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(57)【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。
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【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
（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、
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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
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
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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】
　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
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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
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】
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　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
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
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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、
　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】
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　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
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】
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　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】
　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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]本出願は、それらの全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１２
年４月２７日に出願された「METHOD AND APPARATUS FOR SIGNALING IN DENSE NETWORK OP
ERATIONS」と題する米国仮出願第６１／６３９，７７８号、および２０１３年３月１３日
に出願された「METHOD AND APPARATUS FOR SIGNALING IN DENSE NETWORK OPERATIONS」と
題する米国特許出願第１３／８０２，６２１号の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、高密度に展開されたネッ
トワーク中のエネルギー効率が高いシグナリングおよび動作のための方法および装置に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブ
ロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典
型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送
信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元
接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ
）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数
分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－
ＳＣＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電気
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通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の例は、ロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ：Third Generation Partnership Project）によって公表された
ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile
 Telecommunications System）モバイル規格の拡張セットである。ＬＴＥは、スペクトル
効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良く
サポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウ
ンリンク（ＤＬ）上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭ
Ａを使用し、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより
良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに
対する需要が増加し続けるにつれて、ＬＴＥ技術のさらなる改善が必要である。好ましく
は、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適
用可能であるべきである。
【０００５】
　[0005]高密度ネットワーク展開はワイヤレスシステム容量を著しく改善し得る。そのよ
うな高密度ネットワーク展開では、低電力ノード（ＬＰＮ：Low Power Node）が、それら
の近傍における他のユーザ機器（ＵＥ：User Equipment）へのサービスを提供する。ＬＰ
Ｎは、ＵＥリレー、リモート無線ヘッド（ＲＲＨ：Remote Radio Head）、ピコセル、フ
ェムトセルなどを備え得る。ピコセルは約３０ｄＢｍの電力を有し、ＵＥリレーは約２３
ｄＢｍの電力を有する。したがって、「低」電力ノードは、マクロセルの典型的な送信電
力である約４６ｄＢよりも少ない電力を有する。ＵＥリレーは、たとえば、ｅＮＢまたは
他のＬＰＮへのバックホールリンク、ならびに別のＵＥのためのアクセスリンクの両方を
有するＵＥである。高密度展開は多数のＬＰＮを含み得る。
【０００６】
　[0006]ＬＰＮの使用はワイヤレスシステムの容量を大幅に増加させることができるが、
そのような動作はＬＰＮのバッテリーに負担もかける。したがって、そのような高密度ネ
ットワーク展開に関与するＬＰＮのエネルギー効率が高い動作を保証する必要がある。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]高密度ネットワーク展開に関連する問題を克服するために、本明細書で提示する
態様は、高密度ネットワーク展開に関与するＬＰＮ、たとえば、ＵＥリレーが、リレー／
ＬＰＮ動作が必要とされないときはいつでもドーマント（dormant）のままであることを
可能にする。高密度に展開されたネットワークでは、ＬＰＮのいくつかが、関連するユー
ザをもたない期間を有しなくなる可能性がある。たとえば、ＬＰＮが接続ユーザを有しな
いことがあり得、または接続ユーザのいずれもアクティブでないことがあり得る。この状
況では、エネルギーを節約するためにＬＰＮの送信電力またはデューティサイクルを低減
することが有利である。本明細書で提示する態様は、送信電力またはデューティサイクル
のそのような低減を可能にするためのシグナリングおよびプロシージャを提供する。
【０００８】
　[0008]本開示の一態様では、高密度ネットワーク展開中のＵＥにおけるワイヤレス通信
のための装置、方法、およびコンピュータプログラム製品が提供される。本装置は、第２
のエンティティからＵＥリレーのための超低デューティサイクル信号（ＬＤＣＳ：low du
ty cycle signal）構成を受信する。超低デューティサイクル信号は、どのくらいの電力
節約が望まれるかに応じて、数百ｍｓ、数秒またはそれ以上の間隔をもつデューティサイ
クルを有する信号を備える。第２のエンティティは、別の非ドーマントＬＰＮまたはセル
、たとえばマクロセル、ピコセルまたはＲＲＨであり得る。ＬＤＣＳ構成を受信した後に
、本装置は、受信されたＬＤＣＳ構成に基づいてＵＥリレーからのＬＤＣＳを監視する。
【０００９】
　[0009]特に、ＬＤＣＳのフォーマットは、特殊同期信号フォーマットと、拡張セル固有
基準信号（ＣＲＳ：cell-specific reference signal）フォーマットと、コード化信号送
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信フォーマットと、チャネル状態情報基準信号（ＣＳＩ－ＲＳ：channel state informat
ion reference signal）フォーマットと、システム情報ブロック（ＳＩＢ：system infor
mation block）フォーマットとのうちの少なくとも１つを備え得る。たとえば、ＬＤＣＳ
のフォーマットは、低減された情報の量を有するＳＩＢフォーマットを備え得、ここにお
いて、ＬＤＣＳは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。
【００１０】
　[0010]第２のエンティティから受信されたＬＤＣＳ構成は、特に、第２のエンティティ
からの１次同期信号（ＰＳＳ：primary synchronization signal）送信と、２次同期信号
（ＳＳＳ：secondary synchronization signal）送信と、物理ブロードキャストチャネル
（ＰＢＣＨ：physical broadcast channel）送信と、ＳＩＢ送信と、マスタ情報ブロック
（ＭＩＢ：master information block）送信とのうちのいずれかにおいて備えられ得る。
【００１１】
　[0011]ＵＥは、第２のエンティティから複数のＬＰＮのためのＬＤＣＳ構成を受信し、
複数のＬＰＮはＵＥリレーを含み得る。ＬＰＮは、たとえば、ＵＥリレー、ＲＲＨ、また
は別のタイプのＬＰＮを備え得る。本装置は、受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて複数の
ＬＤＣＳを監視し得る。本装置が、ＬＰＮに接続する必要を判断したとき、本装置は複数
のＬＰＮの間でＬＰＮを選択する。
【００１２】
　[0012]本開示の別の態様では、第２のエンティティからのＵＥリレーのためのＬＤＣＳ
構成のワイヤレス通信のための装置、方法、およびコンピュータプログラム製品が提供さ
れる。第１の態様と同様に、第２のエンティティは別のＬＰＮまたはセルであり得る。本
装置は、ＵＥリレーを識別し、ＵＥリレーのＬＤＣＳ構成を送信する。本装置は、ＵＥリ
レーのためのＬＤＣＳ情報を受信し得、ここにおいて、ＬＤＣＳ情報が受信された後にＬ
ＤＣＳ構成が送信される。代替的に、本装置は、ＬＤＣＳ構成自体を判断し、その後、Ｌ
ＤＣＳ構成をＵＥリレーに送信し得る。第２のエンティティから送信されるＬＤＣＳ構成
は、特に、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＳＩＢ、およびＭＩＢのうちの少なくとも１つを
備え得る。
【００１３】
　[0013]本開示の別の態様では、ＵＥリレーにおけるワイヤレス通信のための装置、方法
、およびコンピュータプログラム製品が提供される。この態様では、本装置は、ドーマン
ト状態に遷移し、ドーマント状態にある間にＬＤＣＳを送信する。
【００１４】
　[0014]態様は、第２のエンティティにＬＤＣＳ構成を送信することをさらに含み、第２
のエンティティは、ドーマント状態にないＬＰＮとマクロセルとのうちの１つであり得る
。ＬＤＣＳ構成は、たとえば、ＬＤＣＳのための送信電力情報を備え得る。
【００１５】
　[0015]態様は、ＬＤＣＳを送信した後に所定のＲＡＣＨ遅延においてＲＡＣＨメッセー
ジを監視することをさらに含み得る。所定のＲＡＣＨ遅延は、送信されるＬＤＣＳにおい
て備えられ得る。ＬＤＣＳはＲＡＣＨ構成をさらに備え得、ここにおいて、ＲＡＣＨ構成
はグローバルセルＩＤに関係する。ＬＤＣＳは、ＵＥリレー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つをさらに備え得る。
【００１６】
　[0016]ドーマント状態への遷移はアクティブ状態から行われ得、この遷移は、所定の時
間期間の満了に少なくとも部分的に基づいて実行され得る。
【００１７】
　[0017]態様は、少なくとも１つの接続されたＵＥを監視することをさらに含み、いずれ
かの接続されたＵＥがアクティブであるかどうかを判断し得る。どのＵＥも所定の時間期
間の間にアクティブでないと判断されたとき、ドーマント状態への遷移が実行され得る。
【００１８】
　[0018]態様は、ＵＥリレーのどの接続されたＵＥもアクティブでないと判断することと
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、ＵＥリレーのどの接続されたＵＥもアクティブでないと判断されたとき、間欠受信およ
び送信（ＤＲＸ／ＤＴＸ：discontinuous reception and transmission）モードに遷移す
ることと、ここにおいて、ドーマント状態への遷移がＤＲＸ／ＤＴＸモードから実行され
る、をさらに含み得る。
【００１９】
　[0019]態様は、どの接続されたＵＥもアクティブでないと判断することをさらに含み、
ここにおいて、ＵＥリレーは、どの接続されたＵＥもアクティブでないと判断した後に所
定の時間期間においてドーマント状態に遷移する。
【００２０】
　[0020]態様は、ＤＲＸ／ＤＴＸモードを少なくとも１つの接続されたＵＥのＤＲＸ／Ｄ
ＴＸモードに整合させることと、ＤＲＸ／ＤＴＸモードを複数の接続されたＵＥのＤＲＸ
／ＤＴＸモードに整合させることと、ここにおいて、接続されたＵＥの各々のためのＤＲ
Ｘ／ＤＴＸモードが異なる、ＤＲＸ／ＤＴＸモードを複数の接続されたＵＥのＤＲＸ／Ｄ
ＴＸモードに整合させることと、ここにおいて、接続されたＵＥの各々のためのＤＲＸ／
ＤＴＸモードが同じである、とのいずれかをさらに含み得る。ＤＲＸ／ＤＴＸモードは、
ＵＥリレーのアクセスリンクのための構成と、ＵＥリレーのバックホールリンクのための
構成とを備え得る。ＵＥリレーのアクセスリンクのための構成は、ＵＥリレーのバックホ
ールリンクの構成と整合し得る。ＵＥリレーのアクセスリンクのための構成は、ＵＥリレ
ーのバックホールリンクの構成とは異なり得る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】[0021]ネットワークアーキテクチャの例を示す図。
【図２】[0022]アクセスネットワークの例を示す図。
【図３】[0023]ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を示す図。
【図４】[0024]ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を示す図。
【図５】[0025]ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチ
ャの例を示す図。
【図６】[0026]アクセスネットワーク中の発展型ノードＢおよびユーザ機器の例を示す図
。
【図７】[0027]異種ネットワーク中の範囲拡大セルラー領域を示す図。
【図８】[0028]本明細書で提示する態様による高密度展開ネットワークを示す図。
【図９】[0029]本明細書で提示する態様によるＬＰＮの潜在的状態を示すチャート。
【図１０】[0030]ＤＲＸ／ＤＴＸ整合の態様を示す図。
【図１１】[0031]ＤＲＸ／ＤＴＸ整合の態様を示す図。
【図１２】[0032]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。
【図１３】[0033]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。
【図１４】[0034]ワイヤレス通信の方法のフローチャート。
