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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスであって、
　リレーノード（ＲＮ）とアクセスノードとの間の少なくとも迂回中継リンクの信号品質
を考慮に入れることによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算する
ように構成されたプロセッサを含み、
　該セル品質順位付け基準を計算することは、共通のＲＮオフセット値（Ｑｏｆｆｓｅｔ

ＲＮ）を用いることを含み、該測定されたセルが該ＲＮによって生成されるときには、該
（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ）の値は、値（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）に等しく、該測定され
たセルが該アクセスノードによって生成されるときには、該（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ）の値
は０に等しく、（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）は、該ＲＮおよび該アクセスノードのうち
の少なくとも１つによって同報通信されるパラメータであり、該パラメータは、該デバイ
スによって受信される、デバイス。
【請求項２】
　前記計算は、
　セル選択手順と、
　セル再選択手順と、
　ハンドオーバ手順と
　のうちの少なくとも１つに対して実行される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
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　前記セル品質順位付け基準を計算することは、一定のＲＮオフセットまたは設定変更可
能なＲＮオフセットのうちの１つを用いることを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルである場合には、
第１の値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルである場
合には、第２の値Ｒｎを含み、Ｒｓは
　式Ｒｓ＝Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ＱＨｙｓｔ－ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ

にしたがって計算され、Ｒｎは
　式Ｒｎ＝Ｑｍｅａｓ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ－ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ

にしたがって計算され、
　（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該
隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定値を
含み、（Ｑｈｙｓｔ）は、該サービングセルにおいて同報通信され、かつ、前記デバイス
において受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、周波数内セル再選択
が考慮されているときには、（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）が有効な場合には、（Ｑｏｆｆｓ
ｅｔ）は（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）に等しく、そうでなければ（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は０に
等しく、
　周波数間セル再選択が考慮されているときには、（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）が有効な場
合には、（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）＋（Ｑｏｆｆｓｅｔｆｒｅｑｕ

ｅｎｃｙ）に等しく、そうでなければ（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は（Ｑｏｆｆｓｅｔｆｒｅｑｕ

ｅｎｃｙ）に等しく、（Ｑｏｆｆｓｅｔｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）は、該隣接セルにおいて同
報通信され、かつ、該デバイスにおいて受信される値であり、さらに（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ

，ｎ）は、該アクセスノードによって同報通信され、かつ、該デバイスにおいて受信され
る値であり、
　（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）は、該アクセスノードによって同報通信され、かつ、該デバ
イスにおいて受信される値である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　アップデートされた（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）は、（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）および（
ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）の合計と置換される、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　複数の（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）値は複数の異なるＲＮから受信され、該複数の（
ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）値は互いに異なる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記サービングセルはアクセスノードであり、前記隣接セルはＲＮであり、各ＲＮに対
する前記（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）の値はそれぞれの（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）の値
を加算することにより増加させられる、請求項４に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記サービングセルはＲＮであり、前記隣接セルはアクセスノードであり、前記（Ｑｏ
ｆｆｓｅｔｓ，ｎ）の値はそれぞれの（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）の値を減算すること
により減少させられる、請求項４に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記ＲＮは、第１の（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）を有し、第２のＲＮは、第２の（Ｑ
ｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）を有し、前記（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）の値は該第２の（Ｑｏ
ｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）と該第１の（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）との差だけ増加させら
れる、請求項４に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルの場合には、第１
の値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルの場合には、
第２の値Ｒｎを含み、Ｒｓは
　式Ｒｓ＝αＲＮ＊Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ＱＨｙｓｔ
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にしたがって計算され、Ｒｎは
　式Ｒｎ＝αＲＮ＊Ｑｍｅａｓ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ
にしたがって計算され、
　αＲＮは迂回中継リンクの信号品質に関連するスケーリング因子であり、（Ｑｍｅａｓ

，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該隣接セルに対す
るセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定値を含み、（Ｑｈｙ

ｓｔ）は、該サービングセルにおいて同報通信され、かつ、前記デバイスにおいて受信さ
れる順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は、用いられる
周波数が周波数内および周波数間のうちの１つであるかどうかにしたがって変化する値で
あり、該パラメータαＲＮは同報通信制御チャネル（ＢＣＣＨ）を介してシステム情報ブ
ロック内において同報通信される、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、複数の対応するＲＮに関連するＲＮ迂回中継リンク品質メトリクス
のリストを受信するように構成されている、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスは、１）前記対応するＲＮにおいて測定された
測定基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）、および、２）該対応するＲＮにおいて測定された平
均迂回中継リンク信号対雑音比推定のうちの１つを含む、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記リストは、システム情報ブロックの形態で受信される、請求項１１に記載のデバイ
ス。
【請求項１４】
　前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルの場合には、第１
の値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルの場合には、
第２の値Ｒｎを含み、Ｒｓは
　式Ｒｓ＝１／（ｗ１／Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ｗ２／Ｑｂｈ）＋ＱＨｙｓｔ

にしたがって計算され、Ｒｎは
　式Ｒｎ＝１／（ｗ１／Ｑｍｅａｓ，ｎ＋ｗ２／Ｑｂｈ）－Ｑｏｆｆｓｅｔ
にしたがって計算され、
　（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該
隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定を含
み、（Ｑｂｈ）は前記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスを含み、ｗ１およびｗ２は重み
付けパラメータを含み、（Ｑｈｙｓｔ）は、該サービングセルにおいて同報通信され、か
つ、前記デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、（
Ｑｏｆｆｓｅｔ）は、用いられる周波数が周波数内および周波数間のうちの１つであるか
どうかにしたがって変化する値である、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルの場合には、第１
の値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルの場合には、
第２の値Ｒｎを含み、Ｒｓは
　式Ｒｓ＝ｆ－１（１／（ｗ１／ｆ（Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ｗ２／ｆ（Ｑｂｈ）））＋ＱＨｙ

ｓｔ

にしたがって計算され、Ｒｎは
　式Ｒｎ＝ｆ－１（１／（ｗ１／ｆ（Ｑｍｅａｓ，ｎ＋ｗ２／ｆ（Ｑｂｈ）））－Ｑｏｆ
ｆｓｅｔ
にしたがって計算され、
　（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該
隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定を含
み、（Ｑｂｈ）は前記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスを含み、ｗ１およびｗ２は重み
付けパラメータを含み、（Ｑｈｙｓｔ）は、該サービングセルにおいて同報通信され、か
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つ、前記デバイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、（
Ｑｏｆｆｓｅｔ）は、用いられる周波数が周波数内および周波数間のうちの１つであるか
どうかにしたがって変化する値であり、（ｆ）はシャノン容量の公式［ｆ（ＳＮＲ）＝ｌ
ｏｇ２（１＋ＳＮＲ）］を表すか、または、ＳＮＲから定義済みのＭＣＲマッピングテー
ブルまたはカーブに基づいて設定される特定のＭＣＳへのマッピングを表し、（ｆ－１）
はシャノン容量の公式の逆［ｆ－１（ＳＮＲ）＝２ＳＮＲ－１］か、ＳＮＲから定義済み
のＭＣＲマッピングテーブルまたはカーブに基づいて設定される特定のＭＣＳへの逆マッ
ピングか、または、ＳＮＲからスペクトル効率への逆マッピング関数を表す、請求項１１
に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記セル品質順位付け基準は、前記測定されたセルがサービングセルの場合には、第１
の値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルの場合には、
第２の値Ｒｎを含み、Ｒｓは
　式Ｒｓ＝Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｓ＋ＱＨｙｓｔ

にしたがって計算され、Ｒｎは
　式Ｒｎ＝Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ
にしたがって計算され、
　（Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｓ）は（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｂｈ）の最小値を含み
、（Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｎ）は（Ｑｍｅａｓ，ｎ）および（Ｑｂｈ）の最小値を含み
、（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該
隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定値を
含み、（Ｑｂｈ）は前記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスを含み、（Ｑｈｙｓｔ）は、
該サービングセルにおいて同報通信され、かつ、前記デバイスにおいて受信される順位付
け基準に対するヒステリシス値を指定し、（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は、用いられる周波数が周
波数内および周波数間のうちの１つであるかどうかにしたがって変化する値である、請求
項１１に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記迂回中継リンクの信号品質は前記ＲＮから受信される、請求項１に記載のデバイス
。
【請求項１８】
　前記迂回中継リンクの信号品質は、複数のＲＮおよびアクセスノードから迂回中継リン
ク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の
該ＲＮおよびアクセスノード、すべての測定可能なＲＮおよびアクセスノードに関連する
ＲＮおよびアクセスノードの閾値、または、前記デバイスにサービングするサービングセ
ルに対する所与の範囲内にある該ＲＮのうちの１つを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、前記部分的なリストにおいて受信される前記迂回中継リンクの信号
品質に基づくセル品質順位付け手順を実行するようにさらに構成され、所与の迂回中継リ
ンクの所与の信号品質が以前に格納された部分的なリスト上に含まれる場合には、前記デ
バイスはさらなる動作を取らない、請求項１８に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記迂回中継リンクの信号品質が所与のセルに対して不十分であるときには、前記デバ
イスは、その後に該所与のセルに対して選択または再選択を行わない、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項２１】
　前記迂回中継リンクの信号品質が、所与のセルに対して不十分であり、同様に、前記デ
バイスが、該所与のセルが禁止されている送信を受信するときには、該デバイスは、その
後に該所与のセルに対して選択または再選択を行わない、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２２】
　前記プロセッサは、前記迂回中継リンクの信号品質に共に基づく禁止因子値および禁止
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時間値のうちの少なくとも１つを受信するようにさらに構成されており、該禁止因子値お
よび該禁止時間値のうちの少なくとも１つは、前記デバイスが所与のセルにアクセスする
ことが可能である確率を制御する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記デバイスは、ユーザ機器（ＵＥ）、ＲＮ、アクセスノード、および、ネットワーク
内のコンポーネントのうちの１つを含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項２４】
　デバイス内に実装される方法であって、該方法は、
　リレーノード（ＲＮ）とアクセスノードとの間の少なくとも迂回中継リンクの信号品質
を考慮に入れることによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算する
ことを含み、
　該セル品質順位付け基準を計算することは、共通のＲＮオフセット値（Ｑｏｆｆｓｅｔ

