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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制限された遠隔通信サービス区域にサービスするように構成される複数の屋内ベースの
アクセス・ポイントのうちのアクセス・ポイントを含むシステムであって、
　前記アクセス・ポイントは、
　無線リソースは前記制限された遠隔通信サービス区域の外部の領域にサービスするよう
に構成される基地局によって配信される制御チャネルであり、前記制限された遠隔通信サ
ービス区域内でモバイル・デバイスの前記無線リソースのアクセスを制御するよう、
　前記制御チャネルにスペクトル的にオーバーラップするように構成される周波数搬送波
をスケジューリングするよう、
　前記制限された遠隔通信サービス区域内で前記モバイル・デバイスによる前記制御チャ
ネルの受信を阻止する電力レベルで前記周波数搬送波を送信するよう、
　前記制限された遠隔通信区域内で前記モバイル・デバイスの識別証明書を要求するよう
、そして、
　監視されることの同意を前記モバイル・デバイスから受信するのに応答して、前記モバ
イル・デバイスによる前記周波数搬送波へのアクセスを許可するように構成される、
　システム。
【請求項２】
　前記制御チャネルは、無線技術プロトコルに従って少なくとも１つの電磁放射周波数帯
に従って送信される無線信号を含む、請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　前記アクセス・ポイントは、前記モバイル・デバイスが前記制限された遠隔通信サービ
ス区域内で前記周波数搬送波へのアクセスを許可されるかどうかを識別するフィールド属
性を含むアクセス制御データに少なくとも部分的に基づいて前記周波数搬送波へのアクセ
スを制御するようにさらに構成され、前記アクセス制御データは、前記無線リソースに関
連したサービスの特徴を規制する属性のセットをさらに含む、請求項１に記載のシステム
。
【請求項４】
　前記周波数搬送波に関連するシグナリングを監視するように構成される管理コンポーネ
ントをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記管理コンポーネントは、前記モバイル・デバイスによる前記周波数搬送波に対する
アタッチメント・シグナリングに関係する統計を生成するようにさらに構成される、請求
項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記管理コンポーネントは、制御判断基準に少なくとも部分的に基づいてアクセス制御
データを更新するようにさらに構成される、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記管理コンポーネントは、前記周波数搬送波内でトランスポートされるシグナリング
に基づいて前記モバイル・デバイスを突き止めるようにさらに構成される、請求項４に記
載のシステム。
【請求項８】
　前記アクセス・ポイントは、前記周波数搬送波上のシグナリング・アクティビティの監
視に基づいて前記モバイル・デバイスを突き止めるようにさらに構成される、請求項１に
記載のシステム。
【請求項９】
　前記管理コンポーネントは、アクセス制御に対する前記無線リソースの選択を容易にす
るプロトコルを開始するようにさらに構成され、前記プロトコルは、無線技術プロトコル
に従って電磁放射周波数帯に従う前記無線リソースに対するスキャンによって検出される
複数の無線リソースに関係する、請求項４に記載のシステム。
【請求項１０】
　メモリ内で保持されるコード命令を実行するのに１つまたは複数のプロセッサを使用す
るステップであって、前記コード命令は、前記プロセッサによって実行される時に、
　閉じ込められた区域内で第１の無線リソースを識別するステップであって、前記第１の
無線リソースは前記閉じ込められた区域の外部の領域にサービスするように構成される基
地局によって配信される、ステップと、
　前記第１の無線リソースにスペクトル的にオーバーラップする第２の無線リソースをス
ケジューリングするステップと、
　前記閉じ込められた区域内でモバイル・デバイスによる前記第１の無線リソースの受信
を阻止するように構成される電力レベルで前記第２の無線リソースを送信するステップと
、
　前記モバイル・デバイスの識別証明書を要求するステップと、
　監視されることの同意を前記モバイル・デバイスから受信するのに応答して、前記モバ
イル・デバイスによる前記第２の無線リソースへのアクセスを許可するステップと
　を実行する、ステップ
　を含む方法。
【請求項１１】
　前記第２の無線リソースへの前記アクセスを許可するステップは、アクセス制御データ
に基づき前記アクセスを許可するステップを含み、前記アクセス制御データは、前記モバ
イル・デバイスが前記第２の無線リソースにアクセスすることを許可されることを識別す
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る属性を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　プロビジョニングされた判断基準に従って前記アクセス制御データを更新するステップ
　をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２の無線リソースへの前記アクセスを許可するステップは、
　前記モバイル・デバイスによる前記第２の無線リソースに対する許可されないアタッチ
メント・シグナリングの通知を受信するステップと、
　前記モバイル・デバイスに関連する加入者の証明書を要求するステップと、
　前記証明書を受信するステップと、
　前記証明書が前記モバイル・デバイスの前記第２の無線リソースへのアクセスが認めら
れたことを示すことの決定に応答して、前記モバイル・デバイスによって前記第２の無線
リソースへアクセスすることを可能にするステップと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第２の無線リソースへの前記アクセスを許可するステップは、
　前記モバイル・デバイスからアタッチメント・シグナリングに対する要求を受信するス
テップと、
　前記アクセス制御データによって定められる属性に基づいて前記モバイル・デバイスの
妥当性検査を実行するステップと、
　妥当性検査が失敗したという決定に応答して、前記モバイル・デバイスからのアタッチ
メント・シグナリングに対する前記要求を拒絶し、許可されないアタッチメント・シグナ
リングの通知を生成するステップと、
　妥当性検査が成功したという決定に応答して、アタッチメント・シグナリングに対する
前記要求を受け入れ、前記モバイル・デバイスによる前記第２の無線リソースへのアクセ
スを可能にするステップと
　をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記モバイル・デバイスによって実行される許可されないアタッチメント・シグナリン
グの指示を受信するステップと、
　許可されないアタッチメント・シグナリングの前記指示を記録するステップと、
　前記許可されないアタッチメント・シグナリングの前記指示に基づいて、一定の期間内
の許可されないアタッチメント・シグナリングのパターンを取り出すステップと、
　前記モバイル・デバイスについて前記一定の期間内の許可されないアタッチメント・シ
グナリングのレポートを生成するステップと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の無線リソースによる遠隔通信サービスへのアクセスに関連するアクセス制御
リストに前記モバイル・デバイスを識別する属性を含めるディレクティブを生成するステ
ップと、
　前記リスト内で識別される前記モバイル・デバイスによって開始される呼セッションに
関係するデータを受信するステップと、
　前記データに少なくとも部分的に基づいて、前記呼セッションに関するインテリジェン
スを生成するステップと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２の無線リソースに関連するトラフィックに基づいて前記モバイル・デバイスを
突き止めるステップをさらに含み、
　前記突き止めるステップは、
　前記モバイル・デバイスによって実行される許可されないアタッチメント・シグナリン
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グの指示を識別するステップと、
　前記閉じ込められた区域内で前記第２の無線リソースを送信するアクセス・ポイント・
デバイスに関連する分散アンテナのセットの送信電力を変調するステップと、
　前記送信電力を変調する前記ステップに基づいて前記許可されないアタッチメント・シ
グナリングの反復を監視するステップと、
　前記送信電力を変調する前記ステップに少なくとも部分的に基づいて前記許可されない
アタッチメント・シグナリングの前記反復に関連する分散アンテナの前記セット内のアン
テナを識別するステップと
　を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の無線リソースに関連するトラフィックに基づいて前記モバイル・デバイスを
突き止めるステップをさらに含み、
　前記突き止めるステップは、
　送信電力変調シーケンスの実施中に許可されないアタッチメント・シグナリングに関係
するデータを収集するステップと、
　前記データに基づいて前記許可されないアタッチメント・シグナリングの相関を決定す
るステップと、
　分散アンテナのセットのうち、前記許可されないアタッチメント・シグナリングの前記
相関に関連するアンテナを識別するステップと、
　前記アンテナのアイデンティティを決定するステップと
　を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１９】
　閉じ込められた区域の外部の領域にサービスするように構成される基地局によって配信
される第１の無線リソースを、前記閉じ込められた区域内で識別する手段と、
　前記第１の無線リソースにスペクトル的にオーバーラップする第２の無線リソースをス
ケジューリングする手段と、
　前記閉じ込められた区域内でモバイル・デバイスによる前記第１の無線リソースの受信
を阻止するように構成される電力レベルで前記第２の無線リソースを送信する手段と、
　前記モバイル・デバイスの識別証明書を要求する手段と、
　監視されることの同意を前記モバイル・デバイスから受信するのに応答して、前記閉じ
込められた区域内で遠隔通信サービスを提供するために前記モバイル・デバイスによる前
記第２の無線リソースへのアクセスを許可する手段と
　を含むシステム。
【請求項２０】
　前記第２の無線リソース上でのシグナリングの監視に基づいて前記モバイル・デバイス
を突き止める手段を含む、請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本願は、２００９年１０月９日に出願した米国特許出願第１２／５７６，９２４号、名
称「ＲＥＧＵＬＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＩＮ　ＲＥＳＴＲＩＣＴＥＤ　ＴＥ
ＬＥＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＡＲＥＡ」の利益を主張するもので
ある。上記特許出願の全体が、参照によって本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本発明は、無線通信に関し、より具体的には、無線リソースへのアクセスの制御と、遠
隔通信が制限される区域内での無線アクティビティの監視およびそのリソースの突止とに
関する。
【背景技術】
【０００３】
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　許可されない無線使用は、制限区域内での大きな問題である。この問題は、遠隔通信が
、違法なアクティビティにつながり、または無線ユーザもしくは第三者への危害を引き起
こし得る、制限区域で特に悪化する。さまざまな問題が、許可されない無線使用から生じ
る可能性がある。ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）を使用して、矯正施設内の
囚人が、非合法な外部アクティビティを制御することができる。モバイル・デバイス内の
メッセージング・アプリケーションへのアクセスは、学生が試験で知識または能力を偽っ
て伝えることを可能にすることができる。産業スパイまたは政府スパイは、機密扱いの情
報またはプロプライエタリ情報を収集し、配信することができる。セルホン呼に傾聴する
ために制御アクティビティから注意をそらす航空管制官は、潜在的な死者を伴う航空機衝
突を引き起こすか旺盛がある。思慮のないワイヤレス・ユーザは、劇場、教会、図書館、
または類似物などの閉じ込められた環境で他者に迷惑をかける可能性がある。
【０００４】
　制限区域内での許可されない無線通信を減ずるために、通常採用される解決策は、主に
、計画的なスペクトル干渉を介する無線リソース（たとえば、電磁スペクトル帯域幅）の
打消に頼り、そのような解決策を、一般に妨信（ｒａｄｉｏ　ｊａｍｍｉｎｇ）と称する
。妨信は、広く使用可能であり、使用されるが、一般に、複数のユーティリティ非能率を
示す。（１）スペクトル選択性の欠如。ＥＭスペクトルの特定のブロックについて、すべ
てのラジオ周波数、ユーザ、および緊急（たとえば、Ｅ９１１）呼を含む呼セッションが
、阻止される。後者は、制限区域内のユーザの安全性問題につながる可能性がある。（２
）ユーザ追跡または突止を可能にすることの不可能性。妨信された呼を追跡しまたは突き
止めることはできない。（３）かなりの実施コスト。従来の妨信は、ＥＭスペクトルの広
いブロックで無線リソースを打ち消すために、かなりの高価な機器を活用し、大電力を消
費する。そのような非能率は、通常、制限区域での許可されない無線通信を防ぐ不適切な
解決策をもたらす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　次では、本発明のいくつかの態様の基本的な理解を提供するために、本革新の単純化さ
れた要約を提示する。この要約は、本発明の網羅的概要ではない。本発明の主要な要素ま
たはクリティカルな要素を識別することも、本革新の範囲を区切ることも、意図されてい
ない。その唯一の目的は、後で提示される、より詳細な説明の前置きとして、単純化され
た形で本発明のいくつかの概念を提示することである。
【０００６】
　本革新は、遠隔通信が制限される閉じ込められた区域で遠隔通信サービスを規制するシ
ステム（１つまたは複数）、デバイス（１つまたは複数）、および方法（１つまたは複数
）を提供する。遠隔通信サービスの規制は、無線リソースおよびこれへのアクセスの制御
と、閉じ込められた区域内での無線アクティビティの監視およびそのソースの突止とを含
む。規制を、ネットワーク化されたフェムトセル・アクセス・ポイントおよび分散アンテ
ナ・システム（ＤＡＳ）を介して達成することができるが、ＤＡＳを有しないシステム（
１つまたは複数）も、実質的に同一の効率を提供することができる。ＤＡＳに基づく実施
態様（１つまたは複数）では、送信ポイントを、アタッチメント・シグナリングの生成を
促進する構成で閉じ込められた区域全体に分散させることができる。集中コンポーネント
は、遠隔通信サービスの規制の少なくとも一部を管理することができる。
【０００７】
　無線リソースの制御は、閉じ込められた区域内の選択的打消または選択的妨信を介して
達成される。選択的妨信を、閉じ込められた区域の無線環境内で提供される遠隔通信サー
ビスの性能メトリックに基づいて更新することができる。更新を、性能メトリックに少な
くとも部分的に基づいてスケジューリングできまたは決定できる時の無線環境のスキャン
を介して実施することができる。そのような決定を、自律的にまたは自動的に実施するこ
とができる。モバイル・デバイス（１つまたは複数）が閉じ込められた区域内で無線サー
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ビスを消費することを許可する構成可能なリストが、無線リソースへのアクセスを制御す
る。アクセスを、静的にまたは動的に許可しまたは拒否することができる。アクセスの静
的な許可または拒否を、特定の期間中の閉じ込められた区域内の特定のモバイル・デバイ
スの既知の存在など、閉じ込められた区域内の遠隔通信サービスの利用の特徴に基づくも
のとすることができ、動的な許可または拒否は、リストのうちの１つまたは複数へのモバ
イル・デバイス（１つまたは複数）の対話型のまたはオンデマンドの包含を含む。
【０００８】
　閉じ込められた区域内の無線アクティビティの監視は、シグナリング・アクティビティ
