくつかの実装態様では、アクセス
端末は、このメッセージの送信がアクセス端末の少なくとも１つの他の動作と同時に起こ
らないようにスケジューリングする。ここで、アクセス端末は、隣接関係情報の報告がア
クセス端末で少なくとも１つの指定の動作を妨害しないであろう時点を識別することがで
き、次いでその識別した時点に従ってメッセージの送信をスケジューリングすることがで
きる。報告が何らかの他の理由から（たとえば、何らかの他の条件が満たされなくなった
、または報告が完了した）早期に終了しない限り、アクセス端末は、もはや、規定の無線
状態ではないという指示を受信するまでは、報告動作を行い続けることができる。
【００７４】
　図１０は、２つのアクセスポイント間のダイレクトインターフェースを介した隣接関係
情報の交換に関連して実行され得る例示的な動作を示す。ブロック１００２によって表さ
れるように、ある時点において、第１のアクセスポイントは第２のアクセスポイントとの
ダイレクトインターフェース（たとえば、ＵＴＲＡＮ　ＩｕｒインターフェースまたはＥ
－ＵＴＲＡＮ　Ｘ２インターフェース）を確立する。たとえば、ネットワーク技術者は、
ＩｕｒインターフェースまたはＸ２インターフェースをセットアップするようにアクセス
ポイントを構成することができる（たとえば、アクセスポイントの対応するコントローラ
の動作によって）。いくつかの場合において、複数のアクセスポイントは、それらの間に
Ｘ２インターフェースを動的にセットアップすることができる（しかしながら、このよう
にしてＩｕｒインターフェースがセットアップされる可能性は低い）。
【００７５】
　ブロック１００４によって表されるように、第１のアクセスポイントはアクセス端末か
ら隣接関係報告を受信する。この報告は、少なくとも１つのセルをターゲットセルの隣接
セルであると識別することになる。たとえば、アクセス端末のサービングセルは、アクセ
ス端末が潜在的な隣接セルであると識別するターゲットセルとみなされ得る。この目的の
ために、隣接関係報告は各ターゲットセルと各隣接セルの識別情報を含むことになる。こ
の識別情報は、最低でも各セルのセル識別子を含むことになる。この識別情報は、各識別
されたセルに関して、ＰＳＣと、ＴＡＣと、ＰＬＭＮ識別子と、（たとえば、本明細書で
説明するような）何らかの他の隣接関係情報との１つまたは複数も含み得る。いくつかの
態様では、この情報はオペレータから発せられたものではないので、隣接関係報告はＡＮ
Ｒ情報を備えるものとみなされる。さらに、この情報の発信源からして、この情報が正確
であるという高度な信頼性はあり得ない。たとえば、アクセス端末は、あるセルがターゲ
ットセルの隣接セルであるという関係がネットワークによって認識されていない（たとえ
ば、報告される隣接セルが異なるネットワーク上にある）という状況において、あるセル
がターゲットセルの隣接セルであると報告することができる。したがって、第１のアクセ
スポイントが報告の隣接関係情報を別の１つのエンティティと交換する場合、第１のアク
セスポイントは、受信エンティティがそれ自体の隣接関係テーブルを更新する際に隣接関
係情報の発信源を考慮できるように、隣接関係情報の発信源の表示を提供することができ
る。
【００７６】
　ブロック１００６によって表されるように、第１のアクセスポイントは、受信した報告
の隣接関係情報を含むメッセージを生成する。いくつかの場合において、第１のアクセス
ポイントは、受信した報告をメッセージに単に組み込むだけである。他の場合には、第１
のアクセスポイントは、この報告から隣接関係情報を抽出し、この抽出した情報をメッセ
ージに含める。同様に、第１のアクセスポイントは、メッセージ内の隣接関係情報の発信
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源を示すようにメッセージを生成することができる。いくつかの場合において、ブロック
１００６で生成されたメッセージのタイプは、メッセージ内の隣接関係情報がアクセス端
末を発信源とすることを示し得る。いくつかの場合において、メッセージの内容（たとえ
ば、メッセージに含まれる指示）は、メッセージ内の隣接関係情報がアクセス端末を発信
源とすることを示し得る。いくつかの場合において、メッセージは、隣接関係情報の発信
源を明示的に示すことができる（たとえば、メッセージがアクセス端末の識別子を含む）
。
【００７７】
　ブロック１００８によって表されるように、第１のアクセスポイントは、隣接関係メッ
セージをダイレクトインターフェースを介して第２のアクセスポイントに送信する。たと
えば、第１のアクセスポイントは、ＲＮＳＡＰ直接情報転送を行ってＡＮＲ報告を第２の
アクセスポイントに送信することができる。したがって、第２のアクセスポイントは（ま
た、場合によっては、後でこの隣接関係情報を収集するいかなる他のエンティティも）、
隣接関係情報の発信源の指示（たとえば、その情報が完璧に信頼できる発信元からのもの
ではないことを示す）を受信することができる。
【００７８】
　ブロック１０１０によって表されるように、第２のアクセスポイントは、ブロック１０
０８において受信された隣接関係メッセージに基づいて隣接関係テーブルを更新する。し
かしながらメッセージ内の隣接関係情報の発信源があると仮定すると、第２のアクセスポ
イントは、メッセージ内の隣接関係情報を使用する際に他の情報を考慮する場合がある。
たとえば、第２のアクセスポイントは、この報告と追加のネイバー報告（ターゲットセル
の隣接セルも報告している）を使用して、報告された隣接セルが本当にターゲットセルの
隣接セルかどうかを判定することができる。
【００７９】
　説明のために、本明細書で教示するような隣接関係管理に関する付加的な詳細を図１１
および１２の状況で記述する。簡略に言えば、図１１は、ＲＡＮ、ＯＡＭエンティティ、
およびＭＤＴサーバといったネットワークエンティティ間でどのようにして隣接関係情報
が交換され得るかの一実施例を示し、図１２は、ＲＡＮ、コアネットワーク（ＣＮ）エン
ティティ、およびＭＤＴサーバといったネットワークエンティティ間でどのようにして隣
接関係情報が交換され得るかの一実施例を示す。しかしながら、図１１および１２のエン
ティティのすべてが所与のネットワークにおいて採用され得ることを理解されたい。
【００８０】
　図１１は、システム管理に保守運用管理（ＯＡＭ）機能を使用する自動ネットワーク再
構成アーキテクチャの一実施例を示す。一実施例では、ＵＥのドライブ試験の省力化（Ｍ
ＤＴ）サーバは階層の上部に置かれ、様々なエンティティにメッセージを送信する。次に
、グローバルＯＡＭ機能は、一実施例ではシステム管理全体のために使用され、特定の無
線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）管理のためにメッセージを個々のＯＡＭ機能と交換す
る。一実施例では、各ＲＡＮは、ワイヤレスシステム内の複数のセルの無線アクセスを監
督する。一般に、各ＲＡＮは複数のセルに対してアクセスポイントとしての役割を果たし
、それら複数のセルは複数のＵＥに接続する。
【００８１】
　図１２は、システム管理にＣＮ機能を使用する自動ネットワーク再構成アーキテクチャ
の一実施例を示す。一態様では、ＵＥのＭＤＴサーバは階層の上部に置かれ、ＣＮからメ
ッセージを受信する。一実施例では、複数のＣＮが、相互に、また、複数のＲＡＮとメッ
セージを交換する。一般に、各ＲＡＮは複数のセルに対してアクセスポイントとしての役
割を果たし、それら複数のセルは複数のＵＥに接続する。
【００８２】
　図１１および１２の相互接続線は、様々なエンティティ間で採用され得るインターフェ
ースを包括的に表している。たとえば、図１１では、インターフェースＡはＲＲＣインタ
ーフェースを含むことができ、インターフェースＢはＯＭＡ－ＤＭインターフェースを含
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むことができ、インターフェースＣはＩｕｂインターフェースを含むことができ、インタ
ーフェースＤはＩｕｒまたはＸ２インターフェースを含むことができ、インターフェース
ＥはＩｔｆ－Ｓインターフェースを含むことができ、インターフェースＧはＩｔｆ－Ｎイ
ンターフェースを含むことができる。図１２では、インターフェースＪはＩｕまたはＳ１
インターフェースを含むことができ、インターフェースＫはＳ３またはＧｎインターフェ
ースを含むことができる。
【００８３】
　図１１および１２では、個々のノードは、本開示の範囲または趣旨に影響を与えること
なく、様々な無線アクセス技術（ＲＡＴ）アーキテクチャの一部であり得る。図１１およ
び１２に関して、当業者には、図示されたインターフェース名は例示にすぎず、限定的、
排他的、または内包的な名称として解釈されるべきではないことを理解されよう。本開示
の範囲または趣旨に影響を与えることなく、これらインターフェース名の一部には別のイ
ンターフェース名を代用することができ、その他のインターフェース名は追加することが
できる。
【００８４】
　一態様では、ＵＥは、このアーキテクチャ内のいくつかの機能を有する。たとえば、Ｕ
Ｅは、特定のセルまたはいずれかの検出されたセルからコマンドを受信するか、またはパ
イロットを検出するか、またはレイヤ２のブロードキャストを読む。一実施例では、特定
のセルは、パイロットＩＤ（たとえば、１次同期コード（ＰＳＣ）、物理セルＩＤ（ＰＣ
Ｉ：physical cell identity）の範囲によって、またはそれらセルのレイヤ２　ＩＤ（た
とえば、セルＩＤ、グローバルセルＩＤ（ＧＣＩ））によって識別され得る。このそのよ
うなコマンドは、インターフェースＡまたはＢによって設定され得る。一実施例では、イ
ンターフェースＡによるコマンドは、ユニキャストすることができるか（たとえば、ＲＲ
Ｃ測定構成メッセージ）、またはＵＥによってセルブロードキャストから収集することが
できる（たとえば、ＲＲＣシステム情報）。一態様では、ＵＥは、インターフェースＡに
よるコマンドに、即時または妥当な遅延の後で、または何らかのイベント（たとえば、Ｕ
ＥがＲＡＮに接続する、ＵＥが何らかの他の報告を実行する）が発生した時に、またはＵ
Ｅの都合のよい時に（たとえば、他の測定またはトラフィック活動が妨害されない時）、
または定期的に（すなわち、設定された時刻に、または設定された時刻の後に）従う必要
があり得る。
【００８５】
　別の実施例では、ＵＥは必要とされる数量を測定する。たとえば、タイミング測定値は
、即時、または報告が必要とされる少し前、またはそれらの中間の任意の機会といった様
々な機会にＵＥによって取られ得るか、またはまったく取られなくてもよい。何時測定を
実行するかをＵＥが選べるとするならば、ＵＥは、他のより優先順位の高い測定、トラフ
ィック、または機能に悪影響を及ぼさずに測定を実行することができるかどうか、また、
何時なら他のより優先順位の高い測定、トラフィック、または機能に悪影響を及ぼさずに
測定を実行することができるか、測定するために１つまたは複数のセルから受信した信号
が測定を完了させるために十分強いかどうか、また、何時なら測定するために１つまたは
複数のセルから受信した信号が測定を完了させるために十分強いか、測定するために１つ
または複数のセルから受信した信号が、インターフェースＡまたはＢによって設定された
１つまたは複数の閾値、または内部のＵＥの閾値を超えているかどうか、また、何時なら
測定するために１つまたは複数のセルから受信した信号が、インターフェースＡまたはＢ
によって設定された１つまたは複数の閾値、または内部のＵＥの閾値を超えるか、インタ
ーフェースＡまたはＢによって設定された他の条件が満たされているかどうか、また、何
時ならインターフェースＡまたはＢによって設定された他の条件が満たされるか（たとえ
ば、ＵＥまたはセルの地理的ロケーション、もしくはルーティングエリア識別子コード（
ＲＡＣ）と、ローカルエリアコード（ＬＡＣ）と、１次同期コード（ＰＳＣ）と、物理セ
ルＩＤ（ＰＣＩ：physical cell identity）と、グローバルセルＩＤ（ＧＣＩ）と、セル
ＩＤと、限定加入者グループ（ＣＳＧ）と、無線アクセス技術（ＲＡＴ）のタイプと、１
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つまたは複数のＰＬＭＮＩＤなどのような部分パラメータの一致）、ＵＥに、他のトラフ
ィック／測定／報告活動を妨害することを回避するための機能（たとえば、デュアルアン
テナ、デュアル受信チェーン（dual receive chain））が備わっているかどうか、増大す
る消費が低減できるかどうか、また、何時なら増大する消費が低減できるかを考慮するこ
とによって選ぶことができる。必要とされる数量の一部またはすべてがＵＥですでに利用
可能な場合、ＵＥはそれらを再び測定しないと決定することができる。たとえば、一部の
そのような数量は、以前に測定されたから、または他の方法でＵＥに与えられたからとい
う理由で提示され得る（たとえば、ＵＥはＰＳＣ１のセル１に留まり、セル１の制御ＲＮ
Ｃがセル１のＩＤによってＵＥを設定する。後者はセル２に留まり、ＵＥは、セル２のＰ
ＳＣ１隣接に対応するセルＩＤを与えるように求められる。ＵＥは、セル１のＩＤを再び
測定せずに与えることを選び得る）。
【００８６】
　別の実施例では、ＵＥは、測定され、導出された数量の報告を提供する。一態様では、
報告は、既存のメッセージによるものであっても（たとえば、ＲＲＣ測定報告メッセージ
、様々な機能のランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）情報エレメント（ＩＥ）の測定値
）、新しいメッセージによるものであってもよい。報告は、構成が到着したインターフェ
ースと同じインターフェース、異なるインターフェース、または両方で送ることができる
（たとえば、構成はインターフェースＡで、報告はインターフェースＢで）。報告は、セ
ルから検出されたか読み取られた数（たとえば、セルＩＤ、ＣＧＩ、ＬＡＣ、ＲＡＣ、Ｔ
ＡＣ、様々なＰＬＭＮ、ＣＳＧスプリット）、または派生数量（たとえば、「ＰＳＣは、
供給されたセルＩＤに対応した／しなかった」、「ＵＥはセルのＣＳＧの一員ではない」
）、信号品質尺度（たとえば、共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）受信信号符号電力
（ＲＳＣＰ）、ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏ（チップエネルギー／干渉雑音密度比））を含む
