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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月13日(2017.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信の方法であって、
　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから低電力ノード（ＬＰＮ）のための超低デュ
ーティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信することと、
　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＬＰＮからのＬＤＣＳ
を監視することと、
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）構
成に基づいて前記ＬＰＮにＲＡＣＨメッセージを送信することと、ここにおいて、前記Ｒ
ＡＣＨ構成が、前記ＬＰＮからの受信されたＬＤＣＳと、前記第２のエンティティから受
信された前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つに含まれる、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第２のエンティティが、ドーマント状態にない低電力ノード（ＬＰＮ）とマクロセ
ルとのうちの１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、特殊同期信号フォーマットと、拡張セル固有基準信号
（ＣＲＳ）フォーマットと、コード化信号送信フォーマットと、チャネル状態情報基準信
号（ＣＳＩ－ＲＳ）フォーマットと、システム情報ブロック（ＳＩＢ）フォーマットとの
うちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低減された量の情報を有するシステム情報ブロック（
ＳＩＢ）フォーマットを備え、ここにおいて、前記ＬＤＣＳがＳＩＢ情報とグローバルセ
ルＩＤとのうちの少なくとも１つを備える、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低デューティサイクルを有する拡張セル固有基準信号
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（ＣＲＳ）を備え、５つのリソースブロック（ＲＢ）と、２５個のＲＢと、システム帯域
幅全体とのいずれかに及ぶ、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、少なくともグローバルセルＩＤの符号化された情報を
備える低再利用プリアンブルを有するコード化信号送信を備える、請求項２に記載の方法
。
【請求項７】
　前記ＬＤＣＳ構成が、前記第２のエンティティからの１次同期信号（ＰＳＳ）送信と、
２次同期信号（ＳＳＳ）送信と、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）送信と、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）送信と、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信とのうちの少
なくとも１つにおいて備えられる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＵＥが、セル再選択を実行するためにアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能
なデータ接続を実行するためにアクティブモードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤ
ＣＳを監視する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のためのＬＤＣＳ構成を受信することと、ここにおいて
、前記ＵＥが、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬＰＮからの複数のＬ
ＤＣＳを監視する、
　前記ＵＥがＬＰＮに接続する必要を判断したとき、前記監視されるＬＤＣＳの中の最大
受信電力と、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失とのうちの少なくとも１つに基
づいて、前記複数のＬＰＮの間でＬＰＮを選択することと
　をさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信の方法であって、
　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のための複
数の超低デューティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信することと、
　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬＰＮからの複
数のＬＤＣＳを監視することと、ここにおいて、前記ＵＥは、セル再選択を実行するため
にアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能なデータ接続を実行するためにアクティブ
モードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤＣＳを監視する、
　前記ＵＥがＬＰＮに接続する必要を判断したとき、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小
経路損失に基づいて、前記複数のＬＰＮ間でＬＰＮを選択することと
　を備える、方法。
【請求項１１】
　前記第２のエンティティから前記複数のＬＰＮの送信電力を受信することと、ここにお
いて、前記ＬＰＮの各々のための前記送信電力が、前記対応するＬＰＮのための前記受信
されたＬＤＣＳ構成において備えられる、
　前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、
前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断することと
　をさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　各ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮの送信電力を備え、前記方法が、
　前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、
前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断することをさらに備える、請求項９に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記ＬＰＮにリンクされたＲＡＣＨ構成を
使用して前記ＬＰＮに前記ＲＡＣＨメッセージが送信され、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ
構成が、前記ＬＰＮから受信された前記ＬＤＣＳと、前記第２のエンティティから受信さ