【図１５】[0035]例示的な装置中の異なるモジュール／手段／構成要素間のデータフロー
を示す概念データフロー図。
【図１６】[0036]例示的な装置中の異なるモジュール／手段／構成要素間のデータフロー
を示す概念データフロー図。
【図１７】[0037]例示的な装置中の異なるモジュール／手段／構成要素間のデータフロー
を示す概念データフロー図。
【図１８】[0038]処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の例を示す
図。
【図１９】[0039]処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の例を示す
図。
【図２０】[0040]処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の例を示す
図。
【発明を実施するための形態】
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【００２２】
　[0041]添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明
するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない
。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を
含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者に
は明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知
られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００２３】
　[0042]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様を提示
する。これらの装置および方法について、以下の詳細な説明において説明し、（「要素」
と総称される）様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、ア
ルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのような
要素をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例
および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
【００２４】
　[0043]例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、１つ
または複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの例
には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（
ＰＬＤ）、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって
説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理シ
ステム中の１つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは、
ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語
などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコ
ード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフ
トウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジ
ェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈さ
れたい。
【００２５】
　[0044]したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハード
ウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。
ソフトウェアで実装した場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるい
はコンピュータ可読媒体上に１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。
コンピュータ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによっ
てアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのよう
なコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭ
または他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデ
バイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記
憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備
えることができる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コ
ンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディス
ク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディ
スク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、この場合、ディス
ク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）はデータをレーザーで
光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００２６】
　[0045]図１は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００を示す図である。ＬＴＥネッ
トワークアーキテクチャ１００は発展型パケットシステム（ＥＰＳ：Evolved Packet Sys
tem）１００と呼ばれることがある。ＥＰＳ１００は、１つまたは複数のユーザ機器（Ｕ
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Ｅ）１０２と、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Evol
ved UMTS Terrestrial Radio Access Network）１０４と、発展型パケットコア（ＥＰＣ
：Evolved Packet Core）１１０と、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：Home Subscriber Ser
ver）１２０と、事業者のＩＰサービス１２２とを含み得る。ＥＰＳは他のアクセスネッ
トワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ／インタ
ーフェースは図示していない。図示のように、ＥＰＳはパケット交換サービスを提供する
が、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回
線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
【００２７】
　[0046]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１０６と他のｅＮＢ１０８とを含
む。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーン
プロトコル終端とを与える。ｅＮＢ１０６は、バックホール（たとえば、Ｘ２インターフ
ェース）を介して他のｅＮＢ１０８に接続され得る。ｅＮＢ１０６は、基地局、トランシ
ーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット（
ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended service set）
、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に
ＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与える。ＵＥ１０２の例としては、セルラーフォン
、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：session initiation protocol
）フォン、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地球測位システム、
マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ（たとえば、Ｍ
Ｐ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。ＵＥ
１０２は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワ
イヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤ
レス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末
、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライ
アント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
【００２８】
　[0047]ｅＮＢ１０６はＳ１インターフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。ＥＰ
Ｃ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management Entity）１１
２と、他のＭＭＥ１１４と、サービングゲートウェイ１１６と、パケットデータネットワ
ーク（ＰＤＮ：Packet Data Network）ゲートウェイ１１８とを含む。ＭＭＥ１１２は、
ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、
ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザＩＰパケットはサービング
ゲートウェイ１１６を通して転送され、サービングゲートウェイ１１６自体はＰＤＮゲー
トウェイ１１８に接続される。ＰＤＮゲートウェイ１１８はＵＥのＩＰアドレス割振りな
らびに他の機能を与える。ＰＤＮゲートウェイ１１８は事業者のＩＰサービス１２２に接
続される。事業者のＩＰサービス１２２は、インターネットと、イントラネットと、ＩＰ
マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ：IP Multimedia Subsystem）と、ＰＳストリーミ
ングサービス（ＰＳＳ：PS Streaming Service）とを含み得る。
【００２９】
　[0048]図２は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク２０
０の例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク２００は、いくつかのセルラ
ー領域（セル）２０２に分割される。１つまたは複数のより低い電力クラスのｅＮＢ２０
８は、セル２０２のうちの１つまたは複数と重複するセルラー領域２１０を有し得る。よ
り低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、フェムトセル（たとえば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ
））、ピコセル、マイクロセル、またはリモート無線ヘッド（ＲＲＨ）であり得る。マク
ロｅＮＢ２０４は各々、それぞれのセル２０２に割り当てられ、セル２０２中のすべての
ＵＥ２０６にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与えるように構成される。アクセスネ
ットワーク２００のこの例には集中コントローラはないが、代替構成では集中コントロー
ラが使用され得る。ｅＮＢ２０４は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケ
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ジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ１１６への接続性を含む、
すべての無線関係機能を担当する。
【００３０】
　[0049]アクセスネットワーク２００によって採用される変調および多元接続方式は、展
開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。ＬＴＥ適用例では、周波数分割複
信（ＦＤＤ：frequency division duplexing）と時分割複信（ＴＤＤ：time division du
plexing）の両方をサポートするために、ＯＦＤＭがＤＬ上で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡ
がＵＬ上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明細
書で提示する様々な概念は、ＬＴＥ適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他の
変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として、
これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド（ＥＶ－ＤＯ：Evolution-Da
ta Optimized）またはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadba
nd）に拡張され得る。ＥＶ－ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの一
部として第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partn
ership Project 2）によって公表されたエアインターフェース規格であり、ＣＤＭＡを利
用して移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。これらの概念はまた
、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））、ならびにＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ
を採用するモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System fo
r Mobile Communications）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録
商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、およびＯＦＤＭＡを採用するＦｌａｓｈ－ＯＦＤＭな
ど、ＣＤＭＡの他の変形態を採用するユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Univ
ersal Terrestrial Radio Access）に拡張され得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ
、ＬＴＥおよびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００
およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイヤ
レス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な設
計制約に依存することになる。
【００３１】
　[0050]ｅＮＢ２０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。ＭＩ
ＭＯ技術の使用により、ｅＮＢ２０４は、空間多重化、ビームフォーミング、および送信
ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重化
は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。デ
