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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＥであって、
　受信信号品質基準に従って、セル選択または再選択を行うように構成されているプロセ
ッサを備え、前記受信信号品質基準は、制御チャネル信号品質およびデータチャネル信号
品質の両方を考慮し、
　前記受信信号品質基準は、経路損失ベースの測定基準をさらに備え、
　前記受信信号品質基準は、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞０　および　
Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として定義される基準を満たし、ここで、
【数３１】

であり、
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　である、ＵＥ。
【請求項２】
　前記プロセッサは、セルランキング基準に従って、前記セル選択または再選択を行うよ
うにさらに構成されている、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　前記プロセッサは、低電力アクセスノード、ピコアクセスノード、およびフェムトアク
セスノードのうちの１つに対する前記セル選択または再選択を行うようにさらに構成され
ている、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項４】
　経路損失は、上位層のフィルタにかけられた参照信号受信電力を引いた参照信号伝送電
力レベルによって定義される、請求項１に記載のＵＥ。
【請求項５】
　前記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対するＲｎと
を備え、前記セルランキング基準は、
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【数３３】

、または、

【数３４】

のうちの１つとして定義され、ここで、

【数３５】

　である、請求項２に記載のＵＥ。
【請求項６】
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１およびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条件を
体験する場合、方程式８で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件を体験する場
合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、請求項５に記載のＵＥ。
【請求項７】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、請求項６に記載のＵＥ。
【請求項８】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、請求項６に記載のＵＥ。
【請求項９】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
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チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を
含む、請求項６に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
請求項６に記載のＵＥ。
【請求項１１】
　前記経路損失ベースの測定基準は、バイアス経路損失測定基準である、請求項１に記載
のＵＥ。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、セルランキング基準に従って、前記セル選択または再選択を行うよ
うにさらに構成され、前記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接
セルに対するＲｎとを備え、前記セルランキング基準は、
【数３８】

、ここで、
【数３９】

、または、

【数４０】

、ここで、
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【数４１】

　のうちの１つとして定義される、請求項１１に記載のＵＥ。
【請求項１３】
　受信可能範囲の穴が検出されない場合、経路損失ベースのセル選択または再選択を使用
するために、Ｑｏｆｆｓｅｔ１ｎとＱｏｆｆｓｅｔとが一緒に前記ＵＥによって使用され
、受信可能範囲の穴が検出された場合、フォールバック機構として最良電力ベースのセル
選択または再選択を使用するために、Ｑｏｆｆｓｅｔが前記ＵＥによって使用される、請
求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記受信可能範囲の穴は、ダウンリンク伝送またはアップリンク伝送に対するパケット
エラー率が所定のパケットエラー率を上回る場合に検出され、前記受信可能範囲の穴は、
前記ダウンリンク伝送または前記アップリンク伝送に対する受信信号品質が所定の受信信
号品質を上回る場合にも検出される、請求項１３に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記受信可能範囲の穴の検出は、１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャ
ネルに対する成功率または失敗率を測定することによってチェックされる、請求項１４に
記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャネルは、前記受信可能範囲の
穴の検出を支援するように構成されている、請求項１５に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１＿ｎおよびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条
件を体験する場合、Ｒｎ基準（１０）で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件
を体験する場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１８】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、請求項１７に記載のＵＥ。
【請求項１９】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、請求項１７に記載のＵＥ。
【請求項２０】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を
含む、請求項１７に記載のＵＥ。
【請求項２１】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
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請求項１７に記載のＵＥ。
【請求項２２】
　受信信号品質基準に従って、ユーザ機器（ＵＥ）がセル選択または再選択のうちの１つ
を行うことを含み、前記受信信号品質基準は、制御チャネル信号品質およびデータチャネ
ル信号品質の両方を考慮し、
　前記受信信号品質基準は、経路損失ベースの測定基準をさらに備え、
　前記受信信号品質基準は、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞０　および　
Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として定義される基準を満たし、ここで、
【数４２】

であり、
【数４３】

　である、方法。
【請求項２３】
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　セルランキング基準に従って、前記セル選択または再選択を行うことをさらに含む、請
求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　低電力アクセスノード、ピコアクセスノード、およびフェムトアクセスノードのうちの
１つに対する前記セル選択または再選択を行うことをさらに含む、請求項２２に記載の方
法。
【請求項２５】
　経路損失は、上位層のフィルタにかけられた参照信号受信電力を引いた参照信号伝送電
力レベルによって定義される、請求項２２に記載の方法。
【請求項２６】
　前記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対するＲｎと
を備え、前記セルランキング基準は、
【数４４】

、または、
【数４５】

　のうちの１つとして定義され、ここで、
【数４６】

　である、請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１およびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条件を
体験する場合、方程式８で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件を体験する場
合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、請求項２６に記載の方法。
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【請求項２８】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を
含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
　前記経路損失ベースの測定基準は、バイアス経路損失測定基準である、請求項２２に記
載の方法。
【請求項３３】
　セルランキング基準に従って、前記セル選択または再選択を行うことをさらに含み、前
記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対するＲｎとを備
え、前記セルランキング基準は、

【数４９】

【数５０】

、または、

【数５１】

、ここで、
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【数５２】

　のうちの１つとして定義される、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　受信可能範囲の穴が検出されない場合、経路損失ベースのセル選択または再選択を使用
するために、Ｑｏｆｆｓｅｔ１ｎとＱｏｆｆｓｅｔとが一緒に前記ＵＥによって使用され
、受信可能範囲の穴が検出された場合、フォールバック機構として最良電力ベースのセル
選択または再選択を使用するために、Ｑｏｆｆｓｅｔが前記ＵＥによって使用される、請
求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記受信可能範囲の穴は、ダウンリンク伝送またはアップリンク伝送に対するパケット
エラー率が所定のパケットエラー率を上回る場合に検出され、前記受信可能範囲の穴は、
前記ダウンリンク伝送または前記アップリンク伝送に対する受信信号品質が所定の受信信
号品質を上回る場合にも検出される、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記受信可能範囲の穴の検出は、１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャ
ネルに対する成功率または失敗率を測定することによってチェックされる、請求項３５に
記載の方法。
【請求項３７】
　前記１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャネルは、前記受信可能範囲の
穴の検出を支援するように構成されている、請求項３６に記載のＵＥ。
【請求項３８】
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１＿ｎおよびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条
件を体験する場合、Ｒｎ基準（１０）で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件
を体験する場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、請求項３３に記載の方法。
【請求項３９】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を
含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４２】
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
請求項３８に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本明細書で使用される場合、用語「ユーザ機器」（「ＵＥ」）、「基地局」（「ＭＳ」
）、および「ユーザエージェント」（「ＵＡ」）は、場合によっては、携帯電話、携帯情
報端末、携帯用またはラップトップコンピュータ、および電気通信能力を有する同様のデ
バイス等のモバイルデバイスを指す場合がある。用語「ＭＳ」、「ＵＥ」、「ＵＡ」、「
ユーザデバイス」、および「ユーザノード」は、本明細書では同意語として使用され得る
。さらに、用語「ＭＳ」、「ＵＥ」、「ＵＡ」、「ユーザデバイス」、および「ユーザノ
ード」はまた、ユーザのための通信セッションを終了させることができるハードウェアま
たはソフトウェアである、任意の構成要素を（単独で、または組み合わせて）指すことも
できる。ＵＥは、ＵＥが他のデバイスと通信することを可能にする構成要素を含む場合が
あり、また、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）アプリケーション、汎用加入者識別モジュ
ール（ＵＳＩＭ）アプリケーション、または可撤性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）等であるが、それに限定され
ない、１つ以上の関連可撤性メモリも含む場合がある。代替として、そのようなＵＥは、
そのようなモジュールなしで、デバイス自体から成る場合がある。他の場合においては、
用語「ＵＥ」は、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
クアプライアンス等の、同様の能力を有するが移動可能ではないデバイスを指す場合があ
る。
【０００２】
　技術が進化するにつれて、以前は可能ではなかったサービスを提供することができる、
より高度なネットワークアクセス機器が導入されてきた。本ネットワークアクセス機器は
、従来の無線電気通信システムにおける同等機器の改良である、システムおよびデバイス
を含む場合がある。そのような高度または次世代機器は、ロングタームエボリューション
（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／ＬＴＥ）またはＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ
（ＬＴＥ－Ａ）等の進化型無線通信規格に含まれ得る。例えば、ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａ
システムは、進化型汎用地上波無線アクセスネットワーク（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅ
ｒｓａｌ　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ｅＮ
Ｂ）、無線アクセスポイント、中継ノード、または同様の構成要素を含む場合がある。本
明細書で使用される場合、用語「ｅＮＢ」は、「ｅＮＢｓ」を指し得るが、また、これら
のシステムのうちの任意のものを含み得る。これらの構成要素はまた、アクセスノードと
呼ばれ得る。用語「ｅＮＢ」および「アクセスノード」は、いくつかの実施形態では、同
意語であり得る。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　最初に、本開示の１つ以上の実施形態の例証的実装を以下で提供するが、開示されたシ
ステムおよび／または方法は、任意の数の技法を使用して実装され得ることを理解された
い。本開示は、本明細書で例証および説明される例示的設計および実装を含む、以下で例
証される例証的実装、図面、および技法に決して限定されるべきではないが、同等物の全
範囲とともに、添付の請求項の範囲内で修正され得る。
【０００４】
　本明細書、請求項、および図の全体を通して使用される場合、以下の頭字語は、以下の
定義を有する。特に明記しない限り、全ての用語は、Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｇｒａｍ（３ＧＰＰ）技術仕様によって、またはＯＭ
Ａ（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）によって記載されている規格によって
定義され、かつそれらに準拠する。
【０００５】
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　「ＢＣＣＨ」は、「放送制御チャネル」として定義される。
【０００６】
　「ＣＲＳ」は、「セル特定参照記号」として定義される。
【０００７】
　「ｄＢ」は、「デシベル」として定義される。
【０００８】
　「ＤＬ」は、「ダウンリンク」として定義される。
【０００９】
　「ｅＩＣＩＣ」は、「拡張セル間干渉協調」として定義される。
【００１０】
　「Ｅ－ＵＴＲＡＮ」は、「進化型汎用地上波無線アクセスネットワーク」として定義さ
れる。
【００１１】
　「ｅＮＢ」は、「Ｅ－ＵＴＲＡＮノードＢ」として定義される。
【００１２】
　「ＥＰＲＥ」は、「リソース要素あたりのエネルギー」として定義される。
【００１３】
　「ＦＤＤ」は、「周波数分割双方向」として定義される。
【００１４】
　「ＨＡＲＱ」は、「ハイブリッド自動反復要求」として定義される。
【００１５】
　「Ｈｅｔｎｅｔ」は、「異種ネットワーク」として定義される。
【００１６】
　「ＩｏＴ」は、「熱に対する干渉」として定義される。
【００１７】
　「ＬＴＥ」は、「ロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ）」として定義される。
【００１８】
　「ＬＴＥ－Ａ」は、「ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ」として定義される。
【００１９】
　「ＭＩＢ」は、「マスタ情報ブロック」として定義される。
【００２０】
　「ＮＡＳ」は、「非アクセス層」として定義される。
【００２１】
　「ＰＣＩ」は、「物理的セル識別」として定義される。
【００２２】
　「ＰＤＳＣＨ」は、「物理的ダウンリンク共有チャネル」として定義される。
【００２３】
　「ＰＬ」は、「経路損失」として定義される。
【００２４】
　「ＰＬＭＮ」は、「公衆陸上移動ネットワーク」として定義される。
【００２５】
　「ＲＡＣＨ」は、「ランダムアクセスチャネル」として定義される。
【００２６】
　「ＲＡＲ」は、「ランダムアクセス応答」として定義される。
【００２７】
　「ＲＡＴ」は、「無線アクセス技術」として定義される。
【００２８】
　「Ｒｅｌ－８」は、「リリース８（ＬＴＥ）」として定義される。
【００２９】
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　「Ｒｅｌ－１０」は、「リリース１０（ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ）」として定義され
る。
【００３０】
　「ＲＦ」は、「無線周波数」として定義される。
【００３１】
　「ＲＲＣ」は、「無線リソース制御」として定義される。
【００３２】
　「ＲＳＲＱ」は、「参照信号受信品質」として定義される。
【００３３】
　「ＲＳＲＰ」は、「参照信号受信電力」として定義される。
【００３４】
　「ＲＸ」は、「受信電力」として定義される。
【００３５】
　「ＳＩＢ」は、「システム情報ブロック」として定義される。
【００３６】
　「ＳＩＢ　ｘ」は、「ｘ」が数字であり得る、「システム情報ブロック種類ｘ」として
定義される。
【００３７】
　「ＳＩＮＲ」は、「信号対干渉＋雑音比」として定義される。
【００３８】
　「ＴＡ」は、「追跡領域」として定義される。
【００３９】
　「ＴＡＵ」は、「追跡領域更新」として定義される。
【００４０】
　「ＴＸ」は、「伝送電力」として定義される。
【００４１】
　「ＵＬ」は、「アップリンク」として定義される。
【００４２】
　「ＵＴＲＡ」は、「汎用地上波無線アクセス」として定義される。
【００４３】
　「ＵＴＲＡＮ」は、「汎用地上波無線アクセスネットワーク」として定義される。
【００４４】
　「ＶＰＬＭＮ」は、「訪問した公衆陸上移動ネットワーク」として定義される。
【００４５】
　本明細書で使用されるような用語「し得る」は、物体または技法が必要とされるか、ま
たは、可能であるが必要とはされない実施形態を想定することができる。したがって、例
えば、用語「し得る」が使用される場合がある一方で、いくつかの実施形態では、用語「
し得る」を用語「するべきである」または「しなければならない」に置換することができ
る。
【００４６】
　用語「好適なセル」は、通常または他のサービスを取得するために、ＵＥがとどまり得
る、または別様に接続し得るセルを指し得る。
【００４７】
　用語「受信可能範囲の穴」は、許容可能なパケット損失率で、ＵＥがそのＤＬおよび／
またはＵＬ制御チャネルおよび／またはデータチャネルを復号できない領域として定義さ
れる。用語「受信可能範囲の穴」はまた、ＵＥが、ある期間にわたって、低い信号対干渉
＋雑音比（ＳＩＮＲ）を体験する、領域として定義され得る。
【００４８】
　用語「範囲拡張」は、低電力アクセスノードの受信可能範囲拡張を表すために使用され
る。
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【００４９】
　本明細書で説明される実施形態は、同種ネットワーク内のＵＥセル選択手順に関する。
無線通信は、セルとして知られている受信可能範囲の領域を確立する、１つ以上のアクセ
スノードによって促進される。セル内のＵＥは、アクセスノードに接続することによって
ネットワーク上で通信する場合がある。場合によっては、セルは重複し、重複領域中のＵ
Ｅは、１つよりも多くのアクセスノードに接続できる場合がある。より古いネットワーク
では、ＵＥは、最強の信号強度を有するセルを選択し、対応するアクセスノードに接続す
る場合がある。しかしながら、異種ネットワークでは、このセル選択手順は、所望される
ほど効率的ではない場合がある。
【００５０】
　異種ネットワークは、異なる種類のアクセスノードを有する。例えば、高い伝送電力を
伴う従来の基地局が、マクロセルを確立する場合がある一方で、低い伝送電力を伴う家庭
用基地局は、マクロセル内でマイクロセル、ピコセル、またはフェムトセルを確立する場
合がある。後者のセルのうちの各々は、受信可能範囲および信号強度に関して、ますます
小さくなり得るが、たとえＵＥが同じ領域を覆うマクロセルに接続することもできたとし
ても、個人家庭用アクセスノード等のフェムトセルを生成するアクセスノードに接続する
利点があり得る。マクロセルは、強い信号を生成している場合があるため、ダウンリンク
信号強度のみに基づくセル選択は、所望されるほど効率的または適切ではない場合がある
。
【００５１】
　本明細書で説明される実施形態は、異種環境内でセル選択手順を提供する。本明細書で
説明される実施形態は、必ずしもダウンリンク受信信号強度のみに基づかないことがある
セル選択手順を提供する。例えば、実施形態は、低電力アクセスノードの受信可能範囲を
拡張する、経路損失ベースの測定基準を使用した一次セル選択を提供する。実施形態はま
た、範囲拡張のためのバイアス経路損失測定基準に基づく、一次セル選択を提供する。両
方の実施形態では、セル選択／再選択およびセルランキング基準が定義される。加えて、
ＵＥおよびアクセスノードの間で選択基準を伝達するための機構として、新しい選択およ
びランキング基準を使用するためのアルゴリズムが定義される。
【００５２】
　ここで、同一参照数字が同一部品を表し得る、添付の図面と関連して解釈される、以下
の説明を参照する。
本発明はさらに、たとえば、以下を提供する。
（項目１）
　ＵＥであって、
　受信信号品質基準に従って、セル選択または再選択を行うように構成されているプロセ
ッサを備え、前記受信信号品質基準は、制御チャネル信号品質およびデータチャネル信号
品質の両方を考慮している、
　ＵＥ。
（項目２）
　前記プロセッサは、セルランキング基準に従って、前記セル選択または再選択を行うよ
うにさらに構成されている、項目１に記載のＵＥ。
（項目３）
　前記プロセッサは、低電力アクセスノード、ピコアクセスノード、およびフェムトアク
セスノードのうちの１つに対する前記セル選択または再選択を行うようにさらに構成され
ている、項目１に記載のＵＥ。
（項目４）
　前記受信信号品質基準は、経路損失ベースの測定基準をさらに備えている、項目１に記
載のＵＥ。
（項目５）
　経路損失は、上位層のフィルタにかけられた参照信号受信電力を引いた参照信号伝送電
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（項目６）
　前記セル選択または再選択基準は、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞０　
および　Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として定義される基準を満たし、ここで、
【数３１】