ＲＮ）を用いることを含み、該測定されたセルが該ＲＮによって生成されるときには、該
（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ）の値は、値（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）に等しく、該測定され
たセルが該アクセスノードによって生成されるときには、該（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ）の値
は０に等しく、（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）は、該ＲＮおよび該アクセスノードのうち
の少なくとも１つによって同報通信されるパラメータであり、該パラメータは、該デバイ
スによって受信される、方法。
【請求項２５】
　前記セル品質順位付け基準を計算することは、複数のＲＮの各々に共通の一定のＲＮオ
フセットまたは設定変更可能なＲＮオフセットのうちの１つを用いることを含む、請求項
２４に記載の方法。
【請求項２６】
　対応する複数のＲＮに関連するＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスのリストを受信する
ことをさらに含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記迂回中継リンクの信号品質は、前記ＲＮから受信される、請求項２４に記載の方法
。
【請求項２８】
　前記迂回中継リンクの信号品質は、複数のＲＮおよびアクセスノードから迂回中継リン
ク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の
該ＲＮおよびアクセスノード、すべての測定可能なＲＮおよびアクセスノードに関連する
ＲＮおよびアクセスノードの閾値、または、前記デバイスにサービングするサービングセ
ルに対する所与の範囲内にある該ＲＮのうちの１つを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２９】
　前記迂回中継リンクの信号品質が不十分であるとき、または、セル負荷が所与のセルに
対する所与の期間の間に特定の閾値を超えるときには、該所与のセルに対して選択するこ
とまたは再選択することを回避することをさらに含む、請求項２４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本明細書内に用いられる場合、「デバイス」、「ユーザ装置」および「ＵＥ」という用
語は、一部の場合において、モバイルデバイス（例えば、携帯電話、携帯情報端末、およ
びハンドヘルドコンピュータまたはラップトップコンピュータ、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ（
登録商標）デバイス、および電気通信能力を有する類似のデバイス）に関し得る。そのよ
うなＵＥは、ＵＥおよびそれの関連しているリムーバブルメモリモジュール（例えば、限
定されることなく、契約者識別モジュール（ＳＩＭ）アプリケーション、汎用契約者識別
モジュール（ＵＳＩＭ）アプリケーション、またはリムーバブルユーザ識別モジュール（
Ｒ－ＵＩＭ）アプリケーションを含む汎用集積回路カード（ＵＩＣＣ））で構成され得る
。あるいは、そのようなＵＥは、そのようなモジュールなしでそのデバイス自体で構成さ
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れ得る。他の場合において、「ＵＥ」という用語は、同様の能力を有するが可搬型ではな
いデバイス（例えば、デスクトップコンピュータ、セットトップボックスまたはネットワ
ーク機器）に関し得る。「ＵＥ」という用語はまた、ユーザに対する通信セッションを終
端し得る、任意のハードウェアまたはソフトウェアのコンポーネントに関し得る。また、
「ユーザエージェント」、「ＵＡ」、「ユーザ装置」、「ＵＥ」、「ユーザデバイス」お
よび「ユーザノード」という用語は、本明細書内で同じ意味で用いられ得る。
【０００２】
　電気通信技術が発展したため、以前には可能ではなかったサービスを提供し得る比較的
進歩したネットワークアクセス装置が導入された。ネットワークアクセス装置は、従来の
ワイヤレス電気通信システムにおける同等の装置の改良であるシステムおよびデバイスを
含み得る。そのような進歩した装置または次世代装置は、ワイヤレス通信規格（例えば、
ロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）
およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）（ＬＴＥ－Ａ））を発展させる
ことに含まれ得る。例えば、ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａシステムは、発展した汎用地上無線
アクセスネットワーク（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）であり、従来の基地
局よりもむしろ、Ｅ－ＵＴＲＡＮノードＢ（またはｅＮＢ）、ワイヤレスアクセスポイン
ト、または同様のコンポーネントを含み得る。本明細書内で用いられる通り、「アクセス
ノード」という用語は、ワイヤレスネットワークの任意のコンポーネント（例えば、従来
の基地局、ワイヤレスアクセスポイント、またはＬＴＥノードＢもしくはＬＴＥ－Ａノー
ドＢまたはｅＮＢ）に関し、そのワイヤレスネットワークの任意のコンポーネントは、電
気通信システムにおいて、ＵＥまたはリレーノードが他のコンポーネントにアクセスする
ことを可能にする、受信および送信の到達範囲の地理的なエリアを生成する。この本明細
書において、「アクセスノード」および「アクセスデバイス」という用語は、互換性があ
るように用いられ得るが、アクセスノードが複数のハードウェアおよびソフトウェアを含
み得ることは理解されたい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　例えば、本発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　リレーノード（ＲＮ）とアクセスノードとの間の少なくとも信号品質を考慮することに
よって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算するように構成されたプロ
セッサを含む、デバイス。
（項目２）
　上記計算は、
　セル選択手順と、
　セル再選択手順と、
　ハンドオーバ手順と、
　のうちの少なくとも１つに対して実行される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目３）
　上記セル品質順位付け基準を計算することは、一定のＲＮオフセットまたは設定変更可
能なＲＮオフセットのうちの１つを用いることを含む、上記項目のいずれかに記載のデバ
イス。
（項目４）
　上記セル品質順位付け基準を計算することは、共通のＲＮオフセット値（Ｑｏｆｆｓｅ
ｔＲＮ）を用いることを含み、ここで、上記測定されたセルが該ＲＮによって生成される
ときには、該（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ）の値は、値（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）に等しく
、該測定されたセルが上記アクセスノードによって生成されるときには、該（Ｑｏｆｆｓ
ｅｔＲＮ）の値は０に等しく、（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）は、該ＲＮおよび該アクセ
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スノードのうちの少なくとも１つによって同報通信されるパラメータであり、該パラメー
タは該デバイスによって受信される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目５）
　上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルであるときには、
第１の値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルであると
きには、第２の値Ｒｎを含み、Ｒｓは、
　式Ｒｓ＝Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ＱＨｙｓｔ－ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ

によって計算され、Ｒｎは
　式Ｒｎ＝Ｑｍｅａｓ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ－ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ

にしたがって計算され、
　ここで、（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセル
および該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）
測定値を含み、（Ｑｈｙｓｔ）は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスに
おいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、周波数が周波数内にあ
るときには、（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）が有効な場合には、（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は（Ｑｏ
ｆｆｓｅｔｓ，ｎ）に等しく、そうでなければ（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は０に等しく、該周波
数が周波数間にあるときには、（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）が有効な場合には、（Ｑｏｆｆ
ｓｅｔ）は（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）＋（Ｑｏｆｆｓｅｔｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）に等しく
、そうでなければ（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は（Ｑｏｆｆｓｅｔｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）に等しく
、（Ｑｏｆｆｓｅｔｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）は該隣接セルにおいて同報通信され、該デバイ
スにおいて受信される値であり、さらに（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）は該アクセスノードに
よって同報通信され、該デバイスにおいて受信される値であり、（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ

）は該アクセスノードによって同報通信される、該デバイスにおいて受信される値である
、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目６）
　アップデートされる（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）は、（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）と（Ｑｏ
ｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）の合計と置換される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目７）
　複数の（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）値は複数の異なるＲＮから受信され、該複数の（
ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）値は互いに異なる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目８）
　上記サービングセルはアクセスノードであり、上記隣接セルはＲＮであり、各ＲＮに対
する上記（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ）の値はそれぞれの（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）の値
を加算することにより増加させられる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目９）
　上記サービングセルはＲＮであり、上記隣接セルはアクセスノードであり、上記（Ｑｏ
ｆｆｓｅｔｓ，ｎ）の値はそれぞれの（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）の値を減算すること
により減少させられる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目１０）
　複数のＲＮは、第１の（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）を有する第１のＲＮと、第２の（
ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）を有する第２のＲＮとを含み、上記（Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎ

）の値は該第２の（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ）と該第１の（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ｂｈ

）との差だけ増加させられる、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目１１）
　上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第１の
値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第２
の値Ｒｎを含み、Ｒｓは、
　式Ｒｓ＝αＲＮ＊Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ＱＨｙｓｔ

によって計算され、Ｒｎは、
　式Ｒｎ＝αＲＮ＊Ｑｍｅａｓ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ
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によって計算され、
　αＲＮは迂回中継リンクの信号品質に関連するスケーリング因子であり、
　（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該
隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定値を
含み、（Ｑｈｙｓｔ）は該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受
信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は、用いら
れる周波数が周波数内および周波数間の１つであるかどうかにしたがって変化する値であ
り、該パラメータαＲＮは同報通信制御チャネル（ＢＣＣＨ）を介してシステム情報ブロ
ック内において同報通信される、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目１２）
　上記プロセッサは、複数の対応するＲＮに関連するＲＮ迂回中継リンク品質メトリクス
のリストを受信するように構成されている、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目１３）
　上記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスは、１）上記対応するＲＮにおいて測定された
、測定基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）、および２）該対応するＲＮにおいて測定された平
均迂回中継リンク信号対雑音比推定のうちの１つを含む、上記項目のいずれかに記載のデ
バイス。
（項目１４）
　上記リストは、システム情報ブロックの形態で受信される、上記項目のいずれかに記載
のデバイス。
（項目１５）
　上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第１の
値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第２
の値Ｒｎを含み、Ｒｓは、
　式Ｒｓ＝１／（ｗ１／Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ｗ２／Ｑｂｈ）＋ＱＨｙｓｔ

によって計算され、Ｒｎは、
　式Ｒｎ＝１／（ｗ１／Ｑｍｅａｓ，ｎ＋ｗ２／Ｑｂｈ）－Ｑｏｆｆｓｅｔ
によって計算され、
　（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該
隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定を含
み、（Ｑｂｈ）は上記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスを含み、ｗ１およびｗ２は重み
付けパラメータを含み、（Ｑｈｙｓｔ）は該サービングセルにおいて同報通信され、該デ
バイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、（Ｑｏｆｆｓ
ｅｔ）は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の１つであるかどうかによって変
化する値である、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目１６）
　上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第１の
値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第２
の値Ｒｎを含み、Ｒｓは、
　式Ｒｓ＝ｆ－１（１／（ｗ１／ｆ（Ｑｍｅａｓ，ｓ＋ｗ２／ｆ（Ｑｂｈ）））＋ＱＨｙ

ｓｔ

によって計算され、Ｒｎは、
　式Ｒｎ＝ｆ－１（１／（ｗ１／ｆ（Ｑｍｅａｓ，ｎ＋ｗ２／ｆ（Ｑｂｈ）））－Ｑｏｆ
ｆｓｅｔ
によって計算され、
　（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ該サービングセルおよび該
隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定を含
み、（Ｑｂｈ）は上記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスを含み、ｗ１およびｗ２は重み
付けパラメータを含み、（Ｑｈｙｓｔ）は該サービングセルにおいて同報通信され、該デ
バイスにおいて受信される順位付け基準に対するヒステリシス値を指定し、（Ｑｏｆｆｓ
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ｅｔ）は、用いられる周波数が周波数内および周波数間の１つであるかどうかによって変
化する値であり、（ｆ）はシャノン容量の公式［ｆ（ＳＮＲ）＝ｌｏｇ２（１＋ＳＮＲ）
］を表すか、またはＳＮＲから定義済みのＭＣＲマッピングテーブルまたはカーブに基づ
いて設定される特定のＭＣＳへのマッピングを表し、（ｆ－１）はＳｈａｎｎｏｎキャパ
シティの式［ｆ－１（ＳＮＲ）＝２ＳＮＲ－１］か、ＳＮＲから定義済みのＭＣＲマッピ
ングテーブルまたはカーブに基づいて設定される特定のＭＣＳへの逆マッピングか、また
はＳＮＲからスペクトル効率への逆マッピング関数を表す、上記項目のいずれかに記載の
デバイス。
（項目１７）
　上記セル品質順位付け基準は、上記測定されたセルがサービングセルのときには第１の
値Ｒｓを含み、該セル品質順位付け基準は、該測定されたセルが隣接セルのときには第２
の値Ｒｎを含み、Ｒｓは、
　式Ｒｓ＝Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｓ＋ＱＨｙｓｔ