ータストリームは、データレートを増加させるために単一のＵＥ２０６に送信されるか、
または全体的なシステム容量を増加させるために複数のＵＥ２０６に送信され得る。これ
は、各データストリームを空間的にプリコードし（すなわち、振幅および位相のスケーリ
ングを適用し）、次いでＤＬ上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコードされた
各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコードされたデータスト
リームは、異なる空間シグナチャとともに（１つまたは複数の）ＵＥ２０６に到着し、こ
れにより、（１つまたは複数の）ＵＥ２０６の各々がそのＵＥ２０６に宛てられた１つま
たは複数のデータストリームを復元することが可能になる。ＵＬ上で、各ＵＥ２０６は、
空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、これにより、ｅＮＢ２０４は、空
間的にプリコードされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
【００３２】
　[0051]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネル
状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを１つまたは複数の方向に集中させるた
めにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するため
のデータを空間的にプリコードすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて良
好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリー
ムビームフォーミング送信が使用され得る。
【００３３】
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　[0052]以下の詳細な説明では、ＤＬ上でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムを参
照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。ＯＦＤＭは、ＯＦＤＭ
シンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法であ
る。サブキャリアは正確な周波数で離間する。離間は、受信機がサブキャリアからデータ
を復元することを可能にする「直交性（orthogonality）」を与える。時間領域では、Ｏ
ＦＤＭシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル（たとえば、サイクリックプ
レフィックス）が各ＯＦＤＭシンボルに追加され得る。ＵＬは、高いピーク対平均電力比
（ＰＡＰＲ：peak-to-average power ratio）を補償するために、ＳＣ－ＦＤＭＡをＤＦ
Ｔ拡散ＯＦＤＭ信号の形態で使用し得る。
【００３４】
　[0053]図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を示す図３００である。フレーム
（１０ｍｓ）は、等しいサイズの１０個のサブフレームに分割され得る。各サブフレーム
は、２つの連続するタイムスロットを含み得る。２つのタイムスロットを表すためにリソ
ースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグリ
ッドは複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥでは、リソースブロックは、周波数領域
中に１２個の連続サブキャリアを含んでおり、各ＯＦＤＭシンボル中のノーマルサイクリ
ックプレフィックスについて、時間領域中に７個の連続ＯＦＤＭシンボル、または８４個
のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブロ
ックは、時間領域中に６個の連続ＯＦＤＭシンボルを含んでおり、７２個のリソース要素
を有する。Ｒ３０２、３０４として示されるリソース要素のいくつかはＤＬ基準信号（Ｄ
Ｌ－ＲＳ：DL reference signal）を含む。ＤＬ－ＲＳは、（共通ＲＳと呼ばれることも
ある）セル固有ＲＳ（ＣＲＳ：Cell-specific RS）３０２と、ＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ
：UE-specific RS）３０４とを含む。ＵＥ－ＲＳ３０４は、対応する物理ＤＬ共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）がマッピングされるリソースブロック上のみで送信される。各リソース
要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。すなわち、ＵＥが受信するリソ
ースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、ＵＥのデータレートは高くなる。
【００３５】
　[0054]図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を示す図４００である。ＵＬのた
めの利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得
る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形成され得、構成可能な
サイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するために
ＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべての
リソースブロックを含み得る。ＵＬフレーム構造は、データセクション中の連続するサブ
キャリアのすべてを単一のＵＥに割り当てることを可能にし得る連続サブキャリアを含む
データセクションを生じる。
【００３６】
　[0055]ＵＥには、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブ
ロック４１０ａ、４１０ｂが割り当てられ得る。ＵＥには、ｅＮＢにデータを送信するた
めに、データセクション中のリソースブロック４２０ａ、４２０ｂも割り当てられ得る。
ＵＥは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ制御チャネル
（ＰＵＣＣＨ：physical UL control channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、デ
ータセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳ
ＣＨ：physical UL shared channel）中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を送
信し得る。ＵＬ送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピン
グし得る。
【００３７】
　[0056]初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ：
physical random access channel）４３０中でＵＬ同期を達成するためにリソースブロッ
クのセットが使用され得る。ＰＲＡＣＨ４３０は、ランダムシーケンスを搬送し、いかな
るＵＬデータ／シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブ
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ルは、６つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネッ
トワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある
時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはＰＲＡＣＨにはな
い。ＰＲＡＣＨ試みは単一のサブフレーム（１ｍｓ）中でまたは少数の連続サブフレーム
のシーケンス中で搬送され、ＵＥは、フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試み
だけを行うことができる。
【００３８】
　[0057]図５は、ＬＴＥにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロト
コルアーキテクチャの例を示す図５００である。ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコ
ルアーキテクチャは、レイヤ１と、レイヤ２と、レイヤ３との３つのレイヤとともに示さ
れている。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理機
能を実装する。Ｌ１レイヤを本明細書では物理レイヤ５０６と呼ぶ。レイヤ２（Ｌ２レイ
ヤ）５０８は、物理レイヤ５０６の上にあり、物理レイヤ５０６を介したＵＥとｅＮＢと
の間のリンクを担当する。
【００３９】
　[0058]ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ５０８は、ネットワーク側のｅＮＢにおいて終
端される、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：media access control）サブレイヤ５１０と、無
線リンク制御（ＲＬＣ：radio link control）サブレイヤ５１２と、パケットデータコン
バージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ：packet data convergence protocol）５１４サブレ
イヤとを含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイ１１
８において終端されるネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰレイヤ）と、接続の他端（た
とえば、ファーエンドＵＥ、サーバなど）において終端されるアプリケーションレイヤと
を含むＬ２レイヤ５０８の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
【００４０】
　[0059]ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重化
を行う。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するために上
位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキュ
リティと、ＵＥに対するｅＮＢ間のハンドオーバサポートとを与える。ＲＬＣサブレイヤ
５１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再統合と、紛失データ
パケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid automatic repeat 
request）による、順序が乱れた受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。Ｍ
ＡＣサブレイヤ５１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う
。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた、ＵＥの間で１つのセル中の様々な無線リソース（たと
えば、リソースブロック）を割り振ることを担当する。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまたＨ
ＡＲＱ動作を担当する。
【００４１】
　[0060]制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャは
、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ５０６およびＬ
２レイヤ５０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ３レイ
ヤ）中に無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）サブレイヤ５１６を含む
。ＲＲＣサブレイヤ５１６は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと
、ｅＮＢとＵＥとの間のＲＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担
当する。
【００４２】
　[0061]図６は、アクセスネットワーク中でＵＥ６５０と通信しているｅＮＢ６１０のブ
ロック図である。ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントロー
ラ／プロセッサ６７５に与えられる。コントローラ／プロセッサ６７５は、Ｌ２レイヤの
機能を実装する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ６７５は、様々な優先度メトリッ
クに基づいてヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、論理
チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ６５０への無線リソース割振
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りとを行う。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケットの
再送信と、ＵＥ６５０へのシグナリングとを担当する。
【００４３】
　[0062]送信（ＴＸ）プロセッサ６１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のため
の様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ６５０における前方誤り訂正（
ＦＥＣ：forward error correction）と、様々な変調方式（たとえば、２位相シフトキー
イング（ＢＰＳＫ：binary phase-shift keying）、４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ
：quadrature phase-shift keying）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ：M-phase-s
hift keying）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ：M-quadrature amplitude modulation）
）に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディン
グとインターリービングとを含む。次いで、符号化され変調されたシンボルは並列ストリ
ームに分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサブキャリアにマッピングされ、時
間領域および／または周波数領域中で基準信号（たとえば、パイロット）と多重化され、
次いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse Fast Fourier Transform）を使用して互
いに合成されて、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成す
る。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコード
される。チャネル推定器６７４からのチャネル推定値は、符号化および変調方式を判断す
るために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、ＵＥ６５０によ
って送信される基準信号および／またはチャネル状態フィードバックから導出され得る。
次いで、各空間ストリームは、別個の送信機６１８ＴＸを介して異なるアンテナ６２０に
与えられる。各送信機６１８ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャ
リアを変調する。
【００４４】
　[0063]ＵＥ６５０において、各受信機６５４ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ６５２を
通して信号を受信する。各受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復元
し、受信（ＲＸ）プロセッサ６５６に情報を与える。ＲＸプロセッサ６５６は、Ｌ１レイ