またはトラフィック・アクティビティの追跡および記録を含む。記録された無線アクティ
ビティは、遠隔通信サービスの利用に関するインテリジェンスを生成するように働くこと
ができる。さらに、さまざまなアラームを、制御判断基準および検出された無線アクティ
ビティに従って配信することができる。シグナリング・アクティビティの監視は、無線ア
クティビティのソースの突止を可能にすることもでき、トラフィックの監視は、そのユー
ザの識別につながることができる。
【０００９】
　本革新の態様、特徴、または利益が、ネットワークおよび無線技術にとらわれず、実質
的にすべてのネットワークで、ほとんどすべてまたはすべての無線通信技術を介して活用
され得ることを了解されたい。たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｆｉｄｅｌｉ
ｔｙ）、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏ
ｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ）、ＩＳ－９５、拡張汎用パケット無線サービス（
Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）（拡
張ＧＰＲＳ）、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングターム・エ
ボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）、第３世代パー
トナーシップ・プロジェクト２（３ＧＰＰ２）ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（Ｕ
ｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ）（ＵＭＢ）、３ＧＰＰユニバーサル移動
体通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）（ＵＭＴＳ）、高速パケット・アクセス（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　
Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）（ＨＳＰＡ）、高速ダウンリンク・パケット・アクセス（
Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）（ＨＳＤＰＡ
）、高速アップリンク・パケット・アクセス（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）（ＨＳＵＰＡ）、またはＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ。さらに
、本革新の実質的にすべての態様は、レガシ遠隔通信技術を含むことができる。
【００１０】
　本革新のさまざまな態様、特徴、または利益が、フェムトセル・アクセス・ポイント（
１つまたは複数）を介して示されるが、そのような態様および特徴を、Ｗｉ－Ｆｉまたは
ピコセル遠隔通信などであるがこれに限定されない実質的にすべてのまたはすべての異な
る遠隔通信技術を介して無線カバレージを提供する他のタイプの屋内ベースのアクセス・
ポイント（たとえば、家庭ベースのアクセス・ポイント（１つまたは複数）、企業ベース
のアクセス・ポイント（１つまたは複数））で活用することもできる。
【００１１】
　前述の目的および関連する目的の達成に向けて、本革新は、後で十分に説明される特徴
を含む。次の説明および添付図面は、本革新のある種の例示的態様を詳細に示す。しかし
、これらの態様は、本革新の原理を使用できるさまざまな形のうちの少数のみを示すもの
である。本革新の他の態様、利益、および新規の特徴は、図面と共に検討される時に本革
新の次の詳細な説明から明白になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本明細書で説明される態様による、制限区域内での無線サービスの規制を可能に
する例のシステムを示すブロック図である。
【図２】本革新の諸態様に従って動作できるフェムトセル・アクセス・ポイントの例の実
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施形態を示す図である。
【図３】本明細書で説明される諸態様による、選択的フェムトセル・ジャミングのための
、スキャンされたマクロセル・ダウンリンク信号強度と周波数搬送波（１つまたは複数）
の電力割当とを示す図である。
【図４】本明細書で説明される諸態様による、フェムトセル・アクセス・ポイント内のデ
ィスプレイ・インターフェースの例の実施形態を示す図である。
【図５】本明細書で説明される諸態様による、無線サービスの規制を可能にする例のシス
テム内で動作できる制御コンポーネントの例の実施形態を示す図である。
【図６】本革新の諸態様による、サービスされるトラフィックおよびシグナリングを監視
するコンポーネントの例の実施形態を示すブロック図である。
【図７】本革新の特徴による、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）管理コンポーネントの例の
実施形態を示すブロック図である。
【図８Ａ】遠隔通信が、制限され、例示的な２つのフェムトセルＡＰと４つの送信ポイン
トのそれぞれのセットとを介してサービスされる、例の閉じ込められた区域の透視図およ
び上面図である。
【図８Ｂ】遠隔通信が、制限され、例示的な２つのフェムトセルＡＰと４つの送信ポイン
トのそれぞれのセットとを介してサービスされる、例の閉じ込められた区域の透視図およ
び上面図である。
【図９】本明細書で開示される諸態様による、分散送信ポイントのフェムトセル・アタッ
チメント・シグナリング・アクティビティおよび送信電力を示す図である。
【図１０】本明細書で説明される諸態様による、遠隔通信サービスへのアクセスを管理す
るアクセス制御リストを供給する例の方法を示す流れ図である。
【図１１】本明細書で説明される諸態様による、遠隔通信サービスへのアクセスを管理す
るアクセス制御リストを供給する例の方法を示す流れ図である。
【図１２】本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた制限区域内で無線サービ
スへのモバイル・デバイスのアクセスをアクティブ化する例の方法のコール・フローを示
す図である。
【図１３】本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた制限区域内で無線サービ
スを供給するフェムトセル・アクセス・ポイントにアクセスする例の方法のコール・フロ
ーを示す図である。
【図１４】本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた位置で無線カバレージを
支配する例の方法を示す流れ図である。
【図１５】本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた区域に少なくとも部分的
にサービスするフェムトセルＡＰへのアタッチメント・シグナリングを監視する例の方法
を示す流れ図である。
【図１６】閉じ込められた区域内で遠隔通信サービスを受信することを当初に許可されな
いモバイル・デバイス内で始められるトラフィックを監視する例の方法を示す流れ図であ
る。
【図１７】本明細書で説明される諸態様による、制限された遠隔通信区域内で動作するか
動作するつもりである特定のモバイル・デバイスの監視を開示する例の方法を示す流れ図
である。
【図１８】遠隔通信が制限される閉じ込められた区域内で許可されないモバイル・デバイ
スを突き止める例の方法を示す流れ図である。
【図１９】遠隔通信が制限される閉じ込められた区域内で許可されないモバイル・デバイ
スを突き止める例の方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本革新を、これから図面を参照して説明するが、図面では、同様の符号が、終始同様の
要素を指すのに使用される。次の説明では、説明において、本革新の完全な理解を提供す
るために、多数の特定の詳細を示す。しかし、本革新をこれらの特定の詳細なしで実践で
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きることは明白であろう。他の場合には、本革新の説明を容易にするために、周知の構造
およびデバイスをブロック図の形で示す。
【００１４】
　本明細書および添付図面で使用される時に、用語「コンポーネント」、「システム」、
「プラットフォーム」、「インターフェース」、「ノード」、「コーダ」、「デコーダ」
、および類似物は、コンピュータ関連のエンティティまたは１つもしくは複数の特定の機
能性を有する動作可能な装置に関係するエンティティを指すことが意図され、エンティテ
ィを、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組合せ、ソフトウェア、または実
行中のソフトウェアのいずれかとすることができる。そのようなエンティティのうちの１
つまたは複数を、「機能要素」とも称する。一例として、コンポーネントを、プロセッサ
上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行のスレッド
、プログラム、および／またはコンピュータとすることができるが、これらであることに
限定はされない。たとえば、サーバ上で動作するアプリケーションとそのサーバとの両方
を、コンポーネントとすることができる。１つまたは複数のコンポーネントが、１つのプ
ロセスおよび／または実行のスレッド内に存在することができ、１つのコンポーネントを
、１つのコンピュータ上に局所化し、かつ／または複数のコンピュータの間で分散させる
ことができる。また、これらのコンポーネントを、さまざまなデータ構造をその上に格納
されたさまざまなコンピュータ可読媒体から実行することができる。コンポーネントは、
１つまたは複数のデータ・パケット（たとえば、ローカル・システム内で、分散システム
内で、および／または信号を介して他のシステムとインターネットなどのネットワークを
介して、別のコンポーネントと相互作用するあるコンポーネントからのデータ）を有する
信号に従ってなど、ローカル・プロセスおよび／またはリモート・プロセスを介して通信
することができる。もう１つの例として、コンポーネントは、プロセッサによって実行さ
れるソフトウェア・アプリケーションまたはファームウェア・アプリケーションによって
動作させられる電気回路網または電子回路網によって動作させられる機械部品によって提
供される特定の機能性を有する装置とすることができ、このプロセッサは、装置の内部ま
たは外部とすることができ、ソフトウェア・アプリケーションまたはファームウェア・ア
プリケーションの少なくとも一部を実行する。もう１つの例として、コンポーネントを、
機械的部品を用いずに電子コンポーネントを介して特定の機能性を提供する装置とするこ
とができ、この電子コンポーネントは、電子コンポーネントの機能性を少なくとも部分的
に与えるソフトウェアまたはファームウェアを実行するプロセッサをその中に含むことが
できる。さらなる別の例として、インターフェース（１つまたは複数）は、入出力（Ｉ／
Ｏ）コンポーネント、ならびに関連するプロセッサ、アプリケーション、および／または
アプリケーション・プログラミング・インターフェース（ＡＰＩ）コンポーネントを含む
ことができる。前述の例は、コンポーネントの諸態様を対象とするが、例示された態様ま
たは特徴は、システム、プラットフォーム、インターフェース、ノード、コーダ、デコー
ダ、および類似物にもあてはまる。
【００１５】
　さらに、用語「または」は、排他的な「または」ではなく包含的な「または」であるこ
とが意図されている。すなわち、そうではないと指定されない限り、または文脈から明瞭
でない限り、「ＸはＡまたはＢを使用する」は、自然な包含的な組合せのすべてを意味す
ることが意図されている。すなわち、ＸがＡを使用する場合、ＸがＢを使用する場合、ま
たはＸがＡとＢとの両方を使用する場合に、「ＸはＡまたはＢを使用する」は、前述の実
例のいずれの下でも満足される。さらに、冠詞「ａ」および「ａｎ」は、本明細書および
添付図面で使用される時に、一般に、そうではないと指定されない限りまたは文脈から単
数形を対象とすることが明瞭でない限り、「１つまたは複数」を意味すると解釈されなけ
ればならない。
【００１６】
　さらに、「ユーザ機器」、「移動局」、「モバイル」、加入者ステーション」、「加入
者機器」、「アクセス端末」、「端末」、「送受器」、および類似する用語法などの用語
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は、データ、制御、音声、ビデオ、サウンド、ゲーミング、または実質的にすべてのデー
タ・ストリームもしくはシグナリング・ストリームを受信するか伝えるために無線通信サ
ービスの加入者またはユーザによって利用される無線デバイスを指す。前述の用語は、本
明細書および関係する図面で交換可能に利用される。同様に、用語「アクセス・ポイント
（ＡＰ）」、「基地局」、「Ｎｏｄｅ　Ｂ」、「ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏ
ｄｅ　Ｂ）」、「ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ＨＮＢ）」または「ホーム・アクセス・ポイ
ント（ＨＡＰ）」（フェムトセル・アクセス・ポイント、ピコセル・アクセス・ポイント
、Ｗｉ－Ｆｉ基地局…を含む）、および類似物は、本願で交換可能に利用され、データ、
制御、音声、ビデオ、サウンド、ゲーミング、または実質的にすべてのデータ・ストリー
ムもしくはシグナリング・ストリームを加入者ステーションのセットから受信し、サービ
スする、無線ネットワーク・コンポーネントまたは無線ネットワーク装置を指す。データ
・ストリームおよびシグナリング・ストリームを、パケット化されたフローまたはフレー
ムベースのフローとすることができる。本明細書の文脈が、一般に、屋外無線カバレージ
を提供する基地局と、屋内無線カバレージを提供するホーム・アクセス・ポイント（たと
えば、フェムトセルＡＰ）との間で区別し、文脈が利用される用語を区別するのに不十分
である可能性がある時には、屋内サービングＡＰと屋外サービング基地局との間の明示的
区別が行われることに留意されたい。
【００１７】
　さらに、用語「ユーザ」、「加入者」、「顧客」、「消費者」、および類似物は、これ
らの用語の間の特定の区別（１つまたは複数）を文脈が保証しない限り、本明細書全体を
通じて交換可能に使用される。そのような用語が、人間のエージェント、またはシミュレ
ートされた視覚、音声認識などを提供できる人工知能（たとえば、複雑な数学的形式に基
づいて推論を行う能力）を介してサポートされる自動化されたコンポーネントを指すこと
ができる。
【００１８】
　用語「インテリジェンス」は、ユーザまたは呼セッションに関して本明細書で利用され
る時に、ユーザまたは呼セッションおよびその当事者の特徴を表す実質的にすべてまたは
すべての情報を指す。インテリジェンスは、たとえば、発呼するもしくは受信する携帯電
話番号またはインターネット・プロトコル（ＩＰ）アイデンティティ、サービスの屋内ベ
ースのアクセス・ポイントのアイデンティティ、呼セッションの当事者のユーザ情報もし
くは識別する情報（たとえば、当事者のうちの１つまたは複数の請求先住所）、呼セッシ
ョン情報（たとえば、呼の経過時間）、提供されるサービスまたは製品を用いるアクティ
ビティ、または類似物を含むことができる。
【００１９】
　下でより詳細に説明するように、本革新は、遠隔通信が制限される閉じ込められた区域
内で遠隔通信サービスの規制を可能にするシステム（１つまたは複数）および方法（１つ
または複数）を提供する。規制は、無線リソースおよびこれへのアクセスの制御と、閉じ
込められた区域内での無線アクティビティの監視およびそのソースの突止とを含む。規制
を、ネットワーク化されたフェムトセル・アクセス・ポイントおよび分散アンテナ・シス
テムを介して達成することができる。無線リソースの制御は、閉じ込められた区域内での
選択的ジャミングを介して達成され、選択的ジャミングは、遠隔通信サービスの性能メト
リックに基づいて更新され得る。モバイル・デバイス（１つまたは複数）が閉じ込められ
た区域内で無線サービスを消費することを許可する構成可能なリストが、無線リソースへ
のアクセスを制御する。アクセスを、静的にまたは動的に許可しまたは拒否することがで
きる。閉じ込められた区域内の無線アクティビティの監視は、シグナリング・アクティビ
ティまたはトラフィック・アクティビティの追跡および記録を含む。シグナリング・アク