によって計算され、Ｒｎは、
　式Ｒｎ＝Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅｔ
によって計算され、
　（Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｓ）は（Ｑｍｅａｓ，ｓ）と（Ｑｂｈ）との最小値を含み、
（Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｎ）は（Ｑｍｅａｓ，ｎ）と（Ｑｂｈ）との最小値を含み、
　（Ｑｍｅａｓ，ｓ）および（Ｑｍｅａｓ，ｎ）は、それぞれ、該サービングセルおよび
該隣接セルに対するセル再選択において用いられる基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）測定値
を含み、（Ｑｂｈ）は上記ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスを含み、（Ｑｈｙｓｔ）は
該サービングセルにおいて同報通信され、該デバイスにおいて受信される順位付け基準に
対するヒステリシス値を指定し、（Ｑｏｆｆｓｅｔ）は、用いられる周波数が周波数内お
よび周波数間の１つであるかどうかによって変化する値である、上記項目のいずれかに記
載のデバイス。
（項目１８）
　上記迂回中継リンクの信号品質は上記ＲＮから受信される、上記項目のいずれかに記載
のデバイス。（項目１９）
　上記迂回中継リンクの信号品質は、複数のＲＮおよびアクセスノードから迂回中継リン
ク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の
該ＲＮおよびアクセスノード、すべての測定可能なＲＮおよびアクセスノードに関連する
ＲＮおよびアクセスノードの閾値、または該デバイスにサービングするサービングセルに
対する所与の範囲内にある該ＲＮのうちの１つを含む、上記項目のいずれかに記載のデバ
イス。
（項目２０）
　上記プロセッサは、上記部分的なリストにおいて受信される上記迂回中継リンクの信号
品質に基づくセル品質順位付け手順を実行するようにさらに構成され、所与の迂回中継リ
ンクの所与の信号品質が以前に格納された部分的なリスト上に含まれるときに、該デバイ
スはさらなる動作を取らない、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目２１）
　上記迂回中継リンクの信号品質が所与のセルに対して不十分であるときに、該デバイス
は該所与のセルに対して選択または再選択を行わない、上記項目のいずれかに記載のデバ
イス。
（項目２２）
　上記迂回中継リンクの信号品質は、所与のセルに対して不十分であり、同様に、上記デ
バイスが、該所与のセルが禁止されて送信を受信するとき、該デバイスは、該所与のセル
に対して選択または再選択を行わない、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目２３）
　上記プロセッサは、上記迂回中継リンクの信号品質に共に基づく禁止因子値および禁止
時間値のうちの少なくとも１つであり、該禁止因子値および該禁止時間値のうちの少なく
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とも１つは、上記デバイスが所与のセルにアクセスすることが可能である確率を制御する
、禁止因子値および禁止時間値のうちの少なくとも１つを受信するようにさらに構成され
ている、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目２４）
　上記デバイスは、ユーザ機器（ＵＥ）、ＲＮ、アクセスノード、およびネットワーク内
のコンポーネントのうちの１つを含む、上記項目のいずれかに記載のデバイス。
（項目２５）
　デバイス内に実装される方法であって、該方法は、
　リレーノード（ＲＮ）とアクセスノードとの間の少なくとも迂回中継リンクの信号品質
を考慮に入れることによって、測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算する
ことを含む、方法。
（項目２６）
　上記セル品質順位付け基準を計算することは、一定のＲＮオフセットまたは設定変更可
能なＲＮオフセットのうちの１つを用いることを含む、上記項目のいずれかに記載の方法
。
（項目２７）
　対応する複数のＲＮに関連するＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスのリストを受信する
ことをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
（項目２８）
　上記迂回中継リンクの信号品質は、上記ＲＮから受信される、上記項目のいずれかに記
載の方法。
（項目２９）
　上記迂回中継リンクの信号品質は、複数のＲＮおよびアクセスノードから迂回中継リン
ク品質の部分的なリストの形態で受信され、該部分的なリストは、同一のドナーセル内の
該ＲＮおよびアクセスノード、すべての測定可能なＲＮおよびアクセスノードに関連する
ＲＮおよびアクセスノードの閾値、または上記デバイスにサービングするサービングセル
に対する所与の範囲内にある該ＲＮのうちの１つを含む、上記項目のいずれかに記載の方
法。
（項目３０）
　上記迂回中継リンクの信号品質が不十分であるか、またはセル負荷が所与のセルに対す
る所与の期間の間、特定の閾値を超えるとき、該所与のセルに対して選択することまたは
再選択することを回避することをさらに含む、上記項目のいずれかに記載の方法。
【０００４】
　（摘要）
　測定されたセルに対するセル品質順位付け基準を計算するように構成されているデバイ
スであって、計算することは、少なくともリレーノード（ＲＮ）とアクセスノードとの間
の迂回中継リンクの信号品質を考慮することによって行われる。このデバイスは、ユーザ
機器（ＵＥ）、ＲＮ、アクセスノード、およびネットワーク内のコンポーネントのうちの
１つであり得る。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本開示のより完全な理解のために、添付の図面、および発明を実施するための形態に関
連して、次の簡単な説明への参照がなされ、そこで類似の参照番号は類似の部品を表す。
【図１】図１は、本開示の一実施形態に従った通信システムの概略図である。
【図２】図２は、本開示の一実施形態に従った通信システムの概略図である。
【図３】図３は、本開示の一実施形態に従ってセル順位付け基準を計算する方法を示すフ
ローチャートである。
【図４】図４は、本明細書内に開示される１つ以上の実施形態を実装するために適した処
理コンポーネントを含むシステムの一実施例を示す。
【発明を実施するための形態】
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【０００６】
　（詳細な説明）
　本開示の１つ以上の実施形態の例示的な実装が下記に提供されるが、開示されるシステ
ムおよび／または方法が、既知であろうとまたは現存するであろうと、任意の複数の技術
を用いて実装され得ることは最初に理解されたい。本開示は、本明細書内に例示されかつ
述べられる代表的な設計および実装を含む例示的な実装、図面および下記に例示される技
術に決して限定されるべきではないが、均等物の全範囲とともに、添付の特許請求の範囲
の範囲内で変形され得る。
【０００７】
　本明細書、本特許請求の範囲および本図面を通じて用いられるとおり、次の用語は、次
の定義を有する。反対のことが表明されない限り、全ての用語は、第３世代パートナーシ
ッププログラム（３ＧＰＰ）技術仕様によって定められる規格によって定義され、かつ、
それに従う。
【０００８】
　「ＡＣＫ」は、「受信通知」（例えば、受信通知信号）として定義される。
【０００９】
　「ＢＣＣＨ」は、「ブロードキャスト制御チャネル」として定義される。
【００１０】
　「ＣＱＩ」は、「チャネル品質インジケーター」として定義される。
【００１１】
　「ＥＰＣ」は、「高度パケットコア（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）」
として定義される。
【００１２】
　「Ｅ－ＵＴＲＡ」は、「発展した汎用地上無線アクセス」として定義される
　「Ｅ－ＵＴＲＡＮ」は、「発展した汎用地上無線アクセスネットワーク」として定義さ
れる。
【００１３】
　「ＨＡＲＱ」は、「ハイブリッドの自動的繰り返し応答」として定義される。
【００１４】
　「ＩＥ」は、「情報要素」として定義される。
【００１５】
　「ＬＴＥ」は、ワイヤレス通信のプロトコル、システムおよび／またはソフトウェアの
セットに関する「ロングタームエボリューション」として定義される。
【００１６】
　「ＬＴＥ－Ａ」は、ＬＴＥよりも新しいワイヤレス通信のプロトコル、システムおよび
／またはソフトウェアのセットに関する「ロングタームエボリューションアドバンスト」
として定義される。
【００１７】
　「ＭＣＳ」は、「変調および符号化のスキーム」として定義される。
【００１８】
　「ＭＭＥ」は、「モビリティー管理エンティティ」として定義される。
【００１９】
　「ＮＡＳ」は、「非アクセス層（Ｎｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）」として定
義される。
【００２０】
　「ＰＬＭＮ」は、「公共陸上モバイルネットワーク（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」として定義される。
【００２１】
　「ＰＲＡＣＨ」は、「物理的ランダムアクセスチャネル（Ｒｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」として定義される。
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【００２２】
　「ＲＡＮ」は、「無線アクセスネットワーク」として定義される。
【００２３】
　「ＲＡＴ」は、「無線アクセス技術」として定義される。
【００２４】
　「ＲＦ」は、「無線周波数」として定義される。
【００２５】
　「ＲＮ」は、「リレーノード」として定義される。
【００２６】
　「ＲＲＣ」は、「無線リソース制御」として定義される。
【００２７】
　「ＲＳＲＰ」は、「基準信号受信電力（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）」として定義される。
【００２８】
　「ＲＳＲＱ」は、「基準信号受信品質（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅ
ｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）」として定義される。
【００２９】
　「ＳＩＢ」は、「システム情報ブロック」として定義される。
【００３０】
　「ＳＧＷ」は、「サービングゲートウェイ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）」とし
て定義される。
【００３１】
　「ＳＮＲ」は、「信号対雑音比」として定義される。
【００３２】
　「ＳＲ」は、「スケジューリング要求」として定義される。
【００３３】
　「ＴＡＵ」は、「トラッキングエリアアップデート（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕ
ｐｄａｔｅ）」として定義される。
【００３４】
　「Ｕｎ」は、ＲＮとドナーｅＮＢ（ｄｏｎｏｒ　ｅＮＢ）との間のインタフェースとし
て定義される。
【００３５】
　「Ｕｕ」は、ＵＥとＲＮとの間のインタフェースとして定義される。
【００３６】
　本明細書内に述べられる実施形態は、少なくともタイプ１リレーネットワークにおいて
、ＵＥモビリティー手順を向上させるための技術に関する。特に、その実施形態は、モビ
リティー手順を行う場合に、ＲＮおよび対応するアクセスノードに対して、複合のエンド
ツーエンドの信号対雑音比を考慮に入れることを規定する。モビリティー手順は、ＵＥに
対するセル選択、セル再選択および／またはハンドオーバ手順を含む。
【００３７】
　ＲＮのないネットワークにおいて、通信が残りのネットワークの有線部分に到達する前
に、１つのワイヤレス接続のみが通常確立され、その残りのネットワークの有線部分は、
ＥＰＣで有り得る。次の解説において、一実施例としてＥＰＣを用いる。しかし、他の種
類のコアネットワークもまた可能である。１つのワイヤレス接続は通常、ＵＥとアクセス
ノード（例えば、ｅＮＢ）との間のワイヤレスリンクである。アクセスノードとＥＰＣと
の間の接続は通常、結線によるものであり、良好な送信特徴（即ち、はるかに低いビット
エラーレートおよび一定のチャネル状態）を有する
　しかし、ＲＮを有するネットワークにおいて、複数のワイヤレスリンクが、ＵＥとコア
ネットワーク（例えば、ＥＰＣ）との間のリンクのチェーンにおいて確立され得る。例え
ば、ＵＥは、ＲＮにワイヤレスに接続し得、ＲＮは次いで、アクセスノードにワイヤレス
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に接続し、アクセスノードは次いで、ＥＰＣに接続する。さらなるＲＮまたはアクセスノ
ードはまた、このチェーンの中に提供され、ＥＰＣへの接続は、ワイヤレスでさえもあり
得る。
【００３８】
　ワイヤレスリンクが確立されるときはいつも、様々なワイヤレスチャネルの特徴（例え
ば、マルチパス効果およびシャドー効果（ｓｈａｄｏｗｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ））に起因
して、信号品質が問題となり得、その問題は、ＵＥがあちこちに移動する場合に考慮され
るべきである。低い信号品質は、データの受信を遅くすること、データを破損させること
、スペクトルの効率を低減させること、またはデータの送信を陥落すらさせることの面で
、ＵＥにおけるパフォーマンスを妨げ得る。
【００３９】
　ＵＥとＥＰＣとの間の１つのワイヤレス接続を有する、ＲＮのないネットワークに対し
て、アクセスノードの選択は、比較的簡易である。ＵＥは、近傍のアクセスノードからの
信号の品質を測定し、次いで最良の信号品質を有するアクセスノードを選択するか、また