ことができる。一実施例では、報告が不完全な場合があり（たとえば、セルＩＤは報告さ
れているが、ＣＳＧスプリットは報告されていない）、ＵＥは、どの数量を報告できない
かと、その理由とを示すことができる（たとえば、「読み取る時間がない」、「信号が読
み取れるほど強くない」、「情報が存在しない」）。別の実施例では、報告は前述の数量
を、ゼロ、１つ、または複数のセルに関して含み得る。別の実施例では、報告は、１つま
たは複数のサービングセルに関するＩＤまたは他の特性化パラメータ（たとえば、セルＩ
Ｄ、ＣＧＩ、ＬＡＣ、ＲＡＣ、ＴＡＣ、様々なＰＬＭＮ、ＣＳＧスプリット、信号品質、
情報がロギングされた／されなかった理由）を含む。別の態様では、報告は即時であって
も、なくてもよい。報告が即時でない場合、ＵＥは、測定値が取られた時刻を識別するか
、または内容が有効でない数量を省略することが可能であり得る。いかなる省略の場合に
も、ＵＥは、その省略を暗示的または明示的に示すことができる（たとえば、「フィール
ドｘｘｘは無効な情報を含む」）。別の態様では、ＵＥは、ＲＡＮ／ＭＤＴサーバが追加
情報（の一部分）を要求することのあるインターフェースＡまたはＢによる検索のために
追加情報が利用可能かどうかをメッセージの中でさらに示すことができる。報告する際に
、ＵＥは、他の活動（たとえば、トラフィック、測定）が影響されない時点、または増大
する電池使用量が低減される時点（たとえば、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ（専用チャネル）、ＣＥ
ＬＬ＿ＦＡＣＨ（順方向アクセスチャネル）など）を選ぶことができる。ＵＥの報告は、
ＵＥによる報告コマンドの受信より前に収集された一部（または全部の）の数量を含み得
ることに留意されたい。数量は、そのような報告が適切ならば、ＵＥの実施態様により異
なる。たとえば、そのような前もって収集した数量は、ＵＥの自律的測定作用により、ま
たは同一または他のセル／ＲＡＮ／ＭＤＴサーバなどからＵＥによって受信された以前の
構成でトリガされた測定により、または以前のＵＥの活動（たとえば、隣接セルに留まっ
ていること）により入手されたものであり得る。
【００８７】
　一態様では、ＲＡＮは、このアーキテクチャ内のいくつかの機能を有する。たとえば、
ＲＡＮは、前述のように隣接セルを報告するように、もしくは収集された、またはサービ
スしている隣接セルのデータを受理するようにＵＥを構成することができる。たとえば、
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ＲＡＮは、隣接セルのデータを報告するように、もしくは収集された隣接セルのデータま
たは制御されたセルデータを受理するようにそれ自体のＯＡＭを構成することができる。
たとえば、ＲＡＮは、隣接セルのデータを報告するように、もしくは収集された隣接セル
のデータまたは制御されたセルデータを受理するようにそれ自体のＣＮ（コアネットワー
ク）を構成することができる。たとえば、ＲＡＮは、セルデータまたは数量を報告するよ
うに、それ自体の各セル（たとえば、ノードＢ）を構成することができる。一態様では、
そのような構成は、ＣＮの場合は特に、そのインターフェースを介して特定のパートナー
ノードに透過的であり得る（たとえば、ＲＡＮ情報管理（ＲＩＭ）プロシージャによりＣ
Ｎに透過的である）。一態様では、透過的な構成の場合、情報が向けられたＲＡＮノード
のＩＤが、情報が透過的なノードに供給され得る。構成が透過的な直接インターフェース
のパートナーが信頼されていない場合、送信元ＲＡＮノードは構成コマンドを暗号化する
ことができる。
【００８８】
　別の実施例では、隣接セルのデータを要求するコマンドは、パイロットＩＤ（たとえば
、ＰＣＩ、ＰＳＣ）または隣接セルのデータが要求される（いかなるパイロットをも含む
）パイロットの範囲、要求する特定の隣接セルのデータ（たとえば、セルのＩＤ、すなわ
ちセルＩＤ、ＵＴＲＡＮセル識別子（ＵＣ－ＩＤ）、ＣＧＩなど）、他の隣接セルを限定
する数量（たとえば、ＣＳＧ　ＩＤ、ＰＬＭＮ、ＬＡＣ、ＲＡＣ、ＴＡＣなど）、適用可
能な場合はセルの信号品質（たとえば、構成がＵＥに送信される場合はＣＰＩＣＨ　Ｅｃ
／Ｉｏ、送信電力）、隣接セルの隣接するセル、特定のセルを制御するＲＡＮノードのＩ
Ｄと、そのようなＩＤの形式、たとえば、論理（たとえば、ＲＮＣ－ＩＤ＋ＲＡＣ＋ＰＬ
ＭＮ、ｅＮＢ　ＩＤ＋ＴＡＣ＋ＰＬＭＮ）およびトランスポート（たとえば、ＩＰアドレ
ス＋ポート）、周辺で隣接セルの情報が要求されるセルのＩＤ、たとえば、セルＩＤ＋Ｐ
ＬＭＮ＋ＲＡＣ、またはＣＧＩなど、隣接セルの構成の特性、たとえば、制御しているＲ
ＡＮノードがダイレクトインターフェースを受け入れるかどうか、制御しているＲＡＮノ
ードが入来コマンド／通知の受信を受けるかどうか（たとえば、電力の始動／停止／低減
／電力増加／アンテナ調整のためのコマンド／特定の自己組織化ネットワーク（ＳＯＮ）
メッセージを受信する能力など）、または制御しているＲＡＮノードは発信コマンド／通
知の送信（たとえば、通知、および電力の始動／停止／低減／電力増加／アンテナ調整／
特定のＳＯＮメッセージを受信する能力など）のジェネレータであり得るかどうかを含み
得る。
【００８９】
　別の実施例では、隣接セルのデータを提供するコマンドは、制御されるかまたは隣接セ
ルのパイロットＩＤ、特定の制御されるかまたは隣接セルのデータ（セルのＩＤ、たとえ
ば、セルＩＤ、ＵＣ－ＩＤ、ＣＧＩ）、他の隣接セルを限定する数量（たとえば、ＣＳＧ
　ＩＤ、ＰＬＭＮ、ＬＡＣ、ＲＡＣ、ＴＡＣなど）、適用可能な場合はセルの信号品質（
たとえば、構成がＵＥに送信される場合はＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏ、送信電力）、隣接セ
ルの隣接するセル、１つまたは複数の特定のセルを制御するＲＡＮノードのＩＤと、その
ようなＩＤの形式、（たとえば、論理（ＲＮＣ－ＩＤ＋ＲＡＣ＋ＰＬＭＮ、ｅＮＢ　ｉｄ
＋ＴＡＣ＋ＰＬＭＮ）、トランスポート（ＩＰアドレス＋ポート））を含み得る。一態様
では、隣接セルの各組について、隣接セルが特定情報の送信元であるセルのＩＤ、たとえ
ば、ＵＥから、手動設定から、１つまたは複数のネットワークリッスンモジュールから）
、特定の情報の信頼性（質的または量的な）、セルの構成の特性（たとえば、制御してい
るＲＡＮノードがダイレクトインターフェースを受け入れるかどうか、または制御してい
るＲＡＮノードが入来コマンド／通知の受信を受けるかどうか（たとえば、電力の始動／
停止／低減／電力増加／アンテナ調整のためのコマンド／特定のＳＯＮメッセージを受信
する能力など）、または制御しているＲＡＮノードは発信コマンド／通知の送信（たとえ
ば、通知、および電力の始動／停止／低減／電力増加／アンテナ調整／特定のＳＯＮメッ
セージを受信する能力など）のジェネレータであり得るかどうかを含み得る。
【００９０】
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　別の態様では、ＲＡＮは、制御された／隣接セルの、前述の要求された情報の一部また
はすべてをＯＡＭ／ＣＮ／ＵＥに報告する。このような報告は、ＣＮの場合は特に、その
インターフェースを介して特定のパートナーノードに透過的であり得る（たとえば、ＲＩ
ＭプロシージャによりＣＮに透過的である）。透過的な報告の場合、情報が向けられたＲ
ＡＮノードのＩＤが、情報が透過的なノード（ＯＡＭ／ＣＮ／ＵＥ）に供給され得る。報
告が透過的な直接インターフェースのパートナー（たとえば、ＵＥ）が信頼されていない
場合、送信元ＲＡＮノードは報告を暗号化することができる。一実施例では、ＲＡＮは、
たとえばＲＡＮが異なる送信元からの相反する情報（たとえば、ＵＥが報告したセルＩＤ
がＯＡＭによって構成されたものと同じでない）を有する場合、特定の構成された情報が
無効であると判定されたことも報告し得る。その場合、ＲＡＮは、その情報をどのように
して無効と判定したかを、明示的に（たとえば、原因の値）または透過的な方法で（たと
えば、平文ストリング）特定することができる。
【００９１】
　別の態様では、ＲＡＮは、前述と同じタイプの情報を含む報告または構成を受信するこ
とができる。ＲＡＮは、そのような情報を使用して、関連する機能（たとえば、システム
情報ブロック１１（ＳＩＢ１１／１１ｂｉｓ）でブロードキャストする、接続モードでＵ
Ｅの測定を構成する、など）で使用するためにそのＲＡＮ自体のネイバーリストを構成す
るか、または様々な理由（たとえば、定期的な検証、または制御された隣接セルに関する
無効か、または逸失したか、または有効期限切れか、または変更されたセルデータ）で隣
接セルのＩＤをダブルチェックすることができる。
【００９２】
　別の態様では、ＯＡＭはＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ２０００、または
他のＲＡＴなどのための保守運用管理およびプロビジョニングエンティティであってよい
。一実施例では、ＯＡＭは、上記のＲＡＮ機能で詳述した構成メッセージに従ってＯＡＭ
自体のＲＡＮノードを問い合わせることができる。たとえば、ＯＡＭは、ＲＡＮから受信
した構成要求を（中間ノードに対して透過的に、または非透過的に）別の１つのＲＡＮに
向けて渡すことができるか、またはＯＡＭは、ピアＯＡＭによって、またはグローバルＯ
ＡＭによってそのような情報をＲＡＮに直接渡すことができる。一態様では、ターゲット
ＲＡＮノードの識別情報は、上述のＲＡＮ機能に関して説明した通りであってよい。ＯＡ
Ｍは、特定の構成要求の送信元ＲＡＮノードを特定することもでき、また、関連する／逸
失した／未検証のセル情報（たとえば、上述のＲＡＮ機能に関して詳述したような、ネイ
バー、セルＩＤ、ブロードキャスト、他の数量など）を収集し、かつ／または報告するよ
うにＭＤＴサーバを構成することもできる。
【００９３】
　別の態様では、ＯＡＭは、上述のＲＡＮ機能に関して詳述したセル情報の報告の要求に
よってピアＯＡＭノードまたはグローバルＯＡＭを構成することができる。
【００９４】
　別の態様では、ＯＡＭは、統合した情報を、グローバルＯＡＭへの他のＯＡＭノード、
ＯＡＭ自体の制御されたＲＡＮノード、またはＯＡＭ自体のピアＯＡＭノードに報告する
ことができる。ＯＡＭは、ＲＡＮ／ＯＡＭ／グローバルＯＡＭから受信した個別の構成要
求に特有の統合した情報を報告することができるか、またはＯＡＭが関連するとみなし得
るセル情報の一部またはすべてを供給することができる。関連する場合、ＯＡＭは、情報
を省略することができ、また、特定のセル情報が省略された明示的または暗黙的な理由を
与えることができる。ＯＡＭは、ＲＡＮから受信した報告を別の１つのＲＡＮに向けて（
中間ノードに対して透過的に、または非透過的に）渡すことができる。ＯＡＭは、ピアＯ
ＡＭによって、またはグローバルＯＡＭによってそのような情報をＲＡＮに直接渡すこと
ができる。一実施例では、ターゲットＲＡＮノードの識別情報は、上述のＲＡＮ機能に関
して説明した通りであってよい。ＯＡＭは、特定の報告要求の送信元ＲＡＮノードを識別
することもできる。
【００９５】
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　別の態様では、ＯＡＭは統合を実行することができる。ＯＡＭは、様々な送信元（ピア
ＯＡＭ、グローバルＯＡＭ、ＭＤＴサーバ、ＲＡＮ、手動設定）から情報を収集して隣接
セル構成を統合することができる。様々な送信元から集合した情報に矛盾がある場合、Ｏ
ＡＭは、オペレータ人員またはグローバルＯＡＭ、もしくは誤り収集エンティティ（たと
えば、エラーログファイル、サーバなど）にその矛盾を通知するか、またはその矛盾の解
決を試みることができる。データの矛盾の解決は、どの送信元が正確である見込みが最も
高いかに関する確率計算に基づき得る。
【００９６】
　別の態様では、ＣＮ（コアネットワーク）は、サービスしているＧＰＲＳサポートノー
ド（ＳＧＳＮ）、移動通信交換局（ＭＳＣ）、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）、
または他のＲＡＴのコアネットワークエレメントであってよい。ＣＮの機能は、すでに説
明したＯＡＭの機能に酷似している。一実施例では、ＣＮは、ＲＡＮ機能に関してすでに
詳述した構成メッセージに従ってＣＮ自体のＲＡＮノードを問い合わせることができる。
ＣＮは、ＲＡＮから受信した構成要求を別の１つのＲＡＮに（中間ノードに対して透過的
に、または非透過的に）渡すことができる。ＣＮは、ターゲットＲＡＮを制御するピアＣ
Ｎによってそのような情報をＲＡＮに直接渡すことができる。ターゲットＲＡＮノードの
識別情報は、ＲＡＮ機能に関して上述した通りであってよい。ＣＮは、特定の構成要求の
送信元ＲＡＮノードを識別することもできる（たとえば、ＲＩＭプロシージャでの透過的
送信）。ＣＮは、ＲＡＮ機能に関してすでに詳述したように、セル情報を報告するように
ピアＣＮノードを構成することができる。
【００９７】
　別の態様では、ＣＮは、統合した情報を、他のＣＮノードに、またはＣＮ自体の制御さ
れたＲＡＮノードに報告することができる。ＣＮは、ＲＡＮ／ＣＮから受信した個別の構
成要求に特有の統合した情報を報告することができるか、またはＣＮが関連するとみなし
得るセル情報の一部またはすべてを供給することができる。関連する場合、ＣＮは、情報
を省略することができ、また、特定のセル情報が省略された明示的または暗黙的な理由を
与えることができる。ＣＮは、ＲＡＮから受信した報告を別の１つのＲＡＮに向けて（中
間ノードに対して透過的に、または非透過的に）渡すことができる。ＣＮは、ピアＣＮに
よってそのような情報をＲＡＮに直接渡すことができる。ターゲットＲＡＮノードの識別
情報は、ＲＡＮ機能に関して上述した通りであってよい。ＣＮは、特定の報告要求の送信
元ＲＡＮノードを識別することもできる（たとえば、ＲＩＭプロシージャでの透過的送信
）。
【００９８】
　別の実施例では、ＣＮは、様々な送信元（ピアＣＮ、ＲＡＮ、手動設定）から情報を収
集して隣接セル構成を統合することができる。様々な送信元から集合した情報に矛盾があ
る場合、ＣＮは、オペレータ人員または誤り収集エンティティ（たとえば、エラーログフ
ァイル、サーバなど）にその矛盾を通知するか、またはその矛盾の解決を試みることがで
きる。データの矛盾の解決は、どの送信元が正確である見込みが最も高いかに関する確率
計算に基づき得る。
【００９９】