ティビティの監視は、無線アクティビティのソースの突止を可能にすることができ、トラ
フィックの監視は、そのユーザの識別につながることができる。
【００２０】
　少なくとも本革新の利益は、低コスト・フェムトセル・アクセス・ポイントおよびこれ
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を制御するための機能要素、たとえばサーバ（１つまたは複数）の利用によって与えられ
る、本明細書で説明されるシステム（１つまたは複数）のスケーラビリティである。少な
くとも本革新のもう１つの利益は、従来のジャミング・システムに関する、サービス支配
特徴、アクセス制御特徴、および追跡特徴の改善された用途の広さである。本革新では、
サービス支配は、選択的であり、したがって、電磁スペクトルのかなりの部分を阻止する
ことに頼らない。したがって、本明細書で説明されるサービス支配は、特に緊急通報の、
サービス提供を可能にする。アクセス制御に関して、閉じ込められた制限区域内でのサー
ビスの提供は、プライバシに悪影響せず、異なる任務固有の制限区域の要件に対処するた
めにカスタマイズされ得る。サービスへのアクセスのカスタマイズは、許可されたユーザ
に関する改善されたサービス品質および信頼性を与える。追跡に関して、本革新は、特定
の制御無線信号およびデータ無線信号が本革新で提供される選択的ジャミングを考慮して
閉じ込められた制限区域内の中で伝搬できるので、その区域内で動作する許可されないデ
バイスの突止を可能にすることができる。
【００２１】
　本革新で説明される特徴または態様が、少なくとも部分的に、ディレクティブ（１つま
たは複数）、指示（１つまたは複数）、要求（１つまたは複数）、または類似物とそれに
関連する情報またはペイロード・データ（たとえば、コンテンツ（１つまたは複数））の
配信または受信に頼ることができることに留意されたい。ディレクティブ（１つまたは複
数）を、マルチビット・ワード（たとえば、Ｐビット・ワード、Ｐは整数）に埋め込むこ
とができ、特定の動作（１つまたは複数）を実行するために特定の機能要素（たとえば、
フェムトセルＡＰ）に要求（１つまたは複数）を特に伝えるようにコーディングすること
ができる。シグナリング内の情報またはペイロードと、その中で伝えられる要求（１つま
たは複数）または指示（１つまたは複数）とを、たとえば、パケット・ヘッダ内の１つま
たは複数の予約済みビット、軽いペイロード（たとえば、１バイト程度の）データ・パケ
ット、制御チャネル内で伝えられる所定のマルチビット・ワード、軽いペイロード・ファ
イル（たとえば、クッキー）、電子メール通信、インスタント・メッセージ、または類似
物の中で実施することができる。さらに、本明細書で説明されるディレクティブ（１つま
たは複数）、要求（１つまたは複数）、指示（１つまたは複数）、または類似物を、ファ
イル転送プロトコル（ＦＴＰ）、セキュア・シェルＦＴＰ（ｓｅｃｕｒｅ　ｓｈｅｌｌ　
ＦＴＰ）（ＳＦＴＰ）、ＦＴＰオーバＳＳＬ（ＦＴＰ　ｏｖｅｒ　ｓｅｃｕｒｅ　ｓｏｃ
ｋｅｔ　ｌａｙｅｒ）（ＦＴＰＳ）、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）プロト
コル、マルチメディア・メッセージング・サービス（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｍｅｓｓａ
ｇｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）（ＭＭＳ）プロトコル、非構造付加サービス・データ（ｕｎ
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ）（Ｕ
ＳＳＤ）標準規格、簡易ネットワーク管理プロトコル（ＳＮＭＰ）、または類似物などの
さまざまなプロトコルに従って配信することができる。
【００２２】
　図面に関して、図１は、本明細書で説明される態様による、屋内制限区域内での無線サ
ービスの規制を可能にする例のシステム１００のブロック図である。屋内制限区域は、矯
正施設、教育機関の教室または講堂、劇場などのエンターテイメント家屋、機密の、秘密
の、もしくは機密扱いの主題が開示される公共セクタ組織または民間セクタ組織の会議室
、教会、図書館、または類似物とすることができる。例のシステム１００は、屋内制限区
域を含む領域（図面では「屋内」として図示）内に展開される。例のシステム１００は、
管理コンポーネント１２０に機能的に接続されたＮ個のフェムト・アクセス・ポイント１
１０１～１１０Ｎのセットを含み、Ｎは、自然数であり、管理コンポーネント１２０は、
Ｎ個の送信ポイント１４０１～１４０Ｎのセットに機能的に結合され、バックホール・リ
ンク１５０を介し、アクセス・ネットワーク（ＡＮ）（１つまたは複数）１６０の一部で
あるバックホール・ネットワークを介してフェムトセル・ネットワーク・プラットフォー
ム（フェムトセル・ゲートウェイ・ノード（１つまたは複数）、サーバ（１つまたは複数
）、メモリ（１つまたは複数）など）にリンクされる。一態様では、バックホール・リン



(11) JP 5784024 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

ク１５０を、光ファイバ・バックボーン、より対線、Ｔ１／Ｅ１電話回線、同期もしくは
非同期のいずれかのデジタル加入者回線（ＤＳＬ）、非対称ＤＳＬ、同軸ケーブル、また
は類似物などの１つまたは複数の有線バックボーン・ネットワーク・パイプ内で実施する
ことができる。バックホール・リンク１５０は、１つまたは複数の無線バックボーン・リ
ンク、たとえば見通し線（ＬＯＳ）無線リンクまたは非ＬＯＳ無線リンクを含むこともで
きる。ＵＭＴＳベースの無線技術では、バックホール・リンク１５０が、少なくとも部分
的にＩｕｈインターフェース内で実施される。
【００２３】
　管理コンポーネント１２０は、フェムトセルＡＰ、たとえば１１０２で生成されたデジ
タル・フォーマットの無線信号（たとえば、ラジオ周波数（ＲＦ）信号）を受信し、その
ような無線信号（１つまたは複数）を、フェムトセルＡＰにリンクされた送信ポイント（
１つまたは複数）、たとえば１４０２に配信でき、したがってモバイル・デバイス（たと
えば、１０４）に中継できる信号（１つまたは複数）に変換することができる。たとえば
、無線信号を、光信号に変換することができ、この光信号を、光ファイバ・リンクを介し
て送信ポイント（１つまたは複数）にトランスポートすることができる。一態様では、管
理コンポーネント１２０での無線信号（１つまたは複数）の変換を、スイッチ・コンポー
ネント１２２によって実施することができる。同様に、管理コンポーネント１２０は、１
つまたは複数の送信ポイント（たとえば、１４０λ）から非無線信号（１つまたは複数）
を受信し、そのような信号（１つまたは複数）を、フェムトＡＰで消費できるフォーマッ
トまたはトランスポート・プロトコル（たとえば、インターネット・プロトコル）に変換
し、そのような信号（１つまたは複数）を、１つまたは複数の送信ポイントに関連するフ
ェムトＡＰ（１つまたは複数）に中継することができる。非無線信号（１つまたは複数）
は、サービスされるモバイル・デバイス（たとえば、１０４）によって生成されたトラフ
ィックおよびシグナリングを含むことができる。もう１つの態様では、スイッチ・コンポ
ーネント１２２は、非無線信号を受信し、説明された変換を実施することができる。
【００２４】
　管理コンポーネント１２０は、サービング・フェムトセル・ネットワーク・プラットフ
ォーム（図示せず）から受信され、フェムトセルＡＰ　１１０１～１１０Ｎのうちの１つ
または複数に向けられるトラフィックおよびシグナリングを管理するルータ・コンポーネ
ント１２６をも含む。フェムトＡＰ（１つまたは複数）で復号されたシグナリングおよび
トラフィックを、管理コンポーネント１２０に送信することができ、管理コンポーネント
１２０は、復号されたシグナリングおよびトラフィックをサービング・フェムトセル・ネ
ットワーク・プラットフォームに配信し、一態様では、ルータ・コンポーネント１２６が
、そのような復号されたシグナリングおよびトラフィックの配信を管理する。トラフィッ
クおよびシグナリングの管理を実施するために、ルータ・コンポーネント１２６は、パケ
ットのスケジューリング、キューイング、アドレッシング、優先順位付け、アセンブル、
識別などを行うことができる。ルータ・コンポーネント１２６は、１つまたは複数の送信
ポイントから受信された、１つまたは複数のフェムトＡＰでの消費のためにフォーマット
された非無線信号（１つまたは複数）を管理することもできる。
【００２５】
　非無線信号の配信を可能にするために、送信ポイント（１つまたは複数）１４０１～１
４０Ｎのセット内の各送信ポイントは、１つまたは複数のそれぞれのアンテナ１４８のセ
ットにリンクされた１つまたは複数のスイッチ１４４のセットを含み、一態様では、単一
の信号送信ポイントが単一の（スイッチ、アンテナ）対を含むことを了解されたい。スイ
ッチ１４４は、アンテナ１４８を介して受信された無線信号（たとえば、ラジオ周波数（
ＲＦ）信号）を、管理コンポーネント１２０に伝搬できそこからフェムトＡＰに中継でき
る信号に変換し、一例として、無線信号を光信号に変換することができ、この光信号を、
送信ポイント（１つまたは複数）を管理コンポーネント１２０に動作可能に接続する光フ
ァイバ・リンクを介して伝搬させることができる。
【００２６】
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　本革新の一態様では、各フェムトセルＡＰ　１１０λ（λ＝１、２…Ｎ）は、一意の再
利用されないロケーション・エリア・コード（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｒｅａ　ｃｏｄｅ）
（ＬＡＣ）を有し、このＬＡＣは、それぞれの送信ポイント（１つまたは複数）１４０λ

を介して送信される。相互に異なることに加えて、そのようなロケーション・エリア・コ
ード（ＬＡＣ　１～ＬＡＣ　Ｎ）は、基地局（１つまたは複数）１６０によって配信され
本明細書で説明される無線環境のスキャンを介して検出される外部制御チャネルとは異な
る。ＬＡＣは、ＵＭＴＳベースの技術に固有の識別するパイロット信号であるが、他の無
線技術で動作するフェムトセルＡＰを、この他の無線技術に適するパイロット・シーケン
スまたは符号を用いて本明細書で説明されるように識別することもできる。送信ポイント
１４０１～１４０Ｎは、送信ポイント内の各アンテナが異なるＬＡＣを有する最近近傍ア
ンテナのセットを有することをもたらす相関する形で、制限区域全体に分散される。その
ような分散は、本明細書では送信ポイントの「インターリーブされた分散」と称するが、
制限区域内で動作するモバイル・デバイス（図示せず）に、モバイル・デバイス１０４が
アイドル・モードでその制限区域に入り、移動する時に、異なるＬＡＣ（１つまたは複数
）を検出させ、送信ポイント（１つまたは複数）とアタッチメント・シグナリングを交換
（たとえば、送信および受信）させる。一態様では、ＵＭＴＳベースの無線技術で、アタ
ッチメント・シグナリングが、ロケーション・エリア・アップデート（ｌｏｃａｔｉｏｎ
　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ）（ＬＡＵ）シグナリングまたはルーティング・エリア・アッ
プデート（ｒｏｕｔｉｎｇ　ａｒｅａ　ｕｐｄａｔｅ）（ＲＡＵ）シグナリングのうちの
少なくとも１つを含むことができる。３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ以外の無線技術で、ある送信ポ
イントから別の送信ポイントにローミングする時にモバイル・デバイスにアタッチメント
・シグナリングを強制的に配信させるために、代替識別子（１つまたは複数）をフェムト
ＡＰ　１１０λごとに使用できることに留意されたい。制限区域全体にわたる送信ポイン
ト（１つまたは複数）のそのような戦略的分散は、少なくとも部分的に、許可されないモ
バイル・デバイス（１つまたは複数）のサービス・カバレージの支配または突止のうちの
少なくとも１つを可能にする。１つまたは複数の追加のまたは代替の実施形態では、例の
システム１００が、前述のインターリーブされた分散に従って、無線信号の通信のために
送信ポイント１４０１～１４０Ｎに頼らずに、屋内制限区域全体に展開されたフェムトセ
ルＡＰ　１１０１～１１０Ｎを有することができ、そのような通信が、フェムトＡＰ　１
１０λのそれぞれ内の１つまたは複数のアンテナを介して達成されることに留意されたい
。
【００２７】
　本革新のもう１つの態様では、管理コンポーネント１２０は、送信ポイント１４０１～
１４０Ｎが展開される制限区域内の無線リソースを少なくとも部分的に規制することがで
きる。規制は、無線リソースの支配またはスペクトル支配を含み、一態様では、支配は、
制御データが無線リンク（１つまたは複数）１６５を介してマクロセルラ基地局１６０の
セットによって通信される特定の無線チャネルの選択的阻止を含む。無線リソースの支配
を実施するために、管理コンポーネント１２０は、展開された送信ポイント１４０１～１
４０Ｎの付近の無線環境のスキャンを構成する制御コンポーネント１２４を含む。フェム
トＡＰ　１１０１～１１０Ｎのうちの１つまたは複数は、無線環境を少なくとも部分的に
スキャンし、基地局１７０のセットによって配信される制御チャネルのセットを識別する
。１つまたは複数のフェムトセルＡＰは、制御チャネルの識別されたセットとスペクトル
的にオーバーラップする周波数搬送波のセットをスケジューリングし、その周波数搬送波
を送信し、送信は、管理コンポーネント１２０またはルータ・コンポーネント１２６およ
びスイッチ・コンポーネント１２２などのその中の１つもしくは複数のコンポーネントと
、１つまたは複数の送信ポイント１４０１～１４０Ｎとを介して実施される。
【００２８】
　さらに、管理コンポーネント１２０は、送信ポイント１４０１～１４０Ｎのうちの１つ
または複数で収集され、これに配信されるトラフィックまたはシグナリングのうちの少な
くとも１つを制御することができる。制御の一部として、管理コンポーネント１２０は、
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制御コンポーネント１２４を介して、フェムトＡＰ　１１０１～１４０Ｎを介してサービ
スされ、送信ポイント１４０１～１４０Ｎのうちの１つまたは複数を介して配信されるシ
グナリングまたはトラフィックのうちの少なくとも１つを監視することができる。そのよ
うなシグナリングおよびトラフィックの監視を、特定のアタッチメント・シグナリング（
たとえば、ＬＡＵまたはＲＡＵ）に応答して開始することができ、たとえば、屋内制限区
域に入る特定のモバイル・デバイス識別子（たとえば、ＩＭＳＩ）から検出された初期ア
タッチメント・シグナリングが、監視を開始することができる。さらに、トラフィックの
監視を、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｆｏｒ　Ｌａｗ　Ｅｎ
ｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　Ａｃｔ（ＣＡＬＥＡ）要件または他の法的枠組もしくは法的手段に
従って達成することができる。監視されるトラフィックおよびシグナリングを、メモリ１
３０内で保持することができ、一態様では、監視されるトラフィックおよびシグナリング
の保持プロトコルを、ＣＡＬＥＡと一貫するものとすることができる。
【００２９】
　さらに、制御の代替部分またはさらなる部分として、管理コンポーネント１２０は、機
器へ、モバイルへ、または他の形で管理コンポーネントに関連して、「進入」アラーム（
１つまたは複数）または通知（１つまたは複数）を生成し、配信することもでき、たとえ
ば、進入アラーム（１つまたは複数）または通知を、コンピュータ端末に伝え、それにリ
ンクされたディスプレイ・インターフェースにレンダリングすることができる。さらに、
フェムトＡＰ（１つまたは複数）は、特定のアタッチメント・シグナリング、たとえば屋
内制限区域へのＵＥ　１０４の進入時の初期ＬＡＵまたはＲＡＵに応答してアラーム（１
つまたは複数）または通知（１つまたは複数）を生成し、配信することもできる。管理コ
ントロール１２０またはフェムトＡＰ（１つまたは複数）のうちの少なくとも１つによっ
て生成されるアラーム（１つまたは複数）または通知（１つまたは複数）は、自動化され
た呼セッション（１つまたは複数）（たとえば、音声またはデータ）またはＳＭＳ通信、
ＭＭＳ通信、もしくは類似物などの自動化されたメッセージ（１つまたは複数）を含むこ
とができる。自動化された呼セッション（１つまたは複数）またはメッセージ（１つまた