ヤの様々な信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッサ６５６は、ＵＥ６５０に宛てられた
任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の空間
ストリームがＵＥ６５０に宛てられた場合、それらはＲＸプロセッサ６５６によって単一
のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。ＲＸプロセッサ６５６は、次いで高速フ
ーリエ変換（ＦＦＴ：Fast Fourier Transform）を使用してＯＦＤＭシンボルストリーム
を時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャリア
ごとに別々のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基準
信号とは、ｅＮＢ６１０によって送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーショ
ンポイントを判断することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネル
推定器６５８によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物理
チャネル上でｅＮＢ６１０によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元するた
めに復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、コントロー
ラ／プロセッサ６５９に与えられる。
【００４５】
　[0064]コントローラ／プロセッサ６５９はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６６０に関連付けられ得る。メ
モリ６６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、コントローラ／プ
ロセッサ６５９は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、トラ
ンスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号
と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、Ｌ２レイヤ
の上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク６６２に与えられる。また、様々な
制御信号がＬ３処理のためにデータシンク６６２に与えられ得る。コントローラ／プロセ
ッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために肯定応答（ＡＣＫ）および／また
は否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
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【００４６】
　[0065]ＵＬでは、データソース６６７は、コントローラ／プロセッサ６５９に上位レイ
ヤパケットを与えるために使用される。データソース６６７は、Ｌ２レイヤの上のすべて
のプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ６１０によるＤＬ送信に関して説明した機能と同様に
、コントローラ／プロセッサ６５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント
化および並べ替えと、ｅＮＢ６１０による無線リソース割振りに基づいた論理チャネルと
トランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび制
御プレーンのためのＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロセッサ６５９はまた、Ｈ
ＡＲＱ動作、紛失パケットの再送信、およびｅＮＢ６１０へのシグナリングを担当する。
【００４７】
　[0066]ｅＮＢ６１０によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャネ
ル推定器６５８によって導出されるチャネル推定値は、適切な符号化および変調方式を選
択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ６６８によっ
て使用され得る。ＴＸプロセッサ６６８によって生成される空間ストリームは、別個の送
信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に与えられる。各送信機６５４ＴＸは、送
信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００４８】
　[0067]ＵＬ送信は、ＵＥ６５０における受信機機能に関して説明した方法と同様の方法
でｅＮＢ６１０において処理される。各受信機６１８ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ６
２０を通して信号を受信する。各受信機６１８ＲＸは、ＲＦキャリア上で変調された情報
を復元し、ＲＸプロセッサ６７０に情報を与える。ＲＸプロセッサ６７０はＬ１レイヤを
実装し得る。
【００４９】
　[0068]コントローラ／プロセッサ６７５はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロ
セッサ６７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６７６に関連し得る。メ
モリ６７６は、コンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、コントローラ／
プロセッサ６７５は、ＵＥ６５０からの上位レイヤパケットを復元するために、トランス
ポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号（de
cipher）と、ヘッダ復元（decompression）と、制御信号処理とを行う。コントローラ／
プロセッサ６７５からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コント
ローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／ま
たはＮＡＣＫプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
【００５０】
　[0069]図７は、高密度展開ネットワークを示す図７００である。ＬＰＮ、たとえば、Ｒ
ＲＨ７１０ｂまたはＵＥリレー７１０ｃ、またはフェムトセル、またはピコセルなど、よ
り低い電力クラスのｅＮＢは、ｅＮＢ７１０ａに加えてＵＥ７２０のためにアクセスリン
クを与えることができる。
【００５１】
　[0070]ＬＰＮは、ＲＲＨ７１０ｂとマクロｅＮＢ７１０ａとの間の拡張セル間干渉協調
と、ＵＥ７２０によって実行される干渉消去とを通して、セルラー領域７０２から拡大さ
れた範囲拡大セルラー領域７０３を有し得る。拡張セル間干渉協調において、ＲＲＨ７１
０ｂは、マクロｅＮＢ７１０ａからＵＥ７２０の干渉状態に関する情報を受信する。この
情報により、ＲＲＨ７１０ｂは、範囲拡大セルラー領域７０３中のＵＥ７２０をサービス
し、ＵＥ７２０が範囲拡大セルラー領域７０３に入るとき、マクロｅＮＢ７１０ａからの
ＵＥ７２０のハンドオフを受け入れることが可能になる。
【００５２】
　[0071]ＵＥにサービスを提供するＬＰＮの使用によって、高密度ネットワーク展開はワ
イヤレスシステム容量を改善する。しかしながら、問題の中でも、ＬＰＮのそのような追
加の使用は、それのバッテリーおよび電力消費量に追加の負担をかける。
【００５３】
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　[0072]高密度ネットワーク展開に関与するＬＰＮのエネルギー効率が高い動作を保証す
るために、ＬＰＮは、リレー動作が必要とされないときはいつでもドーマントのままでな
ければならない。たとえば、高密度展開ネットワークにおいて、いくつかのＬＰＮが、い
くつかの時間期間の間、それらに関連する接続されたおよび／またはアクティブなユーザ
を有しなくなる可能性がある。ＵＥリレーについて、どの他のＵＥもＵＥリレーの近傍内
にないことが時々起こり得る。これらの時点で、ＬＰＮはドーマントモード、またはドー
マント状態に入ることができ、その間にＬＰＮはＬＤＣＳのみを送信する。超低デューテ
ィサイクル信号は、少なくとも数百ｍｓの間隔をもつデューティサイクルを有する信号を
備える。この間隔は、どのくらいの電力節約が望まれるかに応じて数秒またはそれ以上に
設定され得る。スパース送信がＤＬ干渉の量を低減する。
【００５４】
　[0073]特に、ＬＤＣＳのフォーマットは、特殊同期信号フォーマット、たとえば、ＰＳ
Ｓ／ＳＳＳと、拡張ＣＲＳフォーマットと、コード化信号送信フォーマットと、ＣＳＩ－
ＲＳフォーマットと、ＳＩＢフォーマットとのうちの少なくとも１つを備え得る。
【００５５】
　[0074]たとえば、ＬＤＣＳのフォーマットは、低減された情報の量を有するＳＩＢフォ
ーマットを備え得、ここにおいて、ＬＤＣＳは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。別の例として、ＬＤＣＳ信号のための拡張ＣＲＳフォーマッ
トは、低デューティサイクルを有し得、たとえば、５つのＲＢ、２５個のリソースブロッ
ク（ＲＢ）、システム帯域幅全体などに及び得る。別の例として、ＬＤＣＳは、符号化さ
れた情報を内部にもつ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得る。その
ようなコード化信号送信は、Ｄ２Ｄとともに使用されるものなど、低再使用プリアンブル
と同様であり得る。プリアンブル中に符号化される情報は、たとえば、グローバルセルラ
ーＩＤ、ＬＤＣＳに関するＲＡＣＨ遅延などを含み得る。
【００５６】
　[0075]図８に、セル８０２と重複している高密度展開ネットワーク中のＬＰＮ１　８０
６ａ、ＬＰＮ２　８０６ｂ、およびＬＰＮ３　８０６ｃを示す。
【００５７】
　[0076]ＬＰＮ８０６ａ～ｃは、図９に示すように、少なくとも２つの異なる状態を有し
得る。ＬＰＮは、接続されたアクティブ状態９０２、およびドーマント状態９０４など、
少なくとも１つの接続状態を有し得る。アクティブ状態中に、ＬＰＮは、サービスすべき
アクティブＵＥを有する。ＬＰＮは、復調のための復調基準信号（ＤＭＲＳ：demodulati
on reference signal）、同期のためのＣＳＩ－ＲＳ、ＣＲＳ、ＣＳＩ、ＰＳＳ／ＳＳＳ
、他の可能なアップリンク信号、および場合によっては特殊同期信号など、データ通信の
ためのすべての必要な信号を送信し得る。ＵＥリレーのアクティブ状態中に、ＵＥリレー
は、アクティブ送信において接続された少なくとも１つのＵＥを有する。ＵＥリレーは、
ＵＬを連続的に監視し、ＤＬ上で必要な信号を送信し得る。
【００５８】
　[0077]それのドーマント状態９０４中に、ＬＰＮはＬＤＣＳ信号のみを送信し得る。ド
ーマントＵＥリレーは、それに関連付けられたＵＥを有しない。ドーマントＵＥリレーは
、単にＬＤＣＳを送信するか、または、それがＵＥリレーとしてサービスすることを希望
しない場合、信号をまったく送信しない。ＬＤＣＳは、たとえば、１秒またはそれ以上の
間隔で、約数百ｍｓまたはそれ以上の間隔を備える。たとえば、ＬＤＣＳは約３００ｍｓ
の間隔であり得る。近傍におけるＵＥは、近くのＬＰＮの存在を識別するためにＬＤＣＳ
を検出し得る。これは、ＬＰＮがドーマント状態にある間、ＵＥがＬＰＮへの接続を開始
することを可能にする。ＵＥからのサービスの必要の指示を受信するそれの能力の損失な
しに、ＵＥがドーマント状態のままであることを可能にすることによって、ＬＰＮの動作
のための電力効率を可能にする。このようにして、ＬＰＮは、それの近傍内にアクティブ
ＵＥがないとき、より高いデューティサイクルでシグナリングを不必要にブロードキャス
トすることによる干渉および電力の浪費を回避する。
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【００５９】
　[0078]ＬＰＮはまた、接続された間欠受信および送信（ＤＲＸ／ＤＴＸ）状態９０６と
も呼ばれる、第３の状態を含み得る。ＵＥリレーのＤＲＸ／ＤＴＸ状態は、たとえば、少
なくとも１つのＵＥに接続されたＵＥリレーを備え得、ＵＥはＤＲＸモードにある。アク
セスの必要が低減したとき、ＬＰＮはＤＲＸ／ＤＴＸ状態に入る。たとえば、ＬＰＮは、
それの接続ユーザを監視して、それらのいずれかがアクティブであるかどうかを判断し得
る。ユーザがいないか、またはアクティブなユーザがいない場合、ＬＰＮは、ドーマント
状態に遷移する前にＤＲＸ／ＤＴＸ状態に遷移し得る。同様に、ＬＰＮは、限られた数の
ＵＥにＬＰＮが関連付けられ、限られた数のＵＥがＤＲＸ状態にあると判断した場合、Ｌ
ＰＮはＤＴＸ／ＤＲＸ状態に入り得る。ＬＰＮは、この状態におけるＬＰＮの電力効率を
最大にするためにそれのＤＲＸ／ＤＴＸサイクルをＵＥのＤＲＸサイクルと整合させ得る
。
【００６０】
　[0079]ＤＲＸ／ＤＴＸ状態は、壁に差し込まれるＲＲＨ、ピコセル、または他のＬＰＮ
では重要でないことがあるが、この状態は、ＵＥリレーにとって、それのバッテリー寿命
を延長するために極めて重要であり得る。
【００６１】
　[0080]図９に示すように、ＬＰＮは、ｅＮＢから要求されたアクティブ化に応答して、
および／またはＬＤＣＳに応答してＵＥからＲＡＣＨメッセージを受信したことに基づい
て、ドーマント９０４からアクティブ９０２に遷移し得る。
【００６２】
　[0081]ＬＰＮは、アクティブ状態９０２からドーマント状態９０４に自動的に遷移し得
る。たとえば、ＬＰＮは、アクティブ状態にある間、それの接続ユーザを連続的に監視し
得る。ある基準が満たされたとき、たとえば、ユーザの誰もアクティブでないとき、ＬＰ
Ｎは、非アクティビティタイマーの満了時にドーマント状態に遷移し得る。特に、そのよ
うな遷移の基準は、ＬＰＮが何らかの接続ユーザを有するかどうかと、接続ユーザのいず
れかがアクティブであるかどうかと、ＬＰＮが所定数の接続および／またはアクティブユ
ーザよりも多くを有するかどうかと、ＬＰＮのバッテリーの状態とに基づき得る。たとえ
ば、ＬＰＮが十分な接続および／またはアクティブユーザを有しない場合、ＬＰＮは、ド
ーマント状態に遷移するために、それの現在のユーザを別のＬＰＮにハンドオーバし得る
。ＬＰＮはまた、それのバッテリー電力が一定のレベルを下回るとき、それの現在のユー
ザを別のＬＰＮにハンドオーバし、ドーマント状態に遷移し得る。
【００６３】
　[0082]ＬＰＮは、アクティブ状態９０２からＤＲＸ／ＤＴＸ状態に自動的に遷移し得る
。アクティブからドーマントへの自動的遷移と同様に、この場合、ＬＰＮは、ある基準が
満たされた後の非アクティビティタイマーの満了時にＤＲＸ／ＤＴＸ状態に遷移し得る。
アクティブ状態から直接的にドーマント状態への遷移の場合と同様の基準が適用され得る
。さらに、基準は、接続ユーザがＤＲＸモードにあるかどうかを含み得る。ＤＲＸ／ＤＴ
Ｘ状態は、アクティブ状態よりも少ない電力を使用するが、ドーマント状態よりも多くの
リソースを使用する中間状態である。
【００６４】
　[0083]図９に示すように、たとえば、パケットがユーザまたはＬＰＮに到着した場合、
ＬＰＮは、ＤＲＸ／ＤＴＸ状態９０６から直接的に再びアクティブ状態９０２に遷移し得
る。ＬＰＮは、たとえば、別の非アクティビティタイマーの満了時に、ＤＲＸ／ＤＴＸ状
態からドーマント状態に遷移し得る。
【００６５】
　[0084]また、図９に示すように、ＬＰＮは、たとえば、可能なパケット到着時に、ドー
マント状態９０４から中間ＤＲＸ／ＤＴＸ状態９０６に遷移し得る。
【００６６】
　[0085]ＬＰＮのアクセスリンクとバックホールリンクとに別個のＤＲＸおよびＤＴＸ構
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成が適用され得る。これは、ＬＰＮが別個のアクセスリンクと単一のバックホールとの上
で複数のユーザを処理し得るとき、複数のユーザを処理するためにアクセスリンク上での
ＤＲＸ／ＤＴＸの周期性の増加を可能にする。したがって、ＬＰＮは、バックホールリン
クとアクセスリンクとについて別々にｓ　ＤＲＸ／ＤＴＸモードに遷移し得る。ＬＰＮは
、一方または両方のリンクについてＤＲＸ／ＤＴＸ状態に遷移し得る。さらに、両方のリ
ンクのためのＤＲＸ／ＤＴＸ構成は異なる構成を有し得る。
【００６７】
　[0086]アクセスリンクとバックホールリンクとのためのＤＲＸ／ＤＴＸ構成は、エネル
ギーを保存するために整合され得る。これは、ＬＰＮが、同じ周期性を使用してＵＥと基
地局の両方と通信することを可能にする。同様に、この構成は、接続されたＵＥのＤＲＸ
／ＤＴＸに整合され得る。
【００６８】
　[0087]たとえば、図１０に、ＵＥのＤＲＸに整合されているＬＰＮのＤＴＸ動作を示す
。同様に、図１１に、ＵＥのＤＴＸに整合されているＬＰＮのＤＲＸ動作を示す。
【００６９】