　別の態様では、グローバルＯＡＭ（ｇＯＡＭ）は、いくつかの機能を持つイントラＲＡ
ＴまたはインターＲＡＴであってよい。たとえば、ｇＯＡＭは、ＲＡＮ機能に関してすで
に詳述した構成メッセージに従ってｇＯＡＭ自体のＯＡＭノードを問い合わせることがで
きる。ｇＯＡＭは、ＯＡＭから受信した構成要求を（別の１つのＯＡＭを介して）別の１
つのＲＡＮに（中間ノードに対して透過的に、または非透過的に）渡すことができる。タ
ーゲットＲＡＮノードの識別情報は、ＲＡＮ機能に関して上述した通りであってよい。ｇ
ＯＡＭは、特定の構成要求の送信元ＲＡＮノードを識別することもできる。ｇＯＡＭは、
ＵＥおよびＲＡＮ機能に関してすでに詳述したように、関連する、または逸失した、また
は未検証のセル情報（たとえば、ネイバー、セルＩＤ、ブロードキャスト、他の数量など
）を収集し、かつ／または報告するようにＭＤＴサーバを構成することができる。
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【０１００】
　別の実施例では、ｇＯＡＭは、統合した情報をｇＯＡＭ自体のＯＡＭノードに報告する
ことができる。ｇＯＡＭは、ＯＡＭ／ＲＡＮから受信した個別の構成要求に特有の統合し
た情報を報告することができるか、またはｇＯＡＭが関連するとみなし得るセル情報の一
部またはすべてを供給することができる。関連する場合、ｇＯＡＭは、情報を省略するこ
とができ、また、特定のセル情報が省略された明示的または暗黙的な理由を与えることが
できる。ｇＯＡＭは、ＲＡＮから受信した報告を別の１つのＲＡＮに向けて（中間ノード
に対して透過的に、または非透過的に）渡すことができる。ターゲットＲＡＮノードの識
別情報は、ＲＡＮ機能に関して上述した通りであってよい。ｇＯＡＭは、特定の報告要求
の送信元ＲＡＮノードを識別することもできる。
【０１０１】
　別の実施例では、ｇＯＡＭは、ＯＡＭノードから情報を収集して隣接セル構成を統合す
ることができる。様々な送信元から集合した情報に矛盾がある場合、ＣＮは、オペレータ
人員または誤り収集エンティティ（たとえば、エラーログファイル、サーバなど）にその
矛盾を通知するか、またはその矛盾の解決を試みることができる。データの矛盾の解決は
、どの送信元が正確である見込みが最も高いかに関する確率計算に基づき得る。
【０１０２】
　別の態様では、ＭＤＴサーバは、いくつかの機能を持つ、ＯＡＭ　ＤＭクライアントと
してのＵＥに対応するオープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＡＭ　ＤＭ）サー
バであってよい。
【０１０３】
　たとえば、各ＭＤＴは、ＵＥおよびＲＡＮ機能に関してすでに詳述したように、セル情
報を収集するようにＵＥを構成することができる。ＵＥは、ＵＥおよびＲＡＮ機能に関し
てすでに詳述したように、すべての情報を報告しても、しなくてもよい。ＭＤＴは、特定
の情報（たとえば、セルＩＤ、ＰＬＭＮ、ＣＳＧ　ＩＤなど）のみを収集するように、ま
たは場合によってはＯＡＭまたはｇＯＡＭによって暗黙的または明示的に設定されるよう
な特定の（たとえば、地理的、ＰＬＭＮ、ＬＡＣ、ＲＡＣ、ＲＦなどの）限定に従って、
各ＵＥを構成することができる。
【０１０４】
　別の実施例では、ＭＤＴは、ＯＡＭまたはｇＯＡＭからの要求に関係する情報をＯＡＭ
またはｇＯＡＭに報告することができる（たとえば、ＯＡＭまたはｇＯＡＭによって要求
された特定セルの隣接セルのＩＤおよびパラメータ。）ＯＡＭまたはｇＯＡＭからの要求
は、ＵＥおよびＲＡＮ機能に関してすでに詳述した構成に類似の形式であってよい。
【０１０５】
　別の実施例では、ＭＤＴは、ＵＥから情報を収集して隣接セル構成を統合することがで
きる。様々な送信元から集合した情報に矛盾がある場合、ＭＤＴは、オペレータ人員また
は誤り収集エンティティ（たとえば、エラーログファイル、サーバなど）にその矛盾を通
知するか、またはその矛盾の解決を試みることができる。データの矛盾の解決は、どの送
信元が正確である見込みが最も高いかに関する確率計算に基づき得る。
【０１０６】
　別の態様では、セルは、同じ物理的装置（たとえば、ノードＢ、基地局トランシーバ（
ＢＳＴ））に属する複数セルの複数のエンティティであってよい。いくつかの場合におい
て、セルとそれらセルの制御するＲＡＮは連結されており（たとえば、ＮｏｄｅＢ＋、Ｈ
ＮＢ、ｅＮＢ）、その場合、インターフェースはプロプライエタリなインターフェースか
またはダイレクトハードウェアインターフェース（たとえば、バス、ダイレクトピンなど
）であってよいことに留意されたい。
【０１０７】
　セル装置（以後、ＣｅｌｌＡ）は多くの機能を有する。たとえば、ＣｅｌｌＡは、セル
情報を求めるＲＡＮ要求に応答し得る。そのような報告の構成は、インターフェースＡに
関してすでに詳述した形式に類似の論理形式であってよい。
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【０１０８】
　セル情報を求めるＲＡＮ要求に応答して、ＣｅｌｌＡは、タイミングおよび他の条件に
関する考慮事項がまったく同様の、すでに詳述した測定とまったく同様の測定を実行する
ことができる。ＣｅｌｌＡは、そのような測定を「ネットワークリッスンモジュール」の
概念を継いだ別個のモジュールに行わせる。さらに、ＣｅｌｌＡは、トラフィック条件が
低い／皆無の場合に、またはＵＥが１つも接続されていない場合に、または十分に大きな
測定ギャップ（たとえば、間欠受信（ＤＲＸ））が使用可能な場合に、測定を実行するこ
とを選び得る。
【０１０９】
　一態様では、本明細書で教示する構成および報告は、すべてのインターフェースにおい
て新たに導入されたメッセージまたは既存のメッセージの一部によって実行され得る。メ
ッセージは、限定はしないが、たとえば以下に対応するいずれかのメッセージである。Ｒ
ＲＣ接続管理、無線ベアラ制御プロシージャ、ＲＲＣ接続移動性プロシージャ、ＲＲＣ測
定プロシージャなど；ＲＡＮＡＰ／Ｓ１ＡＰエレメンタリープロシージャ、ＲＡＮＡＰ／
Ｓ１ＡＰ　ＲＡＢ管理、ＲＡＮＡＰ／Ｓ１ＡＰインターフェース管理、ＲＡＮＡＰ／Ｓ１
ＡＰリロケーション／ハンドオーバ、ＲＡＮＡＰ／Ｓ１ＡＰコンテキスト管理、ＲＡＮＡ
Ｐ／Ｓ１ＡＰページング／追跡／ＵＥコンテキスト／ロケーション管理、ＲＡＮＡＰ／Ｓ
１ＡＰ専用接続、セットアップ／転送、ＲＡＮＡＰ／Ｓ１ＡＰ情報交換など；ＮＢＡＰエ
レメンタリープロシージャ、ＮＢＡＰ共通プロシージャ、ＮＢＡＰ専用プロシージャなど
；ＲＮＳＡＰエレメンタリープロシージャ、ＲＮＳＡＰ基本移動性プロシージャ、ＲＮＳ
ＡＰ専用プロシージャ、ＲＮＳＡＰ共通トランスポートチャネルプロシージャ、ＲＮＳＡ
Ｐグローバルプロシージャなど」
　上記のリストが排他的でも限定的でもないことを当業者ならば理解されよう。本開示の
範囲または趣旨に影響を与えることなく、他のメッセージの例を付加することができ、ま
たは列挙したメッセージの例の一部を削除することができる。
【０１１０】
　上記に鑑みて、隣接関係情報は様々な方法でそのシステム全体を通して収集および分散
され得ることが理解されよう。さらなる説明のために、そのような収集および分散のいく
つかの例を以下に示す。
【０１１１】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ノード、たとえば無線ネットワーク制御装置（Ｒ
ＮＣ）セル、ノードＢ、ホームノードＢ（ＨＮＢ）などは、隣接するトポロジーおよび他
の情報を隣接するセルのネットワークパラメータを読み取ることによって収集できる。た
とえば、ネットワークパラメータの読み取りはブロードキャストまたはユニキャストメッ
セージによって達成することができ、また、無線によってまたはバックホールによって伝
えられ得る。たとえば、バックホール接続は、ＲＡＮノードとコアネットワーク（ＣＮ）
または他のＲＡＮノードとの間の接続であってよい。別の実施例では、バックホール接続
は、ＲＡＮノードとホームノードＢゲートウェイ（ＨＮＢ－ＧＷ）またはホームノードＢ
管理システム（ＨＭＳ）、または他の集中ノード（concentrating nodes）との間の接続
であってよい。
【０１１２】
　別の態様では、そのようなネットワークパラメータの読み取りは次のいくつかの手段に
よって達成され得る。（１）ＲＡＮノード内のモジュールによって（「ネットワークリッ
スンモジュール」）、（２）必要なネットワークパラメータの報告が可能なＵＥ報告によ
って、（３）すでに発見された隣接するノードとの情報交換によって、（４）集中型ノー
ド（centralized node）、たとえばＨＮＢ－ＧＷまたはＨＭＳによる構成によって。
【０１１３】
　別の態様では、ネットワークトポロジーの収集に有用なネットワークパラメータは、以
下のうちの１つまたは複数を含み得る：隣接するセルのＩＤ；アクセス権情報；パスロス
情報；受信信号品質指標；ブロードキャスト電力情報；ブロードキャスト情報が収集され
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たセルの近隣リスト；セル負荷情報；カバレージの問題に起因するドロップした、すなわ
ち劣った状態の呼／ＵＥの量、数、または比率；望ましくなく渡された呼／ＵＥの量、数
、または比率；または確認された多重録音（ping-ponging）の量。
【０１１４】
　一例では、いくつかのＵＥはすでに上記の情報の一部を報告することが可能である（た
とえば、インバウンドの移動目的のシステム情報収集をサポートするＵＥ、またはＵＥに
よる情報のネットワークへの報告を可能とする「ドライブテストの最小化」機能をサポー
トするＵＥ）。別の態様では、ネットワークはそのようなＵＥを利用する。
【０１１５】
　別の実施例では、上記のネットワークパラメータの交換は、上述のバックホール接続を
介してメッセージ（たとえば、隣接するＲＡＮノード間のマルチキャストまたはユニキャ
ストメッセージ）により起こり得る。このようなメッセージは、ＲＡＮノードによって要
求され得るか、または要求なしに必要に応じて送信され得る（たとえば、ＲＦの状態、負
荷状態、カバレージ状態、または他の状態が根拠となる時点で、または定期的に、または
ランダムに）。一実施例では、そのようなメッセージには、そのメッセージまたはネット
ワークパラメータがＲＡＮノードを通過する度に増分される回数を（たとえば、メッセー
ジごとに、またはパラメータごとに）添付することができる。一実施例では、ＲＡＮノー
ドは、複数のカウンターを使用してメッセージ数を制限するか、または受信中の情報の適
合性を発信側ＲＡＮノードからの距離の見地から判断することができる。一実施例では、
そのようなカウンターは、増分するものか、もしくはパスロスまたは他のインターＲＡＮ
距離尺度の比例関数であってよい。
【０１１６】
　一態様では、ネットワークパラメータがまだメッセージにないならば、追加され得る。
一実施例では、最後のＲＡＮノードがメッセージの内容を理解することが必要であるが、
他の中間のノード（たとえば、ＵＥ、ＨＮＢ－ＧＷ、ＣＮなど）は情報を透過的に、すな
わちメッセージの内容を解釈せずに転送し得る。
【０１１７】
　一態様では、ネットワークパラメータを、転送する前に検証することができる。たとえ
ば、検証プロセスでは検証パラメータが使用され得る。本開示の範囲または趣旨を限定せ
ずに、検証パラメータは、限定はしないが、適用例、使用法、ユーザの選択、システム構
成などといった多くの要因に基づいて特定され得ることを当業者ならば理解されよう。別
の態様では、ネットワークパラメータを、転送する前に統合することができる。
【０１１８】
　別の態様では、バックホールを介したＲＡＮノード間における情報の転送は、既存のプ
ロシージャ（たとえば、無線アクセスネットワークアプリケーションパート（ＲＡＮＡＰ
）情報転送）により、または新しいプロシージャにより透過的にまたは非透過的に発生し
得る。
【０１１９】
　情報交換の目的は、ハンドオーバパラメータ（たとえば、閾値、トリガ時間、ヒステリ
シス、トリガイベントのタイプ）、再選択パラメータ（たとえば、インターサーチ閾値、
セル個別オフセット）、許容負荷（たとえば、ＵＥ数、接続、セルスループットなど）、
接続の制限（たとえば、スループット、サービス品質など）、送信電力、ビームフォーミ
ング、および複数の搬送波の使用といったパラメータまたは設定の明示的な構成を低減す
るか、または不要とすることで、ＲＡＮノードがそれ自体のネットワークパラメータの設
定を自動化できるようにすることであり得る。
【０１２０】
　図１３に、本明細書で教示するネットワークリレーション関連の動作を実行するために
（たとえば、それぞれ図１のアクセス端末１０２、アクセスポイント１０４、およびネッ
トワークエンティティ１０８に対応する）アクセス端末１３０２、アクセスポイント１３
０４、およびネットワークエンティティ１３０６などのノードに組み込まれ得る（対応す
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るブロックによって表される）いくつかの例示的な構成要素を示す。説明する構成要素は
、通信システムの他のノードに内蔵することもでき得る。たとえば、システム中の他のノ
ードは、同様の機能を与えるために、アクセス端末１３０２とアクセスポイント１３０４
とに関して説明する構成要素と同様の構成要素を含み得る。同様に、所与のノードは、説
明する構成要素の１つまたは複数を含み得る。たとえば、アクセス端末は、アクセス端末
が多重搬送波上で動作し、かつ／または様々な技術によって通信できるようにする、複数
のトランシーバ構成要素を含み得る。
【０１２１】
　図１３に示すように、アクセス端末１３０２およびアクセスポイント１３０４は、それ
ぞれ、他のノードと通信するための（それぞれトランシーバ１３０８とトランシーバ１３
１０とによって表される）１つまたは複数のトランシーバを含む。各トランシーバ１３０
８は、信号（たとえば、メッセージ、報告、指示、隣接関係情報）を送信するための送信
機１３１２と、信号（たとえば、メッセージ、隣接関係情報、要求、指示、パイロット信
号、判断基準、閾値）を受信し、測定の実施に関する他の動作を実行するための受信機１
３１４とを含む。同様に、各トランシーバ１３１０は、信号（たとえば、メッセージ、要
求、指示、パイロット信号、隣接関係情報、判断基準、閾値）を送信するための送信機１
３１６と、信号（たとえば、メッセージ、報告、隣接関係情報、要求、指示）を受信する
ための受信機１３１８とを含む。
【０１２２】