は信号品質に基づく一部の他の基準に基づいてアクセスノードを選択するかし得る。従っ
て、セルの選択または再選択は、ＵＥがＩＤＬＥモードである場合に、ＵＥとｅＮＢとの
間のリンク品質に基づき得る。この技術はまた、ＵＥがＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードである
場合に、ハンドオーバ手順のために用いられ得る。
【００４０】
　複数のＲＮおよび／またはワイヤレス接続を有するネットワークに対して、通信のため
のアクセスノードまたはＲＮの選択は、より複雑で有り得る。さらなる複雑性についての
理由は、アクセスノードおよびＲＮの中で直接的に測定可能な最良の信号品質をＲＮが提
供することが、ＵＥとＥＰＣとの間でデータを行き来させる面で、最良の全信号品質を提
供し得ないためである。全信号品質は、ＲＮとアクセスノードとの間の信号品質によって
影響され得る。全信号品質はまた、複合の信号品質と呼ばれ得る。
【００４１】
　ＲＮとアクセスノードとの間のリンクはまた、迂回中継リンクと呼ばれ得る。迂回中継
リンクの信号品質は、ＵＥとＥＰＣとの間の全信号品質に影響する。例えば、たとえＵＥ
とＲＮ１との間の信号品質が非常に良好であっても、ＲＮ１とｅＮＢ１との間の信号品質
が非常に低い場合に、ＵＥとｅＮＢ１との間の複合の信号品質は、低いものと考えられる
。しかし、たとえＵＥとＲＮ２との間の信号品質が普通であっても、ＲＮ２とｅＮＢ１と
の間の信号品質が非常に良好である場合には、（ＲＮ２を介した）ＵＥとｅＮＢ１との間
の複合の信号品質は、（ＲＮ１を介した）ＵＥとｅＮＢ１との間の他の複合の信号品質よ
りも良好で有り得る。
【００４２】
　複合の信号品質に基づく迂回中継リンク信号品質の効果は、必ずしも端的ではない。例
えば、複合の信号品質は、アクセスリンク信号品質と迂回中継リンク信号品質とのうちの
、より低い方では必ずしもない。複合の信号品質を決定する技術は下記に提供される。
【００４３】
　低減された迂回中継リンク信号品質の存在がありうる結果として、アクセスリンク信号
品質にのみ基づいてＲＮを選ぶ（選択するか、再選択するか、またはハンドオーバする）
ＵＥは、ＵＥとＥＰＣとの間の最良の複合の信号品質に至っているＲＮを選ばないことが
ある。最良の全リンクは、比較的低いアクセスリンク信号品質を有する異なったＲＮによ
って生成され得るが、そのＲＮは、比較的良好な複合の信号品質を有するリンクのチェー
ンに接続される。本明細書内に述べられる実施形態は、最良の複合の信号品質に関連した
ＲＮをＵＥが選ぶことを可能にする技術を規定し、それによりデータスループット、送信
品質、およびスペクトルの効率を向上させる。
【００４４】
　図１は、本開示の実施形態によるコミュニケーションシステムの概略図である。通信シ
ステム１００はＬＴＥ－Ａシステムのアーキテクチャを表す。
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【００４５】
　ＲＮは、ｅＮＢとの通信を容易にするデバイスである。ＲＮは、概して、レイヤー１Ｒ
Ｎ、レイヤー２ＲＮ、レイヤー３ＲＮの３つのグループに分割され得る。レイヤー１ＲＮ
は、増幅およびおそらくわずかな遅延以外のいかなる修正も加えることなく、受信信号を
単に再送信するリピータであり得る。レイヤー２ＲＮは、それが受信する送信を復調／復
号し、復号の結果を再符号化／変調し、および次に変調データを送信し得る。レイヤー３
ＲＮは、完全な電波源制御能力を有し得、アクセスノードに同様に作用する。ＲＮによっ
て用いられる電波源制御プロトコルは、アクセスノードによって用いられるものと同じで
あり得、ＲＮは、アクセスノードによって通常用いられる独自のセル識別を有し得る。「
レイヤーｘ」ＲＮは、「タイプｘ」ＲＮと区別される。例えば、レイヤー１ＲＮはタイプ
１ＲＮではなく、実際、タイプ１ＲＮは、機能的にはレイヤー３ＲＮに類似している。タ
イプ１ＲＮは以下でより詳細に記載される。
【００４６】
　本開示の目的のために、ＲＮが、ＭＭＥ／ＳＧＷのような電気通信システムにおける他
のコンポーネントにアクセスするために、少なくとも１つのｅＮＢまたは他のアクセスノ
ード（およびアクセスノードに関連するセル）ならびにおそらく他のＲＮの存在を要求す
るという事実によって、ＲＮはｅＮＢまたは他のアクセスノードから区別される。加えて
、本開示の目的のために、用語「ｅＮＢ」は、ただ単に「発展したノード－Ｂ」に限定さ
れないだけでなく、ＭＭＥ／ＳＧＷまたは高度パケットコアのコンポーネントとの通信に
適する任意の他のアクセスノードをも言い得る。
【００４７】
　ＲＮの動作例において、ＵＥ１０２は、ＲＮ１０６およびｅＮＢ１０８を介してＭＭＥ
／ＳＧＷ１０４と通信する。特に、ＵＥ１０２はＲＮ１０６と通信し、ＲＮ１０６は次に
ｅＮＢ１０８と通信し、ｅＮＢ１０８は次に、ファントムラインによって識別されるＳ１
インタフェースのようなインタフェースを介してＭＭＥ／ＳＧＷ１０４と通信する。しか
しながら、ＵＥ１１０のようなＵＥは、ｅＮＢ１０８のようなｅＮＢと直接通信し得る。
【００４８】
　別の実施形態において、ＵＥ１１２のようなＵＥは、ＲＮ１１４のようなＲＮと通信し
得、ＲＮは、それ自身、ｅＮＢ１０８およびｅＮＢ１１６のような２つ以上の異なるｅＮ
Ｂと、ファントムラインによって識別されるＳ１インタフェースのようなインタフェース
を介して通信する。ＲＮ１１４がｅＮＢ１０８と接続されると、次にｅＮＢ１０８によっ
て生成されたセルは、ドナーセルと呼称される。一つの実施形態において、ｅＮＢ１０８
およびｅＮＢ１１６は、例えば、ｅＮＢ１０８およびｅＮＢ１１６に接続するラインによ
って識別されるＸ２インタフェースを介して、互いに通信する。
【００４９】
　上記の例は、１つか２つのＲＮを使えるようにするｅＮＢを記載するが、しかし、各ｅ
ＮＢはより多くのまたはより少ないＲＮと通信し得る。識別されるコンポーネントの他の
構成が可能であり、より多くの、より少ない、異なる、または追加のコンポーネントが存
在し得る。
【００５０】
　ＲＮは、３ＧＰＰ　ＬＴＥアドバンストがＬＴＥ　ＲＡＮをさらに発展させてきた、１
つの例示的なメカニズムである。ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）において、リレー技
術が、平均セルスループットを改善し、セル適用範囲を高めるために用いられる。さらに
、ＬＴＥ－ＡシステムにおけるＲＮの包含はまた、ＵＥのバッテリ寿命の効率的な拡張、
ＵＥスループットの増加、およびセル適用範囲の拡張の目的のために意図されてもいる。
【００５１】
　ＲＮの包含によって提供される問題の１つは、ＵＥとＭＭＥ／ＳＧＷとの間の全体の信
号品質の計算が、２つ以上の通信リンクの存在によって複雑になるということである。例
えば、ＭＭＥとｅＮＢとの間の接続が多くの場合、高品質の有線リンクである一方で、Ｕ
ＥとＲＮとの間のリンクおよびＲＮとｅＮＢとの間のリンクの両方の信号品質は、モビリ
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ティー手順の間にＵＥが、どのアクセスノードまたはＲＮに接続または常駐を試みるべき
であるかを決定するときに考慮され得る。モビリティー手順はセル選択、セル再選択、ハ
ンドオーバ、または、ＵＥが実施し得る概して任意のモビリティー手順を含む。本明細書
に記載される実施形態において、ＵＥとＲＮとの間のリンクはアクセスリンクを言い、Ｒ
ＮとｅＮＢとの間のリンクは迂回中継リンクを言う。しかしながら、他の呼称も用いられ
得る。加えて、より複雑な通信システムのために、追加のＲＮがＵＥにアクセスされたＲ
ＮとｅＮＢとの間にある場合には、複数の迂回中継リンクが存在し得る。さらにその上に
、複数の迂回中継リンクが潜在的に存在し得る。他の構成も可能であり、そのすべてが本
開示の精神および範囲内にある。
【００５２】
　ＵＥが、どのｅＮＢまたはＲＮに接続すべきであるかを決定する１つの例では、ＵＥ１
１２はＲＮ１１４に接続され、しかしながらＵＥ１１２はｅＮＢ１０８またはｅＮＢ１１
６上にはＲＮ１１４を介して接続または常駐できない。どの接続が最適な全体信号品質を
提供するかを決定するために、ＲＮ１１４とｅＮＢ１１６との間の信号品質に対するＲＮ
１１４とｅＮＢ１０８との間の信号品質の試験がなされてもよい。
【００５３】
　ＵＥが、どのｅＮＢまたはＲＮに接続すべきであるかを決定する別の例では、ＵＥ１１
０は２つの選択肢を持ち得る。第１の選択は、ｅＮＢ１０８に直接接続することであり、
第２の選択は、ＲＮ１０６に接続し、次にＲＮ１０６がｅＮＢ１０８に接続することであ
る。どの接続が最適な全体信号品質またはスペクトル効率を提供するかを決定するために
、これらの２つの異なる接続間において試験がなされてもよい。本明細書に記載される実
施形態は、これらの測定を実行しおよび／または処理する方法ならびに／またはデバイス
に関する。
【００５４】
　特定の非限定の実施形態において、ＲＮ１０６、ＲＮ１１４、ＲＮ１２０、またはＲＮ
１２２のいずれかはタイプ１のＲＮであり得る。本明細書に記載される実施形態の１つは
、ドナーｅＮＢとタイプ１のＲＮとの間の迂回中継リンク品質を考慮しながらの、タイプ
１リレーネットワークにおけるＵＥ　ＩＤＬＥモードのモビリティー手順の扱いに関する
。本明細書に記載される実施形態の別の１つは、ドナーｅＮＢとタイプ１のＲＮとの間の
迂回中継リンク品質を考慮しながらの、タイプ１リレーネットワークにおけるＵＥ　ＩＤ
ＬＥモードのハンドオーバ手順のようなＵＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードのモビリティー
手順の扱いに関する。本明細書に記載される実施形態のさらに別の１つは、ドナーｅＮＢ
とタイプ１のＲＮとの間の迂回中継リンク品質を考慮しながらの、タイプ１リレーネット
ワークにおける、ＩＤＬＥモードからＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードへのＵＥ遷移の扱いに関
する。一部の実施形態では、これらのＲＮは、タイプ２あるいはレイヤー１、２または３
のリレーのいずれかであり得、本開示の技術はいずれの場合にも利用され得る。
【００５５】
　図２は、本開示の実施形態による通信システムの概略図である。通信システム２００は
、図１の通信システム１００に対して単純化された通信システムであり、より容易に本発
明のシステムを示すことに用いられる。図２において、Ｕｕと呼称されるファントムライ
ンによって明示されるように、ＵＥ２０２はＲＮ２０４と通信し、Ｕｎと呼称されるファ
ントムラインによって明示されるように、ＲＮ２０４はｅＮＢ２０６と通信する。ｅＮＢ
２０６はＥＰＣ２０８と通信する。ＥＰＣ２０８はサーバコンピュータで表されているが
、ＥＰＣ２０８は、おそらくネットワークを介してリンクされ、ＵＥ２０２といくつかの
他のＵＥ（示されず)との間の通信を容易にするために用いられ得る、１つ以上のハード
ウェアおよび／またはソフトウェアコンポーネントまたは公知の電気通信システムであり
得る。
【００５６】
　一実施形態において、ＬＴＥ－Ａは、ＬＴＥリリース８またはＬＴＥリリース９のよう
な早期のＬＴＥリリースを拡張し、高速データレート、グループモビリティー、一時的な
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ネットワーク開発、セルエッジスループットの適用範囲、および／または新規の領域にお
ける適用範囲の準備を含むが、これらに限定されない。一実施形態において、ＲＮ２０４
は、Ｕｎインタフェースを介して、ドナーｅＮＢ２０６のドナーセルにワイヤレスに接続
されている。ＵＥ２０２はＵｕインタフェースを介して、ＲＮ２０４に接続する。
【００５７】
　Ｕｎ接続は２つ以上のタイプのうちの１つであり得る。Ｕｎ接続の１つのタイプは「帯
域内」であり得る。「帯域内」の接続のために、ＲＮリンクへのｅＮＢは、ドナーセル内
においてＵＥリンクへの直接のｅＮＢと、同じ周波数帯域を分け合い得る。Ｕｎ接続の別
のタイプは「帯域外」であり得る。「帯域外」の接続のために、ＲＮリンクへのｅＮＢは
、ドナーセル内においてＵＥリンクへの直接のｅＮＢと、同じ周波数帯域内では動作し得
ない。
【００５８】
　ＴＲ３６．８１４のような３ＧＰＰ仕様は、少なくともタイプ１のＲＮがＬＴＥ－Ａネ
ットワークの一部であることを定める。タイプ１のＲＮは、以下の段落に記載される特性
を有する帯域内ＲＮであり得る。それに限定され、タイプ１のＲＮが代わりに帯域外の迂
回中継を有し得ることを意味するものではないが。タイプ１のＲＮは、それが独自の物理
的セル識別、および部分的かまたは完全なＲＲＣプロトコルスタックを有するように定義
され得る。タイプ１のＲＮはレイヤー３ＲＮであり得る。
【００５９】
　タイプ１のＲＮによって制御されるセルは、ドナーセルとは異なる別個のセルとしてＵ
Ｅに現れ得る。各セルは、ＬＴＥリリース８に定義される独自の物理的セル識別を有し得
、ＲＮは、その独自の同期信号、基準記号、および他の情報を送信し得る。単一のセル動
作との関連で、ＵＥはＲＮから直接にスケジューリング情報およびＨＡＲＱフィードバッ
クを受信し、ＲＮに独自の制御チャネル（ＳＲ、ＣＱＩ、およびＡＣＫのような）を送信
し得る。タイプ１のＲＮは、リリース８ＵＥに対するリリース８ｅＮＢとして現れ得る。
ＬＴＥ－ＡのＵＥに対しては、さらなる性能向上を可能にするために、タイプ１のＲＮは
、リリース８ｅＮＢとは違って現れ得る。
【００６０】
　（ＩＤＬＥモードモビリティー手順）
　上述したように、本明細書に記載される実施形態は、タイプ１　ＲＮにおけるＵＥモビ
リティー手順を改善する技術を提供する。これらの実施形態は、また、例示のみのために
、ＩＤＬＥモードモビリティー手順のための手順がタイプ１　ＲＮに関して記載されるが
、他のタイプのＲＮにも適用され得る。
【００６１】
　ＩＤＬＥモードにおけるＵＥ手順は、２つのステップを含み得る。それらは、セル選択
とセル再選択である。ＵＥの電源がオンの場合、ＩＤＬＥモード測定およびセル選択基準
に基づいて、ＵＥは適切なセルを選択し得る。本明細書で使用される場合、用語「適切な
セル」は、ＵＥが通常のサービスを取得するために常駐し得るセルである。セルがセル選
択基準「Ｓ」を満たす場合、セルは「適切である」と考えられ得、セル選択基準「Ｓ」は
、次の式
【００６２】
【数１】