　[0088]さらに、マクロセルなどのセルは、異なるＬＰＮをより良く多重化するために、
バックホール上で複数のＬＰＮのために異なるＤＲＸ／ＤＴＸ構成を有し得る。たとえば
、マクロセルは、複数のＵＥ、ＵＥリレー、および他のＬＰＮをサービスし得る。マクロ
セルは、これらのタイプのユーザの各々について、それらの各々の効率を最大にするため
に異なる構成を有し得る。
【００７０】
　[0089]ＵＥがＬＤＣＳを受信することを可能にするために、ＵＥがＬＤＣＳを受信する
のを第２のエンティティが支援する。特に、第２のエンティティは、ドーマント状態にな
い別のＬＰＮ、連続的に送信しているセル、および別のアンカーエンティティであり得る
。第２のエンティティは別のタイプのアンカーエンティティでもあり得るが、第２のエン
ティティとしてマクロセルを適用する例について説明する。
【００７１】
　[0090]図８に示すように、マクロセル８０２は、ＬＰＮ８０６ａ～ｃの各々についてＬ
ＤＣＳ構成を送信し得る。ＬＤＣＳ構成は、特に、ＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＳＩＢ、
およびＭＩＢのいずれかを備え得る。ＵＥ８０４ａは、ＬＤＣＳ構成を受信し、それを使
用して、ＵＥ８０４ａが近接しているＬＰＮのいずれかからのＬＤＣＳを監視する。アイ
ドルモードにある間、ＵＥは、少なくとも１つのＬＰＮからのＬＤＣＳを監視する。ＵＥ
は、リリース８に記載されているように、セル再選択と同様のプロシージャを実行し得、
すなわち、ＵＥはＬＰＮのいずれにも接続しないが、単にそれらを監視する。
【００７２】
　[0091]ＵＥは、ＵＥがデータ接続を必要としていると判断したとき、ＵＥはＬＰＮを選
択する。ＬＰＮが選択されると、ＵＥはＬＰＮにＲＡＣＨメッセージを送信する。ＬＰＮ
がドーマント状態にあるとき、ＬＰＮは、ＵＥからの送信を連続的に監視していない。し
たがって、ＵＥは、ＬＰＮがそのようなメッセージを監視しているとき、ＲＡＣＨメッセ
ージを送信する必要がある。したがって、ＵＥは、ＬＤＣＳを受信した後に、所定の時間
量、すなわち、所定のＲＡＣＨ遅延においてＲＡＣＨメッセージを送信する。ＬＤＣＳを
送信した後に、ＬＰＮは、所定のＲＡＣＨ遅延によって示されるときにＲＡＣＨメッセー
ジを監視することになる。たとえば、ＬＰＮがサブフレームｎにおいてＬＤＣＳを送信し
、Ｋの対応するＲＡＣＨ遅延を有するとき、時間ｎ＋Ｋにおいて、ＬＰＮは、特定の構成
を有するＲＡＣＨシーケンスを探すことになる。すべての他の時間において、ＬＰＮはド
ーマントのままであり得る。この決定性遅延は、ＬＰＮと潜在的ユーザとの間の通信の可
能性を維持しながら、さらなる電力効率を確保する。ＲＡＣＨ遅延Ｋは、たとえば、ＳＩ
Ｂ／ＭＩＢ中のＬＤＣＳ構成情報とともに、マクロセルからシグナリングされ得る。また
、ＲＡＣＨ遅延Ｋ、および構成は、ＬＤＣＳ内などでＬＰＮからユーザに直接シグナリン
グされ得る。さらに、ＲＡＣＨ構成は、グローバルセルＩＤにリンクされるか、またはＬ
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ＤＣＳ構成中で指定されるか、またはＬＤＣＳによって直接シグナリングされ得る。これ
により、ＬＰＮは、ＵＥが他の近くのＬＰＮではなくこの特定のＬＰＮにアクセスするこ
とを試みていることを知ることが可能になる。
【００７３】
　[0092]図１２は、ＵＥにおけるワイヤレス通信の方法のフローチャート１２００である
。随意の態様は破線で示されている。本方法はＵＥによって実行され得る。ステップ１２
０２において、第２のエンティティからＵＥリレーのためのＬＤＣＳ構成を受信する。こ
のステップは、１２０３において、第２のエンティティから複数のＬＤＣＳ構成を受信す
ることを含み得、この構成は、ＵＥリレーを含む複数のＬＰＮに対応する。ＬＰＮは、Ｕ
Ｅリレーと、ＲＲＨと、他のタイプのＬＰＮとのいずれかであり得る。低電力ノードは約
４６ｄＢｍよりも少ない電力を有する。特に、第２のエンティティは、ドーマント状態に
ないＬＰＮ、およびマクロセルなどのセルであり得る。
【００７４】
　[0093]１２０４において、ＵＥは、受信されたＬＤＣＳ構成に基づいてＵＥリレーから
のＬＤＣＳを監視する。ＵＥが追加のＬＰＮのためのＬＤＣＳ構成を受信した場合、ＵＥ
は、ＵＥリレーと追加のＬＰＮとに対応する複数のＬＤＣＳを監視し得る。ＵＥは、ＵＥ
のアイドルモードまたはアクティブモード中にＬＤＣＳを監視し得る。これは、たとえば
、ＵＥリレーを通して可能なデータ接続を実行するために実行され得る。
【００７５】
　[0094]特に、ＬＤＣＳのフォーマットは、ＳＳＳフォーマットと、拡張ＣＲＳ信号フォ
ーマットと、コード化信号送信フォーマットと、ＣＳＩ－ＲＳフォーマットと、ＳＩＢフ
ォーマットとのうちの少なくとも１つを備え得る。
【００７６】
　[0095]たとえば、ＬＤＣＳのフォーマットは、ＬＤＣＳがＳＩＢ情報とセルＩＤとのう
ちの少なくとも１つを備える場合など、低減された量の情報を有するＳＩＢフォーマット
を含み得る。典型的なネットワークでは、複数のＳＩＢ、たとえばＳＩＢ１、ＳＩＢ２、
．．．、ＳＩＢｎが送られ得、各ＳＩＢは、セル構成、ネイバーセル情報、ＲＡＴ間ハン
ドオーバ情報など、様々な態様を指定する。対照的に、低減された量の情報を有するＳＩ
Ｂは、低電力ノードについての必須情報のすべてを有する単一のＳＩＢ送信を備え得る。
そのようなＳＩＢ送信はＳＩＢ＿ｌｉｔｅと呼ばれることがある。したがって、この例に
おけるＬＤＣＳはＳＩＢ＿ｌｉｔｅ情報のみを送信し得る。この必須情報は、ＬＰＮにＲ
ＡＣＨメッセージを送るために必要とされる情報など、ＬＰＮにアクセスするためにＵＥ
にとって必要とされる情報を備える。
【００７７】
　[0096]ＬＤＣＳのフォーマットは、低デューティサイクルを有する拡張ＣＲＳを含み、
５つのＲＢ、２５個のリソースブロック（ＲＢ）またはシステム帯域幅全体のいずれかに
及び得る。ＬＤＣＳのフォーマットは、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含み得る。典型的な同期信号は５～１０ｍｓごとに発生し、
ＭＩＢは約４０ｍｓごとに発生する。したがって、低再利用プリアンブルは約１００ｍｓ
程度またはそれ以上であり得る。ＬＤＣＳのフォーマットは、たとえば、低再利用プリア
ンブルを有する信号送信を備え得、グローバルセルＩＤおよび／またはＲＡＣＨ構成の符
号化された情報を備える。
【００７８】
　[0097]第２のエンティティによって送られるＬＤＣＳ構成は、特に、第２のエンティテ
ィからのＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＳＩＢ、およびＭＩＢ送信を備え得る。
【００７９】
　[0098]ＵＥが複数のＬＰＮのためのＬＤＣＳ構成を受信したとき、ＵＥは、受信された
ＬＤＣＳ構成に基づいて複数のＬＰＮからの複数のＬＤＣＳを監視する。これは、１２０
６において、ＵＥが、ＬＰＮに接続する必要を判断したとき、ＵＥが複数のＬＰＮの中か
らＬＰＮを選択することを可能にする。
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【００８０】
　[0099]特定のＬＰＮの選択１２０６はいくつかの考慮事項に基づき得る。
【００８１】
　[00100]たとえば、ノードは、たとえば、それのＬＤＣＳからの最大受信電力をもつノ
ードに基づいて、または最小経路損失をもつノードに基づいて選択され得る。最大受信電
力を使用すると、ＤＬ観点から最良のサービングノードが確保されるが、最小経路損失を
使用すると、ＵＬ観点から最良のサービングノードが確保される。
【００８２】
　[00101]経路損失を測定するために、ＬＤＣＳの送信電力はＵＥにシグナリングされる
ことが必要になる。ＵＥは、次いで１２１２において、ＬＤＣＳのシグナリングされた送
信電力と、ＬＤＣＳの受信された電力とに基づいて、経路損失を計算または判断すること
が可能になる。これは、１２０８において、第２のエンティティから、たとえば、マクロ
セルからシグナリングされ得る。マクロセルは、ＳＩＢ／ＭＩＢ中で他のＬＤＣＳ構成と
ともに送信電力をシグナリングし得る。代替的に、送信電力は、１２１０において、ＬＰ
ＮからＬＤＣＳの一部としてシグナリングされ得る。たとえば、ＬＤＣＳの送信電力は、
ＬＤＣＳのコード化コンテンツ中に埋め込まれるか、あるいはＬＤＣＳのシーケンスまた
は構成の一部分として埋め込まれ得る。このようにして、ＵＥは、たとえば、第２のエン
ティティから、複数のＬＰＮの送信電力を受信し、ＬＰＮの各々のための送信電力は、対
応するＬＰＮのための受信されたＬＤＣＳ構成において備えられ得る。次いで、ＵＥは、
対応するＬＰＮのための受信された送信電力に少なくとも部分的に基づいて、複数のＬＰ
Ｎの各々のための経路損失を判断し得る。別の態様では、各ＬＤＣＳは、対応するＬＰＮ
の送信電力を備え得、ＵＥは、対応するＬＰＮのための受信された送信電力に少なくとも
部分的に基づいて、複数のＬＰＮの各々のための経路損失を判断し得る。
【００８３】
　[00102]ＬＰＮは、特徴の中でも、それのバックホール品質および／またはローディン
グ能力をさらに示し得る。バックホール品質および／またはローディング能力は、ＬＰＮ
によって送信されるＬＤＣＳ中に埋め込まれるか、またはＬＤＣＳ構成とともにシグナリ
ングされ得る。
【００８４】
　[00103]たとえば、１２１４／１２１６において、ＵＥがバックホール品質および／ま
たはローディング能力を受信すると、ＵＥは、ＬＰＮのそれの選択においてその情報を使
用し得る。たとえば、ＵＥは、１２１８において、それ自体のバッファステータスを判断
し、それのバッファステータスとＬＰＮの受信されたバックホール品質とに基づいて、特
定のＬＰＮにアクセスすべきかどうかを判断し得る。ＵＥは、第２のエンティティからの
受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて、複数のＬＰＮからＬＤＣＳを受信し得る。ＬＰＮの
各々のためのＬＤＣＳが、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つを備えるとき、ＵＥは、ＵＥの判断されたバッファス
テータスとの組合せで、対応するＬＰＮのための受信された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つに基づいて、複数のＬＰＮのいずれかにアク
セスすべきかどうかを判断し得る。
【００８５】
　[00104]ＵＥはまた、ＬＰＮのそれの選択において追加の特性を使用し得る。たとえば
、ＵＥは、特定のＬＰＮにアクセスすべきかどうかを判断するためにＬＰＮのバックホー
ル品質、ＬＰＮのローディング能力、ＵＥの受信信号強度、経路損失、およびバッファス
テータスのいずれかを一緒に考慮することによって、複数のＬＰＮのいずれかにアクセス
すべきかどうかを判断し得る。
【００８６】
　[00105]ＬＰＮが選択されると、ＵＥは、１２２４において、選択されたＬＰＮからＬ
ＤＣＳを受信した後にＲＡＣＨ遅延において、選択されたＬＰＮにＲＡＣＨメッセージを
送信する。ＲＡＣＨ遅延は、１２０８において、第２のエンティティからＵＥによって受
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信され得る。たとえば、ＬＰＮは、選択されたＬＰＮのためのＬＤＣＳ構成において備え
られるＲＡＣＨ遅延を有し得る。このＲＡＣＨ遅延はまた、１２２２において、選択され
たＬＰＮから受信され得る。たとえば、ＬＰＮは、ＬＤＣＳにおいて備えられるＲＡＣＨ
遅延を有し得る。
【００８７】
　[00106]また、選択されたＬＰＮからＬＤＣＳを受信した後に、選択されたＬＰＮにリ
ンクされたＲＡＣＨ構成を使用して、選択されたＬＰＮにＲＡＣＨメッセージが送信され
得、ここにおいて、ＲＡＣＨ構成は、選択されたＬＰＮから受信されたＬＤＣＳ、選択さ
れたＬＰＮから受信されたＬＤＣＳ構成のうちの少なくとも１つにおいて備えられる。選
択されたＬＰＮにリンクされたＲＡＣＨ構成を使用することによって、ＵＥは、ＵＥがＲ
ＡＣＨメッセージを用いてどのＬＰＮに到達することを試みているのか、またはＲＡＣＨ
メッセージがどのＬＰＮを対象とするのかをＬＰＮが理解するようになることを保証する
。
【００８８】
　[00107]ＲＡＣＨ構成は、特定のＬＰＮのためのＬＤＣＳまたはＬＤＣＳ構成のいずれ
かにおいてシグナリングされ得る。ＵＥがＲＡＣＨを送信したとき、対象とするＬＰＮが
、ＵＥがＲＡＣＨメッセージを介してそれをシグナリングすることを試みていることを知
るように、ＲＡＣＨ構成は、グローバルセルＩＤに関係するか、またはそれに結合され得
る。
【００８９】
　[00108]図１３に、第２のエンティティからの、ＵＥリレーのためのＬＤＣＳ構成の通
信の方法１３００の図を示す。随意の態様は破線で示されている。本方法は、ドーマント
状態にない別のＬＰＮまたはマクロセルであり得る、第２のエンティティによって実行さ
れる。第２のエンティティは、図１２および図１４に関して説明する第２のエンティティ
に対応し得る。
【００９０】
　[00109]ステップ１３０２において、ＵＥリレーを識別する。第２のエンティティはま
た、１３０３において、追加のＬＰＮを識別し得る。したがって、第２のエンティティは
複数のＬＰＮを識別し、これらの複数のＬＰＮはＵＥリレーを含み得る。１３０４および
１３０６に示すように、ＵＥリレーのためのＬＤＣＳ情報は、第２のエンティティによっ
て受信されるか、あるいは第２のエンティティ自体によって構成され得る。ＬＤＣＳ情報
が第２のエンティティによって受信されるとき、１３０４においてＬＤＣＳ情報が受信さ
れた後に、１３０８において、ＬＤＣＳ構成を送信する。第２のエンティティが１３０６
においてＬＤＣＳ構成を構成したとき、第２のエンティティはまた、１３１０において、
ＵＥリレーにＬＤＣＳ構成を送信する。
【００９１】
　[00110]ＬＤＣＳとＬＤＣＳ構成との送信のための可能なフォーマットは、図１２に関
して説明したものと同じであり得る。
【００９２】
　[00111]第２のエンティティは、１３１２において、ＵＥリレーに関する経路損失判断
を可能にするために、ＵＥリレーの送信電力を、たとえば、ＳＩＢ／ＭＩＢ送信において
送信し得る。
【００９３】
　[00112]ステップ１３１４において、セルは、ＵＥリレーのＬＤＣＳに関係するＲＡＣ
Ｈ遅延を送信し得る。
【００９４】
　[00113]１３１６において、セルは、ＵＥリレーのバックホールのためのＤＲＸ／ＤＴ
Ｘモードを構成し得る。追加のＬＰＮに関係するＤＲＸ／ＤＴＸモードが構成され得、よ
り良い多重化を行うために、ＵＥリレーと追加のＬＰＮとのためのＤＲＸ／ＤＴＸモード
は異なり得る。



(26) JP 6138917 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

【００９５】
　[00114]１３１８において、ＵＥのＤＲＸ／ＤＴＸモードを構成し、ＵＥリレーのＤＲ
Ｘ／ＤＴＸモードと、ＵＥのＤＲＸ／ＤＴＸモードとは異なり得る。第２のエンティティ
はまた、ＵＥリレーのためのアクセスリンクＤＲＸ／ＤＴＸ構成に整合するＤＲＸ／ＤＴ
Ｘに対してＵＥリレーのためのバックホールを構成し得る。さらに、第２のエンティティ
は、ＵＥリレーのためのアクセスリンクＤＲＸ／ＤＴＸ構成に整合するＤＲＸ／ＤＴＸに
対してＵＥリレーのためのバックホールを構成し得、ＵＥのためのＤＲＸ／ＤＴＸ構成に
マッピングするようにバックホールのためのＤＲＸ／ＤＴＸ構成とアクセスリンクＤＲＸ
／ＤＴＸ構成とを構成し得る。
【００９６】
　[00115]本方法は、ＵＥリレーのためのＬＤＣＳ構成においてＵＥにＲＡＣＨ遅延を送
信することをさらに含むことができる。
【００９７】
　[00116]ＲＡＣＨ遅延に加えて、ＲＡＣＨ構成が、たとえば、特定のＬＰＮのためのＬ
ＤＣＳ構成において、マクロセルからシグナリングされ得る。ＵＥがＲＡＣＨを送信した
とき、対象とするＬＰＮが、ＵＥがＲＡＣＨメッセージを介してそれをシグナリングする
ことを試みていることを知るように、ＲＡＣＨ構成は、グローバルセルＩＤに関係するか
、またはそれに結合され得る。
【００９８】
　[00117]これにより、ＵＥは、選択されたＬＰＮからＬＤＣＳを受信した後に、選択さ
れたＬＰＮにリンクされたＲＡＣＨ構成を使用して、複数のＬＰＮの中からの選択された
ＬＰＮにＲＡＣＨメッセージを送信することが可能になり、ここにおいて、ＲＡＣＨ構成
は、選択されたＬＰＮから受信されたＬＤＣＳと、選択されたＬＰＮから受信されたＬＤ
ＣＳ構成とのうちの少なくとも１つにおいて備えられる。選択されたＬＰＮにリンクされ
たＲＡＣＨ構成を使用することによって、ＵＥは、ＵＥがＲＡＣＨメッセージを用いてど
のＬＰＮに到達することを試みているのか、またはＲＡＣＨメッセージがどのＬＰＮを対
象とするのかをＬＰＮが理解するようになることを保証する。
【００９９】
　[00118]図１４に、ＵＥリレーにおけるワイヤレス通信の方法１４００の図を示す。随
意の態様は破線で示されている。本方法は、本明細書で説明するように、ＬＰＮによって
、たとえば、ＵＥリレーによって実行され得る。ステップ１４０８において、ＵＥリレー
はドーマント状態に遷移する。１４１０において、ＵＥリレーは、ドーマント状態にある
間、ＬＤＣＳを送信する。
【０１００】
　[00119]ＬＤＣＳのための可能なフォーマットは、図１２に関して説明した。ＬＤＣＳ