　アクセスポイント１３０４およびネットワークエンティティ１３０６は、それぞれ、他
のノード（たとえば、他のネットワークエンティティ）と通信するための（それぞれネッ
トワークインターフェース１３２０とネットワークインターフェース１３２２とによって
表される）１つまたは複数のネットワークインターフェースを含む。たとえば、ネットワ
ークインターフェース１３２０および１３２２は、ワイヤベースまたはワイヤレスバック
ホールを介して１つまたは複数のネットワークエンティティと通信するように構成され得
る。いくつかの態様では、ネットワークインターフェース１３２０および１３２２は、ワ
イヤベースまたはワイヤレス通信（たとえば、報告の受信、メッセージの受信、隣接関係
情報の受信、メッセージの送信、判断基準の送信）をサポートするように構成された（た
とえば、送信機および受信機構成要素を含む）トランシーバとして実装され得る。
【０１２３】
　アクセス端末１３０２、アクセスポイント１３０４、およびネットワークエンティティ
１３０６は、本明細書で教示する隣接関係関連動作に関連して使用され得る他の構成要素
をも含む。たとえば、アクセス端末１３０２は、隣接関係を管理するための（たとえば、
アクセス端末が規定の無線状態にあると判定するための、隣接関係情報のための測定を行
うべきかどうか／何時隣接関係情報のための測定を行うべきかを判断するための、受信し
た信号を閾値と比較するための、隣接関係情報を収集するための、すべての収集した隣接
関係情報を送信できるとは限らないと判定するための、隣接関係情報の報告が少なくとも
１つの指定の動作を妨害しないであろう期間を特定するための、隣接関係情報を報告すべ
きかどうか／何時隣接関係情報を報告すべきかを判断するための、隣接関係情報を即時に
報告すべきではないと判定するための、記憶した隣接関係情報の報告をトリガする条件を
特定するための）、および本明細書で教示する他の関連する機能を提供するための隣接関
係コントローラ１３２４を含む。同様に、アクセスポイント１３０４は、隣接関係を管理
するための、および本明細書で教示する他の関連する機能を提供するための隣接関係コン
トローラ１３２６を含む。また、ネットワークエンティティ１３０６は、隣接関係を管理
するための、および本明細書で教示する他の関連する機能を提供するための隣接関係コン
トローラ１３２８を含む。アクセス端末１３０２、アクセスポイント１３０４、およびネ
ットワークエンティティ１３０６は、それぞれ、通信を制御するための（たとえば、メッ
セージを送受信するための、アクセスポイント間にダイレクトインターフェースを確立す
るための、隣接関係メッセージを生成するための）、および本明細書で教示する他の関連
する機能を提供するための通信コントローラ１３３０、１３３２、および１３３４を含む
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。また、アクセス端末１３０２、アクセスポイント１３０４、およびネットワークエンテ
ィティ１３０６は、それぞれ、情報（たとえば、隣接関係情報、閾値）を管理するための
（たとえば、メモリデバイスをそれぞれ含む）メモリ構成要素１３３６、１３３８、およ
び１３４０を含む。
【０１２４】
　便宜上、アクセス端末１３０２およびアクセスポイント１３０４を、本明細書で説明す
る様々な実施例において使用され得る構成要素を含むものとして図１３に示す。実際には
、図示した各ブロックは異なる実施態様において異なる機能を有することができる。
【０１２５】
　図１３の構成要素は様々な方法で実施され得る。いくつかの実施形態では、図１３の構
成要素は、たとえば、１つまたは複数のプロセッサおよび／または（１つまたは複数のプ
ロセッサを含み得る）１つまたは複数のＡＳＩＣなど、１つまたは複数の回路において実
装され得る。ここで、各回路（たとえば、プロセッサ）は、この機能を与えるために回路
によって使用される情報または実行コードを記憶するためのデータメモリを使用し、およ
び／または組み込み得る。たとえば、ブロック１３０８によって表される機能の一部、な
らびにブロック１３２４、１３３０および１３２６によって表される機能の一部または全
部は、アクセス端末の１つまたは複数のプロセッサとアクセス端末のデータメモリとによ
って（たとえば、適切なコードの実行によっておよび／またはプロセッサ構成要素の適切
な構成によって）実装され得る。同様に、ブロック１３１０によって表される機能の一部
、ならびにブロック１３２０、１３２６、１３３２および１３３８によって表される機能
の一部または全部は、アクセスポイントの１つまたは複数のプロセッサとアクセスポイン
トのデータメモリとによって（たとえば、適切なコードの実行によっておよび／またはプ
ロセッサ構成要素の適切な構成によって）実装され得る。また、ブロック１３２２、１３
２８、１３３４、および１３４０の機能の一部または全部は、ネットワークインターフェ
ースの１つまたは複数のプロセッサとネットワークインターフェースのデータメモリとに
よって（たとえば、適切なコードの実行によっておよび／またはプロセッサ構成要素の適
切な構成によって）実装され得る。
【０１２６】
　本明細書の教示は、複数のワイヤレスアクセス端末のための通信を同時にサポートする
ワイヤレス多元接続通信システムにおいて採用できる。ここで、各端末は、順方向リンク
および逆方向リンク上の送信を介して１つまたは複数のアクセスポイントと通信すること
ができる。順方向リンク（すなわち、ダウンリンク）は、アクセスポイントから端末への
通信リンクを指し、逆方向リンク（すなわち、アップリンク）は、端末からアクセスポイ
ントへの通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力システム、多入力多出力（
ＭＩＭＯ）システム、または何らかの他のタイプのシステムを介して確立でき得る。
【０１２７】
　ＭＩＭＯシステムは、データ伝送に複数の（ＮT）送信アンテナと複数の（ＮR）受信ア
ンテナとを採用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナとによって形成される
ＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮS個の独立チャネルに分解され得る（
ここでＮS≦最小値｛ＮT，ＮR｝である）。ＮS個の独立チャネルはそれぞれ１つの次元に
対応する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追加の次元数が利
用された場合、ＭＩＭＯシステムは改善されたパフォーマンス（たとえば、より高いスル
ープットおよび／またはより大きい信頼性）を与えることができる。
【０１２８】
　ＭＩＭＯシステムは時分割複信（ＴＤＤ）および周波数分割複信（ＦＤＤ）をサポート
することができる。ＴＤＤシステムでは、順方向リンク送信と逆方向リンク送信とが同じ
周波数領域上で行われるので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順方向リンク
チャネルの推定が可能である。したがって、アクセスポイントで複数のアンテナが使用可
能な場合、アクセスポイントは順方向リンクで送信ビーム形成利得を抽出することが可能
になる。
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【０１２９】
　図１４は、例示のＭＩＭＯシステム１４００のワイヤレスデバイス１４１０（たとえば
、アクセスポイント）とワイヤレスデバイス１４５０（たとえば、アクセス端末）とを示
す。デバイス１４１０では、いくつかのデータストリームのトラフィックデータが、デー
タソース１４１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１４１４に供給される。これで、各
データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信され得る。
【０１３０】
　ＴＸデータプロセッサ１４１４は、コード化データを供給するために、そのデータスト
リーム用に選択された特定のコード化方式に基づいて、データストリームごとにトラフィ
ックデータをフォーマットし、コード化し、インターリーブする。各データストリームの
コード化されたデータは、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロットデータで多重化され得る。
パイロットデータは、典型的には、知られている方法で処理され、チャネル応答を推定す
るために受信機システムにおいて使用できる知られているデータパターンである。次いで
、各データストリームの多重化されたパイロットデータおよびコード化データは、変調シ
ンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式（たとえば
、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（すなわち、シ
ンボルマッピング）される。各データストリームのデータレート、コーディング、および
変調は、プロセッサ１４３０によって実行される命令によって判断され得る。データメモ
リ１４３２は、プロセッサ１４３０またはデバイス１４１０の他の構成要素によって使用
されるプログラムコード、データ、および他の情報を記憶し得る。
【０１３１】
　次いで、すべてのデータストリームの変調シンボルがＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１４２
０に供給され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１４２０はさらに（たとえば、ＯＦＤＭ用に）
その変調シンボルを処理し得る。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１４２０は、次いで、ＮT個
の変調シンボルストリームを、ＮT個のトランシーバ（ＸＣＶＲ）１４２２Ａ～１４２２
Ｔに供給する。いくつかの態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１４２０は、データスト
リームのシンボルと、シンボルの送信元のアンテナとにビームフォーミング重みを付加す
る。
【０１３２】
　各トランシーバ１４２２は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、１つ
または複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ信号を調整（たとえば、増
幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信する
のに適した変調信号を与える。次いで、トランシーバ１４２２Ａ～１４２２ＴからのＮT

個の変調信号は、それぞれＮT個のアンテナ１４２４Ａ～１４２４Ｔから送信される。
【０１３３】
　デバイス１４５０では、送信された変調信号はＮR個のアンテナ１４５２Ａ～１４５２
Ｒによって受信され、各アンテナ１４５２からの受信信号は、それぞれのトランシーバ（
ＸＣＶＲ）１４５４Ａ～１４５４Ｒに供給される。各トランシーバ１４５４は、それぞれ
の受信信号を調整（たとえば、フィルタリング、増幅、およびダウンコンバート）し、調
整された信号をデジタル化して、サンプルを供給し、さらにそれらのサンプルを処理して
、対応する「受信」シンボルストリームを供給する。
【０１３４】
　次いで、受信（ＲＸ）データプロセッサ１４６０は、特定の受信機処理技法に基づいて
ＮR個のトランシーバ１４５４からＮR個の受信シンボルストリームを受信し、処理して、
ＮT個の「検出」シンボルストリームを供給する。次いで、ＲＸデータプロセッサ１４６
０は、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、データスト
リームのトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ１４６０による処理は、
デバイス１４１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１４２０およびＴＸデータプロセッ
サ１４１４によって実行される処理を補完するものである。
【０１３５】
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　プロセッサ１４７０は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを周期的に判断する
（後述）。プロセッサ１４７０は、行列の指数部と階級値部とを備える逆方向リンクメッ
セージを公式化する。データメモリ１４７２は、プロセッサ１４７０またはデバイス１４
５０の他の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および他の情報を記
憶し得る。
【０１３６】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する
様々なタイプの情報を備えることができる。次いで、逆方向リンクメッセージは、データ
ソース１４３６からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するＴＸ
データプロセッサ１４３８によって処理され、変調器１４８０によって変調され、トラン
シーバ１４５４Ａ～１４５４Ｒによって調整され、デバイス１４１０に戻される。
【０１３７】
　デバイス１４１０では、デバイス１４５０からの変調信号は、アンテナ１４２４によっ
て受信され、トランシーバ１４２２によって調整され、復調器（ＤＥＭＯＤ）１４４０に
よって復調され、ＲＸデータプロセッサ１４４２によって処理されて、デバイス１４５０
によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。次いで、プロセッサ１４３０
は、ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディング行列を使用すべきか
を判断し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
【０１３８】
　図１４はまた、通信構成要素が、本明細書で教示するネットワークリレーション制御動
作を実行する１つまたは複数の構成要素を含むことができ得ることを示す。たとえば、ネ
ットワークリレーション制御構成要素１４９０は、本明細書で教示するようにプロセッサ