で規定される。ここで、
【００６３】
【数２】

である。これらの項は、次の表で定義される。
【００６４】
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　セル選択のステップについて、ＵＥは次のセル選択手順のうちの１つまたは両方を使用
し得る。２つのセル選択手順のうちの１つは、初期セル選択である。この手順は、どのＲ
ＦチャネルがＥ－ＵＴＲＡ搬送波であるかについて事前の知識を使用しない。ＵＥは、適
切なセルを見つけ出すＵＥの能力に従って、Ｅ－ＵＴＲＡ帯域のすべてのＲＦチャネルを
走査し得る。各搬送周波数において、ＵＥは最も強いセルを探すのみであり得る。適切な
セルが見つけ出されると、この適切なセルが選択され得る。
【００６５】
　２つのセル選択手順のうちのもう１つのものは、格納された情報セル選択を使用するこ
とである。この手順は、以前に受信された測定制御情報要素からの、または以前に検出さ
れたセルからの、搬送周波数の格納された情報を使用し、また、選択としてセルパラメー
タ上の情報を使用し得る。ＵＥが適切なセルを見つけ出すと、ＵＥは、この適切なセルを
選択し得る。適切なセルが見つけられない場合、上記の初期セル選択手順が開始され得る
。
【００６６】
　その後、セル再選択がＩＤＬＥモードに対するＵＥ手順の他のステップである。セル上
に常駐している場合、ＵＥは、セル再選択基準に従って、定期的により適切なセルを探す
。より適切なセルが見つかると、このより適切なセルがＵＥによって選択され、ＵＥが常
駐し得る。
【００６７】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ周波数間およびＲＡＴ間のセル再選択の場合、優先順位ベースの再選択
基準が適用され得る。異なるＥ－ＵＴＲＡＮ周波数またはＲＡＴ間周波数の絶対優先順位
が、システム情報またはＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｌｅａｓｅメッセージにおいて
、ＵＥに提供され得るか、または、ＲＡＴ間セル選択または再選択において、これらの周
波数を他のＲＡＴから継承することによって提供され得る。
【００６８】
　周波数内および等しい優先順位の周波数間セル再選択の場合、最も適切なセルを識別す
るために、セル順位付け手順が適用され得る。セル順位付け基準は、セルに役立つための
Ｒｓとして定義され得、また、隣接セルに対する「Ｒｎ」として定義され得る（セル再選
択基準Ｒとしても知られている）。これらの項は、次の式により定義され得る。
【００６９】
【数３】

ここで、
【００７０】
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【表２】

である。
【００７１】
　ＵＥは、セル選択基準Ｓを満たすすべてのセルの順位付けを実行し得る。セルは、平均
されたＲＳＲＰ結果を使用して、Ｑｍｅａｓ，ｎおよびＱｍｅａｓ，ｓを導出し、Ｒ値を
計算して、上に特定されたＲ基準に従って順位付けされ得る。セルが最も適切なセルであ
ると順位付けされる場合、ＵＥはそのセルに対してセル再選択を実行し得る。
【００７２】
　更なる制限がセル再選択に適用され得る。実施形態において、次の２つの条件が満たさ
れる場合にのみ、ＵＥは新しいセルを再選択し得る。第１は、新しいセルが時間期間「Ｔ

ｒｅｓｅｌｔｉｏｎＲＡＴ」の間にサービングセルよりも良好に順位付けされることであ
る。第２は、ＵＥが現在のサービングセル上に常駐してから１秒より長く経過したことで
ある。
【００７３】
　タイプ１リレー迂回中継リンク品質
　ＲＮを有する通信ネットワークにおいて、ＵＥがＲＮに接続する場合、従来の単一のホ
ップ無線通信よりも、２ホップの無線通信が起こる。例えば、ＵＥからＲＮへの通信およ
びＲＮからｅＮＢへの通信は、ただ１つのホップを含むＵＥからｅＮＢへの通信とは逆に
、２つの無線ホップを含む。マルチホップ通信は、２つ以上のそのようなホップを含む。
【００７４】
　上に議論したように、ｅＮＢとＵＥとの間のリンク全体のスループットは、アクセスリ
ンクであるＲＮとＵＥとの間のリンク品質に依存するだけでなく、迂回中継リンクである
ｅＮＢとＲＮとの間のリンク品質にもまた依存し得る。例えば、アクセスリンクのリンク
品質が非常に良好であるが迂回中継リンクのリンク品質が比較的悪い場合、全体の端部間
リンク品質は良好ではない。この特別な場合では、リンク品質は迂回中継リンクがボトル
ネックである。
【００７５】
　一般に、迂回中継リンクは、比較的良好であるべきである。しかしながら、モバイルＲ
ＮまたはノマディックＲＮの場合、迂回中継リンク品質が悪くなる場合があり得、また、
時間により変化し得る。１つの実施形態において、２ホップ無線通信に対する端部間ＳＮ
Ｒは、次の式によって示されるように導出され得る。２ホップまたはマルチホップ通信に
対する端部間ＳＮＲは、端部間ＳＮＲを決定することにおいて迂回中継リンク信号品質と
アクセスリンク信号品質の両方が使用されるので、複合信号品質と言われ得る。
【００７６】
【数４】

　式１において、ＳＮＲａｃｃｅｓｓ＿ｌｉｎｋは、アクセスリンクに対するＳＮＲであ
り、ＳＮＲｂａｃｋｈａｕｌ＿ｌｉｎｋは、迂回中継リンクに対するＳＮＲである。式１
から、アクセスリンクおよび迂回中継リンクの両方が、等しい重みを全体のリンク品質に
寄与することがわかる。固定リレーの場合、ＳＮＲｂａｃｋｈａｕｌ＿ｌｉｎｋは、大部
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分シャドー効果の変化が原因で、非常に緩やかに変化する。モバイルリレーの場合、ＳＮ
Ｒｂａｃｋｈａｕｌ＿ｌｉｎｋは、ＳＮＲａｃｃｅｓｓ＿ｌｉｎｋと同様な割合で変化し
得る。
【００７７】
　１つの実施形態において、ＵＥは、ＳＮＲａｃｃｅｓｓ＿ｌｉｎｋを直接測定する。Ｕ
Ｅは、ＲＮまたはｅＮＢのうちの１つまたは両方から、ＳＮＲｂａｃｋｈａｕｌ＿ｌｉｎ

ｋの測定報告を受信し得る。従って、ＵＥは、ＳＮＲｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄ(複合信号品
質）の計算を式１に従って実行し得る。代替として、ＲＮ、ｅＮＢまたはＥＰＣを含む任
意の他の成分が、成分がＳＮＲａｃｃｅｓｓ＿ｌｉｎｋおよびＳＮＲｂａｃｋｈａｕｌ＿

ｌｉｎｋの値の測定値を測定するかまたは受信する限りＳＮＲｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄを計
算し得る。他の技術がＳＮＲｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄを計算するかまたは使用するために使
用され得、これらの技術は、以下に述べるようなものを含むが、それらに限定はされない
。
【００７８】
　ＲＮに接続されたＵＥは、ＵＥがｅＮＢに直接接続される場合の１ホップ送信に対して
、２ホップ帯域幅を使用して１つの送信を完了し得る。ＵＥは、リレーから高いＳＮＲを
受信し得るが、２ホップに使用されるリソースの全体の量、アクセスリンクおよび迂回中
継リンク、は、ＵＥからｅＮＢへの直接リンク上の単一ホップ送信よりも大きくなり得る
。スペクトル効率の観点から、ＵＥは、最良のＳＮＲを提供するのみでなく最も高いスペ
クトル効率を達成するノードを選択すべきである。実施形態において、２ホップ送信に使
用される帯域幅は、次の式として導出され得る。
【００７９】
【数５】

ここで、関数ｆは、シャノン容量の公式を表す。
【００８０】
【数６】

　別の実施形態において、関数ｆは、所定のＭＣＳマッピングテーブルまたは曲線に基づ
いたＳＮＲから特定のＭＣＳセットへのマッピングである。各ＭＣＳは、対応するスペク
トル効率値を有する。別の実施形態においては、関数ｆは、ＳＮＲからスペクトル効率へ
の任意のマッピング関数であり得る。
【００８１】
　２ホップ無線通信に対する最終的な等価端部間ＳＮＲは、式２として導出され得る。
【００８２】
【数７】

ここで、関数ｆ－１は、逆シャノン容量の公式ｆ－１（ｘ）＝２ｘ－１であり、所定のＭ
ＣＳマッピングテーブルまたは曲線に基づいた、特定のＭＣＳセットとＳＮＲとの間のマ
ッピング、またはスペクトル効率からＳＮＲへの任意のマッピング関数を表す。
【００８３】
　別の実施形態において、端部間ＳＮＲは、単に、アクセスリンクおよび迂回中継リンク
のリンク品質のうちの最小のものであり得る。ＵＥが受信する有効スペクトル効率が、迂
回中継リンクまたはアクセスリンクのいずれかであり得る限定リンクがボトルネックにな
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り得るので、いくつかの場合においてこの近似が使用され得る。この場合、端部間ＳＮＲ
は、次のように定義される。
【００８４】
【数８】

　上に記載した、また以下に記載する実施形態において、迂回中継リンク品質を決定また
は計算するためのいくつかの方法が、全体の複合リンク品質の推定を評価するために表さ
れる。また、上に記載したように、ＩＤＬＥモード再選択基準「Ｒ」が、例示目的の例と
して、本明細書で使用され得る。以下に記載される実施形態は、また、少なくともネット
ワーク指向のハンドオーバまたはＵＥ支援ハンドオーバを含み得る、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
モードにおけるＵＥのためのハンドオーバ手順のような、任意の他のＵＥモビリティー手
順に適用され得る。
【００８５】
　（固定または構成可能ＲＮオフセット）
　１つの実施形態において、共通のＲＮオフセット値が定義され、セル再選択基準Ｒにお
いて考慮され得る。式（１）および式（２）から、アクセスリンクと迂回中継リンクとの
間のリンク品質の線形の組み合わせは存在し得ない。しかしながら、関係を単純にするた
めに、ＱｏｆｆｓｅｔＲＮと言われるパラメータが定義され得る。この場合、セル再選択
基準は次のように再定義され得る。
【００８６】