であり、
【数３２】

　である、項目４に記載のＵＥ。
（項目７）
　前記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対するＲｎと
を備え、前記セルランキング基準は、以下のうちの１つとして定義され、
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【数３３】

、または、

【数３４】

であり、ここで、

【数３５】

　である、項目１に記載のＵＥ。
（項目８）
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１およびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条件を
体験する場合、方程式８で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件を体験する場
合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、項目７に記載のＵＥ。
（項目９）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、項目８に記載のＵＥ。
（項目１０）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、項目８に記載のＵＥ。
（項目１１）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
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含む、項目８に記載のＵＥ。
（項目１２）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
項目８に記載のＵＥ。
（項目１３）
　前記セル選択または再選択基準は、バイアス経路損失測定基準を備えている、項目１に
記載のＵＥ。
（項目１４）
　前記セル選択または再選択基準は、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞０　
および　Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として定義される基準を満たし、ここで、
【数３６】

であり、
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　である、項目１３に記載のＵＥ。
（項目１５）
　前記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対するＲｎと
を備え、前記セルランキング基準は、下式のうちの１つとして定義され、
【数３８】

、ここで、
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【数３９】

、または、
【数４０】

、ここで、
【数４１】

　である、項目１３に記載のＵＥ。
（項目１６）
　受信可能範囲の穴が検出されない場合、経路損失ベースのセル選択または再選択を使用
するために、Ｑｏｆｆｓｅｔ１ｎとＱｏｆｆｓｅｔとが一緒に前記ＵＥによって使用され
、受信可能範囲の穴が検出された場合、フォールバック機構として最良電力ベースのセル
選択または再選択を使用するために、Ｑｏｆｆｓｅｔが前記ＵＥによって使用される、項
目１５に記載のＵＥ。
（項目１７）
　前記受信可能範囲の穴は、ダウンリンク伝送またはアップリンク伝送に対するパケット
エラー率が所定のパケットエラー率を上回る場合に検出され、前記受信可能範囲の穴は、
前記ダウンリンク伝送または前記アップリンク伝送に対する受信信号品質が所定の受信信
号品質を上回る場合にも検出される、項目１６に記載のＵＥ。
（項目１８）
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　前記受信可能範囲の穴の検出は、１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャ
ネルに対する成功率または失敗率を測定することによってチェックされる、項目１７に記
載のＵＥ。
（項目１９）
　前記１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャネルは、前記受信可能範囲の
穴の検出を支援するように構成されている、項目１８に記載のＵＥ。
（項目２０）
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１＿ｎおよびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条
件を体験する場合、Ｒｎ基準（１０）で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件
を体験する場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、項目１５に記載のＵＥ。
（項目２１）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、項目２０に記載のＵＥ。
（項目２２）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、項目２０に記載のＵＥ。
（項目２３）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を
含む、項目２０に記載のＵＥ。
（項目２４）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
項目２０に記載のＵＥ。
（項目２５）
　受信信号品質基準に従って、ユーザ機器（ＵＥ）がセル選択または再選択のうちの１つ
を行うことを含み、前記受信信号品質基準は、制御チャネル信号品質およびデータチャネ
ル信号品質の両方を考慮している、方法。
（項目２６）
　セルランキング基準に従って、前記セル選択または再選択を行うことをさらに含む、項
目２５に記載の方法。
（項目２７）
　低電力アクセスノード、ピコアクセスノード、およびフェムトアクセスノードのうちの
１つに対する前記セル選択または再選択を行うことをさらに含む、項目２５に記載の方法
。
（項目２８）
　前記受信信号品質基準は、経路損失ベースの測定基準をさらに備えている、項目２５に
記載の方法。
（項目２９）
　経路損失は、上位層のフィルタにかけられた参照信号受信電力を引いた参照信号伝送電
力レベルによって定義される、項目２８に記載の方法。
（項目３０）
　前記セル選択または再選択基準は、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞０　
および　Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として定義される基準を満たし、ここで、
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【数４２】

であり、
【数４３】

　である、項目２８に記載の方法。
（項目３１）
　前記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対するＲｎと
を備え、前記セルランキング基準は、以下のうちの１つとして定義され、

【数４４】
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、または、
【数４５】

、ここで、
【数４６】

　である、項目２５に記載の方法。
（項目３２）
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１およびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条件を
体験する場合、方程式８で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件を体験する場
合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、項目３１に記載の方法。
（項目３３）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、項目３２に記載の方法。
（項目３４）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、項目３２に記載の方法。
（項目３５）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を
含む、項目３２に記載の方法。
（項目３６）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
項目３２に記載の方法。
（項目３７）
　前記セル選択または再選択基準は、バイアス経路損失測定基準を備えている、項目２５
に記載の方法。
（項目３８）
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　前記セル選択または再選択基準は、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞０　
および　Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として定義される基準を満たし、ここで、
【数４７】

であり、
【数４８】

　である、項目３７に記載の方法。
（項目３９）
　前記セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対するＲｎと
を備え、前記セルランキング基準は、下式のうちの１つとして定義され、



(23) JP 5663661 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

【数４９】

【数５０】

、または、
【数５１】

、ここで、
【数５２】

　である、項目３７に記載の方法。
（項目４０）
　受信可能範囲の穴が検出されない場合、経路損失ベースのセル選択または再選択を使用
するために、Ｑｏｆｆｓｅｔ１ｎとＱｏｆｆｓｅｔとが一緒に前記ＵＥによって使用され
、受信可能範囲の穴が検出された場合、フォールバック機構として最良電力ベースのセル
選択または再選択を使用するために、Ｑｏｆｆｓｅｔが前記ＵＥによって使用される、項
目３９に記載の方法。
（項目４１）



(24) JP 5663661 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

　前記受信可能範囲の穴は、ダウンリンク伝送またはアップリンク伝送に対するパケット
エラー率が所定のパケットエラー率を上回る場合に検出され、前記受信可能範囲の穴は、
前記ダウンリンク伝送または前記アップリンク伝送に対する受信信号品質が所定の受信信
号品質を上回る場合にも検出される、項目４０に記載の方法。
（項目４２）
　前記受信可能範囲の穴の検出は、１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャ
ネルに対する成功率または失敗率を測定することによってチェックされる、項目４１に記
載の方法。
（項目４３）
　前記１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャネルは、前記受信可能範囲の
穴の検出を支援するように構成されている、項目４２に記載のＵＥ。
（項目４４）
　Ｑｏｆｆｓｅｔ１＿ｎおよびＱｏｆｆｓｅｔは、前記ＵＥがある一定のチャネル品質条
件を体験する場合、Ｒｎ基準（１０）で使用されるが、前記ＵＥが別のチャネル品質条件
を体験する場合、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は省かれる、項目３９に記載の方法。
（項目４５）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を
上回る場合を含む、項目４４に記載の方法。
（項目４６）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥで受信される前記チャネル品質が閾値を下回る
場合を含む、項目４４に記載の方法。
（項目４７）
　前記ある一定のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を
含む、項目４４に記載の方法。
（項目４８）
　前記別のチャネル品質条件は、前記ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャネ
ルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を含む、
項目４４に記載の方法。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】図１は、本開示の実施形態による、ＬＴＥシステムの構造的概要である。
【図２】図２は、本開示の実施形態による、Ｒｅｌ．８／９における競合ベースのランダ
ムアクセス手順のフロー例である。
【図３】図３は、本開示の実施形態による、Ｒｅｌ．１０ＩＤＬＥモードにおける競合ベ
ースのランダムアクセス手順のフロー例である。
【図４】図４は、本開示の実施形態による、異種ネットワークで使用するためのセル選択
手順例である。
【図５】図５は、本開示の実施形態による、異種ネットワークで使用するためのセル選択
手順例である。
【図６】図６は、本開示のいくつかの実施形態を実装するために好適なプロセッサおよび
関連構成要素を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　図１は、本開示の実施形態による、ＬＴＥシステムの構造的概要である。異種ネットワ
ーク１００は、いくつかの異なる種類のアクセスノードによって確立される。ｅＮＢであ
り得る、アクセスノード１０２は、マクロセル１０４を確立する。加えて、１つ以上のよ
り小さいセルが、他の種類のアクセスノードによって確立される。例えば、アクセスノー
ド１０６Ａ、１０６Ｂ、および１０６Ｃが、それぞれ、ピコセル１０８Ａ、１０８Ｂ、お
よび１０８Ｃを確立する。別の実施例では、アクセスノード１１０が、フェムトセル１１
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２を確立する。さらに別の実施例では、中継ノード１１４が、中継セル１１６を確立する
。用語「マクロ」、「マイクロ」、「ピコ」、および「フェムト」は、図１に示される種
々のセルの相対的サイズおよび／または信号強度を表す。異種ネットワーク１００を確立
し、使用することの１つの利益は、積極的な空間スペクトルの再利用を介したネットワー
ク容量の有意な利得、ならびに受信可能範囲の拡張である。
【００５５】
　１つ以上のＵＥは、異種ネットワーク１００内でサービス提供され得る。図１に示され
るＵＥのうちの各々は、異なるＵＥであり得、または図１に示される種々のセルの間をロ
ーミングする単一のＵＥと見なされ得る。異なる時に、所与のＵＥは、１つのセルによっ
てサービス提供可能である場合があるが、潜在的に、複数のセルによってサービス提供可
能であり得る。例えば、ＵＥ１１８Ａは、ピコセル１０８Ａに、またはマクロセル１０４
に接続し得る。他の実施例も示されている。ＵＥ１１８Ｂは、マクロセル１０４のみによ
ってサービス提供可能である場合がある。ＵＥ１１８Ｃは、フェムトセル１１２によって
、またはマクロセル１０４によってサービス提供可能であり得る。ＵＥ１１８Ｄは、ピコ
セル１０８Ｂによって、またはマクロセル１０４によってサービス提供可能であり得る。
ＵＥ１１８Ｅは、マクロセル１０４によってサービス提供可能であり得るが、ピコセル１
０８Ｃの縁の上にあり、したがって、ピコセル１０８Ｃによってサービス提供可能である
場合と、そうではない場合がある。ＵＥ１１８Ｆは、マクロセル１０４の縁の上にあるが
、中継セル１１６内にある。したがって、ＵＥ１１８Ｆからの信号は、矢印１２０および
１２２によって示されるように、中継ノード１１４を介してマクロアクセスノード１０２
に伝達され得る。セルおよびＵＥのいくつかの異なる配置が示されているが、本明細書で
説明される実施形態は、セルおよびＵＥの多くの異なる配置を検討する。
【００５６】
　図１に示されるセルおよびＵＥ配置に加えて、異なる技法が、種々の種類のアクセスノ
ードとコアネットワーク１２８との間で通信するために存在し、それは無線通信を促進し
得る。例えば、アクセスノード１０２は、バックホール１２６を介してコアネットワーク
１２８と通信し得、それは有線通信であり得る。異なるアクセスノードが、矢印１２４に
よって示されるように、バックホールを介して互に直接通信し得る。さらに、インターネ
ット１３０を介して、またはおそらく何らかの他のネットワークによって、コアネットワ
ーク１２８と通信するアクセスノード１１０等の、アクセスノードが、コアネットワーク
１２８と直接通信する場合がある。アクセスノードは、矢印１２０および１２２によって
示されるように、中継アクセスノード１１４とアクセスノード１０２との間等で、互に無
線で通信し得る。再度、いくつかの異なる通信方法および技法が示されているが、本明細
書で説明される実施形態は、アクセスノードの間、ならびにアクセスノードとコアネット
ワーク１２８との間で、通信方法および技法の多くの異なる配置を検討する。さらに、異
なるアクセスノードが、異なる技術を使用し得る。
【００５７】
　Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３Ｇ
ＰＰ）は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）を拡張し始めている。異種ネットワーク１００によって表される場合がある、拡張ネッ
トワークは、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）と呼ばれ得る。異種ネットワーク
１００は、上記で示されるように、ＵＥのバッテリ寿命を効率的に延長して、ＵＥスルー
プットを増加させるように、高電力および低電力アクセスノードの両方を含み得る。本明
細書で説明される実施形態は、特にセル縁ＵＥについて、ＵＥの性能を向上させるように
、異種ネットワーク１００内でＵＥ移動手順を取り扱うことを提供する。
【００５８】
　上記で示されるように、無線セルラーネットワークは、全てのアクセスノードが計画さ
れたレイアウトで展開され同様の伝送電力レベル、アンテナパターン、受信機ノイズフロ
ア、および他のパラメータを有する、同種ネットワークとして展開され得る。対照的に、
上記で示されるように、異種ネットワークは、マイクロアクセスノード、ピコアクセスノ
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ード、フェムトアクセスノード、および中継ノードと重複した、高電力レベルで伝送し得
るマクロ基地局の計画された配置を含み得る。これらのアクセスノードは、実質的に低い
電力レベルで伝送し得、比較的無計画方式で展開され得る。低電力アクセスノードは、マ
クロのみのシステムで受信可能範囲の穴を排除または縮小し、ホットスポットにおける容
量を向上させるように展開され得る。受信可能範囲の穴は、セルによってサービス提供可
能ではない、または所望のレベルのサービスを受信することができない、または所望の種
類のサービスを受信することができない、地理的地域である。
【００５９】
　同種ＬＴＥネットワークでは、各携帯端末が、最強信号強度を有するアクセスノードに
よってサービス提供され得る一方で、他のアクセスノードから受信される不要な信号は、
干渉として扱われ得る。異種ネットワークでは、そのようなスキームは、低電力アクセス
ノードの存在により、うまく機能しない場合がある。アクセスノード間のより知的なリソ
ース協調、およびより良好なセル選択／再選択対策が、本明細書で説明される実施形態に
よって得ら、それにより、おそらく、従来の最良電力ベースのセル選択に対してスループ
ットおよびユーザ体験の大幅な利得を提供し得る。
【００６０】
　範囲拡張および負荷バランシングベースのセル選択
　低電力アクセスノードは、マクロアクセスノードに対して実質的に低い伝送電力によっ
て特徴付けられ得る。マクロおよびマイクロ／フェムト／ピコアクセスノードの伝送電力
レベル間の１つの有意な違いは、マイクロ／フェムト／ピコアクセスノードのダウンリン
ク受信可能範囲が、マクロアクセスノードのものよりもはるかに小さくあり得ることを暗
示する。セル選択が、主にＬＴＥ　Ｒｅｌ－８／９の中等のダウンリンク受信信号強度に
基づく場合、マイクロ、ピコ、およびフェムトアクセスノードの有用性が、多大に低減さ
れる場合がある。
【００６１】
　例えば、高電力アクセスノードのより大きい受信可能範囲が、ダウンリンク受信信号強
度に基づいてほとんどのＵＥをマクロアクセスノードに向かって引き付ける一方で、低電
力アクセスノードが多くのユーザにサービス提供していないことがあることによって、セ
ル分割の利益を制限し得る。異なるアクセスノードの負荷間の違いは、データ転送速度の
不公平な分布、およびネットワーク内のＵＥ間の不均等なユーザ体験をもたらし得る。範
囲拡張および負荷バランシングを可能にすることは、より多くのＵＥが低電力アクセスノ
ードによってサービス提供されることを可能にする。低電力ノードの範囲拡張および負荷
バランシングは、高電力アクセスノードと低電力アクセスノードとの間の適正なリソース
協調によって達成され得る。これはさらに、ＵＬ／ＤＬ不均衡によって引き起こされる強
力な干渉を軽減するのに役立ち得る。
【００６２】
　実施形態は、異種ネットワーク内でＵＥ　ＩＤＬＥモード中にハイブリッドセル選択ス
キームを提供する。ハイブリッドセル選択スキームは、不適切なセル計画またはセル間干
渉協調によりＵＥが受信可能範囲の穴に入ることを防止することによって、既存の範囲拡
張および負荷バランシングベースのセル選択スキームを強化し得る。
【００６３】
　ＩＤＬＥモード移動手順
　ＩＤＬＥモードでのＵＥ手順は、セル選択およびセル再選択の２つの基本的なステップ
で特定され得る。ＵＥの電源をオンにした場合に、ＵＥは、ＩＤＬＥモード測定およびセ
ル選択基準に基づいて、好適なセルを選択し得る。ＵＥは、以下の２つのセル選択手順の
うちの１つを使用し得る。初期セル選択手順は、どのＲＦチャネルがＥ－ＵＴＲＡ搬送波
であるかという予備知識を必要としない。ＵＥは、好適なセルを見つけるその能力に従っ
て、Ｅ－ＵＴＲＡ帯域の中の全てのＲＦチャネルを走査し得る。各搬送波周波数に対して
、ＵＥは、最強のセルを検索し得る。いったん好適なセルが見つかると、このセルが選択
され得る。記憶情報セル選択手順は、搬送波周波数の記憶された情報、および、随意で、
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以前に受信した測定制御情報要素から、または以前に検出したセルからのセルパラメータ
についての情報も使用し得る。いったんＵＥが好適なセルを見つけると、ＵＥは好適なセ
ルを選択し得る。好適なセルが見つからない場合、初期セル選択手順が開始され得る。
【００６４】
　好適なセルは、以下のように定義され得る、セル選択基準Ｓを満たし得る。
【００６５】
【数１】