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れた前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つにおいて備えられる、請求項１に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記第２のエンティティからの前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて、複数の低電力
ノード（ＬＰＮ）からＬＤＣＳを受信することをさらに備え、ここにおいて、前記ＬＰＮ
の各々のための前記ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮのためのバックホール品質情報とロ
ーディング能力情報とのうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＵＥにおけるバッファステータスを判断することと、
　前記ＵＥの前記判断されたバッファステータスとの組合せで、前記対応するＬＰＮのた
めの前記受信されたバックホール品質情報と前記ローディング能力情報とのうちの少なく
とも１つに基づいて、前記複数のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断する
こととをさらに備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記対応するＬＰＮのための前記受信されたバックホール品質情報と、前記受信された
ローディング能力情報と、受信信号強度と、経路損失とのいずれかに基づいて、前記複数
のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断することをさらに備える、請求項１
４に記載の方法。
【請求項１７】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから低電力ノード（ＬＰＮ）のための超低デュ
ーティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信するための手段と、
　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＬＰＮからのＬＤＣＳ
を監視するための手段と、
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）構
成に基づいて前記ＬＰＮにＲＡＣＨメッセージを送信するための手段と、ここにおいて、
前記ＲＡＣＨ構成が、前記ＬＰＮからの受信されたＬＤＣＳと、前記第２のエンティティ
から受信された前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つに含まれる、
　を備える、装置。
【請求項１８】
　前記第２のエンティティが、ドーマント状態にない低電力ノード（ＬＰＮ）とマクロセ
ルとのうちの１つを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、特殊同期信号フォーマットと、拡張セル固有基準信号
（ＣＲＳ）フォーマットと、コード化信号送信フォーマットと、チャネル状態情報基準信
号（ＣＳＩ－ＲＳ）フォーマットと、システム情報ブロック（ＳＩＢ）フォーマットとの
うちの少なくとも１つを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低減された量の情報を有するシステム情報ブロック（
ＳＩＢ）フォーマットを備え、ここにおいて、前記ＬＤＣＳがＳＩＢ情報とグローバルセ
ルＩＤとのうちの少なくとも１つを備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低デューティサイクルを有する拡張セル固有基準信号
（ＣＲＳ）を備え、５つのリソースブロック（ＲＢ）と、２５個のＲＢと、システム帯域
幅全体とのいずれかに及ぶ、請求項１８に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、少なくともグローバルセルＩＤの符号化された情報を
備える低再利用プリアンブルを有するコード化信号送信を備える、請求項１８に記載の装
置。
【請求項２３】
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　前記ＬＤＣＳ構成が、前記第２のエンティティからの１次同期信号（ＰＳＳ）送信と、
２次同期信号（ＳＳＳ）送信と、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）送信と、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）送信と、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信とのうちの少
なくとも１つにおいて備えられる、請求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
　前記装置が、セル再選択を実行するためにアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能
なデータ接続を実行するためにアクティブモードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤ
ＣＳを監視する、請求項１７に記載の装置。
【請求項２５】
　受信するための前記手段が、複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のためのＬＤＣＳ構成を受
信し、ここにおいて、前記装置が、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬ
ＰＮからの複数のＬＤＣＳを監視し、前記装置は、
　ＬＰＮに接続する必要を前記装置が判断したとき、前記監視されるＬＤＣＳの中の最大
受信電力と、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失とのうちの少なくとも１つに基
づいて、前記複数のＬＰＮの間でＬＰＮを選択するための手段をさらに備える、請求項２
４に記載の装置。
【請求項２６】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のための複
数の超低デューティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信するための手段と、
　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬＰＮからの複
数のＬＤＣＳを監視するための手段と、ここにおいて、前記装置は、セル再選択を実行す
るためにアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能なデータ接続を実行するためにアク
ティブモードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤＣＳを監視する、
　前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失に基づいて、前記複数のＬＰＮ間でＬＰＮ
を選択するための手段と
　を備える、装置。
【請求項２７】
　受信するための前記手段が、前記第２のエンティティから前記複数のＬＰＮの送信電力
を受信し、ここにおいて、前記ＬＰＮの各々のための前記送信電力が、前記対応するＬＰ
Ｎのための前記受信されたＬＤＣＳ構成において備えられ、