【数９】

ここで、
【００８７】

【表３】

である。この実施形態において、パラメータＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨは、ＢＣＣＨを介
してシステム情報ブロックによって同報通信され得る。上のＲｓおよびＲｎはＩＤＬＥモ
ードセル順位付け基準に対して使用され得るが、これらは一般に、例えば、ＣＯＮＮＥＣ
ＴＥＤモードセル品質推定基準も同様に表す、他のモビリティー手順測定を表すために使
用され得る。例えば、Ｒｓは概して、任意のモビリティー手順に対するサービングセル品
質を表すために使用され得、また、Ｒｎは概して、任意のモビリティー手順に対する隣接
セル品質を表すために使用され得る。さらに、上に示した公式は異なる形式に修正され得
、例えば、しばしばＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにおいて、ＲＨｙｓｔまたはＲｏｆｆｓｅ

ｔ項のような、あるセル品質推定基準が存在することもあり、存在しないこともあり得る
。
【００８８】
　この実施形態において、ＵＥはＲＮとｅＲＮとを区別し得、また、ＵＥは、セル再選択
に対する修正されたＲ基準を適用し得る。従って、この実施形態はリリース８のＵＥには
適用され得ないが、ＬＴＥ－Ａネットワークを使用できるＬＴＥ－Ａ（または以降の）Ｕ
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Ｅに対しては、適用され得る。
【００８９】
　修正された実施形態においては、ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨは、直接Ｑｏｆｆｓｅｔｓ

，ｎに捕獲される。この場合、更新されたＱｏｆｆｓｅｔｓ，ｎは、Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，

ｎとＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨとの合計である。ｅＮＢは、Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎを同報
通信し、ＵＥは、セル再選択に対する更新されたＱｏｆｆｓｅｔｓ，ｎを使用し得る。そ
れゆえ、この実施形態において、リリース８のＵＥがサポートされ得る。さらに、ＵＥは
ＲＮをｅＮＢから区別する必要はない。
【００９０】
　さらに、異なるＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨが、異なるＲＮに対して定義され得る。対応
して、上記の実施形態においては、ＲＮ毎の異なるＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨがＱｏｆｆ
ｓｅｔｓ，ｎに、それぞれ直接捉えられる。ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨを、以下の４つの
場合に照らして計算され得る。
【００９１】
　最初の場合においては、サービングセルおよび隣接セルの両方がｅＮＢである。この場
合、迂回中継リンク品質を考える必要はないので、ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨを考慮する
必要はない。
【００９２】
　第２の場合、サービングセルはｅＮＢであり、隣接セルはＲＮである。実施形態におい
て、１つのＱｏｆｆｓｅｔがＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨ１であると仮定する。この場合、
迂回中継リンク品質は、ＵＥが隣接セルを再選択する場合に考慮され得、これはＲＮによ
って発生される。ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨの値は、ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨ１をバイ
アスセル再選択に加えることによって大きくなり得る。
【００９３】
　第３の場合では、サービングセルはＲＮによって発生される。再び、実施形態において
、１つのＱｏｆｆｓｅｔがＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨ１であると仮定する。さらに、隣接
セルは、ｅＮＢによって発生される。この場合、ＵＥが、ｅＮＢであり得る隣接セルを再
選択する場合に、迂回中継リンク品質が考慮され得るが、サービングセルはリレーノード
である。Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎの値は、ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨ１をバイアスセル再選
択に対して減ずることによって、小さくなり得る。
【００９４】
　第４の場合、サービングセルはＲＮによって発生される。再び、実施形態において、１
つのＱｏｆｆｓｅｔがＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨ１であると仮定する。隣接セルはまた、
ＲＮによって発生される。この特定の実施形態では、第２のＱｏｆｆｓｅｔがＱｏｆｆｓ
ｅｔＲＮ＿ＢＨ２であると仮定する。この場合、迂回中継リンク品質は、ＵＥが、リレー
ノードであり得る隣接セルを再選択する場合に考慮され得るが、サービングセルは、別の
リレーノードである。Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎの値は、２つの迂回中継リンク品質の間の差
を捉えることができる。例えば、Ｑｏｆｆｓｅｔｓ，ｎは、（ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨ

２－ＱｏｆｆｓｅｔＲＮ＿ＢＨ１）を加え得る。
【００９５】
　上の実施形態に対する代替案は、新しいスケーリング因子αＲＮを定義することである
。このスケーリング因子は、迂回中継リンク効果をセル順位付け手順に捕捉し得る。セル
再選択基準は、次のように変更され得る。
【００９６】
【数１０】

ここで、
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【００９７】
【表４】

である。
【００９８】
　上記の実施形態では、ＵＥはＲＮとｅＮＢとを区別し得る。さらに、ＵＥは修正された
Ｒ基準を再選択に適用し得る。従って、上記の実施形態はリリース８のＵＥには適用する
ことができなく、ＬＴＥ－Ａネットワークを使用できるＬＴＥ－Ａ（またはそれ以降のリ
リース）のＵＥに適用され得る。
【００９９】
　上記の実施形態は、新しいパラメータαを記載し、これは迂回中継リンク効果をセル順
位付け手順の中に捕捉するスケーリング因子である。実施形態はここで、このパラメータ
を送信することに移る。パラメータαＲＮ＿ＢＨは、システム情報ブロックによってＢＣ
ＣＨを介して同報通信され得る。１つの実施形態は、ＳＩＢ４を修正することを含む。
【０１００】
　ＩＥシステム情報ブロックタイプ４（ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋ
Ｔｙｐｅ４）は、周波数内セル再選択にのみ関する隣接セル関連情報を含む。ＩＥは、ブ
ラックリストのセルに加えて特定の再選択パラメータを有するセルを含む。例示のシステ
ム情報ブロックタイプ４の情報要素は、以下のように修正され得る(追加は、下線部で斜
体にしてある）。
【０１０１】
【数１１】

　パラメータ「ａｌｐｈａＲｅｌａｙＢａｃｋｈａｕｌ」（αＲＮ＿ＢＨ）は、任意の値
であり得る。１つの実施形態では、０＜αＲＮ＿ＢＨ＝１である。αＲＮ＿ＢＨが１の場
合、迂回中継リンク品質は完全であると仮定され得る。迂回中継リンク品質が比較的悪く
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なる場合、αＲＮ＿ＢＨは減少し得る。１つの例では、ＲＮが、ＵＥと同様なチャネルプ
ロファイルを有するモバイルリレーである場合、αＲＮ＿ＢＨは０．５に等しいことがあ
り得る。パラメータαＲＮ＿ＢＨは、すべてのＲＮに対して共通パラメータであり得るか
、またはＲＮ特定パラメータであり得る。
【０１０２】
　上記の実施形態およびその可能性のある代替は、リリース８のＵＥと下位互換性があり
得る。しかしながら、端部間リンク品質は、正確には決定できないことがあり得、それゆ
え、順位付けが適切でない可能性がある。以下の実施形態は、より正確な推定を得るため
のＳＮＲベースであるが、ＬＴＥアドバンストのＵＥに対してのみ適用できる可能性があ
る。
【０１０３】
　（ＢＣＣＨを介した隣接ＲＮ迂回中継品質リスト）
　全体のリンク品質推定における迂回中継リンク品質を考慮するために、ＱＲＮ＿ＢＨと
呼ばれる、隣接ＲＮ迂回中継リンク品質メトリクスのリストが確立され、各セルからＢＣ
ＣＨを介してＵＥに送られ得る。各セルはＲＮまたはｅＮＢのいずれかによって発生され
得る。１つの実施形態において、ＱＲＮ＿ＢＨは、ＲＮノードにおいて測定されたＲＳＲ
Ｐ値またはＲＳＲＱ値であり得る。別の実施形態では、ＱＲＮ＿ＢＨは、迂回中継基準信
号に基づいた、平均迂回中継リンクＳＮＲまたはＳＩＮＲ（信号対干渉および雑音比）推
定であり得る。しかしながら、ＱＲＮ＿ＢＨは、上記に限定される必要はなく、迂回中継
リンク品質を表す任意の品質の形式であり得る。受信された迂回中継品質情報に基づいて
、セル選択または再選択に対して、ＵＥは、例えば、上述の式１または式２を適用して、
適切な端部間全体リンク品質の推定をなし得る。
【０１０４】
　上記の迂回中継リンク品質リストを確立するために、いくつかの異なる実施形態がある
。１つの実施形態において、ｅＮＢは、ＳＲＳまたはランダムアクセスプリアンブルまた
は一般のアップリンク送信信号のようなアップリンク送信信号に基づいて、ドナーに接続
された各ＲＮに対するＱＲＮ＿ＢＨを推定し得る。ｅＮＢは、この情報を隣接ｅＮＢと交
換することもあるし、交換しないこともあり得る。そして、ｅＮＢは確立されたリストを
ｅＮＢに接続されたＲＮに送り得る。ｅＮＢおよびＲＮを含むすべてのセルは、上記のＳ
ＩＢ４におけるように、ＢＣＣＨを介して情報を送信し得る。同じドナーｅＮＢに取り付
けられたＲＮに対応する迂回中継リンク品質リストに加えて、ｅＮＢおよびＲＮは、１つ
以上の隣接ｅＮＢおよびそれらの関連するＲＮの迂回中継リンク品質リストも同報通信し
得る。隣接ｅＮＢおよびそれらの関連するＲＮの迂回中継リンク品質リストは、隣接ｅＮ
ＢからｅＮＢに送られ得る。このｅＮＢは、そしてリストをその接続されたＲＮに送り得
る。
【０１０５】
　代替として、各ＲＮは、タイマー、定期的に、または閾値を通過したようなエベントト
リガに基づいて、測定されたＱＲＮ＿ＢＨをドナーｅＮＢに報告し得る。そして、ドナー
ｅＮＢは、結果のリストをｅＮＢの接続されたＲＮに送り得る。ｅＮＢおよびＲＮを含む
すべてのセルは、ＳＩＢ４のＢＣＣＨを介して情報を同報通信する。
【０１０６】
　上記の２つの場合、ｅＮＢおよびＲＮは、１つ以上の隣接ｅＮＢおよびそれらの接続さ
れたＲＮの迂回中継リンク品質リストも同報通信し得る。隣接ｅＮＢおよびその接続され
たＲＮの迂回中継リンク品質リストは、隣接ｅＮＢからｅＮＢに送られ得る。ｅＮＢは、
そして、このリストをその接続されたＲＮに送り得る。
【０１０７】
　代替として、ＲＮはそのＱＲＮ＿ＢＨを測定し、この情報を、ローカルマルチキャスト
のようなマルチキャスト送信のある形式を使用して、すべての隣接するセルに送り得る。
ｅＮＢは、このマルチキャストを実行する必要はない。各セルは、それからＱＲＮ＿ＢＨ

リストをコンパイルし、セルの同報通信チャネルを介して、これを送信し得る。確立され
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たリストは、現在、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１に表示されるように、修正ＳＩＢ４を
使用してセル内のＵＥに配信され得る。例示的修正ＳＩＢ４が、下に表示される（追加さ
れた部分は、下線部斜体部分である）。
【０１０８】
【数１２】

　ＩＥシステム情報ブロックタイプ４は、周波数内セル再選択にのみ関連する隣接セル関
連情報を含み得る。無線迂回リンクがそのセルに存在する場合、パラメータＱＲＮ＿ＢＨ

がこの隣接セル情報に追加され得る。ＩＥは、ブラックリストに記載されたセルに加えて
、特定の再選択パラメータを有するセルを含む。
【０１０９】
　ＱＲＮ＿ＢＨが平均迂回中継リンクＳＮＲ推定である場合、ＱＲＮ＿ＢＨの範囲は、－
１０ｄＢから２０ｄＢであり得る。この範囲は、通常の３セクタセルの幾何学的範囲と合
致し得る。
【０１１０】
　測定されたＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ値および迂回中継リンク上で受信されたＱＲＮ＿ＢＨに
基づいて、ＵＥは、全体のリンク品質を決定し得る。全体のリンク品質を決定する１つの
技術は、現在のセル再選択基準を次のように洗練することである。
【０１１１】

【数１３】

ここで、
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【０１１２】
【表５】

である。
【０１１３】
　パラメータＱＲＮ＿ＢＨは、システム情報ブロックによってＢＣＣＨを介して同報通信
され得る。
【０１１４】
　新しいセル再選択順位付け公式の別の実施形態は、以下のようであり得る。
【０１１５】
【数１４】