ここで、
【００６６】
【数２】

【００６７】

【数３】

　セル上にとどまっている場合に、ＵＥは、セル再選択基準に従って、定期的により良好
なセルを検索し得る。より良好なセルが見つかった場合、例えば、将来Ｅ－ＵＴＲＡＮネ
ットワーク接続手順を開始するように、そのセルが再選択され得る。
【００６８】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ周波数間およびＲＡＴ間セル再選択基準
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ周波数間およびＲＡＴ間セル再選択の場合、優先順位に基づく再選択基
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
、システム情報の中で、またはＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｌｅａｓｅメッセージの
中で、あるいはＲＡＴ間セル選択または再選択で別のＲＡＴから受け継ぐことによって、
ＵＥに提供され得る。ＵＥは、以下の条件が満たされる場合に、新しいセルを再選択し得
る。第１に、新しいセルが、時間間隔ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＲＡＴ中に、サービング
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セルおよび全ての隣接セルよりも良好にランク付けされる。第２に、ＵＥが現在のサービ
ングセル上にとどまってから１秒以上が経過している。
【００６９】
　周波数内および優先順位が等しい周波数間セル再選択基準
　周波数内および優先順位が等しい周波数間セル再選択の場合、最良のセルを識別するた
めに、セルランキング手順が適用され得る。サービングセルに対するセルランキング基準
Ｒｓおよび隣接セルに対するＲｎは、以下のように定義され得る。
【００７０】
【数４】

ここで、
【００７１】
【数５】

　ＵＥは、セル選択基準Ｓを満たす１つ以上のセルのランク付けを行い得る。セルは、上
記で特定されるＲ基準に従ってランク付けされ得、Ｑｍｅａｓ，ｎおよびＱｍｅａｓ，ｓ

を導出し、平均ＲＳＲＰ結果を使用してＲ値を計算する。セルが最良セルとしてランク付
けされる場合、ＵＥは、そのセルにセル再選択を行い得る。ＵＥは、以下の条件が満たさ
れる場合に、新しいセルを再選択し得る。第１に、新しいセルが、時間間隔Ｔｒｅｓｅｌ
ｅｃｔｉｏｎＲＡＴ中に、サービングセルよりも良好にランク付けされる。第２に、ＵＥ
が現在のサービングセル上にとどまってから１秒以上が経過している。
【００７２】
　Ｈｅｔｎｅｔ内のセル選択／再選択スキーム
　ＵＥが、周波数内セル選択／再選択等のＩＤＬＥモード移動手順を行う場合に、ＵＥは
通常、最良セルを選択するべきである。最良セルは、場合によっては、最良リンク品質を
伴うセルであり得る。現在、ＬＴＥ　Ｒｅｌ．８／９では、ＵＥは、測定されたＲＳＲＰ
および／またはＲＳＲＱに基づいてセルをランク付けする。他の実施形態もまた、適用さ
れ得る。
【００７３】
　この技法は、全てのアクセスノードが同様のレベルの伝送電力レベルを有する、従来の
同種ネットワーク内でうまく機能し得る。しかしながら、異種ネットワークでは、低電力
および高電力ノードの混合展開により、他の検討事項が考慮され得る。不適切なセル選択
は、異種ネットワーク内の非常に頻繁なハンドオーバまたはセル再選択につながる場合が
ある。１つのサービングセル選択スキームは、最良電力に基づくセル選択／再選択を使用
する。このスキームでは、各ＵＥは、以下の方程式におけるように、最大平均参照信号受
信電力（ＲＳＲＰ）を有するそのサービングセルを選択する。
サービングセル＝ａｒｇ　ｍａｘｉ　ＲＳＲＰｉ　　　（３）
　別のセル選択／再選択スキームは、経路損失に基づく範囲拡張であり得る。このスキー
ムでは、各ＵＥは、各ＵＥが最小経路損失を体験する、サービングセルを選択し得る。こ
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の経路損失は、ａ）距離関連伝搬損失の固定および可変成分、ｂ）ＵＥと各セルとの間の
アンテナ利得、ｃ）対数正規影減衰、およびｄ）任意の侵入損失のうちの１つ以上を含み
得る。一実施例では、このセル選択スキームは、以下の方程式によって表され得る。
サービングセル＝ａｒｇ　ｍｉｎｉ　ＰＬｉ，ｄＢ＝ａｒｇ　ｍｉｎｉ（Ｐｔｘ，ｉ，ｄ