１４３０および／またはデバイス１４１０の他の構成要素と協働して、別のデバイス（た
とえば、デバイス１４５０）との間でネットワークリレーション情報を送信／受信し得る
。同様に、ネットワークリレーション制御構成要素１４９２は、プロセッサ１４７０およ
び／またはデバイス１４５０の他の構成要素と協働して、別のデバイス（たとえば、デバ
イス１４１０）との間でネットワークリレーション情報を送信／受信し得る。各デバイス
１４１０および１４５０について、説明する構成要素のうちの２つ以上の機能が単一の構
成要素によって提供され得ることを諒解されたい。たとえば、単一の処理構成要素がネッ
トワークリレーション制御構成要素１４９０およびプロセッサ１４３０の機能を提供し、
また、単一の処理構成要素がネットワークリレーション制御構成要素１４９２およびプロ
セッサ１４７０の機能を提供し得る。
【０１３９】
　本明細書の教示は、様々なタイプの通信システムおよび／またはシステム構成要素に組
み込むことができる。いくつかの態様では、本明細書の教示は、利用可能なシステムリソ
ースを共有することによって（たとえば、帯域幅、送信電力、符号化、インターリーブな
どのうちの１つまたは複数を指定することによって）、複数のユーザとの通信をサポート
することが可能な多元接続システムにおいて採用でき得る。たとえば、本明細書の教示は
次の技術のいずれか１つまたはそれらの組合せに適用ができる。たとえば、本明細書の教
示は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、多重キャリアＣＤＭＡ（ＭＣＣＤＭＡ）
、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ＋）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（ＦＤＭＡ）システ
ム、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（
ＯＦＤＭＡ）システム、または他の多元接続技法の技術のいずれか１つまたは組合せに適
用できる。本明細書の教示を採用するワイヤレス通信システムは、ＩＳ－９５、ｃｄｍａ
２０００、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＴＤＳＣＤＭＡ、および他の規格など、１つま
たは複数の規格を実装するように設計できる。ＣＤＭＡネットワークは、Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０
００、または何らかの他の技術などの無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、Ｗ
－ＣＤＭＡおよび低チップレート（ＬＣＲ）を含む。ｃｄｍａ２０００技術は、ＩＳ－２
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０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（
ＧＳＭ）などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅｖｏｌ
ｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、Ｉ
ＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装すること
ができ得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。
本明細書の教示は、３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）シス
テム、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）システム、および他の
タイプのシステムで実装できる。ＬＴＥは、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリース
である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳおよびＬＴＥは、「３ｒｄ　Ｇｅｎ
ｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）と称する団体
からの文書に記載されており、ｃｄｍａ２０００は、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　
Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書
に記載されている。本開示のいくつかの態様については、３ＧＰＰ用語を使用して説明す
ることがあるが、本明細書の教示は、３ＧＰＰ（たとえば、Ｒｅｌ９９、Ｒｅｌ５、Ｒｅ
ｌ６、Ｒｅｌ７）技術、ならびに３ＧＰＰ２（たとえば、１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ　
Ｒｅｌ０、ＲｅｖＡ、ＲｅｖＢ）技術および他の技術に適用され得ることを理解されたい
。
【０１４０】
　本明細書の教示は、様々な装置（たとえば、ノード）に組み込む（たとえば、装置内に
実装する、または装置によって実行する）ことができる。いくつかの態様では、本明細書
の教示に従って実装されるノード（たとえば、ワイヤレスノード）はアクセスポイントま
たはアクセス端末を備えることができる。
【０１４１】
　たとえば、アクセス端末は、ユーザ機器、加入者局、加入者ユニット、移動局、モバイ
ル、モバイルノード、リモート局、リモート端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユ
ーザデバイス、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装される
か、あるいはそれらのいずれかとして知られる。いくつかの実装形態では、アクセス端末
は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤ
レスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続能力を有す
るハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された何らかの他の好適な処理
デバイスを備えることができ得る。したがって、本明細書で教示する１つまたは複数の態
様は、電話（たとえば、セルラー電話またはスマートフォン）、コンピュータ（たとえば
、ラップトップ）、携帯型通信デバイス、携帯型コンピューティングデバイス（たとえば
、個人情報端末）、娯楽デバイス（たとえば、音楽デバイスまたはビデオデバイス、ある
いは衛星ラジオ）、全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレス媒体を介して通信
するように構成された他の好適デバイスに組み込むことができる。
【０１４２】
　アクセスポイントは、ノードＢ、ｅノードＢ、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ
）、基地局（ＢＳ）、無線基地局（ＲＢＳ）、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、送受信基
地局（ＢＴＳ）、トランシーバ機能（ＴＦ）、無線トランシーバ、無線ルータ、基本サー
ビスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、マクロセル、マクロノード、ホ
ームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、フェムトセル、フェムトノード、ピコノード、または何らかの
他の同様の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのい
ずれかとして知られることがある。
【０１４３】
　いくつかの態様では、ノード（たとえば、アクセスポイント）は、通信システムのため
のアクセスノードを備えることができる。そのようなアクセスノードは、たとえば、ネッ
トワークへの有線またはワイヤレス通信リンクを介した、ネットワーク（たとえば、イン
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ターネットまたはセルラーネットワークなどワイドエリアネットワーク）のための、また
はネットワークへの接続性を与えることができる。したがって、アクセスノードは、別の
ノード（たとえば、アクセス端末）がネットワークまたは何らかの他の機能にアクセスで
きるようにすることができる。さらに、上記のノードの一方または双方がポータブルであ
るか、または場合によっては相対的にポータブルでなくてもよいことを理解されたい。
【０１４４】
　また、ワイヤレスノードは、非ワイヤレス方式で（たとえば、有線接続を介して）情報
を送信および／または受信することができることを諒解されたい。したがって、本明細書
で論じる受信機および送信機は、非ワイヤレス媒体を介して通信するために適切な通信イ
ンターフェース構成要素（たとえば、電子的または光学的インターフェース構成要素）を
含むことができる。
【０１４５】
　ワイヤレスノードは、好適なワイヤレス通信技術に基づくあるいはサポートする１つま
たは複数のワイヤレス通信リンクを介して通信することができる。たとえば、いくつかの
態様では、ワイヤレスノードはネットワークに関連付けることができる。いくつかの態様
では、ネットワークはローカルエリアネットワークまたはワイドエリアネットワークを備
えることができる。ワイヤレスデバイスは、本明細書で論じる様々なワイヤレス通信技術
、プロトコル、または規格（たとえば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ、ＯＦＤＭＡ、Ｗ
ｉＭＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉなど）のうちの１つまたは複数をサポートまたは使用することがで
きる。同様に、ワイヤレスノードは、様々な対応する変調方式または多重化方式のうちの
１つまたは複数をサポートまたは使用することができる。したがって、ワイヤレスノード
は、上記または他のワイヤレス通信技術を使用して１つまたは複数のワイヤレス通信リン
クを確立し、それを介して通信するために適切な構成要素（たとえば、エアインターフェ
ース）を含むことができる。たとえば、ワイヤレスノードは、ワイヤレス媒体上の通信を
可能にする様々な構成要素（たとえば、信号発生器および信号処理器）を含むことができ
る関連する送信機構成要素および受信機構成要素を持つワイヤレストランシーバを備える
ことができる。
【０１４６】
　本明細書の教示は、大規模カバレージ（たとえば、一般にマクロセルネットワークまた
はＷＡＮと呼ばれる３Ｇネットワークなどの広域セルラーネットワーク）と、より小規模
のカバレージ（たとえば、一般にＬＡＮと呼ばれる住居ベースまたは建築物ベースのネッ
トワーク環境）とを含むネットワークにおいて採用できる。アクセス端末（ＡＴ）がその
ようなネットワーク中を移動する時、アクセス端末は、いくつかのロケーションでは、マ
クロカバレージを与えるアクセスポイントによってサービスされ、他のロケーションでは
、より小規模のカバレージを与えるアクセスポイントによってサービスされることがある
。いくつかの態様では、より小さいカバレージのノードを使用して、一定量ずつの容量の
増分、屋内カバレージ、および（たとえば、より堅牢なユーザ経験のための）様々なサー
ビスを提供することができる。
【０１４７】
　比較的広いエリアにわたるカバレージを与えるノード（たとえば、アクセスポイント）
をマクロアクセスポイントと呼び、比較的狭いエリア（たとえば、住居）にわたるカバレ
ージを与えるノードをフェムトノードと呼ぶことがある。本明細書の教示は、他のタイプ
のカバレージエリアに関連付けられたノードに適用できる場合があることを諒解されたい
。たとえば、ピコアクセスポイントは、マクロエリアよりも小さく、フェムトエリアより
も大きいエリアにわたるカバレージ（たとえば、商業建築物内のカバレージ）を与えるこ
とができ得る。様々な適用例では、マクロアクセスポイント、フェムトアクセスポイント
、または他のアクセスポイントタイプのノードを指すために他の用語を使用することがあ
る。たとえば、マクロアクセスポイントを、アクセスノード、基地局、アクセスポイント
、ｅノードＢ、マクロセルなどとして構成し、またはそのように呼ばれることがある。ま
た、フェムトアクセスポイントを、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、アクセスポイン
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ト基地局、フェムトセルなどとして構成し、またはそのように呼ばれることがある。いく
つかの実装形態では、ノードを１つまたは複数のセルまたはセクタに関連付けることがあ
る（たとえば、そのように呼ばれ、または分割することがある）。マクロアクセスポイン
ト、フェムトアクセスポイント、またはピコアクセスポイントに関連付けられたセルまた
はセクタは、それぞれ、マクロセル、フェムトセル、またはピコセルと呼ばれることがあ
る。
【０１４８】
　フェムトアクセスポイントへのアクセスは、いくつかの態様では、制限されることがあ
る。たとえば、所与のフェムトアクセスポイントは、いくつかのサービスをいくつかのア
クセス端末のみに提供することができる。いわゆる制限付き（または限定）アクセスを用
いた展開では、所与のアクセス端末は、マクロセルモバイルネットワークと、フェムトア
クセスポイントの定義されたセット（たとえば、対応するユーザ住居内に常駐するフェム
トアクセスポイント）とによってのみサービスされ得る。いくつかの実施形態では、アク
セスポイントは、少なくとも１つのノード（たとえば、アクセス端末）にシグナリング、
データアクセス、登録、ページング、またはサービスのうちの少なくとも１つを提供しな
いように制限され得る。
【０１４９】
　いくつかの態様では、（限定加入者グループホームノードＢと呼ばれることもある）制
限付きフェムトアクセスポイントは、制限されたプロビジョニングされたアクセス端末の
セットにサービスを提供するフェムトアクセスポイントである。このセットは、必要に応