　選択するための前記手段が、前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少
なくとも部分的に基づいて、前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断する、請求
項２５に記載の装置。
【請求項２８】
　各ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮの送信電力を備え、ここにおいて、選択するための
前記手段が、前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少なくとも部分的に
基づいて、前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断する、請求項２５に記載の装
置。
【請求項２９】
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記ＬＰＮにリンクされたＲＡＣＨ構成を
使用して前記ＬＰＮに前記ＲＡＣＨメッセージが送信され、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ
構成が、前記ＬＰＮから受信された前記ＬＤＣＳと、前記第２のエンティティから受信さ
れた前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つにおいて備えられる、請求項１７に記載
の装置。
【請求項３０】
　受信するための前記手段が、前記第２のエンティティからの前記受信されたＬＤＣＳ構
成に基づいて、複数の低電力ノード（ＬＰＮ）からＬＤＣＳを受信し、ここにおいて、前
記ＬＰＮの各々のための前記ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮのためのバックホール品質
情報とローディング能力情報とのうちの少なくとも１つを備える、請求項１７に記載の装
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置。
【請求項３１】
　前記複数のＬＰＮの間でＬＰＮを選択するための手段をさらに備え、ここにおいて、選
択するための前記手段が、前記装置におけるバッファステータスを判断し、前記装置の前
記判断されたバッファステータスとの組合せで、前記対応するＬＰＮのための前記受信さ
れたバックホール品質情報と前記ローディング能力情報とのうちの少なくとも１つに基づ
いて、前記複数のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断する、請求項３０に
記載の装置。
【請求項３２】
　選択するための前記手段が、前記対応するＬＰＮのための前記受信されたバックホール
品質情報と、前記受信されたローディング能力情報と、受信信号強度と、経路損失とのい
ずれかに基づいて、前記複数のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断する、
請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから低電力ノード（ＬＰＮ）のための超低デ
ューティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信することと、
　　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＬＰＮからのＬＤＣ
Ｓを監視することと、
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）構
成に基づいて前記ＬＰＮにＲＡＣＨメッセージを送信することと、ここにおいて、前記Ｒ
ＡＣＨ構成が、前記ＬＰＮからの受信されたＬＤＣＳと、前記第２のエンティティから受
信された前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つに含まれる、
　を行うように構成された、少なくとも１つのプロセッサと
　を備える、装置。
【請求項３４】
　前記第２のエンティティが、ドーマント状態にない低電力ノード（ＬＰＮ）とマクロセ
ルとのうちの１つを備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、特殊同期信号フォーマットと、拡張セル固有基準信号
（ＣＲＳ）フォーマットと、コード化信号送信フォーマットと、チャネル状態情報基準信
号（ＣＳＩ－ＲＳ）フォーマットと、システム情報ブロック（ＳＩＢ）フォーマットとの
うちの少なくとも１つを備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低減された量の情報を有するシステム情報ブロック（
ＳＩＢ）フォーマットを備え、ここにおいて、前記ＬＤＣＳがＳＩＢ情報とグローバルセ
ルＩＤとのうちの少なくとも１つを備える、請求項３４に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低デューティサイクルを有する拡張セル固有基準信号
（ＣＲＳ）を備え、５つのリソースブロック（ＲＢ）と、２５個のＲＢと、システム帯域
幅全体とのいずれかに及ぶ、請求項３４に記載の装置。
【請求項３８】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、少なくともグローバルセルＩＤの符号化された情報を
備える低再利用プリアンブルを有するコード化信号送信を備える、請求項３４に記載の装
置。
【請求項３９】
　前記ＬＤＣＳ構成が、前記第２のエンティティからの１次同期信号（ＰＳＳ）送信と、
２次同期信号（ＳＳＳ）送信と、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）送信と、シ
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ステム情報ブロック（ＳＩＢ）送信と、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信とのうちの少
なくとも１つにおいて備えられる、請求項３３に記載の装置。
【請求項４０】
　前記装置が、セル再選択を実行するためにアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能
なデータ接続を実行するためにアクティブモードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤ
ＣＳを監視する、請求項３３に記載の装置。
【請求項４１】
　前記処理システムは、
　複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のためのＬＤＣＳ構成を受信することと、ここにおいて
、前記装置が、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬＰＮからの複数のＬ
ＤＣＳを監視する、
　ＬＰＮに接続する必要を前記装置が判断したとき、前記監視されるＬＤＣＳの中の最大
受信電力と、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失とのうちの少なくとも１つに基
づいて、前記複数のＬＰＮの間でＬＰＮを選択することと
　を行うようにさらに構成された、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、
　前記メモリに結合され、
　　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のための