Ｂ－ＲＳＲＰｉ，ｄＢ）　　　（４）
　ここで、Ｐｔｘ，ｉ，ｄＢは、ｉ番目のアクセスノードの伝送電力であり、ＰＬｉ，ｄ

Ｂは、ＵＥとｉ番目のアクセスノードとの間のＰＬである。両方の値は、ｄＢｍで表され
得る。
【００７４】
　別のセル選択／再選択スキームは、バイアス参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）に基づく範
囲拡張であり得る。このスキームは、そのＲＳＲＰ値にバイアスを追加することによって
、低電力セルを選択することを支持して、ユーザにバイアスを与え得る。したがって、Ｕ
Ｅは、以下の方程式に従って、そのサービングセルを選択し得る。
サービングセル＝ａｒｇ　ｍａｘｉ（ＲＳＲＰｉ，ｄＢ＋Ｂｉａｓｉ，ｄＢ）　　　（５
）
　パラメータＢｉａｓｉ，ｄＢ（ｉ番目のアクセスノードに関するバイアス）は、候補セ
ルｉが低電力アクセスノードに対応する場合はいつでも、正のゼロではない値であるよう
に選択され得る。そうでなければ、このパラメータの値は、０ｄＢであり得る。いくつか
の他の実施形態では、このパラメータの値は、負の値にもなり得る。このパラメータは、
ＲＲＣ信号伝達、ＭＡＣ制御要素等の上層信号伝達を介して、ＵＥに信号伝達され得る。
【００７５】
　問題
　研究は、範囲拡張を使用することによって、帯域幅がより効率的に利用され得るように
、また、異なるセル間の負荷がより均等に分散され得るように、より多くのＵＥが低電力
アクセスノード上にとどまることができることを示している。しかしながら、範囲拡張を
使用することによってマイクロアクセスノードに関連付けられているいくつかのＵＥにつ
いて、これらのＵＥが、いくつかの他のノードからより高い電力を受信し得るので、つま
り、非常に不良な幾何学形状を有するので、ダウンリンク上の高電力ノードの結果として
、望ましくない干渉が体験される場合がある。したがって、効果的な干渉協調およびリソ
ース協調スキームが、異種ネットワーク内で望ましい。干渉協調のレベルは、どのように
してＵＥセル選択が行われるかに依存し得る。例えば、異なるバイアス値に基づくセル選
択／再選択が、干渉協調スキームの選択に影響を及ぼし得る。バイアスが０である場合、
スキームは、高電力および低電力アクセスノードの間で最小レベルの干渉協調を必要とし
得る。バイアスが高くなるほど、低電力アクセスノードに関連付けられるセル縁ＵＥへの
強力な干渉を回避するために、高電力および低電力アクセスノードの間で、さらなる協調
が必要とされ得る。さらに、異なる干渉協調努力が、制御チャネルおよびデータチャネル
上で使用され得る。データチャネル干渉協調は通常、セル間リソース協調または電力制御
を通して達成される。しかしながら、制御チャネル干渉協調は、はるかに複雑な主題であ
る場合がある。
【００７６】
　受信可能範囲の穴
　受信可能範囲の穴がＵＬ上で発生する場合があり、アクセスノードにおける受信信号Ｓ
ＩＮＲが、最低変調および符号化速度に対応する値を依然として下回っている間に、ＵＥ
が伝送電力の機能停止を体験する。受信可能範囲の穴は、大規模減衰によって決定され得
る、不良な幾何学形状によって引き起こされる場合がある。受信可能範囲の穴は、リンク
バジェット問題によって、または干渉問題によっても引き起こされる場合がある。前者は
、ＲＳＲＰによって決定され得、後者は、ＲＳＲＱによって決定され得る。適正なセル展
開により、リンクバジェット不足は通常、主要な懸案事項とならない。したがって、本明
細書で説明される実施形態は主に、主に干渉によって引き起こされる受信可能範囲の穴に
主に関係するが、いくつかの他の実施形態では、リンクバジェット不足によって引き起こ
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される受信可能範囲の穴も、考慮され得る。
【００７７】
　ＲＳＲＱベースの評価が、セル選択に導入され得る。この技法は、干渉によって引き起
こされる受信可能範囲の穴の問題を部分的に軽減することができる。しかしながら、この
技法は、以下のうちの１つ以上により、受信可能範囲の穴を防止しない場合がある。
【００７８】
　例えば、ＲＳＲＱベースの評価は、データチャネルが適正に稼働しているが、制御チャ
ネル上の受信可能範囲の穴を防止しない場合がある。この問題は、制御チャネル上の干渉
の問題が、データチャネルに対して解決するのがはるかに困難であり得る、単一搬送波ｈ
ｅｔｎｅｔシナリオで、重大である場合がある。以下でさらに説明される実施形態より以
前には、制御チャネル干渉問題を取り扱う効果的な技法がなかった。したがって、データ
チャネル用の好適なセルは、必ずしも制御チャネル用の好適なセルではない場合がある。
本明細書で説明される実施形態は、ＵＥが両方の値の知識に基づいてセル選択を行うこと
ができるように、制御チャネルおよびデータチャネルＲＳＲＱを別々に測定することを検
討する。
【００７９】
　加えて、ＲＳＲＱベースの評価は、ＣＲＳの伝送電力がデータチャネルの伝送電力とは
異なり得るという事実によって引き起こされる、受信可能範囲の穴を防止しない場合があ
る。ＩＤＬＥモードでのＵＥは、それらの間の伝送電力差を認知していない場合があり、
したがって、ＲＳＲＱ推定は、正確ではない場合がある。Ｈｅｔｎｅｔでは、この問題は
、低電力および高電力ノード間の緊密な干渉協調要求により、他のネットワークより悪化
し得る。異なる干渉協調スキームが、制御チャネルおよびデータチャネルに適用され得る
ので、制御領域およびデータ領域中のＣＲＳトーンは、それら自体の間で同じ伝送電力を
、使用する場合も使用しない場合もある。さらに、ＣＲＳトーンは、データ／制御トーン
と比較して、同じ伝送電力を、使用する場合も使用しない場合もある。これらの要因の全
てはさらに、セル選択精度に影響を及ぼし得る。しかしながら、本明細書で説明される実
施形態は、そのような受信可能範囲の穴に対処する。
【００８０】
　なおもさらに、ＲＳＲＱベースの評価は、ＵＬ／ＤＬ不均衡によって引き起こされる受
信可能範囲の穴を防止しない場合がある。しかしながら、本明細書で説明される実施形態
は、そのような受信可能範囲の穴に対処する。
【００８１】
　ＩＤＬＥモード対ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモード要求
　範囲拡張またはバイアスＲＳＲＰセル選択の１つの目標は、より多くのＵＥが、低電力
アクセスノードによって提供されるセル分割容量利得から利益を得ることができるように
、低電力アクセスノードの電波到達範囲または受信可能範囲を拡張することである。しか
しながら、範囲拡張を採用することによるｈｅｔｎｅｔ内の容量利得は、主に接続モード
でのＵＥに適用可能であり得る。したがって、ＵＥは、ＩＤＬＥモードで非最良セル上に
とどまることによって、少なくとも容量の目的に対して、ほとんど獲得しない場合がある
。この場合において、ＩＤＬＥモードでのＵＥは、既存の再選択規則に基づいて、特定の
セルを選択し得る。しかしながら、接続モードへの移行時に、ＵＥは、ネットワークがト
ラフィックに使用することを好む、異なるセルへ即時にハンドオーバーされ得る。しかし
ながら、実用的な観点から、ＩＤＬＥモードで選択されたセルは、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモ
ードで選択されたセルと同じになることが望ましくあり得る。この態様において、ＵＥが
ＩＤＬＥモードからＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードに移行する場合に、より少ないハンドオー
バが起こり得る。
【００８２】
　ＵＥがＩＤＬＥモードである場合に、１つ以上の基準が考慮され得る。例えば、ＵＥは
、ＩＤＬＥモードでその時間のかなりの部分を費やすことが予期され得るため、（バッテ
リ電動ＵＥの）電力消費が重要な基準であり得る。
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【００８３】
　別の基準は、ＤＬ　ＳＩＮＲであり得る。ＤＬ上で、ＩＤＬＥモードでのＵＥは、ペー
ジングメッセージを監視し得、時には、放送システム情報を取得または再取得し得る。こ
れらの動作の両方は、最高の観察されたＤＬ　ＳＩＮＲを有するアクセスノードを選択す
ることによって促進され得る。ＨＡＲＱ再伝送が、ページングメッセージに対して可能で
ない場合があるので、より高いＳＩＮＲが、受信されるページングメッセージの正しい復
号を確保するのに役立つことに留意されたい。加えて、より高いＳＩＮＲは、システム情
報伝送の可能なＨＡＲＱ組み合わせの必要性を低減し、それはひいては、ＵＥにおける電
力消費を低減し得る。
【００８４】
　別の基準は、ＩｏＴであり得る。ＵＬ上で、ＩＤＬＥモードでのＵＥは、追跡領域登録
および追跡領域更新等の時折のアップリンク伝送を行い得る。ＩＤＬＥ　ＵＥのほとんど
が、高電力ノード上にとどまることを選択する場合、これは、セル選択が最良ＤＬ電力に
基づく場合であり得、ＵＬ伝送は、高電力ノードから遠く離れたＵＥから高い電力を必要
とし得る。高電力伝送は、ＵＥ節電のために良くない場合があり、高電力伝送は、システ
ムの中の全体的ＩｏＴのためにも良くない場合がある。
【００８５】
　負荷バランシングが、別の基準である。セル選択が、ＤＬ最良電力に基づく場合、ＩＤ
ＬＥ　ＵＥのほとんどは、高電力ノード上にとどまり得る。この場合、高電力ノードは、
追跡領域登録、追跡領域更新、ＲＡＣＨ活動、およびＲＲＣ接続設定活動からの過剰なＵ
Ｌトラフィックにさらされる場合がある。例えば、容量の障害が、衝突を回避するために
使用される多数のＲＡＣＨプリアンブルによって引き起こされる場合がある。
【００８６】
　結果として、それぞれ異なる利点および不利点を有する、いくつかの可能なＩＤＬＥモ
ードセル選択／再選択アプローチがあり得る。以下で説明されるアプローチは、新しいセ
ル選択に基づくＩＤＬＥモード移動が必要とされる場合、または所望される場合を例証す
る。次の項では、どのようにしてセル選択が行われ得るかについて、より詳細な実施形態
が提供される。
【００８７】
　１つのＩＤＬＥモードセルアプローチは、ＩＤＬＥモードセル再選択であり得る。ＩＤ
ＬＥモードでのＵＥについて、１）２つの連続セル再選択の間の時間が、短くなり過ぎな
いように、および、２）追跡領域登録および更新関連メッセージが、高および低電力アク
セスノードの間でより良好に配信され得るように、低電力アクセスノードの範囲拡張が、
セル選択および再選択手順によって考慮され得る。このアプローチは、ＵＥ　ＵＬ節電、
ならびにＩＤＬＥモード負荷バランシングを提供し得る。しかしながら、ＵＥが最良ＤＬ
電力ノードに接続されないことがあるので、このアプローチは、ＤＬ　ＳＩＮＲ影響に対
処するためにｅＩＣＩＣを必要とし得る。それでもなお、ＩＤＬＥモードＵＥが範囲拡張
ベースのセル選択を使用するか使用しないかにかかわらず、ｅＩＣＩＣがＣＯＮＮＥＣＴ
ＥＤモードＵＥに必要とされ、または所望され得るので、この問題は関心事ではないこと
がある。
【００８８】
　別のＩＤＬＥモードセル選択アプローチは、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードへの移行の直後
の可能なハンドオーバであり得る。ＩＤＬＥモードでのＵＥは、その上にとどまるセルを
選択するために、Ｒｅｌｅａｓｅ　９セル選択または再選択基準を使用し得る。したがっ
て、最良の信号品質を伴い、正しいＰＬＭＮ等であるが、それに限定されない他の関連選
択基準の全てを満たすセルが選択され得る。このアプローチは、ＩＤＬＥモードである間
にＵＥ電力消費を最小限化し得る。そのようなＵＥがＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードになると
、ネットワークは、全体的なスペクトル効率を向上させるために、異なるセルへのＵＥの
ハンドオーバを行うか否かを決定する場合に、範囲拡張または負荷バランシングを考慮し
得る。このシナリオでは、セル選択は、ＵＥが（ＩＤＬＥモードである間に）セル再選択
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を行っている場合、ならびにＵＥがＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードに移行している場合に最良
ＲＳＲＰに基づき得る。しかしながら、ＵＥがＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードになった後に、
範囲拡張または負荷バランシングが考慮され得る。この実施形態は、ＵＥが、ＣＯＮＮＥ
ＣＴＥＤモードに移行する前に範囲拡張または負荷バランシングベースのセル選択を使用
し始める可能性がある、以下で説明される実施形態とはわずかに異なり得る。この実施形
態では、現在のＩＤＬＥモード手順への影響が最小限化され得る。ＵＥは、ｅＩＣＩＣが
なくても、良好なアイドルモードＤＬ受信可能範囲を有し得る。しかしながら、このアプ
ローチは、ＩＤＬＥモードＵＥのＵＥ　ＵＬ節電または負荷バランシングに関して、より
効率的であり得る。
【００８９】
　さらに別のＩＤＬＥモードセルアプローチは、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードになる前の中
間セル再選択であり得る。この実施形態では、ＩＤＬＥモードでのＵＥは、その上にとど
まるセルを選択するために、リリース９セル選択または再選択基準を使用し得る。例えば
、最良のセルは、最良のＲＳＲＰまたはＲＳＲＱを伴い、正しいＰＬＭＮ等であるが、そ
れに限定されない他の関連選択基準の全てを満たすセルであり得る。このアプローチは、
ＩＤＬＥモードである間にＵＥ電力消費を最小限化しなくてもよい。
【００９０】
　ＵＥが呼び出される、またはエンドユーザが接続セッションを開始することを希望する
場合等の、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードになる前に、ＵＥは、隣接セルからのその最近の測
定およびシステム情報を調査し得る。この場合、範囲拡張および負荷バランシングは、接
続モードになる前のこの中間セル再選択のための新しいセル選択基準と見なされ得る。Ｕ
Ｅは、ＩＤＬＥモードからＣＯＮＮＥＣＴＥＤモードへの移行を開始する前に、セルリソ
ースの予測される消費全体を最小限化する、または最良負荷バランシングにつながるセル
等の適切な隣接セルを再選択し得る。
【００９１】
　このアプローチは、ＲＡＣＨ、ＲＲＣ接続設定、および負荷バランシングのために良い
。このアプローチは、たとえｅＩＣＩＣがなくても、ＤＬ受信可能範囲にも良い。しかし
ながら、このアプローチは、追跡領域更新メッセージのための負荷バランシングに役立た
ない場合がある。さらに、ＵＥが、ＲＲＣ接続確立を行うために範囲拡張基準に基づいて
別のセルを見つける必要があり得るので、固有の待ち時間が生じる場合がある。この問題
は、ＵＥが１つのセルからページングメッセージを受信し、次いで、呼び出しに応答する
ために、システム情報を再選択して取得するために、または別のセルを再選択して取得す
るためにいくらかの時間をかけなければならない移動端末呼び出しについて悪化する場合
がある。したがって、このアプローチは、携帯電話から発せられた呼び出しに対してより
良好に機能し得る。
【００９２】
　上記のアプローチでは、問題は、セル選択または関連付けが範囲拡張または負荷バラン
シングに基づく場合に、制御チャネル上の受信可能範囲の穴をどのようにして回避するか
であり得る。例えば、ＩＤＬＥモードセル再選択アプローチ、およびＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
モードになる前の中間セル再選択アプローチに関して、有効なｅＩＣＩＣが利用可能では
ない場合、ＵＥは、不良なＤＬ　ＳＩＮＲにより、ページングを受信すること、またはＲ
ＲＣ接続確立を行うことができない場合がある。
【００９３】
　ＩＤＬＥモードハイブリッドセル選択／再選択
　本明細書で説明される実施形態は、異種ネットワーク内のＵＥセル選択に対処するため
の少なくとも３つの全体的技法を提供する。第１の技法は、受信可能範囲の穴を防止する
ために、セル選択／再選択で制御チャネルＲＳＲＱおよびデータチャネルＲＳＲＱの両方
を使用し得る。第２の技法は、ＵＥが妥当なＲＳＲＱを伴うセル上にとどまることができ
、ｈｅｔｎｅｔが負荷バランシングを依然として提供することができるように、異なるセ
ル間で異なるＲＳＲＰ／ＲＳＲＱバイアス値を使用し得る。第３の技法は、受信可能範囲
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の穴が検出された場合に、最良電力ベースのセル選択へのＵＥフォールバックを可能にし
得る。
【００９４】
　ハイブリッドセル選択／関連スキームは、一次スキームとしてＲｅｌ．１０セル選択ス
キームを使用し得るが、いったん受信可能範囲の穴が検出されると、Ｒｅｌ．８／９セル
選択へ戻り得る。ハイブリッドセル選択／関連スキームは、一次セル選択／関連機構を特
定する必要がない。言い換えれば、任意の一次セル選択／関連機構は、受信可能範囲の穴
が検出された場合に、Ｒｅｌ．８／９「最良電力」ベースのセル選択に戻ることができる
。一次セル選択およびフォールバックセル選択の両方が、データチャネルＲＳＲＱならび
に制御チャネルＲＳＲＱを考慮し得る。以下の２つの異なる解決策が、第１の技法（ＵＥ
がＩＤＬＥモードで新しいセル選択スキームを使用する）、または第３の技法（ＵＥがＩ
ＤＬＥモードからＣＯＮＮＥＣＴＤＥＤモードになる直前に新しいセル選択を使用する）
のいずれかにおいて、ＩＤＬＥモードセル選択に適用され得る。
【００９５】
　経路損失ベースの範囲拡張を使用した一次セル選択
　一実施形態では、一次セル選択は、経路損失ベースの範囲拡張であり得る。いったん一
次セル選択が失敗すると、フォールバックセル選択は、Ｒｅｌ．９スキームに基づき得る
。経路損失は、以下の方程式を使用して、ｄＢ単位でＵＥによって推定され得る。
ＰＬ＝ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ－上位層のフィルタにかけられたＲＳ
ＲＰ
　ＲｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒは、ＴＳ　３６．２１３で定義されるよう
に、アクセスノードからのダウンリンク参照信号ＥＰＲＥである。制御チャネルおよびデ
ータチャネル品質の両方を考慮する、新しいＳ基準が使用され得る。この新しいＳ基準は
、以下で定義される。
【００９６】
　新しいＳ基準の定義
　実施形態では、ＵＥがとどまり得る好適なセルは、以下のように定義されるセル選択基
準Ｓを満たし得る。
【００９７】
【数６】

【００９８】
【数７】

ここで、
【００９９】
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【数８】

である。
【０１００】
　データチャネル品質および制御チャネル品質は、別々に測定され得る。この技法は、Ｒ
ｅｌ．８およびＲｅｌ．９定義とは異なる。Ｒｅｌ．８では、Ｓ基準がＳｒｘｌｅｖのみ
を考慮する一方で、Ｒｅｌ．９は、ＳｒｘｌｅｖおよびＳｑｕａｌの両方を考慮する。本
明細書で説明される実施形態では、Ｓｑｕａｌは、異種ネットワーク内のデータチャネル
および制御チャネルの違いをより正確に捕捉するように、さらにＳｑｕａｌ＿ＤおよびＳ
ｑｕａｌ＿Ｃに分割される。いくつかの実施形態では、Ｓｑｕａｌ＿ＤおよびＳｑｕａｌ
＿Ｃを計算する際に使用されるパラメータは、同じであることもないこともある。新しい
基準に基づいて、以下の測定規則も変更され得る。
【０１０１】
　ＲＡＴ間については、ＵＥは、より高い優先順位のＲＡＴ間周波数を検索し、測定し得
る。Ｓｒｘｌｅｖ≧ＳｎｏｎｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈＰ、および、Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞Ｓｎ

ｏｎＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｄ、および、Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞ＳｎｏｎＩｎｔｒａＳｅ

ａｒｃｈＱ－Ｃである場合に、ＵＥは、等しいまたはより低い優先順位のＲＡＴ間周波数
を検索しないことを選択し得る。そうでなければ、ＵＥは、可能な再選択に備えて、それ
以下の優先順位のＲＡＴ間周波数を検索し、測定し得る。
【０１０２】
　周波数間については、ＵＥは、より高い優先順位の周波数間隣接セルを検索し、測定し
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ｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｄ、およびＳｑｕａｌ＿Ｃ＞ＳｎｏｎＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈ

Ｑ－Ｃである場合に、ＵＥは、それ以下の優先順位の周波数間隣接セルを検索しないこと
を選択し得る。そうでなければ、ＵＥは、可能な再選択に備えて、それ以下の優先順位の
周波数間隣接セルを検索し、測定し得る。
【０１０３】
　周波数内については、サービングセルが、Ｓｒｘｌｅｖ＞ＳＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＰ

、Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞ＳＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｄ、およびＳｑｕａｌ＿Ｃ＞ＳＩｎｔ

ｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｃを満たす場合に、ＵＥは、周波数内測定を行わないことを選択し
得る。そうでなければ、ＵＥは、周波数内測定を行い得る。
【０１０４】
　新しいセル測定パラメータは、以下のように定義され得る。
【０１０５】
【数９】

　上記で定義されるＳ基準は、ＳＩＢ１およびＳＩＢ３メッセージに影響を及ぼし得る。
これらのメッセージがどのように影響を受け得るかという実施例が、以下で提供される。
例えば、ＳＩＢ１は、イタリック体で示される変更を伴って、以下のように変更され得る
。
【０１０６】

【化１－１】

【０１０７】
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【０１０８】
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ここで、
【０１０９】
【数１０】

　ＳＩＢ３は、イタリック体で示される変更を伴って、以下のように変更され得る。
【０１１０】
【化２－１】

【０１１１】
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【化２－２】

ここで、
【０１１２】
【数１１】

　新しいＳ基準に加えて、実施形態はまた、新しいＲ基準の定義も検討する。実施形態で
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下のように定義され得る。
【０１１３】
【数１２】

ここで、
【０１１４】
【数１３】

　上記で定義されるＲ基準は、経路損失ベースの範囲拡張を使用した一次セル選択のため
のＲ１と呼ばれ得る。最小のＲ基準を伴うセルが選択され得る。ＲＳＲＰは、測定された
信号強度であり得る。実施形態では、ＳＩＢ４およびＳＩＢ５メッセージは、周波数内お
よび周波数間セル再選択に関する隣接セル関連情報を含み得る。ＳＩＢ４およびＳＩＢ５
メッセージの両方において隣接セルの参照信号伝送電力を伝えるために、パラメータｒｅ
ｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒが、隣接セル情報に追加され得る。また、Ｑ＿Ｈ
ｙｓｔ＿ｐｌもＳＩＢ３メッセージに追加され得、Ｑｏｆｆｓｅｔ＿ｐｌが、以下のよう
にＳＩＢ４およびＳＩＢ５メッセージに追加され得る。
【０１１５】
　以下は、Ｒ１を使用するサービングセルに対するＳＩＢ３メッセージの実施例である。
変更はイタリック体で示される。
【０１１６】
【化３－１】