じて、一時的にまたは永続的に拡大され得る。いくつかの態様では、限定加入者グループ
（ＣＳＧ）は、アクセス端末の共通のアクセス制御リストを共有するアクセスポイント（
たとえば、フェムトアクセスポイント）のセットとして定義され得る。
【０１５０】
　したがって、所与のフェムトアクセスポイントと所与のアクセス端末との間には様々な
関係が存在し得る。たとえば、アクセス端末の観点から、オープンフェムトアクセスポイ
ントは、無制限のアクセスを持つフェムトアクセスポイントを指すことがある（たとえば
、そのフェムトアクセスポイントはすべてのアクセス端末にアクセスを許可する）。制限
付きフェムトアクセスポイントは、何らかの形で制限された（たとえば、アクセスおよび
／または登録について制限された）フェムトアクセスポイントを指すことがある。ホーム
フェムトアクセスポイントは、アクセス端末がアクセスし、そこで動作することを許可さ
れる（たとえば、永続的なアクセスが、１つまたは複数のアクセス端末の定義されたセッ
トに与えられる）フェムトアクセスポイントを指すことがある。ハイブリッド（またはゲ
スト）フェムトアクセスポイントは、異なるアクセス端末が異なるサービスレベルを提供
される（たとえば、あるアクセス端末では、部分的なアクセスおよび／または一時的アク
セスが許可され得るが、他のアクセス端末ではフルアクセスが許可され得る）フェムトア
クセスポイントを指すことがある。外来フェムトアクセスポイントは、おそらく非常事態
（たとえば、９１１番）を除いて、アクセス端末がアクセスし、またはそこで動作するこ
とを許可されないフェムトアクセスポイントを指すことがある。
【０１５１】
　制限付きフェムトアクセスポイントの観点から、ホームアクセス端末は、そのアクセス
端末の所有者の住居内に設置された制限付きフェムトアクセスポイントへのアクセスを許
可されるアクセス端末を指すことがある（通常、ホームアクセス端末は、そのフェムトア
クセスポイントへの永続的なアクセス権を有する）。ゲストアクセス端末は、（たとえば
、最終期限、使用時間、バイト、接続回数、または何らかの他の１つまたは複数の基準に
基づいて制限された）制限付きフェムトアクセスポイントへの一時的アクセス権を有する
アクセス端末を指すことがある。外来アクセス端末は、たとえば、おそらく９１１番など
の非常事態を除いて、制限付きフェムトアクセスポイントにアクセスする許可を有してい
ないアクセス端末（たとえば、制限付きフェムトアクセスポイントに登録する証明書また
は許可を有していないアクセス端末）を指すことがある。
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【０１５２】
　便宜上、本明細書の開示では、フェムトアクセスポイントの文脈で様々な機能について
説明する。ただし、ピコアクセスポイントまたは他のタイプのアクセスポイントは、同じ
または同様の機能をより大きいカバレージエリアに与え得ることを諒解されたい。たとえ
ば、所与のアクセス端末に対して、ピコアクセスポイントが制限され得、ホームピコアク
セスポイントが定義され得る、などである。
【０１５３】
　（たとえば、添付の図の１つまたは複数に関して）本明細書で説明した機能は、いくつ
かの態様では、添付の特許請求の範囲において同様に指定された「手段」機能に対応し得
る。図１５～図２１を参照すると、装置１５００、１６００、１７００、１８００、１９
００、２０００、および２１００が、一連の相互に関係する機能モジュールとして表され
ている。ここで、無線状態を判定するためのモジュール１５０２は、少なくともいくつか
の態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。隣接関係情報に
関する測定を行うためのモジュール１５０４は、少なくともいくつかの態様では、たとえ
ば、本明細書で説明する受信機および／またはコントローラに対応し得る。隣接関係測定
基準を受信するためのモジュール１５０６は、少なくともいくつかの態様では、たとえば
、本明細書で説明する受信機および／またはコントローラに対応し得る。測定を行うべき
かどうか／測定を何時行うべきかを判断するためのモジュール１５０８は、少なくともい
くつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。隣接関係
閾値を維持管理するためのモジュール１６０２は、少なくともいくつかの態様では、たと
えば、本明細書で説明するメモリ構成要素に対応し得る。信号を受信するためのモジュー
ル１６０４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する受信機お
よび／またはコントローラに対応し得る。受信信号を閾値と比較するためのモジュール１
６０６は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラ
に対応し得る。測定を行うべきかどうかを判断するためのモジュール１６０８は、少なく
ともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。隣
接関係閾値を受信するためのモジュール１６１０は、少なくともいくつかの態様では、た
とえば、本明細書で説明する受信機および／またはコントローラに対応し得る。ハンドオ
ーバ閾値を維持管理するためのモジュール１６１２は、少なくともいくつかの態様では、
たとえば、本明細書で説明するメモリ構成要素に対応し得る。ダイレクトインターフェー
スを確立するためのモジュール１７０２は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、
本明細書で説明するコントローラに対応し得る。隣接関係報告を受信するためのモジュー
ル１７０４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する受信機お
よび／またはコントローラに対応し得る。隣接関係メッセージを生成するためのモジュー
ル１７０６は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントロ
ーラに対応し得る。隣接関係メッセージを送信するためのモジュール１７０８は、少なく
ともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する送信機および／またはコントロ
ーラに対応し得る。隣接関係情報を収集するためのモジュール１８０２は、少なくともい
くつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。メッセー
ジを送信するためのモジュール１８０４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、
本明細書で説明する送信機および／またはコントローラに対応し得る。すべての隣接関係
情報を送信できるとは限らないと判断するためのモジュール１８０６は、少なくともいく
つかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。別のメッセ
ージを送信するためのモジュール１８０８は、少なくともいくつかの態様では、たとえば
、本明細書で説明する送信機および／またはコントローラに対応し得る。要求を受信する
ためのモジュール１８１０は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説
明する受信機および／またはコントローラに対応し得る。隣接関係情報を送信するための
モジュール１８１２は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する
送信機および／またはコントローラに対応し得る。メッセージを受信するためのモジュー
ル１９０２は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する受信機お
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よび／またはコントローラに対応し得る。メッセージを送信するためのモジュール１９０
４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する送信機および／ま
たはコントローラに対応し得る。隣接関係情報を受信するためのモジュール１９０６は、
少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する受信機および／またはコ
ントローラに対応し得る。無線状態を判定するためのモジュール２００２は、少なくとも
いくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。メッセ
ージを送信するためのモジュール２００４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば
、本明細書で説明する送信機および／またはコントローラに対応し得る。時刻を識別する
ためのモジュール２００６は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説
明するコントローラに対応し得る。隣接関係報告基準を受信するためのモジュール２００
８は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する受信機および／ま
たはコントローラに対応し得る。隣接関係情報を報告すべきかどうか／隣接関係情報を何
時報告すべきかを判断するためのモジュール２０１０は、少なくともいくつかの態様では
、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。隣接関係情報を収集するた
めのモジュール２１０２は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明
するコントローラに対応し得る。隣接関係情報が即時に報告されるべきではないと判断す
るためのモジュール２１０４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で
説明するコントローラに対応し得る。隣接関係情報を記憶するためのモジュール２１０６
は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するメモリ構成要素に対
応し得る。報告をトリガする条件を特定するためのモジュール２１０８は、少なくともい
くつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するコントローラに対応し得る。メッセー
ジを送信するためのモジュール２１１０は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、
本明細書で説明する送信機および／またはコントローラに対応し得る。
【０１５４】
　図１５～図２１のモジュールの機能は、本明細書の教示に合致する様々な方法で実装さ
れ得る。いくつかの態様では、これらのモジュールの機能は、１つまたは複数の電気構成
要素として実装できる。いくつかの態様では、これらのブロックの機能は、１つまたは複
数のプロセッサ構成要素を含む処理システムとして実装できる。いくつかの態様では、こ
れらのモジュールの機能は、たとえば、１つまたは複数の集積回路（たとえば、ＡＳＩＣ
）の少なくとも一部を使用して実装できる。本明細書で論じるように、集積回路は、プロ
セッサ、ソフトウェア、他の関連した構成要素、またはそれらの何らかの組合せを含むこ
とができる。これらのモジュールの機能は、本明細書で教示する方法とは別の何らかの方
法で実装することもできる。いくつかの態様では、図１５～２１中の破線ブロックのうち
の１つまたは複数は随意である。
【０１５５】
　本明細書における「第１」、「第２」などの名称を使用した要素への言及は、それらの
要素の数量または順序を概括的に限定するものでないことを理解されたい。むしろ、これ
らの名称は、本明細書において２つ以上の要素またはある要素の複数の例を区別する便利
な方法として使用でき得る。したがって、第１および第２の要素への言及は、そこで２つ
の要素のみが使用できること、または第１の要素が何らかの方法で第２の要素に先行しな
ければならないことを意味するものではない。また、別段の規定がない限り、要素のセッ
トは１つまたは複数の要素を備え得る。さらに、詳細な説明または特許請求の範囲で使用
される「Ａ、Ｂ、またはＣの少なくとも１つ」または「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つま
たは複数」または「Ａ、Ｂ、およびＣからなるグループの少なくとも１つ」という形式の
用語法は、「ＡまたはＢまたはＣまたはそれら要素の任意の組合せ」を意味する。
【０１５６】
　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すことができる
ことを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されるデータ
、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、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって
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表すことができる。
【０１５７】
　さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モ
ジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップのいずれかは、電子ハ
ードウェア（たとえば、ソースコーディングまたは何らかの他の技法を使用して設計でき
る、デジタル実装形態、アナログ実装形態、またはそれら２つの組合せ）、命令を組み込
んだ様々な形態のプログラムまたは設計コード（便宜上、本明細書では「ソフトウェア」
または「ソフトウェアモジュール」と呼ぶことがある）、あるいは両方の組合せとして実
装できることを当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確
に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップ
を、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとし
て実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステム
に課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方
法で実装することができるが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じ
るものと解釈すべきではない。
【０１５８】
　本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、集積回路（ＩＣ）、アクセス端末、またはアクセスポイント内に実装でき
得るか、またはそれらによって実行でき得る。ＩＣは、汎用プロセッサ、デジタル信号プ
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
ートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトラ
ンジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、電気構成要素、光学構成要素、機械構成要素
、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを
備えることができ得、ＩＣの内部に、ＩＣの外側に、またはその両方に常駐するコードま
たは命令を実行することができ得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることが
でき得るが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイ
クロコントローラ、または状態機械とすることができ得る。プロセッサは、コンピューテ
ィングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマ
イクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるい
は任意の他のそのような構成として実装することもできる。
【０１５９】
　開示されたプロセス中のステップの特定の順序または階層は例示的な手法の一例である
ことを理解されたい。設計の選好に基づいて、プロセス中のステップの特定の順序または
階層は本開示の範囲内のまま再構成できることを理解されたい。添付の方法クレームは、
様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序また
は階層に限定されるものではない。
【０１６０】
　１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明した機能はハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装できる。ソフトウェアで実装する
場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶
するか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信することができる。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可能にする任意の
媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータ
によってアクセスできる任意の利用可能な媒体でよい。限定ではなく、例として、そのよ
うなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の
光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あ
るいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを担持または記憶するため
に使用でき、コンピュータによってアクセスできる、任意の他の媒体を備えることができ
る。さらに、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフト
ウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（Ｄ
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ＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェ
ブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光フ
ァイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などの
ワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）および
ディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（disc）、
光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商
標）ディスク（disk）およびブルーレイディスク（disc）を含み、この場合、ディスク（
disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）はデータをレーザで光学的
に再生する。したがって、いくつかの態様では、コンピュータ可読媒体は非一時的コンピ
ュータ可読媒体（たとえば、有形媒体）を備え得る。さらに、いくつかの態様では、コン
ピュータ可読媒体は一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、信号）を備え得る。上記の
組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。コンピュータ可読媒体は任
意の好適なコンピュータプログラム製品に実装でき得ることを諒解されたい。
【０１６１】
　開示された態様の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるようにするた
めに提供されるものである。これらの態様に対する様々な変形形態は当業者に容易に明ら
かになろう。本明細書で定義した一般的な原理は、本開示の範囲を逸脱せずに他の態様に
適用でき得る。したがって、本開示は、本明細書で示した態様に限定されるものではなく
、本明細書で開示した原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきで
ある。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　隣接関係情報通信方法において、
　第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントの間でダイレクトインターフェース
を確立することと、
　前記第１のアクセスポイントでアクセス端末から隣接関係報告を受信することと、
　前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生成することと、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記第２のアクセ
スポイントに送信することと
を備える方法。
　　［Ｃ２］
　前記隣接関係メッセージは、前記隣接関係情報がアクセス端末を発信源とすることを示
す、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告を前記メッセージに
組み込むことを備える、
　Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告から前記隣接関係情
報を抽出することを備える、
　Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
トコルによって送信される、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記ダイレクトインターフェースは、前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセ
スポイントの間でＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを確立する、
　Ｃ１に記載の方法。
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　　［Ｃ７］
　前記ダイレクトインターフェースは、前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセ
スポイントの間で確立されたＥ－ＵＴＲＡＮ　Ｘ２インターフェースを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセスポイントは、無線アクセスネットワ
ーク、無線ネットワークコントローラ、ノードＢ、またはｅノードＢを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　通信のための装置において、
　前記装置とアクセスポイントの間でダイレクトインターフェースを確立するように構成
されたコントローラと、
　アクセス端末から隣接関係報告を受信するように構成された受信機とを備え、
　前記コントローラは、前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生
成するようにさらに構成され、前記装置は、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記アクセスポイ
ントに送信するように構成されたネットワークインターフェースをさらに備える
　装置。
　　［Ｃ１１］
　前記隣接関係メッセージは、前記隣接関係情報がアクセス端末を発信源とすることを示
す、
　Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１２］
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告を前記メッセージに
組み込むことを備える、
　Ｃ１１に記載の装置。
　　［Ｃ１３］
　前記隣接関係メッセージの前記生成は、前記受信した隣接関係報告から前記隣接関係情
報を抽出することを備える、
　Ｃ１１に記載の装置。
　　［Ｃ１４］
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
トコルによって送信される、
　Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１５］
　前記ダイレクトインターフェースは、前記装置と前記アクセスポイントの間で確立され
たＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを備える、
　Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１６］
　前記ダイレクトインターフェースは、前記装置と前記アクセスポイントの間で確立され
たＥ－ＵＴＲＡＮ　Ｘ２インターフェースを備える、
　Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１７］
　前記装置と前記アクセスポイントは、無線アクセスネットワーク、無線ネットワークコ
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ントローラ、ノードＢ、またはｅノードＢを備える、
　Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１８］
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１９］
　通信のための装置において、
　前記装置とアクセスポイントの間でダイレクトインターフェースを確立するための手段
と、
　アクセス端末から隣接関係報告を受信するための手段と、
　前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生成するための手段と、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記アクセスポイ
ントに送信するための手段と
を備える装置。
　　［Ｃ２０］
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
トコルによって送信される、
　Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２１］
　前記ダイレクトインターフェースは、前記装置と前記アクセスポイントの間で確立され
たＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを備える、
　Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２２］
　コンピュータプログラム製品において、
　コンピュータに、
　第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントの間でダイレクトインターフェース
を確立させ、
　前記第１のアクセスポイントにおいてアクセス端末から隣接関係報告を受信させ、
　前記隣接関係報告の隣接関係情報を含む隣接関係メッセージを生成させ、
　前記隣接関係メッセージを前記ダイレクトインターフェースを介して前記第２のアクセ
スポイントに送信させる
　コードを備える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。
　　［Ｃ２３］
　前記隣接関係情報は、無線ネットワークサブシステムアプリケーションパート信号プロ
トコルによって送信される、
　Ｃ２２に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ２４］
　前記ダイレクトインターフェースは、前記第１のアクセスポイントと前記第２のアクセ
スポイントの間で確立されたＵＴＲＡＮ　Ｉｕｒインターフェースを備える、
　Ｃ２２に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ２５］
　通信の方法において、