　この実施形態において、ｗ１およびｗ２は、異なるホップに対するリンク品質のための
重み付けパラメータである。重み付けの正規化条件（例えば（ｗ１＋ｗ２）／２＝１）が
、また、適用され得る（他の基準化条件を適用してもよい）。例えば、アクセスリンク品
質がより重要である場合、ｗ１がｗ２よりも大きくてもよい。そうでない場合、ｗ１がｗ

２よりも小さくてもよい。デフォルトとして、次の等式が使用され得る。ｗ１＝ｗ２＝１
。
【０１１６】
　なおも別の実施形態において、新しいセル再選択順位付け公式が次のようになり得る。
【０１１７】

【数１５】

　ここで、ｆおよびｆ－１は、前に定義されており、ｗ１およびｗ２は異なるホップに使
用されるリソースに対する重み付けパラメータである。例えば、アクセスリンクリソース
がより重要である場合、ｗ１はｗ２よりも大きいことがあり得る。そうでない場合、ｗ１

はｗ２よりも小さいことがあり得る。デフォルトとして、ｗ１＝ｗ２＝１である。１つの
実施形態において、上記ｗ１およびｗ２は、ＳＩＢ４のようなシステム情報ブロックによ
って同報通信され得る。別の実施形態において、ｗ１およびｗ２は、３ＧＰＰ技術仕様書
によって特定され得るように一定であり得る。
【０１１８】
　なおも別の実施形態において、新しいセル再選択順位付け公式が次のようになり得る。
【０１１９】

【数１６】

　この実施形態において、Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｓは、ｍｉｎ（Ｑｍｅａｓ，ｓ，ＱＢ
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Ｈ）である。また、Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｎは、ｍｉｎ（Ｑｍｅａｓ，ｎ，ＱＢＨ）で
ある。
【０１２０】
　（専用ＲＮ迂回中継品質）
　別の実施形態において、全体リンク品質推定における迂回中継リンク品質を考慮するた
めに、専用ＲＮ迂回中継品質が使用され得る。この場合、ｅＮＢとＲＮとの間でＳＮＲＲ

Ｎ＿ＢＨを交換する必要はない。それゆえに、ＱＲＮ＿ＢＨ交換に関係する迂回中継トラ
フィックは、必要とされないことがある。この場合、各ＲＮは、そのＱＲＮ＿ＢＨを測定
し、この測定を、同報通信チャネルを介して送信し得る。修正されたＳＩＢ４の１つの実
施形態は、次のようになり得る（追加部分は、下線部および斜体部である）。
【０１２１】
【数１７】

　上記の例示的ＩＥシステム情報ブロックタイプ４要素は、周波数内セル再選択のみに関
する隣接セル関連情報を含む。ＩＥは、ブラックリストのセルのみでなく、特定の再選択
パラメータを有するセルを含み得る。
【０１２２】
　ＱＲＮ＿ＢＨが平均迂回中継リンクＳＮＲ推定である場合、ＱＲＮ＿ＢＨの範囲は、－
１０ｄＢから２０ｄＢである。この範囲は、通常の３セクタセルの幾何学的範囲と合致し
得る。
【０１２３】
　上の実施形態において、ＢＣＣＨを介する情報同報通信は、他の実施形態に比べてもっ
と少ない可能性がある。例えば、ＱＲＮ＿ＢＨが平均迂回中継リンクＳＮＲ推定である場
合、この情報を配信するため、にＳＩＢ４にはただ５ビットが必要とされる。それに比較
して、上記の隣接ＲＮ迂回中継品質リストの実施形態に対して、かつ、２０の隣接ＲＮが
ある例に対して、１００ビットがＳＩＢ４に付加され得る。この追加のビットはＳＩＢ４
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に対する問題ではないかも知れないが、この実施形態におけるビットの節約はオーバーヘ
ッドを減少する点において有益であり得る。しかしながら、この実施形態はより複雑な手
順をＵＥ側に招く。
【０１２４】
　例えば、ＵＥは、以下のセル順位付け公式に基づいてセル品質を評価し得る。
【０１２５】
【数１８】

ここで、Ｑｅｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｓは、ｍｉｎ（Ｑｍｅａｓ，ｓ，ＱＢＨ）であり、Ｑｅ

ｆｆｅｃｔｉｖｅ，ｎは、ｍｉｎ（Ｑｍｅａｓ，ｎ，ＱＢＨ）である。
【０１２６】
　ＵＥは、上記のＲｓおよびＲｎを計算する場合に、その以前に格納された、各対応する
セルに対するＱＢＨを使用し得る。前に格納されたＱＢＨがない場合、ＵＥは上に式にお
けるＱＢＨ項を無視し得る。
【０１２７】
　最良のセルが選択されると、ＵＥはその最良セルに常駐し、ＢＣＣＨに注意を払い得る
。このＢＣＣＨを介して、ＵＥは常駐しているセルに対するＱＲＮ＿ＢＨを受信し得る。
【０１２８】
　この点において、２つの異なる代替があり得る。第１の代替において、ＵＥはセル再選
択をすぐには実行しないことがある。代わりに、セル選択は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３
０４に規定された測定ルールに依存し得る。受信されたＱＲＮ＿ＢＨは、次のセル再選択
順位付け手順に適用するだけであり得る。
【０１２９】
　別の代替では、ＵＥはすぐに受信されたＱＲＮ＿ＢＨを適用し、セル順位付け手順を再
び開始し、セル品質を再順位付けする。現在のサービングセルがなおも最良である場合、
ＵＥは現在のセルに留まり得る。より良好なセルが見出された場合、ＵＥはその新しいセ
ルに切り替わる。
【０１３０】
　（混成実施形態）
　信号負荷とセル再選択の性能／容易さの間の関係を見つけるために、上の実施形態の混
成が使用され得る。この実施形態では、ｅＮＢまたはＲＮによって発生された各セルは、
迂回中継リンク品質の部分リストを確立する。各セルは、ＢＣＣＨを介してこの部分リス
トを送信する。例えば、部分リストは同じドナーセル内のＲＮを含むのみであり得るか、
あるいは、このリストがある数のＲＮ以下であるように限定され得る。限定されたＲＮの
組は、ＢＣＣＨを送信するセルにもっとも近いＲＮであり得る。
【０１３１】
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　ＵＥがこのリストを受信するとき、セル再選択順位付け手順を実行する場合、ＵＥは改
訂されたセル順位付け公式を適用し得る。最良のセルが見つかったとき、セルのＱＲＮ＿

ＢＨがすでにリストに含まれている場合、ＵＥ側ではさらなる行動は必要とされない。セ
ルのＱＲＮ＿ＢＨがリストに含まれていない場合、専用ＲＮ迂回中継品質の実施形態の記
述の終わりにおいて上に記載したように、２つの異なる代替がある。
【０１３２】
　実施形態において、ＳＩＢ４は次のように修正され得る（追加部分は下線の斜体部分で
ある）。
【０１３３】
【数１９】