【０１１７】
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　以下は、Ｒ１を使用する周波数内隣接セルに対するＳＩＢ４メッセージの実施例である
。変更はイタリック体で示される。
【０１１８】

【化４－１】

【０１１９】

【化４－２】

　以下は、Ｒ１を使用する周波数間隣接セルに対するＳＩＢ５メッセージの実施例である
。変更はイタリック体で示される。
【０１２０】
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【化５】

　別の実施形態では、Ｒｅｌ．９で定義されるような同様のＲ基準形式が、本明細書で説
明されるハイブリッドセル選択スキームで使用され得る。しかしながら、実施形態は、２
組のＱｏｆｆｓｅｔパラメータを提供し得る。Ｑｏｆｆｓｅｔ１は、マクロまたはマイク
ロ／フェムト／ピコアクセスノード伝送電力をオフセットするために使用され得る。経路
損失ベースの範囲拡張を使用した一次セル選択のためのＲ２と呼ばれ得る、新しいＲ基準
は、以下のように定義され得、Ｒｓはサービングセルに対するランキング基準であり、Ｒ
Ｎは隣接セルに対するランキング基準である。
【０１２１】
【数１４】

【０１２２】
【数１５】
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　最大のＲ基準を伴うセルが選択され得る。受信可能範囲の穴が検出された場合のフォー
ルバック機構として「最良電力」ベースのセル選択を使用しながら、ＵＥが正常条件下で
ＰＬベースのセル選択を使用することを可能にするために、新しいオフセットＱｏｆｆｓ
ｅｔ１が導入され得る。この場合、ＵＥは、ＩＤＬＥモードで独自の決定を行うさらなる
自由を有し得る。言い換えれば、Ｑｏｆｆｓｅｔは、Ｒ８／９再選択基準が本明細書で説
明される他の変更の影響を受けずに動作することを可能にするために使用され得る。さら
に、パラメータＱｏｆｆｓｅｔ１が、加えて、新しいＲ１０再選択挙動を達成するように
適用され得る。これらの事実はまた、本明細書で説明される他の実施形態に適用され得る
。
【０１２３】
　新しいパラメータｑ－ｏｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１が、隣接セルとサービングセルとの間の
参照信号電力差を考慮するために、隣接セル情報ＳＩＢ４／ＳＩＢ５メッセージに追加さ
れ得る。以下は、Ｒ２に対する周波数内隣接セルの新しいＳＩＢ４メッセージの実施例で
ある。変更はイタリック体で示される。
【０１２４】
【化６－１】

【０１２５】

【化６－２】

　以下は、Ｒ２に対する周波数間隣接セルの新しいＳＩＢ５メッセージの実施例である。
変更はイタリック体で示される。
【０１２６】
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【化７－１】

【０１２７】
【化７－２】

　Ｒ１およびＲ２の両方に対する、ＢＣＣＨを介して送信される必要がある情報は、重要
であり得る。例えば、パラメータｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒは、この情
報を送達するために、ＳＩＢ４／ＳＩＢ５の中で各隣接セルに対して７ビットを使用し得
る。１６０の隣接アクセスノード（１６の高電力隣接マクロアクセスノードおよび各マク
ロアクセスノード内の１０のマイクロ／ピコ／フェムトアクセスノード）がある場合に、
７ｘ１６０＝１１２０ビットが、ＳＩＢ４およびＳＩＢ５の両方で使用され得る。この数
のビットは、ＳＩＢ４／ＳＩＢ５メッセージにとって問題ではない場合があるが、低オー
バーヘッド解決策を使用することが、依然として有益である。余分なビットは、アクセス
リンク帯域幅の無駄を引き起こす場合があり、ＵＥのリソース（帯域幅および電力を含む
）の無駄を引き起こす場合があり、または余分な遅延を引き起こす場合がある。
【０１２８】
　実施形態は、ＳＩＢ４／ＳＩＢ５メッセージのサイズを縮小するように、少なくとも２
つの代替案を検討する。しかしながら、これらの代替案は、ＵＥ側でより複雑な手順を招
く場合がある。
【０１２９】
　Ｒ１およびＲ２に適用される、第１の代替案では、隣接アクセスノード間でｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒを交換する必要がない。したがって、バックホール交換
が必要とされないことがある。各アクセスノードは、ＳＩＢ２の中で独自のｒｅｆｅｒｅ
ｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒを伝送するのみであり得、それはＲｅｌ．８／９ですでに
規定されている。ＵＥは、上記のＲｓおよびＲｎを計算する場合に、その以前に記憶され
たｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒを使用し得る。各対応セルに対する以前に
記憶されたｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒがない場合に、ＵＥは、上記の方
程式の中でデフォルト電力レベルを仮定し得る。デフォルト電力レベルは、ｈｅｔｎｅｔ
構成においてマクロアクセスノード電力レベルとして選択され得る。一実施形態では、デ



(44) JP 5663661 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

フォルト電力レベルｄｅｆａｕｌｔ＿ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒは、以
下で示されるように、ＳＩＢ２－＞ｒａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏ
ｎＳＩＢ－＞ｐｄｓｃｈ－ＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏｎにおいて提供され得る。デフォルト
値が記憶された後に、ＵＥは、この値を復号しないことを選択し得、または、秒で表され
得る所与の時間間隔ごとのみに、この値を復号することを選択し得る。デフォルト値は、
現在のサービングセルの中にｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ値を記憶してい
る隣接セルのみに使用され得る。
【０１３０】
　以下は、「ｄｅｆａｕｌｔ＿ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ」データを含
む、新しいＳＩＢ２メッセージの実施例である。変更はイタリック体で示される。
【０１３１】
【化８－１】

【０１３２】
【化８－２】

　ＵＥが選択されたセル上にとどまり、そのＢＣＣＨを聴取し、とどまったセルに対する
ｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒを受信した後に、２つのオプションがあり得
る。第１のオプションでは、ＵＥは、セルランキングおよび再選択を即時に行わないこと
がある。ＵＥが現在のサービングセル上にとどまり得るので、受信したｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒは、ある時間が経過した後に、次のセル再選択ランキング手順
のみに適用され得る。別のオプションでは、ＵＥが現在のサービングセル上にとどまり得
るので、ＵＥは、ある時間が経過するとすぐに、セル品質を再びランク付けするために、
受信したｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒを適用し、セルランキング手順を再
び開始し得る。現在のサービングセルが依然として最良セルである場合、ＵＥは、現在の
セルの中にとどまり得る。より良好なセルが見つかった場合、ＵＥは、新しいセルに切り
替わり得る。
【０１３３】
　Ｒ１およびＲ２の両方に適用され得る、ＳＩＢ４／ＳＩＢ５メッセージのサイズを縮小
するための第２の代替案は、信号伝達負荷およびセル再選択の性能と、単純性との間のト
レードオフを見つけることであり得る。このハイブリッドアプローチでは、マクロであろ
うと、またはマイクロ／ピコ／フェムト／中継であろうと、各セルが、ｒｅｆｅｒｅｎｃ
ｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒまたはｑ－Ｏｆｆｓｅｔセル１の部分的リストを確立し得る。
各セルは、ＢＣＣＨを介して、この情報を伝送し得る。例えば、リストは、同じマクロセ
ルの内側のマイクロアクセスノードのみを含み得るか、またはリストは、ある数以下の隣
接アクセスノードのみに限定され得る。限定された組のアクセスノードは、ＢＣＣＨを伝
送するセルに最も近いこれらのアクセスノードであり得る。ＵＥがリストを受信した場合
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、ＵＥは、セル再選択ランキング手順を行う場合に、改訂されたセルランキング公式を適
用し得る。最良のセルが見つかった場合、セルのｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗ
ｅｒまたはｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１は、すでにリストに含まれているならば、ＵＥ側
でさらなるアクションが必要とされないことがある。セルのｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎ
ａｌＰｏｗｅｒまたはｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１がリストに含まれていない場合、上記
で説明される同じアプローチ（各アクセスノードがＳＩＢ２の中で独自のｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒを伝送する）が使用され得る。この場合、ＳＩＢ４／ＳＩＢ
５形式は、Ｒ１およびＲ２の両方について上記で示されるのと全く同じであり得るが、ｒ
ｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒまたはｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１送信のため
の隣接アクセスノードのより小さいリストを有し得る。
【０１３４】
　ＳＩＢ４／ＳＩＢ５メッセージのサイズを縮小するための第３の代替案は、サービング
セルおよび隣接セルに対するｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒまたはｑ－Ｏｆ
ｆｓｅｔＣｅｌｌ１を送信する代わりに、関連アクセスノードが高電力または低電力アク
セスノードであるかどうかという単一ビット指標を信号伝達することであり得る。例えば
、１５ｄＢ等の高電力アクセスノードと低電力アクセスノードとの間の電力差のデフォル
ト値が、ＵＥにおいて仮定され得る。したがって、信号伝達オーバーヘッドが有意に低減
され得、ＵＥは依然として、アクセスノード伝送電力の考慮を伴ってセル選択または再選
択を行うことができ得る。サービングセルのこの単一ビット指標は、ＳＩＢ２メッセージ
に追加され得、隣接セルに対する指標は、隣接セルに対するＳＩＢ４またはＳＩＢ５メッ
セージに追加され得る。このスキームは、多重レベル伝送電力が異なるノードについてネ
ットワーク内に存在する場合、マルチビット解決策に拡張され得る。例えば、２ビットが
、４つの異なるレベルの所定の伝送電力に対処することができる。
【０１３５】
　ＳＩＢ４／ＳＩＢ５メッセージのサイズを縮小するための第４の代替案は、異なるＳＩ
Ｂメッセージの中で異なるセルの電力部類を送信することであり得る。場合によっては、
アクセスノード電力レベルは、例えば、４６ｄＢｍ、３７ｄＢｍ、３０ｄＢｍ、および２
５ｄＢｍ等のいくつかの部類に限定され得る。この場合、２ビットが、アクセスノード電
力部類を示すのに十分であり得る。サービングセルの電力部類は、ＳＩＢ２メッセージの
中で送信され得、隣接セルの電力部類は、ＳＩＢ４およびＳＩＢ５メッセージの中で送信
され得る。ＵＥは、パラメータｒｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒまたはＱｏｆ
ｆｓｅｔ１を単独で計算し得る。指標マッピングが、標準化され得、またはＢＣＣＨ等の
上層信号伝達を介してＵＥに信号伝達され得る。
【０１３６】
　セル選択および再選択手順
　ハイブリッドセル選択または再選択は、以下で説明されるように行われ得る。以下の手
順は、本明細書で説明される実施形態のうちのいくつかが、どのようにしてＲＡＴ間、周
波数間、ならびに周波数内セル選択および再選択の完全過程に含まれ得るかという一実施
例にすぎない。他の手順も検討される。
【０１３７】
　第１に、セル選択は、ＵＥが隣接セル測定を行うことを伴って開始し得る。ＲＡＴ間選
択については、Ｓｒｘｌｅｖ≧ＳｎｏｎｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈＰ、Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞Ｓ

ｎｏｎＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｄ、およびＳｑｕａｌ＿Ｃ＞ＳｎｏｎＩｎｔｒａＳｅ

ａｒｃｈＱ－Ｃである場合に、ＵＥは、より高い優先順位のＲＡＴ間周波数のみを検索し
得る。そうでなければ、ＵＥは、可能な再選択に備えて、より高い、より低い優先順位の
ＲＡＴ間周波数を検索し、測定し得る。周波数間選択については、Ｓｒｘｌｅｖ≧Ｓｎｏ

ｎｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈＰ、Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞ＳｎｏｎＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｄ

、およびＳｑｕａｌ＿Ｃ＞ＳｎｏｎＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｃである場合に、ＵＥは
、より高い優先順位の周波数間隣接セルのみを検索し得る。この場合、ＵＥは、可能な再
選択に備えて、より高い、等しい、またはより低い優先順位の周波数間隣接セルを検索し
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、測定し得る。周波数内選択については、サービングセルがＳｒｘｌｅｖ＞ＳＩｎｔｒａ

ＳｅａｒｃｈＰ、Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞ＳＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｄ、およびＳｑｕａｌ
＿Ｃ＞ＳＩｎｔｒａＳｅａｒｃｈＱ－Ｃを満たす場合に、ＵＥは、周波数内測定を行わな
いことを選択し得る。そうでなければ、ＵＥは、周波数内測定を行い得る。
【０１３８】
　第２に、いったん測定が利用可能になると、ＵＥは、以下で説明されるようなセル選択
または再選択を行い得る。優先順位の高いＲＡＴ間または周波数間セルランキングおよび
選択については、ＵＥは、ＰＬｎｅｉｇｈｂｏｒ≦ＰＬＸ，Ｈｉｇｈおよび上記で説明さ
れるＳ基準の両方を満たす、全ての高優先順位隣接セルを選択し得る。１つよりも多くの
セルが条件を満たす場合、ＵＥは、ＰＬに基づいてセルをランク付けし得、最低経路損失
を伴うセルを選択し得る。この場合、ＰＬＸ，Ｈｉｇｈは、現在のサービング周波数より
も優先順位の高いＲＡＴまたは周波数に向かって再選択する場合に、ＵＥによって使用さ
れる経路損失閾値（ｄＢｔ単位）であり得る。Ｅ－ＵＴＲＡＮおよびＵＴＲＡＮ　ＦＤＤ
の各周波数は、特定の閾値を有する場合がある。少なくとも１つの隣接セルが見つかった
場合、ＵＥは、選択されたセル上にとどまり得る。好適な隣接セルが見つからない場合、
ＵＥは、高優先順位の周波数に対するリリース８／９セル再選択基準に従うセルを選択し
ようとし得る。ＵＥが少なくとも１つの隣接セルを見つけた場合、ＵＥは、選択されたセ
ル上にとどまり得る。複数の隣接セルがＲｅｌ．８／９基準を満たすことが分かった場合
、最良のセルが、受信電力に基づいて選択され得る。隣接セルのうちのいずれもＲｅｌ．
８／９再選択基準を満たさない場合、ＵＥは、サービングセルと同じ優先順位を伴う周波
数間／内隣接セルを選択しようとし得る。
【０１３９】
　等しい優先順位の周波数間または周波数内セルランキングおよび選択に関して、セル選
択または再選択を行う第２のステップでは、ＵＥは最初に、上記で規定されるセル選択基
準Ｓを満たすセルに対する改訂されたＲ基準（Ｒ１およびＲ２）に基づいて、セルランキ
ングを行い得る。最高ランクのセルがサービングセルである場合、ＵＥは、サービングセ
ルとともにどまってもよい。そうでなければ、少なくとも１つの隣接セルが再選択基準を
満たすことが分かった場合、ＵＥは、選択された最良のセル上にとどまり得る。そうでな
ければ、ＵＥは、優先順位の低いセルランキングおよびセル選択を行い得る。
【０１４０】
　低優先順位のＲＡＴ間または周波数間セルランキングおよび選択に関して、セル選択ま
たは再選択を行う第２のステップでは、ＵＥは、Ｓ基準ならびにＰＬｓｅｒｖｉｎｇ≧Ｐ
Ｌｓｅｒｖｉｎｇ，ＬｏｗおよびＰＬｎｅｉｇｈｂｏｒ≦ＰＬＸ，Ｌｏｗを満たす隣接セ
ルを選択し得る。１つよりも多くのセルが条件を満たす場合に、ＵＥは、ＰＬに基づいて
セルをランク付けし得、最低ＰＬを有するセルを選択し得る。ＰＬｓｅｒｖｉｎｇ，Ｌｏ