　アクセス端末において隣接関係情報を収集することと、
　前記隣接関係情報が前記アクセス端末からの検索のために利用可能なことを示すメッセ
ージを送信することと
を備える方法。
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　　［Ｃ２６］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示的指示
を含む、
　Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ２７］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする、
　Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ２８］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報以外の情報を送信するために使用され、
　前記メッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示的指示
を含む、
　Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ２９］
　前記メッセージが無線リソース制御メッセージを備える、
　Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ３０］
　前記収集した隣接関係情報のすべてを報告メッセージで送信できるとは限らないと判定
することと、
　追加の隣接関係情報が前記アクセス端末からの検索のために利用可能なことを示す別の
メッセージを送信することと
　をさらに備える、
　Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ３１］
　前記メッセージに応答して前記隣接関係情報の要求を受信することと、
　前記要求を受信した結果として前記隣接関係情報を送信することと
　をさらに備える、
　Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ３２］
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ３３］
　通信のための装置において、
　隣接関係情報を収集するように構成されたコントローラと、
　前記隣接関係情報が前記装置からの検索のために利用可能なことを示すメッセージを送
信するように構成された送信機と
を備える装置。
　　［Ｃ３４］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示的指示
を含む、
　Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ３５］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする、
　Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ３６］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報以外の情報を送信するために使用され、
　前記メッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示的指示
を含む、
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　Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ３７］
　前記メッセージが無線リソース制御メッセージを備える、
　Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ３８］
　前記コントローラは、前記収集した隣接関係情報のすべてを報告メッセージで送信でき
るとは限らないと判定するようにさらに構成され、
　前記送信機は、追加の隣接関係情報が前記装置からの検索のために利用可能なことを示
す別のメッセージを送信するようにさらに構成された
　Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ３９］
　前記メッセージに応答して前記隣接関係情報の要求を受信するように構成された受信機
と、
　前記要求を受信した結果として前記隣接関係情報を送信するようにさらに構成された送
信機と
　をさらに備える、
　Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ４０］
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ４１］
　通信のための装置において、
　隣接関係情報を収集するための手段と、
　前記隣接関係情報が前記装置からの検索のために利用可能なことを示すメッセージを送
信するための手段と
を備える装置。
　　［Ｃ４２］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする、
　Ｃ４１に記載の装置。
　　［Ｃ４３］
　前記収集した隣接関係情報のすべてを報告メッセージで送信できるとは限らないと判定
するための手段と、
　追加の隣接関係情報が前記装置からの検索のために利用可能なことを示す別のメッセー
ジを送信するための手段と
　をさらに備えるＣ４１に記載の装置。
　　［Ｃ４４］
　コンピュータプログラム製品において、
　コンピュータに、
　アクセス端末において隣接関係情報を収集させ、
　前記隣接関係情報が前記アクセス端末からの検索のために利用可能なことを示すメッセ
ージを送信させる
　コードを備える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。
　　［Ｃ４５］
　前記メッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする、
　Ｃ４４に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ４６］
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　前記コンピュータ可読媒体が、前記コンピュータに、
　前記収集した隣接関係情報のすべてを報告メッセージで送信できるとは限らないと判定
させ、
　追加の隣接関係情報が前記アクセス端末からの検索のために利用可能なことを示す別の
メッセージを送信させる
　コードをさらに備える、
　Ｃ４４に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ４７］
　通信の方法において、
　隣接関係情報がアクセス端末からの検索のために利用可能なことを示す第１のメッセー
ジを前記アクセス端末から受信することと、
　前記第１のメッセージを受信した結果として、前記隣接関係情報を前記アクセス端末に
要求する第２のメッセージを前記アクセス端末に送信することと
を備える方法。
　　［Ｃ４８］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示
的指示を含む、
　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ４９］
　前記第２のメッセージは、前記アクセス端末に前記隣接関係情報の一部を要求する、
　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ５０］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする
、
　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ５１］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報以外の情報を送信するために使用され、
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示
的指示を含む、
　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ５２］
　追加の隣接関係情報が前記アクセス端末からの検索のために利用可能なことを示す第３
のメッセージを前記アクセス端末から受信することと、
　前記第３のメッセージを受信した結果として、前記追加の隣接関係情報を前記アクセス
端末に要求する第４のメッセージを前記アクセス端末に送信することと
　をさらに備える、
　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ５３］
　前記第１のメッセージおよび前記第２のメッセージが無線リソース制御メッセージを備
える、
　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ５４］
　前記第２のメッセージに応答して前記アクセス端末から前記隣接関係情報を受信するこ
とをさらに備える、
　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ５５］
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
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　Ｃ４７に記載の方法。
　　［Ｃ５６］
　通信のための装置において、
　隣接関係情報がアクセス端末からの検索のために利用可能なことを示す第１のメッセー
ジを前記アクセス端末から受信するように構成された受信機と、
　前記第１のメッセージを受信した結果として、前記隣接関係情報を前記アクセス端末に
要求する第２のメッセージを前記アクセス端末に送信するように構成された送信機と
を備える装置。
　　［Ｃ５７］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示
的指示を含む、
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ５８］
　前記第２のメッセージは、前記アクセス端末に前記隣接関係情報の一部を要求する、
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ５９］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする
、
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ６０］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報以外の情報を送信するために使用され、
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示
的指示を含む、
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ６１］
　前記受信機は、前記アクセス端末から第３のメッセージを受信するようにさらに構成さ
れ、
　前記第３のメッセージは、追加の隣接関係情報が前記アクセス端末からの検索のために
利用可能なことを示し、
　前記送信機は、前記第３のメッセージを受信した結果として、前記アクセス端末に第４
のメッセージを送信するように構成され、
　前記第４のメッセージは、前記追加の隣接関係情報を前記アクセス端末に要求する
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ６２］
　前記第１のメッセージおよび前記第２のメッセージが無線リソース制御メッセージを備
える、
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ６３］
　前記受信機は、前記第２のメッセージに応答して前記アクセス端末から前記隣接関係情
報を受信するようにさらに構成される、
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ６４］
　前記隣接関係情報は、セル識別子と、セルグローバル識別子と、ロケーションエリアコ
ードと、トラッキングエリアコードと、ルーティングエリアコードと、パブリックランド
モバイルネットワーク識別子と、基準信号情報と、信号品質尺度とからなるグループのう
ちの少なくとも１つを備える、
　Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ６５］
　通信のための装置において、
　隣接関係情報がアクセス端末からの検索のために利用可能なことを示す第１のメッセー
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　前記第１のメッセージを受信した結果として、前記隣接関係情報を前記アクセス端末に
要求する第２のメッセージを前記アクセス端末に送信するための手段と
を備える装置。
　　［Ｃ６６］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示
的指示を含む、
　Ｃ６５に記載の装置。
　　［Ｃ６７］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする
、
　Ｃ６５に記載の装置。
　　［Ｃ６８］
　コンピュータプログラム製品において、
　コンピュータに、
　隣接関係情報がアクセス端末からの検索のために利用可能なことを示す第１のメッセー
ジを前記アクセス端末から受信させ、
　前記第１のメッセージを受信した結果として、前記隣接関係情報を前記アクセス端末に
要求する第２のメッセージを前記アクセス端末に送信させる
　コードを備える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。
　　［Ｃ６９］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報が検索のために利用可能であるという明示
的指示を含む、
　Ｃ６８に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ７０］
　前記第１のメッセージは、前記隣接関係情報の前記利用可能性を示すことを専用とする
、
　Ｃ６８に記載のコンピュータプログラム製品。
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