は、場合によっては、ＬＤＣＳのための送信電力情報を含み得る。
【０１０１】
　[00120]ＵＥリレーがドーマント状態にある間、第２のエンティティがＵＥリレーのそ
のようなＬＤＣＳ構成情報を送信し得るように、ＵＥリレーは、１４１１において、ＬＤ
ＣＳ構成を第２のエンティティに送信し得る。第２のエンティティは、たとえば、ドーマ
ント状態にない別のＬＰＮ、およびマクロセルであり得る。
【０１０２】
　[00121]１４１２において、ＵＥリレーは、ＬＤＣＳを送信した後に所定のＲＡＣＨ遅
延においてＲＡＣＨメッセージを監視する。所定のＲＡＣＨ遅延は、送信されるＬＤＣＳ
においてまたはＬＤＣＳ構成において備えられ得る。ＬＤＣＳは、ＵＥリレーのためのバ
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つをさらに備え得る
。
【０１０３】
　[00122]ＲＡＣＨ遅延に加えて、ＲＡＣＨ構成が、ＬＤＣＳまたはＬＤＣＳ構成のいず
れかにおいてシグナリングされ得る。ＵＥが応答してＲＡＣＨを送信したとき、対象とす
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るＵＥリレーが、ＵＥがＲＡＣＨメッセージを介してそれをシグナリングすることを試み
ていることを知るように、ＲＡＣＨ構成は、ＵＥリレーのグローバルセルＩＤに関係する
か、またはそれに結合され得る。一代替では、ＵＥリレーのためのＲＡＣＨ構成は、第２
のエンティティによってＵＥにシグナリングされ得る。
【０１０４】
　[00123]ドーマント状態への遷移１４０８は、アクティブ状態から直接行われ得、所定
の時間期間の満了に少なくとも部分的に基づいて実行され得る。たとえば、ＵＥリレーは
、１４０２において、少なくとも１つの接続されたＵＥを監視し得る。１４０４において
、ＵＥリレーは、次いで、いずれかの接続されたＵＥがアクティブであるかどうかを判断
し得る。どのＵＥも所定の時間期間の間にアクティブでないと判断されたとき、ＵＥリレ
ーはドーマント状態への遷移を実行する。
【０１０５】
　[00124]ＵＥリレーが、接続されたアクティブＵＥを有しないと判断されたとき、ＵＥ
リレーは、ドーマント状態に遷移する前に、１４０６において、ＤＲＸ／ＤＴＸモードに
遷移し得る。したがって、この状況では、ドーマント状態への遷移はＤＲＸ／ＤＴＸモー
ドから実行される。
【０１０６】
　[00125]ＬＰＮが、接続されたアクティブＵＥを有しないと判断されたとき、ＵＥリレ
ーは、どの接続されたＵＥもアクティブでないと判断した後に所定の時間期間においてド
ーマント状態に遷移し得る。
【０１０７】
　[00126]ＤＲＸ／ＤＴＸモードに遷移することの一部として、ＵＥリレーは、１４１４
において、ＤＲＸ／ＤＴＸモードを少なくとも１つの接続されたＵＥのＤＲＸ／ＤＴＸモ
ードに整合させ得る。ＵＥリレーは、ＤＲＸ／ＤＴＸモードを複数の接続されたＵＥのＤ
ＲＸ／ＤＴＸモードに整合させ得、ここにおいて、接続されたＵＥの各々のためのＤＲＸ
／ＤＴＸモードは異なる。ＵＥリレーは、ＤＲＸ／ＤＴＸモードを複数の接続されたＵＥ
のＤＲＸ／ＤＴＸモードに整合させ得、ここにおいて、接続されたＵＥの各々のためのＤ
ＲＸ／ＤＴＸモードは同じである。ＤＲＸ／ＤＴＸ整合についてＵＥリレーの例を使用し
て説明したが、そのようなＤＲＸ／ＤＴＸ整合は、別のタイプのＬＰＮのためにも実行さ
れ得る。
【０１０８】
　[00127]ＤＲＸ／ＤＴＸモードは、ＵＥリレーのアクセスリンクのための構成と、ＵＥ
リレーのバックホールリンクのための構成とを備え得る。ＵＥリレーのアクセスリンクの
ための構成は、ＵＥリレーのバックホールリンクの構成と整合し得る。ＵＥリレーのアク
セスリンクのための構成はまた、ＵＥリレーのバックホールリンクの構成とは異なり得る
。
【０１０９】
　[00128]図１５は、例示的な装置１５０２中の異なるモジュール／手段／構成要素間の
データフローを示す概念データフロー図１５００である。本装置はＵＥであり得、図１２
に関して説明したステップのいずれかを実行するように構成されたＵＥであり得る。本装
置は、受信モジュール１５０４と、監視モジュール１５０６と、選択モジュール１５０８
と、送信モジュール１５１０とを含む。
【０１１０】
　[00129]受信モジュール１５０４は、第２のエンティティ１５５０ｂ、たとえば、セル
または別のＬＰＮから、ＵＥリレー１５５０ａのためのＬＤＣＳ構成を受信する。したが
って、図示されていないが、ＬＰＮはＲＲＨまたはＵＥリレーなどのＬＰＮを備え得る。
監視モジュール１５０６は、受信されたＬＤＣＳ構成に基づいてＵＥリレーからのＬＤＣ
Ｓを監視する。ＬＤＣＳは、受信モジュール１５０４によって受信され、受信モジュール
１５０４から監視モジュール１５０６に通信される。
【０１１１】
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　[00130]単一のＵＥリレー１５５０ａおよび第２の１５５０ｂエンティティのみが示さ
れているが、受信モジュール１５０４は、複数のＬＰＮのためのＬＤＣＳ構成を受信し得
、これらの複数のＬＰＮはＵＥリレーを含み、監視モジュール１５０６は、受信されたＬ
ＤＣＳ構成に基づいて複数のＬＰＮからの複数のＬＤＣＳを監視し得る。
【０１１２】
　[00131]選択モジュール１５０８は、たとえば、対応するＬＰＮのための受信されたバ
ックホール品質情報と、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、複数のＬＰＮの間で、ＬＰＮのうちの１つを選択する。この情
報は受信モジュールまたは監視モジュールから受信され得る。選択モジュールは、ＵＥに
おけるバッファステータスを判断し、ＵＥの判断されたバッファステータスとの組合せで
、対応するＬＰＮのための受信された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つに基づいて、複数のＬＰＮのいずれかにアクセスすべきかどうかを
判断し得る。
【０１１３】
　[00132]送信モジュールは、選択されたＬＰＮからＬＤＣＳを受信した後にＲＡＣＨ遅
延において、選択されたＬＰＮに特にＲＡＣＨメッセージを送信する。したがって、選択
モジュールからの出力に基づいて、送信モジュールはＲＡＣＨを送信する。さらに、送信
モジュール１５１０は、たとえば、監視モジュール１５０６から、送信のためにＲＡＣＨ
遅延を受信し得る。ＲＡＣＨ遅延は、ＵＥリレーあるいは第２のエンティティのいずれか
からＵＥにシグナリングされ得る。
【０１１４】
　[00133]本装置は、図１２の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々
を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図１２の上述のフローチャート中
の各ステップは１つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールの
うちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス／アルゴ
リズムを行うように特に構成された１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述
べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装さ
れるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、または
それらの何らかの組合せであり得る。
【０１１５】
　[00134]図１６は、処理システム１６１４を採用する装置１５０２’のためのハードウ
ェア実装形態の例を示す図１６００である。処理システム１６１４は、バス１６２４によ
って概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス１６２４は、処理
システム１６１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続
バスおよびブリッジを含み得る。バス１６２４は、プロセッサ１６０４によって表される
１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールと、モジュール１５
０４、１５０６、１５０８、１５１０と、コンピュータ可読媒体１６０６とを含む様々な
回路を互いにリンクする。バス１６２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整
器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術
分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
【０１１６】
　[00135]処理システム１６１４はトランシーバ１６１０に結合され得る。トランシーバ
１６１０は、１つまたは複数のアンテナ１６２０に結合される。トランシーバ１６１０は
、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム１６１
４は、コンピュータ可読媒体１６０６に結合されたプロセッサ１６０４を含む。プロセッ
サ１６０４は、コンピュータ可読媒体１６０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一
般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ１６０４によって実行されたとき、
処理システム１６１４に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行さ
せる。コンピュータ可読媒体１６０６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ
１６０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モ



(29) JP 6138917 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

ジュール１５０４、１５０６、１５０８、および１５１０のうちの少なくとも１つをさら
に含む。それらのモジュールは、プロセッサ１６０４中で動作するか、コンピュータ可読
媒体１６０６中に常駐する／記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ１
６０４に結合された１つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの
何らかの組合せであり得る。処理システム１６１４は、ＵＥ６５０の構成要素であり得、
メモリ６６０、および／またはＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コン
トローラ／プロセッサ６５９とのうちの少なくとも１つを含み得る。
【０１１７】
　[00136]一構成では、ワイヤレス通信のための装置１５０２／１５０２’は、第２のエ
ンティティからＵＥリレーのための超低デューティサイクル信号（ＬＤＣＳ）構成を受信
するための手段のための手段と、受信されたＬＤＣＳ構成に基づいてＵＥリレーからのＬ
ＤＣＳを監視するための手段と、複数のＬＰＮの間でＬＰＮを選択するための手段と、Ｒ
ＡＣＨを送信するための手段とを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳された機
能を実行するように構成された、装置１５０２、および／または装置１５０２’の処理シ
ステム１６１４の上述のモジュールのうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明した
ように、処理システム１６１４は、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、
コントローラ／プロセッサ６５９とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は
、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ６６
８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６５９とであり得る。
【０１１８】
　[00137]図１７は、例示的な装置１７０２中の異なるモジュール／手段／構成要素間の
データフローを示す概念データフロー図１７００である。本装置は、ＵＥリレーのＬＤＣ
Ｓ構成を送信する。特に、本装置は、ドーマントモードにない別のＬＰＮ、およびセルで
あり得る。本装置は、受信モジュール１７０４と、識別モジュール１７０６と、判断モジ
ュール１７０８と、送信モジュール１７１０とを含む。
【０１１９】
　[00138]識別モジュール１７０６はＵＥリレー１７５０ａを識別する。送信モジュール
は、ＵＥリレー１７５０ａのためのＬＤＣＳ構成をＵＥ１７５０ｂに送信する。ＬＤＣＳ
構成は、ＬＤＣＳに関して受信モジュール１７０４において受信されたＬＤＣＳ情報に基
づき得、または、それは、装置１７０２自体において判断モジュール１７０８を介して判
断され得る。送信モジュールはさらに、装置１７０２がそれ自体でＬＤＣＳ構成を判断し
たとき、その構成をＵＥリレー１７５０ａに送信する。
【０１２０】
　[00139]本装置は、図１３の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々
を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図１３の上述のフローチャート中
の各ステップは１つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールの
うちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス／アルゴ
リズムを行うように特に構成された１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述
べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装さ
れるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、または
それらの何らかの組合せであり得る。
【０１２１】
　[00140]図１８は、処理システム１８１４を採用する装置１７０２’のためのハードウ
ェア実装形態の例を示す図１８００である。処理システム１８１４は、バス１８２４によ
って概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス１８２４は、処理
システム１８１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続
バスおよびブリッジを含み得る。バス１８２４は、プロセッサ１８０４によって表される
１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールと、モジュール１７
０４、１７０６、１７０８、１７１０と、コンピュータ可読媒体１８０６とを含む様々な
回路を互いにリンクする。バス１８２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧調整
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器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回路は当技術
分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
【０１２２】
　[00141]処理システム１８１４はトランシーバ１８１０に結合され得る。トランシーバ
１８１０は、１つまたは複数のアンテナ１８２０に結合される。トランシーバ１８１０は
、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム１８１
４は、コンピュータ可読媒体１８０６に結合されたプロセッサ１８０４を含む。プロセッ
サ１８０４は、コンピュータ可読媒体１８０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一
般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ１８０４によって実行されたとき、
処理システム１８１４に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行さ
せる。コンピュータ可読媒体１８０６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ
１８０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モ
ジュール１７０４、１７０６、１７０８、および１７１０のうちの少なくとも１つをさら
に含む。それらのモジュールは、プロセッサ１８０４中で動作するか、コンピュータ可読
媒体１８０６中に常駐する／記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プロセッサ１