ｗは、優先順位の低いＲＡＴまたは周波数に向かって再選択する場合に、サービングセル
上のＵＥによって使用されるＰＬ閾値（ｄＢ単位）を特定し得る。ＰＬＸ，Ｌｏｗは、現
在のサービング周波数よりも優先順位の低いＲＡＴまたは周波数に向かって再選択する場
合に、ＵＥによって使用されるＰＬ閾値（ｄＢｔ単位）であり得る。少なくとも１つの隣
接セルが再選択基準を満たすことが分かった場合、ＵＥは、選択されたセル上にとどまり
得る。そうでなければ、ＵＥは、低優先順位の隣接セルが続く、等しい優先順位の隣接セ
ルについてリリース８／９で特定されるようなセル選択または再選択手順を行い得る。
【０１４１】
　ＵＥが、優先順位の高いＲＡＴ間または周波数間セルランキングおよび選択、等しい優
先順位の周波数間または周波数内セルランキングおよび選択、あるいは低優先順位のＲＡ
Ｔ間または周波数間セルランキングおよび選択に関して上記で特定されるようなセル再選
択手順を満たす、任意の好適な隣接セルを見つけた場合に、ＵＥは、サービングセル上に
とどまり続け得る。したがって、この場合、ＵＥは、セルを再選択しないことがある。
【０１４２】
　別の実施形態では、ＵＥは、以下の手順を使用して、優先順位の高いＲＡＴ間または周
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波数間セルランキングおよび選択、あるいは等しい優先順位の周波数間または周波数内セ
ルランキングおよび選択を行い得る。第１に、ＵＥは、上記で定義されるセル選択基準Ｓ
を満たす全てのセルに対する改訂されたＲ基準（Ｒ１およびＲ２）に基づいて、等しい優
先順位のセルをランク付けし得る。最高ランクのセルがサービングセルである場合、ＵＥ
は、サービングセルにとどまり得る。そうでなければ、少なくとも１つの等しい優先順位
の隣接セルが再選択基準を満たすことが分かった場合、ＵＥは、選択された最良のセル上
にとどまり得る。そうでなければ、ＵＥは、Ｒｅｌ．８／９セル選択または再選択基準に
基づいて、等しい優先順位のセルランキングを行い得る。ＵＥが、新しいセル再選択基準
またはＲｅｌ．８／９セル再選択基準を満たす、いずれの等しい優先順位のセルも見つけ
ない場合に、ＵＥは、セル選択のために優先順位の低いセルを考慮し得る。その上にとど
まる優先順位の低いセルを選択するために、ＵＥは、新しい経路損失ベースの再選択測定
基準を使用し得る。その上にとどまる、いずれの好適な隣接セルも見つからなかった場合
、ＵＥは、優先順位の低いセルに対して定義されるＲｅｌ．８／９セル再選択基準に戻り
得る。
【０１４３】
　制御チャネルおよびデータチャネルの両方に対するＲＳＲＱを含む、上記で定義される
Ｓ基準を使用することによって、ＵＥが受信可能範囲の穴に入り得る可能性が、多大に低
減され得る。しかしながら、受信可能範囲の穴が依然として存在する場合がある。残存す
る受信可能範囲の穴の存在の１つの考えられる理由は、上記で説明されるような制御チャ
ネルまたはデータチャネルに対するＲＳＲＱ測定の不正確性であり得る。この問題は、同
種ネットワーク内でも存在する場合があるが、ｈｅｔｎｅｔでは悪化する場合がある。Ｕ
Ｅは、選択されたセル上にとどまり得る。受信可能範囲の穴が検出された場合、ＵＥは、
Ｒｅｌ．９手順に戻ることによってセル選択をやり直し得る。
【０１４４】
　上述のように、受信可能範囲の穴は、制御チャネルまたはデータチャネルのいずれかに
ついて発生する場合がある。ＩＤＬＥ状態では、動作中のデータ接続がなくてもよい。こ
の場合、制御チャネルの受信可能範囲の穴の検出が、より重要であり得る。受信可能範囲
の穴は、ＤＬ、ＵＬ、または両方で起こり得る。例えば、セル選択がＤＬ最良受信電力に
基づく場合、ＵＬ受信可能範囲の穴が起こる可能性が高い。セル選択がＰＬに基づく場合
、ＤＬ受信可能範囲の穴が起こる可能性が高い。セル選択がバイアスＤＬ受信電力に基づ
く場合、ＵＬおよびＤＬ両方の受信可能範囲の穴が発生する場合があるが、同じＵＥに起
こらない場合がある。いずれも、前の２つの場合よりも起こる可能性が低い。
【０１４５】
　ＵＥがＤＬ受信可能範囲を確認するために、ＵＥは、ＭＩＢ　を１回以上復号する必要
があり得る。ＭＩＢは、ＢＣＣＨ上でアクセスノードによって周期的に伝送され得ること
に留意されたい。ＵＥは、ＢＣＣＨ　ＭＩＢを数回検出することを選択し得る。受信可能
範囲の穴は、例えば、ＵＥが、ｍ≦ｎで、ｎ回の復号試行のうちのある回数ｍ、ＢＣＣＨ
　ＭＩＢを復号できなかった場合に、検出され得る。この検出技法は、ＤＬ受信可能範囲
の穴の検出に使用され得る。
【０１４６】
　ＵＬ受信可能範囲の穴を検出するために、別の実施形態では、ＵＥが新しいセル上にと
どまった直後に、ＵＥは、競合ベースのモードを介して、ＲＡＣＨメッセージをサービン
グアクセスノードを送信することができる。競合モードメッセージングは、以下の図２お
よび３に関して説明される。この場合、ＵＥは、アクセスノードからＲＡＣＨ応答を受信
することを予期し得る。ＵＥが、ある回数後に有効な応答を受信しない場合、ＵＥは、Ｕ
Ｌ受信可能範囲の穴を検出し得る。ＩＤＬＥモードＲＡＣＨ手順は、ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ
モードＲＡＣＨ手順とは異なり得る。
【０１４７】
　図２は、本開示の実施形態による、Ｒｅｌ．８／９における競合ベースのランダムアク
セス手順のフロー例である。この手順は、ＵＥ２００とアクセスノード２０２との間で実
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装され得る。図２に示されるＵＥ２００、アクセスノード２０２、および手順は、図６で
説明されるハードウェアおよびソフトウェア等のハードウェアおよびソフトウェアによっ
て実装され得る。ＵＥ２００およびアクセスノード２０２は、図１に関して説明されるＵ
Ｅ１１８およびアクセスノード１０６のうちの任意のものであり得る。
【０１４８】
　過程は、ＵＥ２００がランダムアクセスプリアンブル２０４をアクセスノード２０２に
伝送すると始まる。アクセスノード２０２は、ランダムアクセス応答２０６をＵＥ２００
に返信する。次いで、ＵＥは、定期的伝送２０８（すなわち、メッセージ３）をアクセス
ノード２０２に伝送する。それに応じて、アクセスノード２０２は、競合解決メッセージ
２１０（すなわち、メッセージ４）をＵＥ２００に伝送する。過程は、その後に終了する
。
【０１４９】
　図３は、本開示の実施形態による、Ｒｅｌ．１０ＩＤＬＥモードにおける競合ベースの
ランダムアクセス手順のフロー例である。この手順は、ＵＥ３００とアクセスノード３０
２との間で実装され得る。図３に示されるＵＥ３００、アクセスノード３０２、および手
順は、図６で説明されるハードウェアおよびソフトウェア等のハードウェアおよびソフト
ウェアによって実装され得る。ＵＥ３００およびアクセスノード３０２は、図１に関して
説明されるＵＥ１１８およびアクセスノード１０６のうちの任意のものであり得る。
【０１５０】
　過程は、ＵＥ３００がアクセスノード３０２にＲＡＣＨプリアンブル３０４を伝送する
と始まる。それに応じて、アクセスノード３０２は、ＲＡＲ３０６をＵＥ３００に伝送す
る。ＵＥ３００は、ＲＡＲ３０８の妥当性をチェックし得る。次いで、ＵＥは、別のＲＡ
ＣＨプリアンブル３１０をアクセスノード３０２に伝送し得る。アクセスノードは、第２
のＲＡＲ３１２をＵＥ３００に伝送し得、ＵＥは、第２のＲＡＲ３１４の妥当性をチェッ
クする。ＵＥ３００が第３のＲＡＣＨプリアンブル３１６をアクセスノード３０２に送信
すること、およびアクセスノード３０２が後続のＲＡＲ３１８をＵＥ３００に送信するこ
と、また、ＵＥ３００が第３のＲＡＲ３２０の妥当性をチェックすること等のこの過程は
、繰り返し得る。したがって、図３では、ランダムに選択されたＲＡＣＨプリアンブルが
、何らかの値Ｎに等しい回数、ランダムに選択されたＲＡＣＨリソース上で送信され得る
。
【０１５１】
　図３に示される手順では、ＵＥは、新しく選択されたアクセスノードによってアドバタ
イズされる経路損失要求に基づいて、グループＡまたはグループＢからＲＡＣＨプリアン
ブルのうちの１つをランダムに選択し得る。有効なＲＡ３０６がＲＡＲウィンドウ内で受
信された場合、ＵＥ３００は、別のＲＡＣＨプリアンブルをランダムに選択し、ランダム
に選択されたＲＡＣＨリソース上で、他のＲＡＣＨプリアンブルをアクセスノード３０２
に伝送し得る。このステップは、ＲＡＲ３０６がＵＥ３００によって送信されるＲＡＣＨ
プリアンブル３０４に応じていることを確認するために使用され得る。ＲＡＲ３０６が時
間窓内でＵＥ３００によって受信されなかった場合、ＵＥ３００は、ランダムな後退を伴
うが、初期伝送からＵＥ伝送電力を増加させることなく、ランダムに選択されたＲＡＣＨ
プリアンブル３０４を送信し得ることに留意されたい。
【０１５２】
　このステップは、ＲＡＣＨ競合の確率がある程度軽減され得るように、使用され得る。
例えば、ＵＥが経路損失に基づいてアクセスノード３０２を選択した場合、上記で定義さ
れるＲＡＣＨ手順は、ネットワークまたはＵＥのいずれか一方によって開始されるネット
ワーク接続手順の場合に、ＵＬおよびＤＬの両方が許容性能を有することを確実にするの
に役立ち得る。上記で定義されるＳ基準は、以前から既知であり得た任意のＳ基準よりも
高いＲＳＲＱ要求を有し得ることに留意されたい。しかしながら、経路損失ベースのセル
選択と併せて定義されるＳ基準は、受信電力ベースのセル再選択と併せて定義されるＳ基
準と比較して、より低いＲＳＲＱ要求を有し得る。
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【０１５３】
　さらに別の実施形態では、ＩＤＬＥモードＲＡＣＨがアクティブモードＲＡＣＨとの衝
突を引き起こす可能性が低いように、少数のＲＡＣＨプリアンブルが、ＩＤＬＥモードＵ
Ｅのために留保され得る。別の実施形態では、以下の条件を満たすＵＥのみが、ＩＤＬＥ
　ＲＡＣＨを使用し得る。
【０１５４】
　Ｓｑｕａｌ＿Ｃ≦ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿ＣまたはＳｑｕａｌ＿Ｄ≦ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ
＿Ｄであり、かつ、ＵＥがＢＣＣＨの復号に成功した場合に、ＵＥは、セル選択後にＲＡ
ＣＨを行い得る。この実施形態では、ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿Ｃ＞ｑ－ＱｕａｌＭｉｎＣお
よびｔｈｒｅｓｈｏｌｄ＿Ｄ＞ｑ－ＱｕａｌＭｉｎＤである。
【０１５５】
　別の実施形態では、ＵＥは、どんなＩＤＬＥモードＲＡＣＨも送信しないことがある。
ＵＥは、ＵＬ受信可能範囲の穴があるかどうかを検出するためにＴＡＵメッセージを送信
する必要があるまで待ち得る。ＵＥがＴＡＵ更新のためにＲＲＣ／ＮＡＳ接続を確立でき
なかったが、ＵＥが依然としてページングメッセージを受信することができる場合に、Ｕ
Ｅは、ＵＬ受信可能範囲の穴を検出し、セル選択をやり直し得る。この手順は、ＲＡＣＨ
オーバーヘッドを低減するのに役立ち得る。
【０１５６】
　いったん受信可能範囲の穴が検出され、ＵＥが１秒等の特定の時間以上にわたってサー
ビングセル上にとどまっている場合、ＵＥはセル選択をやり直し得る。実施形態では、Ｕ
Ｅは、方程式（２）に基づくセルランキングを行うこと等によって、Ｒｅｌ．９セルラン
キング手順に戻り得る。それでもなお、可能であれば、基準は、依然としてＲｅｌ．１０
に基づき得る。
【０１５７】
　２つの再選択手順の間のピンポン、および低電力セル（受信可能範囲の穴を伴う）と高
電力マクロセルとの間の後続のピンポンを回避するために、いったんＵＥが受信可能範囲
の穴から回復した場合、ＵＥがセル選択および再選択に再び同調することを可能にする基
準の選択に注意を払うべきである。受信可能範囲の穴からの回復は、例えば、連続ｎの回
数にわたって、ＵＥがＢＣＨ上で伝送されたＭＩＢ、またはページングメッセージの復号
に成功した場合に、認められ得る。回復はまた、サービングセルの測定されたＲＳＲＰ／
ＲＳＲＱがある期間にわたってある閾値を超える場合に認められ得る。
【０１５８】
　例えば、実施形態では、受信可能範囲の穴が回復した後にＴ１秒が経過し、また、ＵＥ
が現在のサービングセル上にとどまった後にＴ２秒が経過したと仮定されたい。この場合
、ＵＥは、Ｒ１０セル選択基準に戻り得る。この場合、Ｔ１およびＴ２の両方は、１秒よ
りも長いことがある。この実施例は、非限定的であり、上記で規定される正確な値は、実
装に応じて異なり得る。
【０１５９】
　上記の実施形態では、たとえ干渉協調が（制御チャネル上またはデータチャネル上のい
ずれかで）効果的に行われないことがあっても、たとえＲＳＲＰおよびＲＳＲＱが（特に
セル縁において）正しく推定されないことがあっても、上で定義されるハイブリッドセル
選択手順は、依然としてＵＥが受信可能範囲の穴に入ることを防止し、さらに、ＵＥが受
信可能範囲の穴から迅速に回復することを可能にし得る。上記で説明される実施形態は、
Ｒｅｌ．８／９ＵＥに適用可能ではない場合がある。上記で説明される実施形態は、ＬＴ
Ｅ－ＡまたはＬＴＥ－Ａ以上のＵＥのみに適用され得る。
【０１６０】
　図４は、本開示の実施形態による、異種ネットワークで使用するためのセル選択手順例
である。図４は、本明細書で説明される実施形態のうちのいくつかが、どのようにしてＲ
ＡＴ間、周波数間、ならびにセル内選択および再選択の完全過程に含まれ得るかという一
実施例を示す。図４に示される過程は、図１で説明されるようなアクセスノードおよびＵ
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Ｅを使用して、図１に示されるような異種ネットワーク内で実装され得る。図４に示され
る過程は、図６に示されるようなハードウェアまたはソフトウェアを使用して実装され得
る。図４に示される過程は、ＵＥによって行われ得る。
【０１６１】
　過程は、ＩＤＬＥ状態から始まる。より高い再選択優先順位を伴う任意の異周波数があ
る場合、ＵＥは、ＲＡＴ間またはＥ－ＵＴＲＡＮ間周波数で測定を行い得る（ブロック４
００）。Ｓｒｘｌｅｖｓ＜ＳｎｏｎｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈＰである場合、またはＳｑｕ
ａｌｓ＜ＳｎｏｎｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈＱである場合に、ＵＥは、ＲＡＴ間またはＥ－
ＵＴＲＡＮ間周波数に対する測定を行い得る（ブロック４０２）。Ｓｒｘｌｅｖｓ＜Ｓｉ