は複数）のスクリプト（１つまたは複数）を、少なくともメモリ１３０内で保持すること
ができる。１つのそのような例示的なスクリプトは、メッセージ「ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚ
ｅｄ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ａｃｃｅｓｓ，　ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ａｃｔｉｖａｔｅｄ
（許可されない無線アクセス、監視をアクティブ化）」を伝えることができ、閉じ込めら
れた制限区域内の許可されないモバイル・デバイスに配信され得る。アラーム（１つまた
は複数）および通知（１つまたは複数）を、メモリ１３０に記録することができる。
【００３０】
　許可されないモバイル・デバイスを、フェムトＡＰ　１１０１～１１０Ｎのセット内の
フェムトセルＡＰによって検出することができる。許可されないモバイル・デバイスの検
出は、無線サービスに対するアクセス制御の一部でもあり、本革新で開示される遠隔通信
サービスの規制の中に含めることができる。許可されないモバイル・デバイスは、無線サ
ービスを否定され、または少なくとも一時的な基礎でサービスへのアクセスを許可される
ものとすることができる。無線サービスへの一時的アクセスは、許可されないモバイル・
デバイスを介して生成されるシグナリングまたはトラフィックのうちの少なくとも１つの
監視を可能にすることができ、管理コンポーネント１２０またはそのマネージャ（人間の
エージェントまたは自動化されたコンポーネント、たとえば、矯正施設の管理責任者）が
許可されないモバイル・デバイス（たとえば、１０４）のユーザ（１つまたは複数）また
は仲間（１つまたは複数）を識別するためまたは許可されないユーザ（１つまたは複数）
または仲間（１つまたは複数）に関係するインテリジェンス（たとえば、プロファイル）
を生成するために呼セッション情報を利用するつもりである場合に、この監視を有利に活
用することができる。
【００３１】
　一態様では、無線サービスに対するアクセス制御は、フェムトＡＰ　１１０１～１１０

Ｎのセット内の各フェムトＡＰ内で保持できるアクセス制御リスト（ＡＣＬ）（１つまた
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は複数）に少なくとも部分的に基づき、アクセス制御プロトコルは、そのようなセット内
のフェムトＡＰのいずれかでのアタッチメント・シグナリングの受信によってアクティブ
化される。ＡＣＬを、１つまたは複数のフェムトＡＰに関連付けることができる。そのよ
うな関連付けは、次のうちの少なくとも１つとすることができる。（ｉ）１対無、たとえ
ば、ＡＣＬは、論理的に使用可能であり、メモリ１３０内で保持されるが、フェムトセル
ＡＰにプロビジョニングされない。（ｉｉ）１対１関連付け。ＡＣＬは、単一のフェムト
セルＡＰにプロビジョニングされる。（ｉｉｉ）多対１関連付け。これは、単一のフェム
トセルＡＰにリンクされた送信ポイント（１つまたは複数）に関連する無線環境（１つま
たは複数）が、閉じ込められた制限区域内の異なる位置に、したがって各グループが専用
ＡＬＣを有するユーザの異なるグループにサービスできる場合に発生し、後者は、例のシ
ステム１００が企業環境内で展開される事例とすることができる。ＡＣＬは、１つまたは
複数のフェムトＡＰを介する遠隔通信サービスおよびその提供の特徴へのアクセスを規制
するフィールド属性のセットを含む。具体的には、フィールド属性の１つは、ＡＣＬが関
連付けられる１つまたは複数のフェムトＡＰを介して遠隔通信サービスを受信することを
許可される無線デバイスの携帯電話番号を識別する。
【００３２】
　フェムトＡＰ　１１０１～１１０Ｎのセット内の、ＬＡＣ　Ｊ（１≦Ｊ≦Ｎ）を有する
フェムトＡＰ　１１０Ｊが、モバイル・デバイス、たとえば１０４によって始められたア
タッチメント・シグナリング（たとえば、ＬＡＵシグナリングまたはＲＡＵシグナリング
）を受信する場合に、フェムトＡＰ　１１０Ｊは、そのアタッチメント・シグナリング内
で伝えられるモバイル・デバイスのアイデンティティを、フェムトＡＰ　１１０Ｊ内に存
在することができるＡＣＬに対して妥当性検査する。モバイル・デバイスのアイデンティ
ティが、ＡＣＬ内のそれぞれの携帯電話番号またはモバイル・アイデンティティと一致す
る場合には、アタッチメント・シグナリングに関連するアタッチメント手順が、完了され
、フェムトＡＰ　１１０Ｊは、モバイル・デバイスがその中にキャンプし、普通に呼セッ
ションを確立することを許可する。フェムトＡＰ　１１０Ｊ内にキャンプする場合に、モ
バイル・デバイスは、ＬＡＣ　Ｊを受信し、これを認識し、遠隔通信サービスがフェムト
セルＡＰを介して供給されることを伝える一意の英数字インジケータを表示することがで
きる。その代わりに、ＡＣＬに対する妥当性検査がモバイル・デバイスのアイデンティテ
ィとＡＣＬ内に保持されたモバイル・アイデンティティ（１つまたは複数）との間の一致
を明らかにしない場合には、フェムトＡＰ　１１０Ｊは、アタッチメント・シグナリング
を拒絶し、モバイル・デバイスは、緊急通報を確立することだけを許可される。
【００３３】
　ＡＣＬ（１つまたは複数）が、識別された携帯電話番号に関するサービス・アクセス論
理を制御する他のフィールド属性をも含むことができ、そのような論理が、サービス優先
順位、アクセス・スケジュールもしくは時間制約、アクセス・サービス品質、転送先番号
（１つまたは複数）、自動応答構成、または類似物のうちの少なくとも１つを含むことに
留意されたい。一例では、そのモバイル・デバイスがＡＣＬ（１つまたは複数）に含まれ
る従業員が、例のシステム１００を展開し、利用する組織内で管理者の役割である場合に
、その従業員は、そのデバイスがＡＣＬ（１つまたは複数）内で識別されるが管理される
側の役割である別の従業員より高い優先順位で遠隔通信サービスを受信することができる
。もう１つの例では、管理される者のモバイル・デバイスの携帯電話番号は、受信された
呼を異なる携帯電話番号、たとえば管理者電話機に転送するようにフェムトセルＡＰに指
示するＡＣＬ（１つまたは複数）内のフィールド属性を有することができる。ＡＣＬ（１
つまたは複数）およびその中の属性（１つまたは複数）が、指定された時間期間中に識別
されたモバイル・デバイスについてサービスへのアクセスを使用可能にすることができ、
したがって、前述の組織の従業員に、その従業員の仕事シフトの外の時間またはその従業
員がミッションクリティカルなアクティビティにかかわっていない時間にパーソナル・モ
バイル・デバイス内で無線サービスを与えることができることに留意されたい。例のシナ
リオでは、外科医のモバイル・デバイスを、ＡＣＬに含めることができるが、手術セッシ
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ョン中に無線サービスを否定することができる。もう１つの例のシナリオでは、学生のモ
バイル・デバイスを、テスト中以外の時間にサービスを受信するようにＡＣＬ内で構成す
ることができる。
【００３４】
　ＡＣＬ（１つまたは複数）を介する遠隔通信サービスの提供および否定を、特定のサー
ビス論理を確立するフィールド属性の構成を用いずに達成でき、たとえば、フェムトセル
ＡＰが、指定された期間を通じてＡＣＬ（１つまたは複数）の更新されたインスタンスを
受信することができ、その更新されたインスタンスが、特定の携帯電話番号を含みまたは
除外することにも留意されたい。より単純ではあるが、無線サービスへのアクセスを管理
するそのような代替案は、フェムトセルＡＰでの処理負荷を増やす可能性がある。
【００３５】
　上で説明したアクセス制御リスト（１つまたは複数）に基づく遠隔通信サービスへのア
クセスの制御は、すべての緊急通報とほとんどすべての非緊急音声呼セッションおよび非
緊急データ呼セッションとについてカバレージおよびサービス品質を高めることができる
。そのようなアクセス制御を少なくとも部分的に実施するために、管理コンポーネント１
２０は、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）を生成し、生成されたＡＣＬからモバイル・デバ
イス識別子（たとえば、ＩＭＳＩ）を含めまたは除外することができる。ＡＣＬの生成は
、例のシステム１００内でのフェムトセルＡＰのプロビジョニングの時に発生することが
できる。ＡＣＬが生成される時に、管理コンポーネント１２０は、例のシステム１００を
展開し、利用する組織の全従業員などの個人の所定のセットにリンクされたモバイル・デ
バイス識別子をＡＣＬに事前に投入（または事前にセット）することができる。モバイル
・デバイス識別子の包含または除外を、ＡＣＬが更新されなければならない事例を規定す
る操作判断基準に従って自動的に実施することができる。操作判断基準は、従業員の作業
シフトに基づくスケジュール（１つまたは複数）など、時間ベースの判断基準を含むこと
ができる。その代わりにまたはそれに加えて、包含または除外を、ＡＣＬを更新する要求
の受信およびその許可を介して対話的にまたはオンデマンドで実施することができる。た
とえば、特定の許可された訪問者のモバイル・デバイスの識別子を、ＡＣＬに追加するこ
とができ、あるいは、モバイル・デバイス識別子を、許可されないモバイル・デバイスの
呼セッションを許可し、監視するために所定の期間の間にＡＣＬに追加することができ、
許可されないモバイル・デバイスの監視は、その許可されないモバイル・デバイスによっ
て呼び出される番号（１つまたは複数）またはその許可されないモバイル・デバイスに電
話をかける番号（１つまたは複数）の識別を含むことができる。管理コンポーネント１２
０は、リクエスタ（たとえば、管理コンポーネント１２０を管理する人間のエージェント
）の更新特権に基づいて、ＡＣＬを更新する要求を許可しまたは断ることができる。一態
様では、モバイル・デバイス識別子の包含またはそのＡＣＬからの除外は、モバイル・デ
バイスが屋内制限区域内で監視されまたはそこに配置されるかどうかを少なくとも部分的
に判定することができる。
【００３６】
　許可されないモバイル・デバイスのＡＣＬへの対話的包含を、モバイル・デバイスから
の許可されないアタッチメント・シグナリングの受信に応答して実施することができる。
制御コンポーネントは、モバイル・デバイスに識別証明書（１つまたは複数）を対話的に
要求し、監視されることの同意の指示が受信される場合に、ＡＣＬを投入することができ
る。識別証明書（１つまたは複数）を、ＡＮ（１つまたは複数）１６０の一部であるネッ
トワークを介して端末１７０を介して受信することができる。例のシステム１００が展開
される閉じ込められた制限されたものが、矯正施設内で実施される場合には、端末１７０
を、護衛された入口点の一部とすることができる。
【００３７】
　例のシステム１００では、プロセッサ１２８は、管理コンポーネント１２０およびその
中のさまざまなコンポーネントの説明される機能性を少なくとも部分的に提供するように
構成されまたはこれを提供することができる。また、プロセッサ１２８は、フェムトＡＰ
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　１１０λまたは送信ポイント（１つまたは複数）１４０λの機能性を少なくとも部分的
に提供するように構成されまたはこれを提供することができる。そのような機能性を提供
するために、プロセッサ１２８は、開示されるメモリ（１つまたは複数）とコンポーネン
ト（１つまたは複数）またはサブコンポーネントとの中でデータまたは任意の他の情報を
交換するためにバス１３２を活用することができ、バス１３２は、メモリ・バス、システ
ム・バス、アドレス・バス、メッセージ・バス、参照リンク、またはデータ交換もしくは
情報交換のための任意の他の導管、プロトコル、もしくは機構のうちの少なくとも１つで
実施され得る。情報は、コード命令、コード構造（１つまたは複数）、データ構造、また
は類似物のうちの少なくとも１つを含むことができる。さらに、プロセッサ１２８は、例
のシステム１００内の１つまたは複数のコンポーネントの説明される機能性の少なくとも
一部を実施しまたは提供するために、メモリ１３０またはその中の代替のもしくは追加の
メモリ・コンポーネントもしくはメモリ要素に格納されたコード命令（図示せず）を実行
することができる。そのようなコード命令は、本明細書で説明されるさまざまな方法を実
施する、例のシステム１００の機能性または動作に少なくとも部分的に関連する、プログ
ラム・モジュール、ソフトウェア・アプリケーション、またはファームウェア・アプリケ
ーションを含むことができる。
【００３８】
　１つまたは複数の実施形態では、プロセッサ１２８を、管理コンポーネント１２０が存
在する複数のコンポーネントの中で分散させることができる。さらに、いくつかの実施形
態で、管理コンポーネント１２０を含むコンポーネントは、プロセッサ１２８によって実
行された時にさまざまなコンポーネントおよびその説明される機能性を実施するコード命
令の１つまたは複数のセットとしてメモリ１３０内に存在することができる。
【００３９】
　図２に、本革新の諸態様に従って動作できるフェムトセルＡＰ　２０２の例の実施形態
２００を示す。フェムトセルＡＰ　２０２は、フェムトＡＰ　１１０１～１４０Ｎのうち
の１つまたは複数を実施することができる。無線サービスを使用可能にするために、フェ
ムトＡＰ　２０２は、通信プラットフォーム２０４を含み、通信プラットフォーム２０４
は、フェムトＡＰ　２０２に関連する１つまたは複数の送信ポイント（図示せず）に向け
られたトラフィックおよびシグナリングを配信する。通信プラットフォーム２０４は、受
信器（１つまたは複数）／トランシーバ（１つまたは複数）２０６のセットを含む。セッ
ト内の各送信器は、アンテナ２１８κを含み、κ＝１、２、…Ｋであり、Ｋは、１以上の
自然数であるが、各アンテナ６１５κは、無線信号が１つまたは複数の送信ポイントに関
係するアンテナを介して配信される場合にディスエーブルされ得る（論理的にまたは物理
的に）。本革新では、受信器（１つまたは複数）／トランシーバ（１つまたは複数）２０
６は、ブロードバンド・ネットワーク・インターフェース２３２を介して信号を送信し、
受信し、ブロードバンド・ネットワーク・インターフェース２３２は、管理コンポーネン
ト（たとえば、１２０）内でルータ（図示せず）に機能的に接続される。
【００４０】
　通信プラットフォーム２０４は、フェムトＡＰ　２０２によって受信された信号（１つ
または複数）およびフェムトＡＰ　２０２によって送信される信号（１つまたは複数）の
処理および操作、たとえば、コーディング／復号、暗号化解除、変調／復調を可能にする
電子コンポーネントおよび関連する回路網を含み、受信された信号（１つまたは複数）ま
たは送信される信号（１つまたは複数）は、さまざまな無線技術プロトコル（たとえば、
３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ…）に従って変調され、コーディングされ、また
は他の形で処理される。通信プラットフォーム２０４内のコンポーネントまたは機能要素
は、バス２１６を介して情報を交換し、情報は、データ、コード命令、シグナリング、ま
たは類似物を含み、バス２１６は、システム・バス、アドレス・バス、データ・バス、メ
ッセージ・バス、参照リンク、または参照インターフェースのうちの少なくとも１つで実
施され得る。電子コンポーネントおよび回路網は、Ｋ個の受信器（１つまたは複数）／送
信器（１つまたは複数）２０６のセットおよびその中のコンポーネント（１つまたは複数
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）と、マルチプレクサ／デマルチプレクサ（ｍｕｘ／ｄｅｍｕｘ）コンポーネント２０８
と、変調器／復調器コンポーネント２１０と、コーダ／デコーダ２１２と、１つまたは複
数のチップセット、たとえばマルチモード・チップセット（１つまたは複数）２１４のセ
ットとを含むことができる。受信器（１つまたは複数）／送信器（１つまたは複数）２０
６は、信号をアナログからデジタルにおよびその逆に変換することができる。さらに、受
信器（１つまたは複数）／送信器（１つまたは複数）２０６は、単一のデータ・ストリー
ムを複数の並列データ・ストリームに分割し、または相反する動作を実行することができ
、そのような動作は、通常、さまざまな多重化方式で行われる。受信器（１つまたは複数
）／送信器（１つまたは複数）２０６に結合された機能性は、時間空間および周波数空間
または時間領域および周波数領域での信号（１つまたは複数）の処理または操作を可能に
するマルチプレクサ／デマルチプレクサ（ｍｕｘ／ｄｅｍｕｘ）コンポーネント２０８で
ある。電子ｍｕｘ／ｄｅｍｕｘコンポーネント２０８は、時分割多重（ＴＤＭ）、周波数