８０４に結合された１つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、またはそれらの
何らかの組合せであり得る。処理システム１８１４は、ｅＮＢ６１０の構成要素であり得
、メモリ６７６、および／またはＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７０と、コ
ントローラ／プロセッサ６７５とのうちの少なくとも１つを含み得る。処理システム１８
１４は、ＵＥ６５０の構成要素であり得、メモリ６６０、および／またはＴＸプロセッサ
６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６５９とのうちの少なく
とも１つを含み得る。
【０１２３】
　[00142]一構成では、ワイヤレス通信のための装置１７０２／１７０２’は、ＵＥリレ
ーを識別するための手段のための手段と、少なくとも１つのＵＥリレーのＬＤＣＳ構成を
送信するための手段と、ＵＥリレーのためのＬＤＣＳ情報を受信するための手段と、特に
ＬＤＣＳ構成を判断するための手段とを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳さ
れた機能を実行するように構成された、装置１７０２、および／または装置１７０２’の
処理システム１８１４の上述のモジュールのうちの１つまたは複数であり得る。上記で説
明したように、処理システム１８１４は、ＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７
０と、コントローラ／プロセッサ６７５とを含み得る。したがって、一構成では、上述の
手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッ
サ６１６と、ＲＸプロセッサ６７０と、コントローラ／プロセッサ６７５とであり得る。
上述の手段はまた、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装
置１７０２、および／または装置１７０２’の処理システム１８１４の上述のモジュール
のうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム１８１４は、
ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６５９と
を含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機
能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コ
ントローラ／プロセッサ６５９とであり得る。
【０１２４】
　[00143]図１９は、例示的な装置１９０２中の異なるモジュール／手段／構成要素間の
データフローを示す概念データフロー図１９００である。本装置は、ＬＰＮ、たとえば、
ＵＥリレーであり得る。本装置は、遷移モジュール１９０４と、送信モジュール１９０６
と、判断モジュール１９０８と、受信モジュール１９１０と、監視モジュール１９１２と
を含む。
【０１２５】
　[00144]遷移モジュール１９０４は、ＵＥリレーをドーマント状態などの異なる状態に
遷移させる。遷移モジュールはまた、ＵＥリレーをアクティブ状態に、およびＤＲＸ／Ｄ
ＴＸ状態に遷移させ得る。送信モジュール１９０６は、ＵＥリレーがドーマント状態にあ
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る間、ＬＤＣＳを送信する。監視モジュール１９１２は、たとえば、所定のＲＡＣＨ遅延
において、ＲＡＣＨメッセージを監視し、ＵＥリレーに関連するＵＥを監視する。たとえ
ば、監視モジュールは、接続されたＵＥ、およびアクティブＵＥを監視する。判断モジュ
ール１９０８は、ＵＥリレーに対するＵＥの接続および／またはアクティブステータスを
判断する。判断モジュールはまた、ＤＲＸ／ＤＴＸモードを他のＤＲＸ／ＤＴＸモードに
整合させる。
【０１２６】
　[00145]本装置は、図１４の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各々
を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図１４の上述のフローチャート中
の各ステップは１つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュールの
うちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス／アルゴ
リズムを行うように特に構成された１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、述
べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装さ
れるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、または
それらの何らかの組合せであり得る。
【０１２７】
　[00146]図２０は、処理システム２０１４を採用する装置１９０２’のためのハードウ
ェア実装形態の例を示す図２０００である。処理システム２０１４は、バス２０２４によ
って概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス２０２４は、処理
システム２０１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続
バスおよびブリッジを含み得る。バス２０２４は、プロセッサ２００４によって表される
１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールと、モジュール１９
０４、１９０６、１９０８、１９１０、１９１２と、コンピュータ可読媒体２００６とを
含む様々な回路を互いにリンクする。バス２０２４はまた、タイミングソース、周辺機器
、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの回
路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
【０１２８】
　[00147]処理システム２０１４はトランシーバ２０１０に結合され得る。トランシーバ
２０１０は、１つまたは複数のアンテナ２０２０に結合される。トランシーバ２０１０は
、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム２０１
４は、コンピュータ可読媒体２００６に結合されたプロセッサ２００４を含む。プロセッ
サ２００４は、コンピュータ可読媒体２００６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一
般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ２００４によって実行されたとき、
処理システム２０１４に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行さ
せる。コンピュータ可読媒体２００６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ
２００４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、モ
ジュール１９０４、１９０６、１９０８、１９１０、および１９１２のうちの少なくとも
１つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ２００４中で動作するか、コンピ
ュータ可読媒体２００６中に常駐する／記憶されたソフトウェアモジュールであるか、プ
ロセッサ２００４に結合された１つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、また
はそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム２０１４は、ｅＮＢ６１０の構成要
素であり得、メモリ６７６、および／またはＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６
７０と、コントローラ／プロセッサ６７５とのうちの少なくとも１つを含み得る。処理シ
ステム２０１４は、ＵＥ６５０の構成要素であり得、メモリ６６０、および／またはＴＸ
プロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６５９とのう
ちの少なくとも１つを含み得る。
【０１２９】
　[00148]一構成では、ワイヤレス通信のための装置１９０２／１９０２’は、ドーマン
ト状態に遷移するための手段のための手段と、ドーマント状態にある間、ＬＤＣＳを送信
するための手段と、ＬＤＣＳを送信した後に所定のＲＡＣＨ遅延においてＲＡＣＨメッセ
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ージを監視するための手段と、少なくとも１つの接続されたＵＥを監視するための手段と
、いずれかの接続されたＵＥがアクティブであるかどうかを判断するための手段と、ＵＥ
リレーのＤＲＸ／ＤＴＸモードを少なくとも１つの接続されたＵＥのＤＲＸ／ＤＴＸモー
ドに整合させるための手段とを含む。上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能
を実行するように構成された、装置１９０２、および／または装置１９０２’の処理シス
テム２０１４の上述のモジュールのうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明したよ
うに、処理システム２０１４は、ＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７０と、コ
ントローラ／プロセッサ６７５とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、
上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ６１６
と、ＲＸプロセッサ６７０と、コントローラ／プロセッサ６７５とであり得る。上述の手
段はまた、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、装置１９０
２、および／または装置１９０２’の処理システム２０１４の上述のモジュールのうちの
１つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム２０１４は、ＴＸプロ
セッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６５９とを含み得
る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行
するように構成された、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントロー
ラ／プロセッサ６５９とであり得る。
【０１３０】
　[00149]開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手法
の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス中のステップの特
定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステップ
は組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なステップの要
素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定される
ものではない。
【０１３１】
　[00150]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実行できるようにす
るために提供したものである。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明ら
かであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用することができる。したがっ
て、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、言語的主張
に矛盾しない最大限の範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、明確にそ
う明記されていない限り、「ただ１つの」を意味するものではなく、「１つまたは複数の
」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という語は「１
つまたは複数の」を表す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開
示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参
照により本明細書に明白に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに
、本明細書に開示したいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳
されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、
その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーン
ズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　第２のエンティティからユーザ機器リレー（ＵＥリレー）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、
　前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＵＥリレーからのＬＤＣＳを監視すること
と
を備える、ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信の方法。
［Ｃ２］
　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、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
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　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、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ２に記載の方法
。
［Ｃ７］
　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、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　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ＵＥリレーを通して
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、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　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、前記複数のＬ
ＰＮが前記ＵＥリレーを含み、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を選択することとをさらに備える、Ｃ８に記載
の方法。
［Ｃ１０］
　前記ＬＰＮが、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失に基づいて選択される、Ｃ
９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　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、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１２］
　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、Ｃ９に記載の
方法。
［Ｃ１３］
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にＲＡＣＨ遅延において前記選択
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されたＬＰＮにランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信することをさら
に備え、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ遅延が、前記選択された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、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記選択されたＬＰＮにリンク