ｎｔｒａｓｅａｒｃｈＰまたはＳｑｕａｌｓ＜ＳｉｎｔｒａｓｅａｒｃｈＱである場合に
、ＵＥは、周波数内隣接セルに対する測定を行い得る（ブロック４０４）。次いで、ＵＥ
は、測定された周波数を、より高い優先順位（ＮＨ）、等しい優先順位（ＮＥ）、および
より低い優先順位（ＮＬ）を伴う周波数に細分し得る（ブロック４０６）。ＲＡＴ間隣接
セルの全てが、サービングセルよりも高いまたは低い再選択優先順位を有し得ることに留
意されたい。
【０１６２】
　ＮＨ≠０である場合に、ＵＥは、ＰＬｎｅｉｇｈｂｏｒ≦ＰＬＸ，ＨｉｇｈおよびＳと
いった、ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＲＡＴに対する基準を満たすことができる、最良隣接
セルを見つけ得る（ブロック４０８）。次いで、ＵＥは、少なくとも１つの隣接セルが基
準に合格しているかどうかを決定し得る（ブロック４１０）。基準に合格した場合（ブロ
ック４１０における「はい」の決定）、ＵＥは、最良セル上にとどまり得、ＵＥは、受信
可能範囲の穴がこの新しいセルについて存在するかどうかを検出し得る（ブロック４１２
）。とどまった後に、ＵＥは、受信可能範囲の穴があるかどうかを決定する（ブロック４
１４）。受信可能範囲の穴が存在しない場合に、ＵＥは、新しいセルにとどまり得（ブロ
ック４１６）、その後に過程が終了する。
【０１６３】
　しかしながら、受信可能範囲の穴が存在すると決定する場合（ブロック４１４における
「はい」）、またはいずれの隣接セルも基準に合格していない場合（ブロック４１０にお
ける「いいえ」の決定）に、ＮＨ≠０であれば、ＵＥは、高優先順位のセルにリリース９
セル選択手順を使用し得る（ブロック４１８）。ＵＥは再度、少なくとも１つの隣接セル
が基準に合格しているかどうかを決定する（ブロック４２０）。少なくとも１つの隣接セ
ルが基準に合格する場合に、ＵＥは、再選択手順を行い得（ブロック４２２）、その後に
過程が終了する。いずれの隣接セルも基準に合格していない場合（ブロック４２０におけ
る「いいえ」の決定）に、ＮＥ≠０であれば、ＵＥは、Ｓ基準を満たすセルをランク付け
し得、サービングセルのランクは、Ｒｓ＝（ＰＬｓ－ＰＬｈｙｓｔ）に従って決定され得
、隣接セルのランクは、Ｒｎ＝（ＰＬｎ＋ＰＬｏｆｆｓｅｔ）に従って決定され得る（ブ
ロック４２４）。
【０１６４】
　次いで、ＵＥは、サービングセルが最高ランクのセルかどうかを決定する（ブロック４
２６）。サービングセルが最高ランクである場合（ブロック４２６における「はい」の決
定）に、ＵＥは、サービングセルにとどまり得（ブロック４２８）、その後に過程が終了
する。しかしながら、サービングセルが最高ランクでない場合（ブロック４２６における
「いいえ」の決定）に、ＵＥは、再度、少なくとも１つの隣接セルが基準に合格している
かどうかを決定し得る（ブロック４３０）。少なくとも１つの隣接セルが基準に合格して
いる場合（ブロック４３０における「はい」の決定）に、ＵＥは、最良セル上にとどまり
得、受信可能範囲の穴がこの新しいセルについて存在するかどうかを検出し得る（ブロッ
ク４３２）。その後、ＵＥは、受信可能範囲の穴が存在するかどうかを決定し得る（ブロ
ック４３４）。いずれの受信可能範囲の穴も存在しないとＵＥが決定する場合（ブロック
４３４における「いいえ」の決定）、ＵＥは、新しいセルにとどまり得（ブロック４３６
）、その後に過程が終了する。しかしながら、受信可能範囲の穴が見つかった場合（ブロ
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ック４３４における「はい」の決定）に、ＵＥは、以下でさらに規定されるように、ブロ
ック４４２における過程へ進む。
【０１６５】
　ブロック４３０を参照して、少なくとも１つの隣接セルが基準に合格していないとＵＥ
が決定する場合（ブロック４３０における「いいえ」の決定）に、ＮＬ≠０であれば、Ｕ
Ｅは、ＰＬｓｅｒｖｉｎｇ≧ＰＬｓｅｒｖｉｎｇ，ｌｏｗ、ＰＬｎｅｉｇｈｂｏｒ≦ＰＬ

Ｘ，ｌｏｗ、およびＳといった、ＴｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎＲＡＴに対する基準を満たす
ことができる、最良隣接セルを見つける（ブロック４３８）。次いで、ＵＥは、少なくと
も１つの隣接セルが基準に合格しているかどうかを再び決定する（ブロック４４０）。少
なくとも１つの隣接セルが基準に合格しているとＵＥが決定する場合（ブロック４４０に
おける「はい」の決定）に、過程は、ブロック４３２に戻り、それに従って進む。いずれ
の隣接セルも基準に合格していないとＵＥが決定する場合（ブロック４４０における「い
いえ」の決定）に、ＮＥ≠０であれば、ＵＥは、サービングセルについてはＲｓ＝Ｑｍｅ

ａｓ，ｓ＋ＱＨｙｓｔ、および隣接セルについてはＲｎ＝Ｑｍｅａｓ，ｎ－Ｑｏｆｆｓｅ

ｔといった、パラメータに従ってセルをランク付けし得る（ブロック４４２）。ブロック
４４２におけるこのランキングはまた、受信可能範囲の穴が存在するという決定（ブロッ
ク４３４における「はい」の決定）後に行われ得る。
【０１６６】
　次いで、ＵＥは、少なくとも１つの隣接セルが基準に合格しているかどうか、別の決定
を行い得る（ブロック４４４）。少なくとも１つの隣接セルが基準に合格している場合（
ブロック４４４における「はい」の決定）に、ＵＥは、再選択を行い得（ブロック４４６
）、その後に過程が終了する。少なくとも１つの隣接セルが基準に合格していない場合（
ブロック４４４における「いいえ」の決定）に、ＮＬ≠０であれば、ＵＥは、低優先順位
のセルにリリース９セル選択手順を使用し得る（ブロック４４８）。
【０１６７】
　再度、ＵＥは、少なくとも１つの隣接セルが基準に合格しているかどうかを決定し得る
（ブロック４５０）。少なくとも１つの隣接セルが基準に合格している場合（ブロック４
５０における「はい」の決定）に、ＵＥは、再選択を行い得（ブロック４４６）、その後
に過程が終了する。そうでなければ、少なくとも１つの隣接セルが基準に合格していない
場合（ブロック４５０における「いいえ」の決定）に、ＵＥは、サービングセルにとどま
り得（ブロック４２８）、その後に過程が終了する。
【０１６８】
　図４に関して説明される例示的な手順では、ブロック４００、４０２、４０４、４０６
、および４０８は、ＵＥによって行われる測定および分析を反映する。ブロック４１８、
４４２、４４４、４４８、および４５０は、Ｒｅｌ．９再選択手順を使用し得る、再選択
技法を反映する。ブロック４０８、４１０、４１２、４１４、４１６、４２０、４２２、
４２４、４２６、４２８、４３０、４３２、４３４、４３６、４３８、および４４０は、
Ｒｅｌ．９再選択手順に追加され得るか、あるいはＲｅｌ．９再選択手順に加えて、また
はその代わりに使用され得る、手順である。
【０１６９】
　バイアス範囲拡張に基づく一次セル選択
　上記で説明される実施形態は、経路損失ベースの範囲拡張を使用した一次セル選択に関
する。ここで、バイアス範囲拡張に基づく一次セル選択に関して、別の組の実施形態が提
示されている。
【０１７０】
　この組の実施形態では、ＵＥは、セル選択を行う場合に、測定されたＲＳＲＰ値に直接
オフセットを適用することを考慮し得る。オフセットは、システム情報を介して送信する
ことができる。方程式（６）において上記で定義される同じＳ基準が、バイアス範囲拡張
に関する実施形態に適用され得る。しかしながら、異なるＲ（ランキング）基準が使用さ
れ得る。
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【０１７１】
　Ｒ基準の定義
　一実施形態では、バイアス範囲拡張のためのＲ１と呼ばれ得る、Ｒ基準は、以下のよう
に定義され得る。最大Ｒ基準を伴うセルが選択され得る。
【０１７２】
【数１６】

【０１７３】
【数１７】

　方程式（９）では、異なるセルが、異なるＱｏｆｆｓｅｔ１値を有し得る。Ｑｏｆｆｓ
ｅｔ１の値に影響を及ぼす要因のうちの１つは、アクセスノード伝送電力である。Ｑｏｆ
ｆｓｅｔは、Ｒｅｌ．８／９で定義され、ＳＩＢ４メッセージの中で送信され得る。新し
いフィールドＱｏｆｆｓｅｔ１が、サービングセルに対するＳＩＢ２－＞ｒａｄｉｏＲｅ
ｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏｎＳＩＢ－＞ｐｄｓｃｈ－ＣｏｎｆｉｇＣｏｍｍｏ
ｎメッセージの中、ならびに隣接セルに対するＳＩＢ４およびＳＩＢ５の中で追加され得
る。特定Ｑｏｆｆｓｅｔ１を伴う、そのようなＳＩＢ２メッセージの実施例は、イタリッ
ク体の変更とともに、以下で規定される。
【０１７４】
【化９】

　Ｑｏｆｆｓｅｔ１はまた、他のＳＩＢメッセージの中で特定され得る。以下は、イタリ
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るＱｏｆｆｓｅｔ１の実施例である。
【０１７５】
【化１０】

　以下は、イタリック体の変更を伴う、周波数間隣接セルに対するＳＩＢ５メッセージの
中で特定されているＱｏｆｆｓｅｔ１の実施例である。
【０１７６】
【化１１－１】

【０１７７】
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【化１１－２】

　別の実施形態では、経路損失ベースの範囲拡張に対して定義されるものと同様のＲ基準
も、ここで使用され得る。これらのＲ基準は、バイアス範囲拡張に関する実施形態のため
のＲ２と呼ばれ得る。実施形態では、最大Ｒ基準を伴うセルが選択されであろう。
【０１７８】
　アクセスノードは、以下の方程式１０の目標を達成するように、方程式８の中の適切な
Ｑｏｆｆｓｅｔ１値を構成し得る。アクセスノード間で交換される情報が異なる場合があ
るので、これら２つの異なる実施形態が提示される。方程式（１０）の中のＱｏｆｆｓｅ
ｔ１が、方程式（８）中のｂｉａｓ＿ｓ－ｂｉａｓ＿ｎを表し得る一方で、Ｑｏｆｆｓｅ
ｔ１は、方程式（８）中のＲｅｆｅｒｅｎｃｅＳｉｇａｎｌＰｏｗｅｒ＿ｎ－Ｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅＳｉｇｎａｌＰｏｗｅｒ＿ｓを表し得る。したがって、２つの方程式の中のＱｏ
ｆｆｓｅｔ１の範囲および意味は、異なり得る。
【０１７９】