複数の超低デューティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信することと、
　　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬＰＮからの
複数のＬＤＣＳを監視することと、ここにおいて、前記装置は、セル再選択を実行するた
めにアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能なデータ接続を実行するためにアクティ
ブモードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤＣＳを監視する、
　前記装置がＬＰＮに接続する必要を判断したとき、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小
経路損失に基づいて、前記複数のＬＰＮ間でＬＰＮを選択することと
　を行うように構成された、少なくとも１つのプロセッサと
　を備える、装置。
【請求項４３】
　前記処理システムは、
　前記第２のエンティティから前記複数のＬＰＮの送信電力を受信することと、ここにお
いて、前記ＬＰＮの各々のための前記送信電力が、前記対応するＬＰＮのための前記受信
されたＬＤＣＳ構成において備えられる、
　前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、
前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断することと
　を行うようにさらに構成された、請求項４１に記載の装置。
【請求項４４】
　各ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮの送信電力を備え、前記処理システムが、
　前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、
前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断するようにさらに構成された、請求項４
１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記ＬＰＮにリンクされたＲＡＣＨ構成を
使用して前記ＬＰＮに前記ＲＡＣＨメッセージが送信され、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ
構成が、前記ＬＰＮから受信された前記ＬＤＣＳと、前記第２のエンティティから受信さ
れた前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つにおいて備えられる、請求項３３に記載
の装置。
【請求項４６】
　前記処理システムが、
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　前記第２のエンティティからの前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて、複数の低電力
ノード（ＬＰＮ）からＬＤＣＳを受信するようにさらに構成され、ここにおいて、前記Ｌ
ＰＮの各々のための前記ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮのためのバックホール品質情報
とローディング能力情報とのうちの少なくとも１つを備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項４７】
　前記処理システムが、
　前記装置におけるバッファステータスを判断することと、
　前記装置の前記判断されたバッファステータスとの組合せで、前記対応するＬＰＮのた
めの前記受信されたバックホール品質情報と前記ローディング能力情報とのうちの少なく
とも１つに基づいて、前記複数のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断する
ことと
　を行うようにさらに構成された、請求項４６に記載の装置。
【請求項４８】
　前記処理システムが、
　前記対応するＬＰＮのための前記受信されたバックホール品質情報と、前記受信された
ローディング能力情報と、受信信号強度と、経路損失とのいずれかに基づいて、前記複数
のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断するようにさらに構成された、請求
項４６に記載の装置。
【請求項４９】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能なコードを
記憶した、非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
　　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから低電力ノード（ＬＰＮ）のための超低デ
ューティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信するためのコードと、
　　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＬＰＮからのＬＤＣ
Ｓを監視するためのコードと、
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）構
成に基づいて前記ＬＰＮにＲＡＣＨメッセージを送信するためのコードと、ここにおいて
、前記ＲＡＣＨ構成が、前記ＬＰＮからの受信されたＬＤＣＳと、前記第２のエンティテ
ィから受信された前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つに含まれる、
　を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５０】
　前記第２のエンティティが、ドーマント状態にない低電力ノード（ＬＰＮ）とマクロセ
ルとのうちの１つを備える、請求項４９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５１】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、特殊同期信号フォーマットと、拡張セル固有基準信号
（ＣＲＳ）フォーマットと、コード化信号送信フォーマットと、チャネル状態情報基準信
号（ＣＳＩ－ＲＳ）フォーマットと、システム情報ブロック（ＳＩＢ）フォーマットとの
うちの少なくとも１つを備える、請求項４９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５２】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低減された量の情報を有するシステム情報ブロック（
ＳＩＢ）フォーマットを備え、ここにおいて、前記ＬＤＣＳがＳＩＢ情報とグローバルセ
ルＩＤとのうちの少なくとも１つを備える、請求項５０に記載の非一時的なコンピュータ
可読媒体。
【請求項５３】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、低デューティサイクルを有する拡張セル固有基準信号
（ＣＲＳ）を備え、５つのリソースブロック（ＲＢ）と、２５個のＲＢと、システム帯域
幅全体とのいずれかに及ぶ、請求項５０に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５４】
　前記ＬＤＣＳのフォーマットが、少なくともグローバルセルＩＤの符号化された情報を