分割多重（ＦＤＭ）、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、符号分割多重（ＣＤＭ）、空間
分割多重（ＳＤＭ）などのさまざまな多重化方式に従って情報（データ／トラフィックお
よび制御／シグナリング）を多重化し、非多重化することができる。さらに、ｍｕｘ／ｄ
ｅｍｕｘコンポーネント２０８は、実質的にすべての符号、たとえば、アダマール－ウォ
ルシュ符号、ベーカー符号、カサミ符号、多相符号などに従って情報（たとえば、符号）
をスクランブルし、拡散させることができる。変調器／復調器（ｍｏｄ／ｄｅｍｏｄ）コ
ンポーネント２１０も、通信プラットフォーム２０４の一部であり、周波数変調（たとえ
ば、周波数偏移変調）、振幅変調（たとえば、Ｍ値直交振幅変調（ＱＡＭ）（Ｍは正整数
）、振幅偏移変調（ＡＳＫ））、位相偏移変調（ＰＳＫ）、および類似物などのさまざま
な変調技法に従って情報を変調し、復調することができる。実施形態２００では、ｍｏｄ
／ｄｅｍｏｄコンポーネント２１０は、バス２１６を介してｍｕｘ／ｄｅｍｕｘコンポー
ネント２０８に機能的に結合される。さらに、プロセッサ（１つまたは複数）２４０は、
直接高速フーリエ変換および逆高速フーリエ変換の実施、変調レートの選択、データ・パ
ケット・フォーマットの選択、パケット間時間、その他など、多重化／非多重化、変調／
復調のためにフェムトＡＰ　２０２がデータ（たとえば、シンボル、ビット、またはチッ
プ）を処理することを少なくとも部分的に可能にする。
【００４１】
　通信プラットフォーム２０４は、少なくとも部分的に１つまたは複数の受信器／送信器
２０６を介する通信に適切な１つまたは複数のコーディング／復号方式に従ってデータに
作用するコーダ／デコーダ２１２をも含む。フェムトＡＰに関連する１つまたは複数の送
信ポイント（図示せず）を介する遠隔通信が、多入力多出力（ＭＩＭＯ）動作、多入力一
出力（ＭＩＳＯ）動作、または一入力多出力（ＳＩＭＯ）動作を活用する時に、コーダ／
デコーダ２１２は、空間－時間ブロック符号化（ＳＴＢＣ）および関連する復号または空
間－周波数ブロック（ＳＦＢＣ）符号化および関連する復号のうちの少なくとも１つを実
施することができる。コーダ／デコーダ２１２は、空間多重化方式に従ってコーディング
されたデータ・ストリームから情報を抽出することもできる。受信された情報、たとえば
データまたは制御を復号するために、コーダ／デコーダ２１２は、特定の復調のためのコ
ンステレーション実現に関連する対数尤度比（ＬＬＲ）の計算、最大比合成（ＭＲＣ）フ
ィルタリング、最尤（ＭＬ）検出、逐次干渉除去（ＳＩＣ）検出、ゼロ・フォーシング（
ｚｅｒｏ　ｆｏｒｃｉｎｇ）（ＺＦ）および最小平均二乗誤差推定（ＭＭＳＥ）検出、ま
たは類似物のうちの少なくとも１つを実施することができる。さらに、本明細書で説明さ
れる形で動作するために、コーダ／デコーダ２１２は、ｍｕｘ／ｄｅｍｕｘコンポーネン
ト２０８およびｍｏｄ／ｄｅｍｏｄコンポーネント２１０を少なくとも部分的に使用する
ことができる。
【００４２】
　さらに、通信プラットフォーム２０４は、無線環境内で本明細書で周波数帯とも称する
１つまたは複数のＥＭ放射周波数帯のセット内で始められる信号（１つまたは複数）を処
理することができる。このセットは、ＥＭスペクトルのラジオ周波数（ＲＦ）部分（１つ
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または複数）およびマイクロ波分（１つまたは複数）を含むことができるが、赤外線（Ｉ
Ｒ）などの他のスペクトル領域を含めることもできる。一態様では、１つまたは複数のＥ
Ｍ放射周波数帯のセットは、（ｉ）すべてまたは実質的にすべての免許を交付されたＥＭ
周波数帯または（ｉｉ）遠隔通信に現在使用可能なすべてまたは実質的にすべての免許不
要の周波数帯のうちの少なくとも１つを含むことができる。セットが、再構成可能であり
、周波数帯またはその中の周波数搬送波が、たとえば利用のためにオークションにかけら
れまたは無料利用のために許可されるなど、遠隔通信に使用可能になる時に、そのような
帯域または搬送波を組み込むために、セットをアップグレードできることに留意されたい
。さらに、通信プラットフォーム２０４は、無線技術またはその通信プロトコルの構成可
能なセットに従って動作することができる。新しい無線技術が標準化されるか使用可能に
なる時に、遠隔通信サービスを提供するネットワーク・オペレータは、閉じ込められた制
限区域内で展開されたフェムトＡＰ　２０２を介する遠隔通信のために利用できる無線技
術のセット内でそのような技術を導入することができる。
【００４３】
　実施形態２００では、マルチモード・チップセット（１つまたは複数）２１４は、無線
ネットワーク技術または衛星通信の異なる技術仕様または標準プロトコルに従って、さま
ざまな無線ネットワーク技術（たとえば、第２世代（２Ｇ）、第３世代（３Ｇ）、第４世
代（４Ｇ））または深宇宙衛星ベースの通信を介して複数の通信モードで動作するために
フェムト２０２できる。上で示した無線技術のセットの一部であるさまざまな無線ネット
ワーク技術。一態様では、マルチモード・チップセット（１つまたは複数）２１４は、通
信プラットフォーム２０４が動作の遠隔通信モード、たとえばＬＴＥベースの通信に固有
の標準プロトコルに従って動作することを少なくとも部分的に可能にすることができる。
もう１つの態様では、マルチモード・チップセット（１つまたは複数）２１４を、さまざ
まなモードでまたは、マルチモード・チップセット（１つまたは複数）２１４が特定の時
間間隔の間に専用モードで動作するマルチタスク・パラダイム内で同時に動作するように
スケジューリングすることができる。
【００４４】
　慣例的に、構成または再構成の一部として、フェムトセルＡＰは、最小の干渉のスペク
トル区域内のチャネル（１つまたは複数）などの満足な動作パラメータを判定し、外部制
御チャネルをトランスポートするスペクトル領域内のフェムトセル搬送波の送信を避ける
ために、無線アクティビティおよび関連するデータをスキャンすることができる。本革新
では、フェムトＡＰ　２０２は、外部制御チャネルをトランスポートするスペクトル領域
の回避なしに無線リソースおよびサービスを支配するために、送信ポイント（たとえば、
１４０１）の付近の屋内無線環境内のマクロ無線カバレージに関連する信号をスキャンし
、復号する。スキャンされる信号は、ダウンリンク信号であり、パイロット信号（１つま
たは複数）、システム・ブロードキャスト・メッセージ（１つまたは複数）、およびトラ
フィック信号（１つまたは複数）のうちの少なくとも１つを含むことができる。システム
・ブロードキャスト・メッセージ（１つまたは複数）を、特定の無線技術にリンクされ、
異なる周波数搬送波を介して伝えられる、特定のメッセージ（１つまたは複数）とするこ
とができる。
【００４５】
　フェムトＡＰ　２０２またはほとんどすべてもしくはすべての屋内ベースのアクセス・
ポイントによって行われるスキャンは、電磁（ＥＭ）放射周波数帯のセット内で、無線技
術のそれぞれのセットに従う遠隔通信プロトコルのセットに従ってトランスポートされる
無線信号を調べ、比較することができる。ＥＭ放射周波数帯のセット内で始められる信号
（１つまたは複数）を、通信プラットフォーム２０４によって少なくとも部分的に処理す
ることができる。ＥＭスペクトルのラジオ周波数（ＲＦ）部分（１つまたは複数）および
マイクロ波部分（１つまたは複数）を含むことができるＥＭ周波数帯のセットおよび無線
技術のセットを、フェムトセルＡＰ　２０２および関連するフェムトセル・ネットワーク
を管理するネットワーク・オペレータによって決定することができる。さらに、ＥＭ周波
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数帯のセットは、遠隔通信キャリアによって免許を交付されたすべてのＥＭ周波数帯（た
とえば、パーソナル通信サービス（ＰＣＳ）、高度無線サービス（ａｄｖａｎｃｅｄ　ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　ｓｅｒｖｉｃｅ）（ＡＷＳ）、一般無線通信サービス（ｇｅｎｅｒａｌ
　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｅｒｖｉｃｅ）（ＧＷＣＳ）な
ど）または遠隔通信に現在使用可能なすべての免許不要の周波数帯（たとえば、２．４Ｇ
Ｈｚの産業科学医療用（ＩＳＭ）帯または帯域の５ＧＨｚセットのうちの１つまたは複数
）を含むことができる。遠隔通信キャリアを、フェムトセルＡＰ　２０２またはマクロセ
ルラ基地局を介して無線サービスを管理するネットワーク・オペレータとすることができ
、あるいは、競争するネットワーク・オペレータとすることができる。したがって、その
ようなＥＭ周波数帯の調査は、マクロ無線サービスを提供し、遠隔通信キャリアによって
運営される基地局から配信されたシグナリング・データの収集を可能にすることができる
。屋内無線環境のスキャン中に調べられる無線技術のセットは、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭＡＸ
、３ＧＰＰ２　ＵＭＢ、拡張ＧＰＲＳ、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＨＳＰ
Ａ、ＨＳＤＰＡ、ＨＳＵＰＡ、またはＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄなどの１つまたは複数の
遠隔通信技術を含む。周波数帯またはその中の周波数搬送波が、利用のためにオークショ
ンにかけられまたは無料利用のために認可されるなど、通信に使用可能になる時に、その
ような帯域または搬送波をＥＭ周波数帯のセットに追加できることに留意されたい。同様
に、新しい無線技術が標準化されるか使用可能になる時に、そのような技術を、調べられ
る技術の無線のセットに導入することができる。
【００４６】
　送信ポイント（１つまたは複数）の付近での屋内無線環境のスキャンは、ポーリング・
モードで進行することができる。スキャン・ディレクティブまたはスキャン要求の配信を
介して、管理コンポーネント１２０は、フェムトＡＰ　２０２にリンクされた送信ポイン
ト（１つまたは複数）（図２には図示せず）の付近の屋内無線環境をスキャンし、査定す
るようにフェムトＡＰ　２０２に指示する。ディレクティブを、周期的にまたはスケジュ
ールに従って伝えることができる。ポーリング周期τまたはポーリング・レートτ－１は
、構成可能であり、管理コンポーネント１２０のマネージャによって決定され、このマネ
ージャは、人間のエージェントまたはコンポーネント、たとえば制御コンポーネント１２
４である。同様に、管理コンポーネント１２０のマネージャは、所定の瞬間のスキャン・
ディレクティブの通信を規定するポーリング・スケジュールを構成することができる。ス
キャン・ディレクティブがフェムトＡＰ　２０２で受信される（たとえば、着信データ・
フローおよび発信データ・フローを可能にするブロードバンド・ネットワーク・インター
フェース２３２を介して）場合に、フェムトセルでのサービス負荷またはプロセッサ（１
つまたは複数）２４０の負荷が、評価され、ディレクティブが、受け入れられまたは拒絶
される。評価を、フェムトＡＰ　２１０のビルディング内サービス品質（たとえば、フェ
ムトＡＰ　２０２を介してサービスされるモバイル・デバイス（１つまたは複数）から始
められるＵＬ信号強度）または容量（たとえば、フェムトＡＰ　２０２にアタッチしてい
る加入者数、スケジューリングされたトラフィック、キューイングされたトラフィックま
たシグナリング…）のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に基づくメモリ２４４内
で保持される性能判断基準（図示せず）に基づくものとすることができる。受入または拒
絶は、ＡＣＫ（肯定応答）信号またはＮＡＣＫ（否定応答）信号を介して示され、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫを、たとえば、パケット・ヘッダ内の１つまたは複数の予約済みビット、軽い
ペイロード（たとえば、１バイト程度）のデータ・パケット、制御チャネル内の無線フレ
ーム内で伝えられる所定のマルチビット・ワード内などで実施することができる。受入が
示される場合には、管理コンポーネント１２０は、実行すべき測定のセットを含むスキャ
ン構成（図示せず）を伝えることができる。拒絶は、所定の個数Ｍ（整数）のスキャン・
ディレクティブが、ディレクティブが受け入れられるかＭ回の試行が完了するまで所定の
間隔で配信される、管理コンポーネント１２０での再試行サイクルの実施をもたらすこと
ができる。一態様では、プロセッサ（１つまたは複数）２４０内の１つまたは複数のプロ
セッサのセットを、無線信号の測定値が収集される時のフェムトＡＰ　２１０の性能劣化
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を軽減するために、少なくとも部分的に、スキャナ・コンポーネント２２０を動作させる
ための専用とすることができる。
【００４７】
　無線環境をスキャンするために、スキャナ・コンポーネント２２０は、無線リンク１６
５を介してトランスポートされ得るＤＬ基準信号（１つまたは複数）を含む信号を検出す
ることができる。フェムトＡＰ　２０２にリンクされた送信ポイント（１つまたは複数）
（図示せず）の屋内無線環境のスキャンは、上で示したように、ＥＭ周波数帯の構成され
たセットにまたがって受信された無線信号を調べる。スキャンを行うために、スキャナ・
コンポーネント２２０は、通信プラットフォーム２０４を少なくとも部分的に活用する。
一態様では、スキャナ・コンポーネント（１つまたは複数）２２０は、特定の周波数搬送
波、たとえば周波数チャネル内で生成された信号（１つまたは複数）を収集するように受
信器（１つまたは複数）／送信器（１つまたは複数）２０６を構成することができる。そ
のような構成は、ダウンリンク（ＤＬ）搬送波周波数またはチャネル番号の判定を可能に
することができる。さらに、スキャナ・コンポーネント２２０は、調べられる複数の異な
る遠隔通信技術に関連する標準プロトコルに従って、通信プラットフォーム２０４または
その中のコンポーネントの復調および非多重化動作を構成することができ、一態様では、
その実施に必要なさまざまな遠隔通信プロトコルおよび命令が、メモリ２４４内に存在す
ることができる。したがって、復調および非多重化構成は、ＤＬ信号（たとえば、ＤＬ基
準信号（１つまたは複数）２６２）またはＵＬ信号（たとえば、ＵＬ基準信号（１つまた
は複数）２７２）内で使用される無線技術の判定を可能にする。通信プラットフォーム２
０４は、遠隔通信を実施するための技術の構成可能でアップグレード可能なセット内で無
線技術（たとえば、ＩＳ－９５、ＷｉＭＡＸ…）を切り替え、無線技術に関連する構成さ
れた復調および非多重化に従うスキャン（たとえば、信号（１つまたは複数）の復号また
は暗号化解除）を可能にするために、回路網、たとえばマルチモード・チップセット（１
つまたは複数）２１４などの１つまたは複数のチップセットと、プロセッサ（１つまたは
複数）２４０の一部とすることができる少なくとも１つまたは複数のプロセッサとを含む
。そのような無線技術アジリティ（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｇｉｌｉｔｙ
）は、屋内無線環境内の通信に使用される無線技術のブラインド判定、たとえば点検によ
る識別を与えることができる。
【００４８】
　スキャナ・コンポーネント２２０は、受信された無線信号を復号し、したがって、ネッ
トワーク・オペレータ・アイデンティティ（たとえば、公衆陸上移動網（ＰＬＭＮ）、モ
バイル・ネットワーク・コード（ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｄｅ）（ＭＮＣ）
および関連するモバイル国コード（ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ　ｃｏｄｅ）（ＭＣＣ
））、セル・サイト・アイデンティティ（ｃｅｌｌ　ｓｉｔｅ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）（た
とえば、セル・グローバル・アイデンティティ（ｃｅｌｌ　ｇｌｏｂａｌ　ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ）（ＣＧＩ）、またはマクロ・セクタ識別子（ｍａｃｒｏ　ｓｅｃｔｏｒ　ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）のうちの少なくとも１つを判定することができる。一態様では、識別子を
、パイロット符号シーケンス、たとえばザドフ－チュウ・シーケンスまたはＭシーケンス