【数１８】

であり、
【０１８０】
【数１９】

　Ｑｏｆｆｓｅｔ１のための同じフィールドが、周波数内隣接セルに対する新しいＳＩＢ
４メッセージ、およびＲ２のための周波数間隣接セルに対する新しいＳＩＢ５メッセージ
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に関して上記で示されるように、ＳＩＢ４およびＳＩＢ５メッセージの中へ追加され得る
。同様に、ＳＩＢ４およびＳＩＢ５メッセージサイズを縮小するため、ならびにアクセス
ノード間でＲＳＲＰオフセット情報を交換するバックホールトラフィックを低減するため
に、複数の代替案が存在する。これらの代替案は、上記の経路損失ベースの範囲拡張に基
づく一次セル選択に関して説明されるものと同様であるが、これらの代替案はまた、以下
でも対処される。
【０１８１】
　Ｒ１のみに適用され得る、第１の代替案では、各アクセスノードは、ＳＩＢ２メッセー
ジの中で独自のｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１のみを伝送し得る。この場合、ＵＥは、上記
のＲｓおよびＲｎを計算する場合に、その以前に記憶されたｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１
を各対応セルに使用し得る。セルに対する以前に記憶されたｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１
が存在しない場合に、ＵＥは、保守的なセル選択のために０を仮定し得る。
【０１８２】
　Ｒ１およびＲ２の両方に適用され得る、ＳＩＢメッセージサイズを縮小するための第２
の代替案では、各セル（マクロまたはマイクロ）は、ｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１値の部
分リストを確立し得る。次いで、部分リストは、ＳＩＢ４およびＳＩＢ５メッセージを介
して伝送され得る。ＵＥが部分リストを受信した場合、ＵＥは、セル再選択ランキング手
順を行う場合に改訂されたセルランキング公式を適用し得る。
【０１８３】
　セルのｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１が部分リストに含まれていない場合、デフォルト値
が使用され得る。Ｒ１におけるｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１のデフォルト値は、ゼロであ
り得る。ｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１のデフォルト値は、Ｒ２に対して以下の通りであり
得る。
【０１８４】
　この代替案では、ＵＥは、マクロアクセスノードと、マイクロ／ピコ／フェムト／中継
アクセスノードとを区別する必要があり得る。この区別を行う１つの可能な方法は、アク
セスノードＰＣＩを介する。アクセスノードＰＣＩは、各範囲が一種類のアクセスノード
に対応するように、異なる範囲に分割され得る。したがって、ＵＥは、ＰＣＩ範囲から種
々のパラメータ（ｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１、ならびにアクセスノード参照電力）の異
なる設定を導出することができ得る。この場合、このパラメータを隣接アクセスノードＰ
ＣＩから導出することができるので、隣接アクセスノード参照電力を送信する必要がない
。
【０１８５】
　別の代替案では、各セル（マクロまたはマイクロ）は、ＳＩＢ４またはＳＩＢ５メッセ
ージ上で、隣接アクセスノード伝送電力分類（マクロ、マイクロ、ピコ）をアドバタイズ
し得る。デフォルト電力差値は、ＰＬを計算する際にＵＥによって仮定され得る。例えば
、サービングアクセスノードがマクロアクセスノードである場合、ＵＥは、１５ｄＢ等で
あるがそれに限定されない、デフォルト伝送電力差が、サービングアクセスノードと隣接
アクセスノードとの間に存在し得ることを仮定し得る。サービングアクセスノードがマイ
クロアクセスノードである場合に、デフォルト電力差は、ゼロ等であるがそれに限定され
ない、異なる値を有し得る。この技法は、隣接セルがマクロアクセスノードである場合に
、望ましくないほど保守的である場合がある。しかしながら、この技法は、ＵＥがマクロ
アクセスノードとして隣接マイクロアクセスノードを誤って扱うというリスクを防止し得
る。
【０１８６】
　いったんＵＥが選択されたセル上にとどまると、サービングセルに対する適正な電力情
報を有する。したがって、後にＵＥが復帰する場合に、選択がより正確であり得る。
【０１８７】
　ＳＩＢメッセージサイズを縮小するための第３の代替案では、サービングセルおよび隣
接セルに対するｑ－ＯｆｆｓｅｔＣｅｌｌ１を送信する代わりに、アクセスノードが高電
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力アクセスノードであるか低電力アクセスノードであるかという単一ビット指標が信号伝
達され得る。１５ｄＢ等であるが、それに限定されない、高電力ノードと低電力アクセス
ノードとの間の電力差のデフォルト値が、ＵＥにおいて仮定され得る。したがって、信号
伝達オーバーヘッドがさらに低減され得る一方で、ＵＥは、アクセスノード伝送電力を考
慮しながら、セル選択または再選択を依然として行うことができ得る。サービングセルの
この単一ビット指標は、ＳＩＢ２メッセージに追加され得、隣接セルに対する単一ビット
指標は、隣接セルに対するＳＩＢ４またはＳＩＢ５メッセージに追加され得る。ＵＥは、
単独でＱｏｆｆｓｅｔ１を計算し得る。このスキームは、多重レベル伝送電力が異なるノ
ードについてネットワーク内に存在する場合、マルチビット解決策に拡張され得る。例え
ば、２ビットが、４つの異なるレベルの所定の伝送電力に対処することができる。
【０１８８】
　ＳＩＢメッセージサイズを縮小するための第４の代替案では、場合によっては、アクセ
スノード電力レベルは、４６ｄＢｍ、３７ｄＢｍ、および３０ｄＢｍ等のいくつかの部類
に限定され得る。この場合、２ビットが、アクセスノード電力部類を示すのに十分であり
得る。したがって、サービングセルの電力部類は、ＳＩＢ２メッセージの中で送信され得
、隣接セルの電力部類は、ＳＩＢ４およびＳＩＢ５メッセージの中で送信され得る。ＵＥ
は、単独でＱｏｆｆｓｅｔ１を計算し得る。指標マッピングが、標準化され得、またはＢ
ＣＣＨ等の上層信号伝達を介してＵＥに信号伝達され得る。
【０１８９】
　セル選択および再選択
　上記の経路損失ベースの範囲拡張に関して説明される同じセル選択および再選択手順は
、バイアス範囲拡張に適用され得る。しかしながら、実施形態では、２つの技法の間の１
つの違いは、上記で規定されるように、等しい優先順位のセルに対するセルランキングに
あり得る。
【０１９０】
　結論
　ＵＥが移動手順を行う場合に、ＵＥは、望ましくは、最良セルを選択し得る。最良セル
は通常、最良信号強度を伴うセルであり得る。しかしながら、異種ネットワークでは、信
号強度のみに基づくセル選択は、非効率的なチャネル利用および高いＵＥ電力消費につな
がる場合がある。本明細書で規定されるような範囲拡張および負荷バランシングベースの
セル選択は、低電力アクセスノードの受信可能範囲領域を効果的に増加させ、リソース利
用を増加させ得る。それでもなお、ＵＥは依然として、不適切なセル選択により、不良な
ＳＩＮＲ領域に入る場合がある。本明細書で説明される実施形態は、受信可能範囲の穴に
入ることを防止すること、またはそれから回復することができるハイブリッドセル選択ス
キームを提供する。本明細書で説明されるスキームは、ＵＥが望ましくない幾何学領域中
でサービス提供される可能性を効果的に低減し得る。
【０１９１】
　図５は、本開示の実施形態による、異種ネットワークで使用するためのセル選択手順例
である。この手順は、図６で説明されるハードウェアおよびソフトウェア等のハードウェ
アおよびソフトウェアを使用して、ＵＥで実装され得る。ＵＥは、図１に関して説明され
るＵＥ１１８のうちのいずれかであり得る。ＵＥは、制御チャネル信号品質およびデータ
チャネル信号品質の両方を考慮する受信信号品質基準に従って、セル選択または再選択を
行う（ブロック５００）。その後に過程が終了する。図１－４に関して上記で説明される
ＳおよびＲの値は、上記で説明される公式および手段に従って決定され得る。範囲拡張技
法は、同様に上記で説明されるように、経路損失ベースの範囲拡張またはバイアス範囲拡
張のいずれかであり得る。
【０１９２】
　上記で説明されるＵＥおよび他の構成要素は、単独で、または組み合わせて、命令を実
行することが可能である、または別様に上記で説明されるアクションの発生を推進するこ
とができる処理および他の構成要素を含む場合がある。図６は、本明細書で開示される１
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つ以上の実施形態を実装するために好適なプロセッサ６１０等の処理構成要素を含むシス
テム６００の実施例を図示する。したがって、システム６００は、Ａｄ　Ｓｅｒｖｅｒ、
Ａｄ　Ｅｎｇｉｎｅ、Ａｄ　Ａｐｐ、ＤＭ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＤＭ　Ｃｌｉｅｎｔ、ＸＤＭ
Ｃ、およびＸＤＭＳ等の以前に説明されたエンティティのうちの１つ以上を実行するため
に採用され得る。プロセッサ６１０（中央プロセッサユニットまたはＣＰＵと呼ばれ得る
）に加えて、システム６００は、ネットワーク接続デバイス６２０、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）６３０、読取専用メモリ（ＲＯＭ）６４０、二次記憶装置６５０、および
入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス６６０を含む場合がある。これらの構成要素は、バス６７０を
介して相互に通信する場合がある。場合によっては、これらの構成要素のうちのいくつか
は、存在しないことがあり、または、種々の組み合わせで、相互に、または示されていな
い他の構成要素と組み合わせられ得る。これらの構成要素は、単一の物理的エンティティ
の中、または１つより多くの物理的エンティティの中に位置する場合がある。プロセッサ
６１０によって行われるものとして本明細書で説明される任意のアクションは、プロセッ
サ６１０によって単独で、または、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）６８０等の、図面
に示されている、または示されていない１つ以上の構成要素と併せて、プロセッサ６１０
によって行われる場合がある。ＤＳＰ６８０が別個の構成要素として示されているが、Ｄ
ＳＰ６８０は、プロセッサ６１０に組み込まれる場合がある。
【０１９３】
　プロセッサ６１０は、ネットワーク接続デバイス６２０、ＲＡＭ６３０、ＲＯＭ６４０
、または二次記憶装置６５０（ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、また
は光ディスク等の種々のディスクベースのシステムを含む場合がある）からアクセスする
場合がある、命令、コード、コンピュータプログラム、またはスクリプトを実行する。１
つだけのＣＰＵ６１０が示されているが、複数のプロセッサが存在し得る。したがって、
命令は、プロセッサによって実行されるものとして論議され得るが、命令は、同時に、連
続的に、または別様に、１つまたは複数のプロセッサによって実行され得る。プロセッサ
６１０は、１つ以上のＣＰＵチップとして実装され得る。
【０１９４】
　ネットワーク接続デバイス６２０は、モデム、モデムバンク、イーサネット（登録商標
）デバイス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インターフェースデバイス、シリアル
インターフェース、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ース（
ＦＤＤＩ）デバイス、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、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーシ
ョンズ（ＧＳＭ（登録商標））無線送受信機デバイス等の無線送受信機デバイス、マイク
ロ波アクセス用の世界的相互運用性（ＷｉＭＡＸ）デバイス、および／またはネットワー
クに接続するための他の周知のデバイスの形態を成し得る。これらのネットワーク接続デ
バイス６２０は、プロセッサ６１０が情報を受信する場合があるか、またはプロセッサ６
１０が情報を出力する場合があるインターネットまたは１つ以上の電気通信ネットワーク
、あるいは他のネットワークと、プロセッサ６１０が通信することを可能にし得る。ネッ
トワーク接続デバイス６２０はまた、無線でデータを伝送および／または受信することが
可能な１つ以上の送受信機構成要素６２５を含む場合もある。
【０１９５】
　ＲＡＭ６３０は、揮発性データを記憶するため、および、おそらくプロセッサ６１０に
よって実行される命令を記憶するために使用される場合がある。ＲＯＭ６４０は、典型的
には二次記憶装置６５０のメモリ容量よりも小さいメモリ容量を有する、不揮発性メモリ
デバイスである。ＲＯＭ６４０は、命令、および、おそらく命令の実行中に読み出される
データを記憶するために使用される場合がある。ＲＡＭ６３０およびＲＯＭ６４０の両方
へのアクセスは、典型的には、二次記憶装置６５０に対するよりも速い。二次記憶装置６
５０は、典型的には、１つ以上のディスクドライブまたはテープドライブから成り、ＲＡ
Ｍ６３０が全作業データを保持するほど十分に大きくない場合に、データの不揮発性記憶
のために、またはオーバーフローデータ記憶デバイスとして使用される。二次記憶装置６
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５０は、ＲＡＭ６３０にロードされるプログラムが実行のために選択されると、そのよう
なプログラムを記憶するために使用され得る。
【０１９６】
　Ｉ／Ｏデバイス６６０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、ダイヤル、マウス、トラックボール、音声認識
装置、カード読取装置、紙テープ読取装置、プリンタ、ビデオモニタ、または他の周知の
入出力デバイスを含み得る。また、送受信機６２５は、ネットワーク接続デバイス６２０
の構成要素である代わりに、またはそれに加えて、Ｉ／Ｏデバイス６６０の構成要素と見
なされる場合がある。
【０１９７】
　したがって、実施形態は、方法、および、制御チャネル信号品質およびデータチャネル
信号品質の両方を考慮する受信信号品質基準に従って、セル選択または再選択を行うよう
に構成されるプロセッサを備えているＵＥを提供する。実施形態では、プロセッサはさら
に、セルランキング基準に従ってセル選択または再選択を行うように構成される。実施形
態では、プロセッサはさらに、低電力アクセスノード、ピコアクセスノード、またはフェ
ムトアクセスノードにセル選択または再選択を行うように構成される。
【０１９８】
　実施形態では、受信信号品質基準はさらに、経路損失ベースの測定基準を備えている。
実施形態では、経路損失は、上位層のフィルタにかけられた参照信号受信電力を引いた参
照信号伝送電力レベルによって定義される。実施形態では、セル選択または再選択基準は
、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｄ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として
定義される基準を満たし、ここで、
【０１９９】
【数２０】

および、
【０２００】
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【数２１】

である。
【０２０１】
　実施形態では、セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対
するＲｎとを備え、セルランキング基準は、以下のうちの１つとして定義され、
【０２０２】

【数２２】

または
【０２０３】

【数２３】
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ここで、
【０２０４】
【数２４】

である。
【０２０５】
　実施形態では、Ｑｏｆｆｓｅｔ１およびＱｏｆｆｓｅｔは、ＵＥがある一定のチャネル
品質条件を体験する場合、方程式８で使用されるが、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は、ＵＥが別のチ
ャネル品質条件を体験する場合に省略される。実施形態では、ある一定のチャネル品質条
件は、ＵＥで受信されるチャネル品質が閾値を上回る場合を含む。実施形態では、別のチ
ャネル品質条件は、ＵＥで受信されるチャネル品質が閾値を下回る場合を含む。実施形態
では、ある一定のチャネル品質条件は、ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御チャ
ネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功する場合を含む
。実施形態では、別のチャネル品質条件は、ＵＥが、所与のパケット損失率を有する制御
チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失敗する場合を
含む。
【０２０６】
　実施形態では、セル選択または再選択基準は、バイアス経路損失測定基準を備えている
。実施形態では、セル選択または再選択基準は、Ｓｒｘｌｅｖ＞０　および　Ｓｑｕａｌ
＿Ｄ＞０　および　Ｓｑｕａｌ＿Ｃ＞０として定義される基準を満たし、ここで、
【０２０７】
【数２５】
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【０２０８】
【数２６】

である。
【０２０９】
　実施形態では、セルランキング基準は、サービングセルに対するＲｓと、隣接セルに対
するＲｎとを備え、セルランキング基準は、下式のうちの１つとして定義され、
【０２１０】

【数２７】

ここで、
【０２１１】
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【数２８】

、または、
【０２１２】
【数２９】

ここで、
【０２１３】
【数３０】

である。
【０２１４】
　実施形態では、Ｑｏｆｆｓｅｔ１ｎは、Ｑｏｆｆｓｅｔと一緒に、受信可能範囲の穴が
検出されない場合に、経路損失ベースのセル選択または再選択を使用するために、ＵＥに
よって使用され、Ｑｏｆｆｓｅｔは、受信可能範囲の穴が検出された場合に、フォールバ
ック機構として最良電力ベースのセル選択または再選択を使用するために、ＵＥによって
使用される。実施形態では、受信可能範囲の穴は、ダウンリンク伝送またはアップリンク
伝送に対するパケットエラー率が所定のパケットエラー率を上回る場合に検出され、受信
可能範囲の穴はまた、ダウンリンク伝送またはアップリンク伝送に対する受信信号品質が
所定の受信信号品質を上回る場合にも検出される。実施形態では、受信可能範囲の穴の検
出は、１つ以上のダウンリンクまたはアップリンク制御チャネルに対する成功率または失
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敗率を測定することによってチェックされる。実施形態では、１つ以上のダウンリンクま
たはアップリンク制御チャネルは、受信可能範囲の穴の検出を支援するように構成される
。
【０２１５】
　実施形態では、Ｑｏｆｆｓｅｔ１＿ｎおよびＱｏｆｆｓｅｔは、ＵＥがある一定のチャ
ネル品質条件を体験する場合、Ｒｎ基準（１０）で使用されるが、Ｑｏｆｆｓｅｔ１は、
ＵＥが別のチャネル品質条件を体験する場合に省略される。実施形態では、ある一定のチ
ャネル品質条件は、ＵＥで受信されるチャネル品質が閾値を上回る場合を含む。実施形態
では、別のチャネル品質条件は、ＵＥで受信されるチャネル品質が閾値を下回る場合を含
む。実施形態では、ある一定のチャネル品質条件は、ＵＥが、所与のパケット損失率を有
する制御チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに成功す
る場合を含む。実施形態では、別のチャネル品質条件は、ＵＥが、所与のパケット損失率
を有する制御チャネルおよびデータチャネルのうちの少なくとも１つを復号することに失
敗する場合を含む。
【０２１６】
　いくつかの実施形態を本開示で提供したが、開示されたシステムおよび方法は、本開示
の精神または範囲から逸脱することなく、多くの他の具体的形態で具現化され得ることを
理解されたい。本実施例は、制限的ではなく例証的と見なされるものであり、本明細書で
与えられる詳細に制限されることを意図するものではない。例えば、種々の要素または構
成要素が、別のシステムの中で組み合わされ、または統合され得、あるいは、ある特徴が
省略され、または実装されなくてもよい。
【０２１７】
　また、離散的または別個のものとして種々の実施形態で説明および例証される、技法、
システム、サブシステム、および方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のシス
テム、モジュール、技法、または方法と組み合わされ、あるいは統合され得る。相互に連
結される、または直接連結される、あるいは通信するものとして示される、または論議さ
れる他の項目は、電気的であろうと、機械的であろうと、または別の方法であろうと、何
らかのインターフェース、デバイス、または中間コンポーネントを通して、間接的に連結
され、または通信し得る。変更、置換、および改変の他の実施例が、当業者によって究明
可能であり、本明細書で開示される精神および範囲から逸脱することなく行うことができ
る。
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