されたＲＡＣＨ構成を使用して前記選択された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、前記選択されたＬＰＮから受信された前記ＬＤ
ＣＳ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、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　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、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１６］
　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、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　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、Ｃ１５に
記載の方法。
［Ｃ１８］
　第２のエンティティからユーザ機器リレー（ＵＥリレー）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、
　前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＵＥリレーからのＬＤＣＳを監視するため
の手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ１９］
　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、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２０］
　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、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２１］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、少なくともグローバルセルＩＤの符号化された情
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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、Ｃ１９に記載の装
置。
［Ｃ２４］
　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、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２５］
　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ＵＥリレーを通して
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、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ２６］
　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、前記複数のＬＰＮが前記ＵＥリレーを含み、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、Ｃ２５に
記載の装置。
［Ｃ２７］
　前記ＬＰＮが、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失に基づいて選択される、Ｃ
２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　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、Ｃ２
６に記載の装置。
［Ｃ２９］
　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、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ３０］
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にＲＡＣＨ遅延において前記選択
されたＬＰＮにランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信するための手段
をさらに備え、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ遅延が、前記選択された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、Ｃ２６に記載の装置。
［Ｃ３１］
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記選択されたＬＰＮにリンク
されたＲＡＣＨ構成を使用して前記選択された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、前記選択されたＬＰＮから受信された前記ＬＤ
ＣＳ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、Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３２］
　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
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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、Ｃ１８に記載の装置。
［Ｃ３３］
　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、Ｃ３２に記載
の装置。
［Ｃ３４］
　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、
Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ３５］
　　第２のエンティティからユーザ機器リレー（ＵＥリレー）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、
　　前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＵＥリレーからのＬＤＣＳを監視するこ
とと
　を行うように構成された処理システムを備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ３６］
　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、Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ３７］
　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、Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ３６に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ３６に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ３６に記載の装
置。
［Ｃ４１］
　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、Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ４２］
　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ＵＥリレーを通して
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、Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ４３］
　前記処理システムは、
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　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、前記複数のＬ
ＰＮが前記ＵＥリレーを含み、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ＬＤＣＳ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
、Ｃ４２に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記ＬＰＮが、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失に基づいて選択される、Ｃ
４３に記載の装置。
［Ｃ４５］
　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、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４６］
　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、Ｃ４３に
記載の装置。
［Ｃ４７］
　前記処理システムが、
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にＲＡＣＨ遅延において前記選択
されたＬＰＮにランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信するようにさら
に構成され、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ遅延が、前記選択された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、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４８］
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記選択されたＬＰＮにリンク
されたＲＡＣＨ構成を使用して前記選択された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、前記選択されたＬＰＮから受信された前記ＬＤ
ＣＳ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、Ｃ４７に記載の装置。
［Ｃ４９］
　前記処理システムが、
　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、Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ５０］
　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、Ｃ４９に記載の装置。
［Ｃ５１］
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　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、Ｃ４
９に記載の装置。
［Ｃ５２］
　　第２のエンティティからユーザ機器リレー（ＵＥリレー）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、
　　前記受信されたＬＤＣＳ構成に基づいて前記ＵＥリレーからのＬＤＣＳを監視するた
めのコードと
　を備えるコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ５３］
　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、Ｃ５２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５４］
　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、Ｃ５２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５５］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ５３に記載のコンピュータプログラム
製品。
［Ｃ５６］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ５３に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５７］
　前記ＬＤＣＳの前記フォーマットが、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、Ｃ５３に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
［Ｃ５８］
　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、Ｃ５２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５９］
　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ＵＥリレーを通して
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、Ｃ５２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６０］
　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、前記
複数のＬＰＮが前記ＵＥリレーを含み、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ＬＰＮ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、Ｃ
５９に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６１］



(39) JP 6138917 B2 2017.5.31

10

20

30

40

　前記ＬＰＮが、前記監視されるＬＤＣＳの中の最小経路損失に基づいて選択される、Ｃ
６０に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６２］
　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、Ｃ６０に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６３］
　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、Ｃ６０に記載
のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６４］
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後にＲＡＣＨ遅延において前記選択
されたＬＰＮにランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）メッセージを送信するためのコー
ドをさらに備え、ここにおいて、前記ＲＡＣＨ遅延が、前記選択された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、Ｃ６０に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６５］
　前記選択されたＬＰＮから前記ＬＤＣＳを受信した後に前記選択されたＬＰＮにリンク
されたＲＡＣＨ構成を使用して前記選択された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、前記選択されたＬＰＮから受信された前記ＬＤ
ＣＳ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、Ｃ６４に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６６］
　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、Ｃ５２に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
［Ｃ６７］
　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、Ｃ６６に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６８］
　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、
Ｃ６６に記載のコンピュータプログラム製品。
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