の特徴を表す数値インデックスとすることができる。さらに、スキャナ・コンポーネント
２２０は、ＤＬ信号強度に関するデータと、識別されたセルまたはセクタおよび関係する
ネットワークに関連する品質に関するデータとを収集することができる。少なくともその
ために、スキャナ・コンポーネント２２０は、ＤＬ基準信号（１つまたは複数）２６２を
収集し、ＤＬチャネル品質またはＤＬチャネル強度を判定するためにそのような信号（１
つまたは複数）を分析することができる。一態様では、信号強度を、受信信号強度インジ
ケータ（ＲＳＳＩ）または受信信号コード電力（ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｓｉｇｎａｌ　ｃｏ
ｄｅ　ｐｏｗｅｒ）（ＲＳＣＰ）を介して判定することができ、品質を、信号対雑音比（
ＳＮＲ）、信号対雑音干渉比（ＳＮＩＲ）、または総受信電力にわたる１チップあたりの
エネルギ（Ｅｃ／Ｎ０）などのメトリックを介して査定することができる。さらに、スキ
ャナ・コンポーネント２２０は、モバイル・デバイス、たとえば１０４で始められたアッ
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プリンク（ＵＬ）データを収集することもできる。一態様では、スキャナ・コンポーネン
ト２１８は、モバイル・デバイスの一意識別子を抽出するために、収集されたＵＬデータ
を復号することができる。復号された一意識別子（１つまたは複数）は、国際モバイル加
入者アイデンティティ（ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）（ＩＭＳＩ）、一時的ＩＭＳＩ（ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ＩＭＳ
Ｉ）（ＴＩＭＳＩ）、国際モバイル機器識別子（ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）（ＩＭＥＩ）、モバイル・ディレク
トリ番号（ｍｏｂｉｌｅ　ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　ｎｕｍｂｅｒ）（ＭＤＮ）、モバイル識
別番号（ｍｏｂｉｌｅ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｎｕｍｂｅｒ）（ＭＩＮ）、通
信工業会（ＴＩＡ）電子シリアル番号（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｓｅｒｉａｌ　ｎｕｍｂ
ｅｒ）（ＥＳＮ）、またはモバイル・アイデンティティ番号（ｍｏｂｉｌｅ　ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ　ｎｕｍｂｅｒ）（ＭＥＩＤ）などのマルチビット識別番号を含むことができる。
スキャナ・コンポーネント２２０によって収集されたデータを、データ・ストレージ２５
４内で保持することができる。
【００４９】
　スキャナ・コンポーネント２２０は、フェムトセルＡＰ　２０２でＵＬまたはＤＬの加
入者トラフィックを復号することもできる。上で説明したように、１つまたは複数のフェ
ムトセルＡＰ　１１０１～１１０Ｎを介して無線サービスにアクセスする加入者は、屋内
の閉じ込められた区域内での無線サービス提供の一部としてトラフィックを監視されるこ
とに同意する。
【００５０】
　スキャナ・コンポーネント２２０によって実行される復号を、受信信号（１つまたは複
数）のブラインド復号、特定の復調のためのコンステレーション実現に関連する対数尤度
比（ＬＬＲ）の計算、最尤（ＭＬ）推定、最小平均二乗等化（ｍｉｎｉｍｕｍ　ｍｅａｎ
　ｓｑｕａｒｅ　ｅｑｕａｌｉｚａｔｉｏｎ）（ＭＭＳＥ）、ゼロ・フォーシング（ＺＦ
）フィルタリング、または最大比合成（ＭＲＣ）フィルタリングに少なくとも部分的に基
づくものとすることができる。符号シーケンスを、したがって前述の１つまたは複数の識
別子のうちの１つまたは複数を判定するために、スキャナ・コンポーネント２２０は、復
号された信号（１つまたは複数）と、スキャナ・コンポーネント（１つまたは複数）２１
２によって調べられる技術のセットに含まれるさまざまな無線技術の符号シーケンス仮説
のセットとの相互相関を計算することができる。符号シーケンスは、スクランブリング符
号、擬似雑音（ＰＮ）シーケンス、チャープ様シーケンス、その他のうちの少なくとも１
つを含むことができる。符号シーケンス仮説を、メモリ要素２５４内で保持することがで
きる。
【００５１】
　本革新の一態様では、送信ポイントに隣接する無線環境の説明されるスキャンを活用し
て、次のようにサービス支配を実施することができる。フェムトＡＰ　１１０λは、フェ
ムトＡＰ　２０２内で実施され、閉じ込められた制限区域にカバレージの少なくとも一部
を提供するが、１つまたは複数の無線技術プロトコルに従って配信される支配的外部制御
チャネルのセットを識別し、識別されたチャネル（１つまたは複数）にオーバーラップす
る周波数搬送波を故意に送信することができる。フェムトＡＰ　１１０λは、前に説明し
たスキャンを介してそのような外部制御チャネルを識別する。そのような選択的スペクト
ル・オーバーラップは、フェムトセルＡＰが屋内制限区域内の制御アクティビティを少な
くとも部分的に支配し、したがって非制御チャネルを含むすべてのスペクトルをジャミン
グする必要なしに屋内カバレージを支配することを可能にする選択的ジャミングを実施す
る。そのような選択的ジャミングは、外部制御チャネルを阻止するので、展開されたフェ
ムトセルＡＰ（たとえば、１１０１～１１０Ｎ）は、使用可能な制御シグナリングだけを
提供する。したがって、選択的ジャミングは、送信ポイント（１つまたは複数）の近くの
すべてのモバイル・デバイス（１つまたは複数）に、厳密に展開されたフェムトセル・ア
クセス・ポイント（１つまたは複数）にキャンプすることを強制する。
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【００５２】
　実施形態２００では、フェムトＡＰ　２０２は、使用可能な無線リソースを管理できる
無線制御ノード２２４を含み、そのような管理は、管理コンポーネント１２０内の処理負
荷を増やさずに実施される。プロセッサ（１つまたは複数）２４０は、そのような管理を
少なくとも部分的に可能にすることができる。ＲＣノード２２４は、スケジューラ・コン
ポーネント２２６を含み、スケジューラ・コンポーネント２２６は、送信時間（１つまた
は複数）、パケット・フォーマット（１つまたは複数）、符号レート（１つまたは複数）
、周波数搬送波、送信電力、または類似物などの無線リソースを割り当てることができる
。スケジューラ・コンポーネント２２６は、識別された外部制御チャネルのセットの指示
を受信し、識別された外部制御チャネルが伝搬するスペクトル領域で配信されるフェムト
セル周波数搬送波のセットを割り当てることができる。一態様では、周波数搬送波のセッ
トの割当の一部として、ＲＣノード２２４は、少なくとも部分的にスケジューラ・コンポ
ーネント２２６を介して、識別された外部制御チャネルのセットの周波数（１つまたは複
数）とのオーバーラップを保証するために、フェムトセル周波数搬送波のセット内の搬送
波の周波数を調整することができる。少なくともそのために、ＲＣノード２２４は、上で
示したＥＭ周波数帯のうちの１つなどの第２のＥＭ周波数帯でトランスポートされる外部
制御チャネルの周波数とオーバーラップするように、上で示したＥＭ周波数帯のうちの１
つなど、フェムトセルＡＰ　２０２がその中で放射する第１のＥＭ周波数帯内で生成され
る使用可能なフェムトセル搬送波の周波数をシフトするために、フェムトセルＡＰ　２０
２内の１つまたは複数のクロック・ソース（図示せず）を同調させることができる。フェ
ムトセル周波数搬送波を、外部制御チャネルの周波数と一致するように赤方偏移、たとえ
ばダウンコンバートし、または青方偏移、たとえばアップコンバートすることができ、外
部制御チャネルの特定の周波数について、ダウンコンバージョンまたはアップコンバージ
ョンを、フェムトセル搬送波の中心周波数を調整する１つまたは複数の別個の増加（たと
えば、２００ＫＨｚ）または減少（たとえば、２００ＫＨｚ）で実施することができる。
さらに、スケジューラ・コンポーネント２２６は、周波数搬送波の割り当てられたセット
内の搬送波ごとに送信電力を許可することができる。一態様では、スケジューラ・コンポ
ーネント２２６は、さまざまなモデルおよび関係するシミュレーションを介して搬送波ご
とに送信電力を決定することができ、たとえば、スケジューラ・コンポーネント２２６は
、サービスされる呼トラフィックにかかわりなく、たとえばＥＭスペクトルの５Ｍｈｚ内
の送信最大エネルギを支配できる、送信（ＴＸ）電力割当（１つまたは複数）のセットを
生成するために直交搬送波雑音シミュレーション（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　Ｎｏｉｓｅ　Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ）（ＯＣＮＳ）を活用することができる。
【００５３】
　一態様では、検出されたＤＬ制御チャネルの個数およびスペクトルの広がりは、閉じ込
められたカバレージ区域内の無線リソースを支配するためにスケジューリングされ送信さ
れなければならないフェムトセル周波数搬送波の個数を決定することができ、例示として
図３を参照されたい。例の図３００は、２つのＥＭ周波数帯すなわち帯域α３０８および
帯域β３１６でのマクロセルＤＬ無線信号内で検出されたチャネルのチャネル品質インジ
ケータ（ＣＱＩ）を表示する。図３００では、検出された非制御チャネルは、開いた棒と
して図示され、制御チャネル（たとえば、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ））
は、ダッシュを引いた棒として図示され、具体的には、９つの制御チャネルのセット３０
４が、帯域α３０８内に表示されている。図３５０に示されているように、閉じ込められ
た制限区域内のフェムトセルＡＰから使用可能な周波数搬送波のスペクトル帯域幅は、３
つのそのような搬送波のセット３５４がセット３０４内の検出された制御チャネルのスペ
クトルの広がりに完全にオーバーラップするようになるものとすることができる。一般に
、フェムトセル周波数搬送波が、検出されたＤＬ制御チャネルのスペクトル帯域幅を超え
ることができることを了解されたい。本明細書で前に示したように、例のセット３５４内
のフェムトセル周波数搬送波は、異なる割り当てられた送信電力を有し、そのような電力
は、上で示されたように割り当てられ、セット３０４内の制御チャネルの受信を阻止しま
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たは実質的に阻止することが、十分である。図３が、本明細書で説明されるジャミングの
選択性をも示し、たとえば、制御チャネルが帯域β３１６内で検出されないので、フェム
トセル通信に使用可能な周波数搬送波が、そのような帯域内の周波数内で割り当てられな
いことを了解されたい。
【００５４】
　上で説明したように、例のシステム１００がその中で動作する閉じ込められた区域内の
無線サービスへのアクセスは、制限される。実施形態２００では、フェムトＡＰ　２０２
は、フェムトＡＰ　２０２にリンクされた送信ポイント（１つまたは複数）（図示せず）
とのアタッチメントを試みるモバイル・デバイスの証明書（１つまたは複数）（たとえば
、ＩＭＳＩ）を妥当性検査するアクセス・マネージャ・コンポーネント２２８を含む。一
態様では、スキャナ・コンポーネント２２０は、ＵＬアタッチメント・シグナリングの復
号を介してそのような証明書（１つまたは複数）を抽出し、これらをアクセス・マネージ
ャ・コンポーネント２２８に供給することができ、アクセス・マネージャ・コンポーネン
ト２２８は、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）（１つまたは複数）２４６に対して証明書（
１つまたは複数）をチェックする。モバイル・デバイスの受信された証明書（１つまたは
複数）が、ＡＣＬ（１つまたは複数）２４６内の識別された携帯電話番号と一致する場合
に、アタッチメント手順（たとえば、ＬＡＵ）が完了され、モバイル・デバイスは、フェ
ムトＡＰ　２０２内にキャンプし、緊急通報セッションおよび非緊急通報セッションを確
立することを許可される。逆に、受信された証明書（１つまたは複数）がＡＣＬ（１つま
たは複数）２４６内の構成された携帯電話番号と一致しない場合には、アクセス・マネー
ジャ・コンポーネント２２４は、アタッチメント・シグナリングを拒絶し、たとえばＬＡ
Ｕの試みに応答してＬＡＣ拒絶信号を配信し、モバイル・デバイスは、緊急通報を行うこ
とだけを許可される。
【００５５】
　実施形態２００では、フェムトＡＰ　２０２は、ディスプレイ・インターフェース２３
６をも含み、ディスプレイ・インターフェース２３６は、フェムトＡＰ　２０２の動作を
制御する機能またはその動作状態、たとえばバックホール・ブロードバンド・ネットワー
クへの使用可能な接続性を明らかにする機能に関連するさまざまな表示をレンダリングす
ることができる。さらに、ディスプレイ・インターフェース２３６は、現在サービスされ
ているモバイル・デバイスの個数などの情報をエンド・ユーザに伝えることができる。情
報を、視覚的なしるしまたは聴覚的なしるしを介して伝えることができ、このしるしを、
ＩＶＲサーバまたは顧客を表す端末などのネットワーク・コンポーネントからエンド・ユ
ーザに動作指示を伝えるメッセージに関連して使用することもできる。ディスプレイ・イ
ンターフェース２１８の例の実施形態（図４参照）では、ディスプレイ・コンポーネント
４０４は、モバイル・デバイスの賃借に関連するプロンプト（１つまたは複数）または他
のコンテンツ（１つまたは複数）をレンダリングすることができ、少なくともそのために
、ディスプレイ・コンポーネント４０４は、視覚的なしるしまたは聴覚的なしるしを伝え
ることができる。ウィンドウベースの方式、たとえばアイコン表現、ポップアップ表現、
あるいは、スクロールダウン配信、横スクロール配信もしくは静的レンダリングを用いる
テキストベースの表現などであるがこれに限定されないさまざまな方式を使用して、プロ
ンプトまたは他のコンテンツ（１つまたは複数）をレンダリングすることができる。さら
に、プロンプトまたは他のコンテンツ（１つまたは複数）を、ディスプレイ・コンポーネ
ント４０４の一部とすることができるレンダリング・エリア（たとえば、ディスプレイ・
スクリーン）内でさまざまな構成で編成することができる。一態様では、ディスプレイ・
コンポーネント４０４を、陰極線管（ＣＲＴ）モニタ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）モニ
タ、プラズマ・モニタ、発光ダイオード（ＬＥＤ）モニタ、エレクトロクロミック・モニ
タ、または類似物などのモニタ内のディスプレイ要素内で少なくとも部分的に実施するこ
とができる。ディスプレイ・インターフェース２１８は、たとえばスピーカ（１つまたは
複数）を介する、聴覚的なしるしの通信を可能にすることもできる。
【００５６】
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　ディスプレイ・インターフェース２３６は、フェムトＡＰ　２０２が外部コマンド（た
とえば、リスタート動作）または構成情報（たとえば、フェムトＡＰ　２０２内または管
理コンポーネント１２０内のＡＣＬ（１つまたは複数）を編集する）を受け取ることを可
能にすることができるデータの入力をも可能にする。ディスプレイ・インターフェース２
３６は、少なくとも部分的に、受け取られた入力を処理し（たとえば、復号／コーディン
グし）、これをシグナリングとしてフェムトＡＰ　２０２内の１つまたは複数の機能要素
（コンポーネント（１つまたは複数）、プラットフォーム（１つまたは複数）など）また
はメモリ２４４に伝えることができる。詐欺的トランザクション（１つまたは複数）を軽
減するために、データの入力を、パスワード保護、バイオメトリック保護、または類似物
などのさまざまな証明書ベースの機構と、データ暗号化を含むことができる関連するセキ
ュア・トランスポート・プロトコル（１つまたは複数）とを介して保護することができる
。一態様では、そのような機構を実施するために実行できるコード命令を、アプリケーシ
ョン・ストレージ２４８内で保持することができる。１つまたは複数の実施形態、たとえ
ば４００では、ディスプレイ・インターフェース２３６は、情報の入力を可能にするデー
タ入力コンポーネント４０８を含む。
【００５７】
　データ入力コンポーネント４０８を少なくとも部分的に実施できるさまざまな機能要素
および関連する回路網は、１つまたは複数のジェスチャ（たとえば、タッチ、音声、動き