備える低再利用プリアンブルを有するコード化信号送信を備える、請求項５０に記載の非
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一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５５】
　前記ＬＤＣＳ構成が、前記第２のエンティティからの１次同期信号（ＰＳＳ）送信と、
２次同期信号（ＳＳＳ）送信と、物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）送信と、シ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）送信と、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信とのうちの少
なくとも１つにおいて備えられる、請求項４９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体
。
【請求項５６】
　前記ＵＥが、セル再選択を実行するためにアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能
なデータ接続を実行するためにアクティブモードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤ
ＣＳを監視する、請求項４９に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５７】
　複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のためのＬＤＣＳ構成を受信するためのコードと、ここ
において、ユーザ機器（ＵＥ）が、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬ
ＰＮからの複数のＬＤＣＳを監視する、
　前記ＵＥが、ＬＰＮに接続する必要を判断したとき、前記監視されるＬＤＣＳの中の最
大受信電力と、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失とのうちの少なくとも１つに
基づいて、前記複数のＬＰＮの間でＬＰＮを選択するためのコードと
　をさらに備える、請求項５６に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５８】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能なコードを
記憶した、非一時的なコンピュータ可読媒体であって、
　前記ＵＥにおいて、第２のエンティティから複数の低電力ノード（ＬＰＮ）のための複
数の超低デューティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信するためのコードと、
　前記ＵＥにおいて、前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記複数のＬＰＮからの複
数のＬＤＣＳを監視するためのコードと、ここにおいて、前記ＵＥは、セル再選択を実行
するためにアイドルモードと、前記ＬＰＮを通して可能なデータ接続を実行するためにア
クティブモードとのうちの少なくとも１つ中に前記ＬＤＣＳを監視する、
　前記ＵＥがＬＰＮに接続する必要を判断したとき、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小
経路損失に基づいて、前記複数のＬＰＮ間でＬＰＮを選択するためのコードと
　を備える、非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項５９】
　前記第２のエンティティから前記複数のＬＰＮの送信電力を受信するためのコードと、
ここにおいて、前記ＬＰＮの各々のための前記送信電力が、前記対応するＬＰＮのための
前記受信されたＬＤＣＳ構成において備えられる、
　前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、
前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断するためのコードと
　をさらに備える、請求項５７に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項６０】
　各ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮの送信電力を備え、前記方法が、
　前記対応するＬＰＮのための前記受信された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、
前記複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断することをさらに備える、請求項５７に
記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項６１】
　前記ＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記ＬＰＮにリンクされたＲＡＣＨ構成を
使用して前記ＬＰＮに前記ＲＡＣＨメッセージが送信され、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ
構成が、前記ＬＰＮから受信された前記ＬＤＣＳと、前記第２のエンティティから受信さ
れた前記ＬＤＣＳ構成とのうちの少なくとも１つにおいて備えられる、請求項４９に記載
の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項６２】
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　前記第２のエンティティからの前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて、複数の低電力
ノード（ＬＰＮ）からＬＤＣＳを受信するためのコードをさらに備え、ここにおいて、前
記ＬＰＮの各々のための前記ＬＤＣＳが、前記対応するＬＰＮのためのバックホール品質
情報とローディング能力情報とのうちの少なくとも１つを備える、請求項４９に記載の非
一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項６３】
　前記ＵＥにおけるバッファステータスを判断するためのコードと、
　前記ＵＥの前記判断されたバッファステータスとの組合せで、前記対応するＬＰＮのた
めの前記受信されたバックホール品質情報と前記ローディング能力情報とのうちの少なく
とも１つに基づいて、前記複数のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断する
ためのコードと
　をさらに備える、請求項６２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項６４】
　前記対応するＬＰＮのための前記受信されたバックホール品質情報と、前記受信された
ローディング能力情報と、受信信号強度と、経路損失とのいずれかに基づいて、前記複数
のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを判断するためのコードをさらに備える、
請求項６２に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
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