　上に提供された例示的ＩＥシステム情報ブロックタイプ４は、周波数内セル再選択のみ
に関する隣接セル関連情報を含む。ＩＥは、ブラックリストのセルのみでなく、特定の再
選択パラメータを有するセルを含み得る。
【０１３４】
　ＱＲＮ＿ＢＨが平均迂回中継リンクＳＮＲ推定である場合、ＱＲＮ＿ＢＨの範囲は、－
１０ｄＢから２０ｄＢである。この範囲は、通常の３セクタセルの幾何学的範囲と合致し
得る。
【０１３５】
　（セル遮断）
　別の実施形態において、全体のリンク品質推定における迂回中継リンク品質を考慮する
ために、セル遮断技術が使用され得る。特に、迂回中継リンク品質が不適切である場合、
あるいは、セル負荷がある時間に対するある閾値より上である場合、中継ノーｄはセル状
態を遮断に設定する。不適切な迂回中継リンク品質を決定する１つの実施形態は、迂回中
継リンクがある時間間隔に対する閾値以下であることであり得る。不適切な迂回中継リン
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ク品質を決定する別の実施形態は、ある時間期間にわたり測定されたときの迂回中継リン
ク品質の変化が、閾値を超えることである。セル状態を遮断に設定するために、ＳＩＢ１
内の「セル遮断」フィールドが「遮断」に設定され得る。この場合、ＵＥはこの中継セル
に対して選択あるいは再選択しない。迂回中継リンク品質が正常かつ安定状態にもどるか
、あるいは、セル負荷がある閾値より下である場合、中継ノードはセル状態と非遮断に再
設定する。中継ノードは、ＲＮあるいはｅＮＢによって発生された隣接セルに、遮断／非
遮断状態について通知する。この態様では、隣接セルは適切な量の資源をＰＲＡＣＨに対
して割り当てる。この実施形態は、上の実施形態を補足し、上記の実施形態との組み合わ
せで使用され得る。
【０１３６】
　このアプローチの別の変形は、中継ノードが、ＲＮのＳＩＢ－２に含まれるａｃ－Ｂａ
ｒｒｉｎｇＦａｃｒｏｒおよび／またはａｃ－ＢａｒｒｉｎｇＴｉｍｅ値を修正すること
である。修正は迂回中継リンク品質および／またはセル負荷に基づき得る。これらの２つ
の量は、特定のＵＥがセルにアクセスできる確率を制御するために使用され、従って、そ
のセル上に常駐するＵＥの数によって測定されるとき、中継セルへの負荷を調節できる。
セルにアクセスすることは、３６．３３１の５．３．３．２章に記述されるように、ＩＤ
ＬＥモードからＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードに遷移することと同様であり得る。
【０１３７】
　（接続モードにおけるＵＥの移動）
　上記の実施形態はＩＤＬＥモードのＵＥに関連して記述された。同様な技術が、バンド
オーバ決定において迂回中継リンク品質を捉えるために、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモード移動
手順にも適用され得る。従って、上記の実施形態は、ハンドオーバ手順のようなＣＯＮＮ
ＥＣＴＥＤモードのＵＥにも適用する。
【０１３８】
　しかしながら、信号機構は異なり得る。例えば、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードにおいて、
迂回中継リンク衝撃を捉えるために使用される、上で定義されたパラメータは直接ＵＥへ
の専用信号発生に送られ得る。そのような専用の信号発生の例は、ｍｅａｓＣｏｎｆｉｇ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ（測定コンフィギュレーション情報要素）の
ような、ＲＲＣメッセージであり得る。パラメータは、専用信号発生を介して同様に更新
され得る。同様なアプローチを移動測定手順に適用することによって、ＵＥは迂回中継リ
ンク品質を捉え得る。
【０１３９】
　別の実施形態において、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモード移動手順（例えば、ネットワーク直
接ハンドオーバ手順）の間、ＵＥがこの責任を取るのに対して、可能性として、ｅＮＢま
たはＲＮのみが迂回中継リンク品質を考慮する責任を負う。この場合、ＵＥはなおもリリ
ース８のＵＥのように振舞い、それによって、測定制御信号に従って、隣接するセルの測
定されたＲＳＲＰを報告する。しかしながら、ネットワークはすべての迂回中継リンク品
質情報を考慮し得、ハンドオーバ決定のための最終決定を行い得る。この実施形態は可能
性としてリリース８ＵＥと下位互換性があり得るが、ＵＥ側への測定の起動イベントが迂
回中継リンク品質を考慮しないことがあり得るので、この実施形態は所望の移動性能を提
供しないこともあり得る。迂回中継リンク品質の考慮に失敗することは、それが起動され
たイベントである場合、誤った測定報告を生じ得る。この実施形態は、ＵＥからの周期的
な測定報告を使用し得る。
【０１４０】
　ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモード測定イベントコンフィギュレーション性能を規定するＬＴＥ
リリース８の仕様書は、迂回中継リンク品質の効果を起動条件に含むことが望ましいある
いは必要である場合、測定イベントの起動を取り扱えないか、または、そのような起動を
正しく扱えないかのいずれかである。言い換えれば、測定されているセルがｅＮＢに属す
るかあるいは中継ノードに属するかに依存して、特定の測定量に対して異なる閾値が適切
であり得る。代替のアプローチは、上に述べられた１つ以上の実施形態に従って、ＵＥに
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任意の中継ノードに対して測定された品質を修正させながら、イベント起動に対して１つ
の単一閾値を維持することであり得る。
【０１４１】
　ＵＥが移動手順を実行する場合、ＵＥは適切なセルを選ぶべきである。適切なセルは、
通常、最高のリンク品質を有するセルである。タイプＩの中継ネットワークにおいて、全
体のリンク品質は、迂回中継リンク品質およびアクセスリンク品質の両方の複合を含む。
上に記述された実施形態は、移動手順において迂回中継リンク品質を捉えることについて
、いくつかの代替を提供する。新しいオフセットあるいは改訂されたセル選択順位付け公
式が示唆される。改訂された公式解は、古い手順に対して、全体リンク品質のより正確な
推定を与え、一方、新しいオフセット解は、古い手順に対して、単純性を提供する。さら
に、いくつかの代替が改訂公式に対して提供される。ＳＩＢ４のようなシステム情報ブロ
ックは上に記述されたように修正され、上に記述された様々な実施形態を可能にし得る。
【０１４２】
　上に記述された実施形態において、無線ネットワークにおける異なるコンポーネントが
、上に記載された様々な機能を実行し得る。例えば、ｅＮＢおよび／またはＲＮは迂回中
継リンク信号品質を測定し得、その情報をＵＥに送信する。ＵＥは、アクセスリンク信号
品質を測定し得るか、あるいはＲＮ／ｅＮＢはアクセスリンク信号品質を測定しその情報
をＵＥに送信し得る。ＵＥは、上に定義した式に従って、セル選択基準を計算し得る。別
の実施形態において、ｅＮＢあるいはＲＮは、隣接セルのリストを維持し、そのリスト中
に、様々な迂回中継リンクおよび／またはアクセスリンクに対する対応する信号品質を含
み、セル選択基準を決定する、ＵＥによる使用のために、そのリストをＵＥに送信する。
なおも別の実施形態において、ＲＮおよび／またはｅＮＢは測定されたアクセスリンク信
号品質をＵＥから受信し得るか、または、代替として、アクセスリンク信号品質を直接測
定し、上に記述した技術に従って、複合信号品質を計算する。この場合、ＲＮおよび／ま
たはｅＮＢは複合信号品質をＵＥに送信し得る。なおもさらに、Ｎおよび／またはｅＮＢ
は、セル選択あるいは再選択因子を計算し、セル選択あるいは再選択に使用するために、
それらの因子をＵＥに送信し得る。どの機能をどのコンポーネントが実行するかに関して
、別の組み合わせが可能である。さらに、上記の実施形態は、ハンドオーバ手順のような
、ＵＥに対する任意の他の移動手順にも同様に適用する。
【０１４３】
　図３は、本開示の実施形態に従った、セル順位付け基準を計算するための方法を例示す
るフローチャートである。フローチャートは、ＩＤＬＥモードのＵＥの実施形態のうちの
１つを示しているのみであることに注意が必要である。同様なフローチャートがＣＯＮＮ
ＥＣＴＥＤモードのＵＥにも使用され得る。図３に示された方法は、図１および２に示さ
れるＵＥ、ＲＮあるいはアクセスノードのようなデバイス、または、下の図４に示される
システム４００のようなデバイスに実装され得る。図３に示される方法は、図１および２
に関して記述されるような技術を使用して実装され得る。
【０１４４】
　方法は、測定されたセルのセル順位付け基準（Ｒ）を計算することを含み、少なくとも
、中継ノード（ＲＮ）とアクセスノード（ブロック３００）との間の迂回中継リンクの信
号品質を考慮することによって、計算が実行される。プロセスはその後で終了する。
【０１４５】
　上記の他のコンポーネントと同様に、ＵＥ、ＲＮおよびアクセスノードは、上に記述さ
れた行動に関する命令を実行できる処理コンポーネントを含み得る。図４は、本明細書に
開示される１つ以上の実施形態を実装するのに適する処理コンポーネント４１０を含むシ
ステム４００の例を例示する。（中央プロセッサユニットあるいはＣＰＵと言われ得る）
プロセッサ４１０に加えて、システム４００は、ネットワーク接続可能なデバイス４２０
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）４３０、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）４４０、二
次ストレージ４５０および入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス４６０を含み得る。これらのコ
ンポーネントは、バス４７０を介して互いに通信し得る。いくつかの場合には、これらの
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コンポーネントのいくつかは、存在しないことがあり得るか、あるいは、互いにあるいは
示されていない他のコンポーネントと様々な組み合わせで組み合わされ得る。これらのコ
ンポーネントは単一の物理エンティティ、あるいは１つ以上の物理エンティティに配置さ
れ得る。本明細書に記述される行動は、プロセッサ４１０によって取られる場合、プロセ
ッサ４１０単独で、あるいは、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）４０２のような、
図面に示されているか示されていない１つ以上のコンポーネントと共に取られ得る。ＤＳ
Ｐ４０２は、個別のコンポーネントとして示されているが、ＤＳＰ４０２はプロセッサ４
１０の中に組み込まれ得る。
【０１４６】
　プロセッサ４１０は、命令、コード、コンピュータプログラムあるいは、ネットワーク
接続可能なデバイス４２０、ＲＡＭ４３０、ＲＯＭ４４０あるいは（ハードディスク、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、ＳＩＭ（登録者識別モジュール）カード、あるいは光学
ディスクまたは他の格納デバイスのような様々なディスクベースシステムを含み得る）二
次ストレージ４５０からアクセスし得るスクリプトを実行する。アプリケーションあるい
は他のコンピュータ使用可能なプログラムコードは、任意のこれらのデバイス上に、ある
いはある別のストレージデバイス上に格納され得る。ただ１つのＣＰＵ４１０が示されて
いるが、複数のプロセッサが存在し得る。従って、命令は１つのプロセッサによって実行
されているように議論され得る一方で、命令は同時にシリーズに実行され得、１つあるい
は複数のプロセッサによって実行され得る。プロセッサ４１０は、１つ以上のＣＰＵチッ
プとして実装され得る。
【０１４７】
　ネットワーク接続可能デバイス４２０は、モデム、モデムバンク、イーサーネット（Ｅ
ｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））デバイス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インター
フェイスデバイス、シリアルインターフェイス、トークンリングデバイス、光ファイバ分
散データインターフェイス（ＦＤＤＩ）、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
デバイス、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）デバイス、移動体通信用グローバルシステ
ム（ＧＳＭ）無線トランシーバデバイス、ワールドワイドインターオペラビィティフォー
マイクロウェーブアクセス（ＷｉＭＡＸ）デバイス、および／またはネットワークに接続
する他の周知のデバイスのような無線トランシーバデバイスの形を取る。これらのネット
ワーク接続可能デバイス４２０は、プロセッサ４１０が、インターネット、１つ以上の通
信ネットワーク、あるいはプロセッサ４１０が情報を受信し得るあるいはプロセッサ４１
０が情報を出力し得る他のネットワークと通信することを可能にする。ネットワーク接続
可能デバイス４２０は、データを無線で送信するおよび／または受信することができる１
つ以上のトランシーバコンポーネント４２５を含み得る。
【０１４８】
　ＲＡＭ４３０は、揮発性データを格納し、プロセッサ４１０によって実行される命令を
格納するために使用され得る。ＲＯＭ４４０は、不揮発性メモリデバイスであり、一般に
は二次ストレージ４５０のメモリ容量よりも小さいメモリ容量を有する。ＲＯＭ４４０は
、命令を格納し、可能性として、命令の実行の間に読まれるデータを格納する。ＲＡＭ４
３０およびＲＯＭ４４０の両方へのアクセスは、一般に二次ストレージ４５０へのアクセ
スよりも速い。二次ストレージ４５０は、一般に、１つ以上のディスクドライブあるいは
テープデバイスを備え、データの不揮発性ストレージ、あるいは、ＲＡＭ４３０がすべて
の作業データを保持するのに十分には大きくない場合にオーバーフローデータストレージ
デバイスとして使用され得る。二次ストレージ４５０は、プログラムが実行のために選択
される場合にＲＡＭ４３０中にロードされるプログラムを格納するために使用され得る。
【０１４９】
　Ｉ／Ｏデバイス４６０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、タッチスクリーンディスプレ
イ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイアル、マウス、トラックボール、音声認識
、カードリーダ、紙テープリーダ、プリンタ、ビデオモニタ、あるいは他の周知の入力／
出力デバイスを含み得る。また、トランシーバ４２５は、ネットワーク接続可能デバイス
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４２０のコンポーネントである代わりにあるいはそれに加えて、Ｉ／Ｏデバイス４６０の
コンポーネントと考えられ得る。
【０１５０】
　従って、実施形態は、セル品質順に付け基準を計算するように構成されるデバイスを提
供し、計算は、少なくとも、中継ノード（ＲＮ）とアクセスノードとの間の迂回中継リン
クの信号品質を考慮することによって実行される。デバイスはユーザ機器（ＵＥ），ＲＮ
、アクセスノードおよびネットワーク中のコンポーネントのうちの１つであり得る。実施
形態は、また上の計算を実行する方法も含む。
【０１５１】
　以下の文献はその全体が参照によって本明細書に援用されている。
ＴＲ３６．８１４ｖ．１．０．０、「Ｆｕｒｈｔｅｒ　Ａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏ
ｒ　Ｅ－ＵＴＲＡ，Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ａｓｐｅｃｔｓ」３ＧＰＰ；ＴＳ３
６．３００ｖＶ８．９．０（２００９－０６）、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）ａｎｄ　Ｅｖｏ
ｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）；Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ；　Ｓ
ｔａｇｅ２（Ｒｅｌ　８）」；Ｒ１－０９２４１９、「Ｔｙｐｅ－ＩＩ　Ｒｅｌａｙ　Ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ＵＥ　Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ」、ＲＩＭ；３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　Ｖ８．７．０（２００９－
０６）、「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　
８）」；３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１　Ｖ８．６．０（２００９－０６）、「Ｒａｄｉ
ｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）」；３ＧＰＰ　ＴＳ　
３６．３０４　Ｖ８．６．０（２００９－０６）、「Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ（Ｕ
Ｅ）　ｐｒｏｃｅｓｕｒｅｓ　ｉｎ　ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ　（Ｒｅｌｅａｓｅ　８）」
　実施形態は、１つ以上のコンピュータ読み取り可能媒体を想起する。用語「コンピュー
タ読み取り可能媒体」は、タンジブル格納デバイスをいい、データを格納でき、それから
プロセッサあるいは他の電子デバイスがデータを読み得る。実施形態は、また、本明細書
に記述される技術を実行するように構成されたプロセッサの形で実装され得る。プロセッ
サは、プロセッサをソフトウェアによりプログラムすることによって、プロセッサが、特
定用途集積回路（ＡＳＩＣ）の形のような特定の機能を実行するように物理的に設計する
ことによって、あるいは当業者に周知の他の技術を使用することによってのいずれかで、
技術を実行するように構成され得る。
【０１５２】
　いくつかの実施形態が本開示中に提供されてきたが、開示されたシステムおよび方法は
、本開示の精神と範囲から外れることなく、多くの他の特定の形式に具現化され得ること
を理解すべきである。本例は例示的であると考えられるべきであり、限定と考えられるべ
きではない。また、意図は本明細書に与えられた詳細に限定する意図はない。例えば、様
々な要素あるいはコンポーネントは組み合わされるか、あるいは他のシステムに一体化さ
れ得、またはある特徴が省かれるかまたは実装されないことがあり得る。
【０１５３】
　また、様々な実施形態において個別としてあるいは別々として記述され例示された技術
、システム、サブシステムおよび方法は、本開示の範囲から外れることなく、他のシステ
ム、モジュール、技術、あるいは方法と組み合わされあるいは一体化され得る。互いに結
合され、直接結合されまたは通信するとして示されたあるいは議論された他の項目は、あ
るインタフェース、デバイスまたは中間コンポーネントを介して、電気的に機械的にある
いは他の方法かにより、間接的に結合されるか通信し得る。変化、代用および変更は、当
業者によって確認可能であり、本明細書に開示された精神と範囲から外れることなくなさ
れ得る。
【符号の説明】
【０１５４】
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