）、１つまたは複数の通信プロトコルを介するデータ入力を可能にする。そのような機能
要素は、キーパッド、タッチ・スクリーン、マイクロホン、カメラ（１つまたは複数）、
バー・コード・リーダー、無線周波数ＩＤ（ＲＦＩＤ）リーダー、赤外線（ＩＲ）無線ベ
ースのリーダー、または類似物を含むことができる。さらに、データ入力コンポーネント
４０８を、周辺デバイスへの接続およびこれとの通信を可能にする周辺インターフェース
４１２に機能的に結合することもできる。一例として、周辺インターフェース４１２は、
グローバル・ナビゲーション・データ、たとえば全地球測位システム（ＧＰＳ）データを
受信するために外部アンテナの接続を可能にすることができ、アンテナは、アンテナが開
けた空にさらされるように、例のシステム１００が展開される閉じ込められた制限区域の
外側の位置に存在することができる。もう１つの例として、周辺インターフェース４１２
は、異なるフェムトＡＰ（１つまたは複数）への接続を可能にすることができる。一態様
では、周辺インターフェース４１２は、ポートのセットを含むことができ、このポートの
セットは、パラレル・ポート、シリアル・ポート、イーサネット・ポート、Ｖ．３５ポー
ト、Ｘ．２１ポートのうちの少なくとも１つを含み、パラレル・ポートは、汎用インター
フェース・バス（ＧＰＩＢ）、ＩＥＥＥ－１２８４を含むことができ、シリアル・ポート
は、推奨標準（ＲＳ）－２３２、Ｖ．１１、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）、
ＦｉｒｅＷｉｒｅ、またはＩＥＥＥ－１３９４を含むことができる。
【００５８】
　フェムトＡＰ　２０２は、プロセッサ（１つまたは複数）２４０を含み、プロセッサ（
１つまたは複数）２４０は、フェムトＡＰ　２０２の説明される動作の１つまたは複数の
態様に従ってフェムトＡＰ　２０２内の実質的にすべてまたはすべてのコンポーネント（
１つまたは複数）、プラットフォーム（１つまたは複数）、インターフェース（１つまた
は複数）、ノード（１つまたは複数）などに機能性を少なくとも部分的に提供するように
構成されまたはこれを提供することができる。プロセッサ（１つまたは複数）６７５は、
バス６９５を介してモバイル・デバイス６０２内の各機能要素およびメモリ６８５に機能
的に結合され、バス６９５は、メモリ・バス、システム・バス、アドレス・バス、メッセ
ージ・バス、または１つもしくは複数の参照リンクもしくは参照インターフェースのうち
の少なくとも１つで実施され得る。実施形態２００では、プロセッサ（１つまたは複数）
２４０は、フェムトＡＰ　２０２のさまざまな機能要素（たとえば、コンポーネント（１
つまたは複数）、インターフェース（１つまたは複数）、プラットフォーム（１つまたは
複数）、ノード（１つまたは複数））の外部として図示されているが、追加のまたは代替
の実施形態（１つまたは複数）では、プロセッサ（１つまたは複数）２４０を、複数のそ
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のような機能要素の中で分散させることができる。いくつかの実施形態（１つまたは複数
）では、フェムトＡＰ　２０２を構成する１つまたは複数の機能要素は、プロセッサ（１
つまたは複数）２４０によって実行された時にさまざまな機能要素およびその説明される
機能性を実施するコード命令の１つまたは複数のセットとしてメモリ２４０内に存在する
ことができる。
【００５９】
　プロセッサ（１つまたは複数）２４０は、メモリ２４４に情報を供給し、メモリ２４４
から情報を取り出すこともできる。そのような情報は、通信プラットフォーム２０４およ
びその中の機能要素の少なくとも一部すなわち、スキャナ・コンポーネント２２０と、Ｒ
Ｃノード２２４およびその中のコンポーネント（１つまたは複数）と、ディスプレイ・イ
ンターフェースおよびその中の機能要素（１つまたは複数）と、フェムトＡＰ　２０２の
他の動作コンポーネント（図示せず）との機能性の動作を少なくとも部分的に可能にする
ことができ、かつ／またはこれを少なくとも部分的に提供することができる。情報は、コ
ード命令、コード構造（１つまたは複数）、データ構造、または類似物のうちの少なくと
も１つを含むことができる。
【００６０】
　プロセッサ（１つまたは複数）２４０は、フェムトＡＰ　２０２の説明される機能性を
少なくとも部分的に提供するために、メモリ２４４内、たとえばアプリケーション・スト
レージ６９１またはモバイル・デバイス６０２に機能的に結合された他のメモリ（１つま
たは複数）内に格納されたコード命令を実行することができる。そのようなコード命令は
、本明細書で説明される、フェムトＡＰ　２０２の機能性または動作に少なくとも部分的
に関連するさまざまな方法を実施するプログラム・モジュール、ソフトウェア・アプリケ
ーション、またはファームウェア・アプリケーションを含むことができる。
【００６１】
　メモリ２４４は、少なくとも部分的に、アプリケーション・ストレージ２４８内に、デ
ータ構造（たとえば、オブジェクト、クラス、メタデータ）、コード構造（１つまたは複
数）（たとえば、モジュール、手続き）もしくはコード命令、または、プロセッサ（１つ
または複数）２４０が本明細書で説明される態様に従ってフェムトＡＰ　２０２内で実質
的にすべてのもしくはすべてのコンポーネント（１つまたは複数）、プラットフォーム（
１つまたは複数）、インターフェース（１つまたは複数）、もしくは機能要素（１つまた
は複数）に関連する機能性を少なくとも部分的に提供するために実行できる実質的にすべ
てのタイプのソフトウェア・アプリケーション（１つまたは複数）もしくはファームウェ
ア・アプリケーション（１つまたは複数）のうちの少なくとも１つを保持することができ
る。さらに、メモリ２４４は、たとえばデータ・ストレージ２４８または証明書ストレー
ジ２５０内に、符号化されたパイロット信号（１つまたは複数）（たとえば、ＬＡＣ　２
５２）、１つまたは複数の通信プロトコルまたは技術仕様、スクランブリングまたは拡散
のための符号シーケンス、ブラインド復号仮説、半永続スケジューリング・パラメータ、
周波数オフセット、マクロセル識別子（ＩＤ）およびフェムトセル識別子（ＩＤ）、アド
レス帳（１つまたは複数）、または類似物などのネットワーク情報またはデバイス情報を
格納することができる。さらに、メモリ２４４は、マルチメディア・ファイルまたは加入
者の生成したデータなどのコンテンツ（１つまたは複数）を保持することができる。さら
に、メモリ２４４は、たとえば証明書ストレージ２５０内に、セキュリティ証明書（たと
えば、パスワード、暗号鍵、デジタル証明書、音声記録、虹彩パターン、指紋、デオキシ
リボ核酸（ＤＮＡ）プロファイルなどのバイオメトリック鍵）、ＩＭＳＩ、一時的ＩＭＳ
Ｉ（ＴＩＭＳＩ）、パケットＴＩＭＳＩ（Ｐ－ＴＩＭＳＩ）、ＩＭＥＩ、ＭＤＮ、ＭＩＮ
、ＴＩＡ　ＥＳＮ、またはＭＥＩＤなどのマルチビット識別番号のうちの少なくとも１つ
などのハードウェア識別トークンまたは符号を保持することができる。メモリ２４４が、
加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード・ストレージ、ユニバーサルＩＣカード（ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｃａｒｄ）（ＵＩＣＣ）ストレ
ージ、またはリムーバブル・ユーザ・アイデンティティ・モジュール（ｒｅｍｏｖａｂｌ
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ｅ　ｕｓｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）（ＲＵＩＭ）などの添付された要素ま
たはリムーバブル要素を含むことができることに留意されたい。１つまたは複数の実施形
態では、メモリ２４４の少なくとも一部およびその内容を、フェムトＡＰ　２０２の外部
とし、周辺インターフェース（たとえば、４１２）を介してこれにリンクすることができ
る。
【００６２】
　図５に、本明細書で説明される諸態様による、制御コンポーネント１２４の例の実施形
態５００を示す。規制コンポーネント１１２は、スキャンすべきＥＭ周波数帯のセットお
よび無線技術のセットを構成することができる。両方のセットが、たやすくアップグレー
ド可能であり、規制コンポーネント１１２は、特定のイベントまたは所定のスケジュール
に基づいてセットを更新することができる。規制コンポーネント１１２は、１つまたは複
数の送信ポイントの無線環境（１つまたは複数）をスキャンするためにフェムトセルＡＰ
（たとえば、１１０Ｎ）にスキャン・ディレクティブ（１つまたは複数）を伝えることも
できる。スキャン・ディレクティブ（１つまたは複数）を、マルチビット・ワード（たと
えば、Ｐビット・ワード、Ｐは整数）で実施し、スキャン動作（１つまたは複数）を行う
ためにフェムトセルＡＰに要求（１つまたは複数）を特に伝えるようにコーディングする
ことができる。上で説明したように、スキャン・ディレクティブを、ポーリング・レート
τ－１を伴って周期的にまたはスケジュールに従って伝えることができ、規制コンポーネ
ント１１２は、ポーリング・レートまたはスケジュールを構成することができる。少なく
ともそのために、規制コンポーネント５０８は、ポーリング・レートまたはスケジュール
のうちの少なくとも１つを自律的に決定することができ、規制コンポーネント５０８は、
制御判断基準５３６の一部としてポーリング・レートまたはスケジュールを記録すること
もできる。代替案では、規制コンポーネント５０８は、データ５０４の一部としてポーリ
ング・レートまたはスケジュールのうちの少なくとも１つを受信し、受信されたポーリン
グ・レートまたは受信されたスケジュールのうちの少なくとも１つを制御判断基準５３６
の一部として記録することができる。
【００６３】
　適切なポーリング・レート（１つまたは複数）またはスケジュール（１つまたは複数）
のうちの少なくとも１つの自律的割当は、自動的であり、τ－１の適切な値またはスケジ
ュール（１つまたは複数）を構成する瞬間のセット（１つまたは複数）の推論に少なくと
も部分的に基づくものとすることができる。推論（たとえば、メトリック、引数、または
制御されたシナリオでの既知の結果のセットに基づく結論の推理および生成）を、人工知
能（ＡＩ）または機械学習法を介して作ることができる。たとえば、推論を生成するのに
使用されるメトリックのセットは、フェムトＡＰ　１１０１～１１０Ｎのセットによって
サービスされる閉じ込められた制限区域内の遠隔通信サービスに関係する性能メトリック
を含むことができる。具体的には、性能メトリックは、（１）閉じ込められた制限区域内
の無線環境の遠隔通信負荷もしくは遠隔通信容量、（２）例のシステム１００内の１つも
しくは複数のプロセッサもしくはコンポーネント内の処理負荷、（３）エア・インターフ
ェースでの帯域幅可用性、または（４）エア・インターフェースもしくは有線リンク（た
とえば、バックホール１５０）でのトラフィック輻輳のうちの少なくとも１つを含むこと
ができる。さらに、推論を、１つまたは複数の送信ポイントの無線環境をスキャンするコ
ストと上で説明した正確な選択的ジャミングを行うことの利益との間の有用性トレードオ
フの最適化を介して作ることができ、ＡＩ法を、その最適化を実行するのに使用すること
ができる。さらに、適切なポーリング・レート（１つまたは複数）またはスケジュール（
１つまたは複数）のうちの少なくとも１つのそのような自律的割当を、閉じ込められた制
限区域内の遠隔通信サービスに関連する性能メトリックのしきい値の導入を介して単純化
することができ、このしきい値（１つまたは複数）を、制御判断基準５３６の一部として
保持することができる。
【００６４】
　一態様では、規制コンポーネント５０８は、推論（１つまたは複数）を作るためまたは
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コスト－有用性分析および最適化を行うために、ＡＩ法または機械学習法を実行するのに
インテリジェント・コンポーネント５２０を活用することができる。本明細書で言及され
る人工知能法または人工知能技法は、通常、データ・セットに高度な数学アルゴリズム（
たとえば、決定木、ニューラル・ネットワーク、回帰分析、特徴抽出およびパターン抽出
のための主成分分析（ＰＣＡ）、クラスタ分析、遺伝アルゴリズム、または強化学習）を
適用する。具体的には、インセンティブ・ジェネレータ（ｉｎｃｅｎｔｉｖｅ　ｇｅｎｅ
ｒａｔｏｒ）１５１４は、データからの学習およびその後のそのように構築されたモデル
からの推論の引出に多数の方法論のうちの１つを使用することができる。そのような方法
論を、メモリ要素１５３０内で保持することができる。一例として、隠れマルコフ・モデ
ル（ＨＭＭ）および関係するプロトタイプ的依存性モデルを使用することができる。ベイ
ジアン・モデル・スコアまたは近似を使用する構造検索によって作成されるものなどのデ
ンプスター－シェーファー・ネットワークおよびベイジアン・ネットワークなどの一般的
な確率グラフ・モデルを利用することもできる。さらに、サポート・ベクトル・マシン（
ＳＶＭ）などの線形クラシファイヤ、「ニューラル・ネットワーク」方法論、ファジイ論
理方法論と称する方法などの非線形クラシファイヤを使用することもできる。さらに、ゲ
ーム理論モデル（たとえば、ゲーム木、ゲーム・メトリック、純粋戦略および混合戦略、
ユーティリティ・アルゴリズム、ナッシュ均衡、進化ゲーム理論）およびデータ・フュー
ジョンまたは類似物を実行する他の手法を、活用することができる。
【００６５】
　規制コンポーネント５０４は、少なくとも部分的に許可されないデバイスによって生成
されたシグナリングまたはトラフィックを監視すべきかどうかをも判定し、トラフィック
は、音声呼もしくはデータ呼の内容、またはメッセージング通信（ＳＭＳ通信、ＭＭＳ通
信など）の内容を含むことができる。それに加えてまたはその代わりに、許可されないデ
バイスの監視は、許可されないデバイスによって呼び出されるデバイス（１つまたは複数
）または許可されないデバイスに電話をかけるデバイスのうちの少なくとも１つの識別を
含むことができる。一態様では、そのような判定を、制御判断基準５３６の一部とするこ
とができる監視判断基準に少なくとも部分的に基づくものとすることができる。一例では
、監視判断基準は、許可されないアタッチメントの試みのしきい値で含むことができる。
【００６６】
　トラフィックを監視するために、規制コンポーネント５０８は、例のシステム１００の
一部として展開されるそれぞれのフェムトセルＡＰのセットに関連するＡＣＬのセットに
ＵＥ　ＩＤを追加するようにＡＣＬ管理コンポーネント５１６に指示することができる。
モニタ・コンポーネント２１８は、フェムトセルＡＰとの間で配信されるデータ・パケッ
トおよび制御パケットを収集し、例のシステム１００が展開される閉じ込められた制限区
域内で動作するモバイル・デバイス、たとえば１０４に関連するトラフィックまたはシグ
ナリングのうちの少なくとも１つを追跡することができる。モニタ・コンポーネント５０
８は、フェムトセル・ネットワーク・プラットフォーム（図示せず）から直接伝えられる
データおよびシグナリングを追跡することができる。しかし、送信ポイント１４０λによ
って配信され、スイッチ・コンポーネント１２２によって受信されるコーディングされ変
調されたデータは、処理、復号、および復調のためにフェムトセルＡＰ　１１０λに伝え
られ、その後、モニタ・コンポーネント５０８によって収集される。
【００６７】
　図６に示された例の実施形態６００では、モニタ・コンポーネント５０８は、前述のデ
ータおよび制御パケットまたはデータおよびシグナリングを収集し、関係するインテリジ
ェンスの生成のためにトラフィックおよびシグナリングをメモリ要素５２４に記録する、
収集コンポーネント６０４を含むことができる。さらに、例の実施形態６００は、収集コ
ンポーネント６０４によって受け取られるかまたはアクティビティ・レコード・ストレー
ジ５２４から取り出されるかのいずれかであるトラフィックおよびシグナリングに少なく
とも部分的に基づいてトラフィックおよびシグナリング・インテリジェンスを生成できる
レポート・コンポーネント６０８をも含む。一態様では、レポート・コンポーネント６０



(28) JP 5784024 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

８は、制御判断基準５３６内で保持できるさまざまなレポーティング戦略に従ってトラフ
ィックおよびシグナリングを集約し、１つまたは複数のレポート５２２を作ることができ
る。さらに、トラフィックおよびシグナリングを集約するために、レポート・コンポーネ
ント６０８は、インテリジェント・コンポーネント５２０を活用することができる。集約
は、たとえば、アタッチメントの拒絶、ＬＡＣ（１つまたは複数）、フェムトセルＡＰ　
ＩＤ（１つまたは複数）を含むアタッチメントの統計の生成、アタッチメント・シグナリ
ングまたはアタッチメント・トラフィックのパターンの抽出、特定の期間、呼セッション
（１つまたは複数）の宛先、その持続時間のうちの少なくとも１つに関連するトラフィッ
クおよびシグナリングのコンパイルなどの分類およびセグメント化、または類似物など、
データ・マイニングを含むことができる。集約のための１つまたは複数の方法またはアル
ゴリズムは、アルゴリズム・ストレージ５３２内で保持することができ、上で示したＡＩ
法のうちの少なくとも１つを含むことができる。
【００６８】
　閉じ込められた制限区域内でモバイル・デバイス、たとえば１０４を突き止めるために
、本改革の一態様では、規制コンポーネント５０４は、１つまたは複数のフェムトセルＡ
Ｐ　１１０λに、それに関連する１つまたは複数の送信ポイントの送信（ＴＸ）電力を変
調するように命令し、１つまたは複数のフェムトセルＡＰのセットに向けられたアタッチ
メント・シグナリングを追跡するようにモニタ・コンポーネント５０８に命令することが
でき、セットは、１つまたは複数のフェムトセルＡＰのすべてまたは一部を含むことがで
きる。監視の一態様では、アタッチメント・シグナリングを追跡するために、モニタ・コ
ンポーネント５０８は、１つまたは複数のフェムトセルＡＰから情報を受信する。一実施
形態、たとえば６００では、収集コンポーネント６０４が、その情報を受信することがで
き、この情報は、集約およびレポート生成のためにレポート・コンポーネント６０８に中
継され得る。
【００６９】
　１つまたは複数のフェムトセルＡＰによって実施されるＴＸ電力の変調は、１つまたは
複数の送信ポイント内の各アンテナの送信電力の増加および減少を含み、増加および減少
は、制御判断基準５３６に格納できる特定のシーケンスによって決定される。そのような
変調は、１つまたは複数の送信ポイントの無線環境（１つまたは複数）内のモバイル・デ
バイス、たとえば１０４に、低いＴＸ電力を有する第１のフェムトセルＡＰへのアタッチ
メント・シグナリングの配信を止めさせ、より高い電力で送信する第２のフェムトセルＡ
Ｐを検索させることができる。通常、第２のフェムトセルＡＰは、第１のフェムトセルＡ
Ｐがそれを介して放射する送信ポイント（１つまたは複数）に最も近い近傍（１つまたは
複数）である送信ポイント（１つまたは複数）を介して放射する。上で説明したように、
閉じ込められた制限区域全体にわたる送信ポイント（１つまたは複数）の分散は、最も近
い隣接する送信ポイント（１つまたは複数）が基準送信ポイントとは異なるＬＡＣ（１つ
または複数）を配信できるようになっているので、モバイル・デバイス、たとえば１０４
は、第２のフェムトセルＡＰへのアタッチメント・シグナリングの配信を開始する。ＴＸ
送信変調の一部として、第１のフェムトセルＡＰに関連する送信ポイント（１つまたは複
数）を介して放射される電力が増える場合には、そのモバイル・デバイスは、第１のフェ
ムトセルＡＰに向けられたアタッチメント・シグナリングの配信をもう一度開始すること
ができる。変調サイクルが、ＴＸ電力の減少を伴って継続する場合には、第２のフェムト
セルＡＰは、アタッチメント・シグナリングの受信の反復を検出することができる。した
がって、第１および第２のフェムトセルＡＰは、送信電力変調の結果として、モバイル・
デバイスからのアタッチメント・シグナリングの受信の反復を検出することができる。
【００７０】
　第１および第２のフェムトセルＡＰは、アタッチメント・シグナリングの一部としてモ
バイル・デバイスの識別子（１つまたは複数）（たとえば、ＩＭＳＩ、一時的ＩＭＳＩ（
ＴＩＭＳＩ）、パケットＴＩＭＳＩ（Ｐ－ＴＭＳＩ）など）を抽出し、抽出された識別子
（１つまたは複数）をモニタ・コンポーネント５０８に伝えることができる。さらに、第
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１および第２のフェムトセルＡＰは、アタッチメント・シグナリングの反復が検出される
場合に、モニタ・コンポーネント５０８に通知することができる。さらに、フェムトセル
ＡＰに関連する各送信ポイント（１つまたは複数）をオンおよびオフに切り替える適切な
変調シーケンスを介して、第１または第２のフェムトセルＡＰは、許可されないアタッチ
メント・シグナリングの反復を引き起こす、第１および第２のフェムトセルＡＰにリンク
された送信ポイント（１つまたは複数）内に存在する分散アンテナのセット内のアンテナ
（１つまたは複数）を識別することができる。第２のフェムトセルＡＰの第１は、アンテ
ナ（１つまたは複数）のアイデンティティをモニタ・コンポーネント５０８に伝えること
ができる。
【００７１】
　前述のアンテナ（１つまたは複数）アイデンティティ（１つまたは複数）の受け取られ
た指示に応答して、モニタ・コンポーネント５０８は、モバイル・デバイス、たとえば１
０４のありそうな位置を伝える「位置」アラームを生成し、配信することができ、ありそ
うな位置は、識別されたアンテナ（１つまたは複数）に関連する送信ポイント（１つまた
は複数）のカバレージ区域内にある。アラート・メッセージは、呼（音声またはデータ）
またはメッセージ通信（たとえば、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）通信もし
くはマルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）、または非構造付加サービス
・データ（ＵＳＳＤ）符号）のうちの少なくとも１つとすることができる。受取人もしく
は宛先、内容（１つまたは複数）、配信再試行サイクルの適用、または類似物などの位置
アラームの特徴を、制御判断基準５３６の一部とすることができるアラーム判断基準を介
して確立することができる。
【００７２】
　遠隔通信サービスへのアクセスの制御に関して、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）管理コ
ンポーネント５１２は、ＡＣＬ（１つまたは複数）を生成し、操作することができる。上
で説明したように、ＡＣＬの生成は、例のシステム１００内でフェムトセルＡＰをプロビ
ジョニングする時に発生することができる。一態様では、規制コンポーネント５０４は、
フェムトセルＡＰがフェムトＡＰ　１１０１～１１０Ｎのセットの一部としてプロビジョ
ニングされることの指示を受信することができる。そのような指示に応答して、規制コン
ポーネント５０４は、ＡＣＬを生成し、生成されたＡＣＬをフェムトセルＡＰをプロビジ
ョニングするために供給するようにＡＣＬ管理コンポーネント５１２に指示することがで
きる。生成されたＡＣＬを、データ５０４の一部として供給し、ＡＣＬデータベース５２
８内で保持することができる。図７に示された例の実施形態では、構成コンポーネント７
０８が、ＡＣＬを生成し、これをフェムトセルＡＰ内でのプロビジョニングのために供給
することができ、構成コンポーネント７０８は、生成されたＡＣＬをＡＣＬデータベース
５２８に記録することもできる。
【００７３】
　アクセス制御リスト（ＡＣＬ）を操作するために、管理コンポーネント５１２は、上で
説明したように、ＡＣＬが更新されなければならないインスタンス（１つまたは複数）を
規定する操作判断基準を活用することができる。ＡＣＬ（１つまたは複数）の操作は、（
ｉ）モバイル・デバイス識別子（たとえば、ＩＭＳＩ、ＭＳＩＳＤＮ）の包含もしくは除
外、または（ｉｉ）許可される遠隔通信サービスの論理を制御するＡＣＬ（１つまたは複
数）内の属性フィールドの構成、たとえば、追加、削除、編集のうちの少なくとも１つを
含む。フェムトセルＡＰでのプロビジョニングのための更新されたＡＣＬまたはフェムト
セルＡＰにローカルなＡＣＬに対する更新（１つまたは複数）のうちの少なくとも１つを
、データ５０４の一部として伝えることができる。一実施形態、たとえば７００では、構
成コンポーネント７０８は、メモリ要素内の操作判断基準５３６にアクセスし、ＡＣＬを
更新し、更新されたＡＣＬをＡＣＬデータベース５２８に記録することができ、構成コン
ポーネント７０８は、更新されたＡＣＬをフェムトセルＡＰでのプロビジョニングのため
に供給することもできる。操作判断基準を、制御判断基準５３６の一部として保持するこ
とができる。さらに、ＡＣＬ管理コンポーネント５１６は、通例のモバイル・ディレクト
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リ番号（ＭＤＮ）またはＭＳＩＳＤＮを、ＩＭＳＩ、ＩＭＥＩ、ＭＩＮ、ＴＩＡ　ＥＳＮ
などの他の識別符号（１つまたは複数）もしくはトークン（１つまたは複数）またはマル
チビット識別番号、たとえばＭＥＩＤに変換することができる。そのような変換を、サー
ビング・ネットワーク（図示せず）内のさまざまなレベルでの利用のために実施すること
ができる。
【００７４】
　上で説明したように、ＡＣＬの操作を、少なくとも部分的に、たとえば端末１７０およ
びＡＮ（１つまたは複数）１６０を介して対話的に実施することができる。少なくともそ
のために、制御コンポーネント１２４は、ＡＣＬを構成する要求を受信することができる
。一態様では、要求を、シグナリング５０２の一部として受信し、規制コンポーネント５
０８によって処理することができる。要求は、リクエスタを識別することができ、規制コ
ンポーネント５０８は、識別されたリクエスタのＡＣＬ構成特権を判定することができ、
そのような特権は、制御判断基準５３６の一部として保持され得る。ＡＣＬ構成特権に少
なくとも部分的に基づいて、規制コンポーネント５０８は、要求を許可しまたは断ること
ができる。リクエスタのＡＣＬ構成特権が、ＡＣＬに対する変更を可能にする場合には、
規制コンポーネント５０８は、要求を許可し、その要求を実施するようにＡＣＬ管理コン
ポーネント５１６に指示する。逆に、ＡＣＬ構成特権が、リクエスタがＡＣＬを構成する
ことを許容しない場合には、規制コンポーネント５０８は、その要求を断ることができる
。一実施形態、たとえば７００では、ＡＣＬ管理コンポーネント５１６は、ＡＣＬまたは
関連するアクセス・プロファイル属性に含まれるＵＥ　ＩＤ（１つまたは複数）のうちの
少なくとも１つの対話的配信を可能にするアクセス・インターフェースを含むことができ
る。アクセス・インターフェース７０４は、更新環境を提供し、データ（たとえば、モバ
イル・デバイス識別子（１つまたは複数）または操作コマンド）を収集し、そのデータを
構成コンポーネント７０８に中継することができ、構成コンポーネント７０８は、更新を
実施することができる。
【００７５】
　図８Ａ～８Ｂに、それぞれ、遠隔通信が、制限され、例示的な２つのフェムトセルＡＰ
と４つの送信ポイントのそれぞれのセットとを介してサービスされる、例の閉じ込められ
た区域の透視図８００および上面図８５０を示す。閉じ込められた区域８０４は、閉じた
、開かれた、または半ば開かれたものとすることができる３０個の囲いのセットを含む。
囲いのセットを、矯正施設内の独房の１つ、教育機関の教室または管理オフィスのうちの
少なくとも１つ、ビジネス施設のオフィス、病院の病室または管理オフィスのうちの少な
くとも１つ、劇場の天井桟敷、または類似物内で実施することができる。フェムトセルＡ
Ｐ　８１０１は、ＬＡＣ　Ａを有し、４つの送信ポイント８３０Ａ１～８３０Ａ４のセッ
トに機能的に結合され、フェムトセルＡＰ　８１０２は、ＬＡＣ　Ａとは異なるＬＡＣ　
Ｂを有し、４つの送信ポイント８３０Ｂ１～８３０Ｂ４のセットに機能的に結合される。
そのような機能的結合は、管理コンポーネント８２０を介して可能にされ、管理コンポー
ネント８２０は、管理コンポーネント１２０と実質的に同一または同一の機能要素を有し
、これと実質的に同一または同一の形で動作する。各セット内の送信ポイントは、単一の
リンク（図面では太い線）を介して直列に機能的に接続され、この単一のリンクは、光フ
ァイバ・リンクまたは他のタイプの有線バックホール・パイプとすることができる。送信
ポイント８３０Ａ１～８３０Ａ４および８３０Ｂ１～８３０Ｂ４をサポートするハードウ
ェア構造は、明瞭にするために図示されていない。送信ポイント８３０Ａ１～８３０Ａ４

および８３０Ｂ１～８３０Ｂ４は、送信ポイント（１つまたは複数）１４０λの機能的構
造と同一の機能的構造を有し、そのような送信ポイントは、上で説明したものと実質的に
同一または同一の形で動作する。一態様では、送信ポイント８３０Ａ１～８３０Ａ４およ
び８３０Ｂ１～８３０Ｂ４は、送信ポイントに対する最近近傍がその送信ポイントとは異
なるＬＡＣ（１つまたは複数）を有するように、インターリーブされたＬＡＣ割当を有す
る実質的に長方形の格子（図８Ｂをも参照されたい）の一部に配置される。
【００７６】
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　図８Ａに関連して上で説明した例のシステムの上面図８５０では、違法モバイル・デバ
イス８６０が、囲い８６２内に図示され、囲い８６２は、隣接する送信ポイント８３０Ｂ

３から無線信号（１つまたは複数）を受信する。囲い８６４および８６６も、送信ポイン
ト８３０Ｂ３が及ぶ無線カバレージ区域８７０内にある。送信ポイント８３０Ａ１～８３
０Ａ４および８３０Ｂ１～８３０Ｂ４の２セットとそれぞれのフェムトセルＡＰ　８１０

１および８１０２とは、違法モバイル・デバイス８６０の位置の推定を容易にしまたは可
能にすることができ、システム１００などのより大きくより複雑な無線サービス・システ
ムは、許可されないデバイスの推定を容易にしまたは可能にすることができる。フェムト
セルＡＰは、次に説明するように違法デバイス８６０の位置推定を実施することができ、
図９は、本明細書で開示される諸態様による、アタッチメント・シグナリング・アクティ
ビティおよび送信電力を示す図であるが、そのような説明を図示するのに使用される。
【００７７】
　囲い８６２内の許可されないデバイス８６０は、送信（ＴＸ）電力Ｐ　９３０で無線信
号（１つまたは複数）を放つ送信ポイント８３０Ｂ３にさらされ、瞬間τ０　９０２にフ
ェムトセルＡＰ　８１０１へのアタッチメントを試み（たとえば、ＵＭＴＳベースの技術
でのＬＡＵまたはＲＡＵ）、これは、間隔９２０の間の「オン」アタッチメント・シグナ
リング・アクティビティをもたらす。「オン」アタッチメント・アクティビティは、瞬間
τ１　９０４まで永続することができ、ここで、送信器８３０Ｂ３のＴＸ電力がＰ’　９
３５まで下げられ、Ｐ’／Ｐ≪１であり（たとえば、送信ポイントがディスエーブルされ
ることを示すＰ’＝０）、アタッチメント・シグナリング・アクティビティは、「オフ」
にセットされる。その後、瞬間τ２　９０６に、ほぼ電力Ｐ　９３０で無線信号を放つ最
近近傍送信ポイント８３０Ａ３でのアタッチメント・シグナリング・アクティビティが、
オンに切り替わることができる。最近近傍送信ポイントでのアタッチメント・シグナリン
グのオンへの切替を、そのような隣接する送信ポイントにサービスするフェムトセルＡＰ
で検出することができる。そのようなアタッチメント・シグナリングは、基準送信ポイン
トでのＴＸ電力がτ３　９０８にＰ　９３０に回復されるまで、オンのままになる。その
後、τ４　９１０に、アタッチメント・シグナリング・アクティビティは、基準送信ポイ
ントでオンに戻り、τ５　９１２までオンのままになり、τ５　９１２の時には、違法モ
バイル・デバイス８６０の拒絶、たとえばＬＡＣ拒絶が実施され、さらなるアタッチメン
ト・シグナリング・アクティビティは、特定の拒絶時間期間の間に基準送信ポイントで発
生しない。基準送信ポイントでのアタッチメント・シグナリング・アクティビティの回復
を、そのような送信ポイントにサービスするフェムトセルＡＰによって検出することがで
きる。
【００７８】
　基準送信ポイントでのアタッチメント・シグナリング・アクティビティの前述の回復と
、最近近傍送信ポイントでのアタッチメント・シグナリング・アクティビティのアクティ
ブ化（オンへの切替）は、両方とも、違法デバイス８６０が、ＴＸ電力が変調され、たと
えば高い値から低い値へおよびその逆に切り替えられる送信ポイントに近接しない場合に
、存在しない。したがって、送信ポイントのセット内の各送信ポイントでのＴＸ電力変調
を介して、基準送信ポイントを識別することができる。さらに、基準送信ポイントでのア
タッチメント・シグナリングの回復または基準送信ポイントでのＴＸ電力変調の結果とし
ての最近近傍送信ポイントでのアタッチメント・シグナリングのアクティブ化の検出は、
基準送信ポイントに関連する無線カバレージ区域の境界内の違法デバイス８６０の推定位
置をもたらすことができる。
【００７９】
　上で説明した例のシステムを考慮して、開示される主題に従って実施できる例の方法を
、図１０～１９を参照してよりよく了解することができる。説明の単純さのために、本明
細書で開示される例の方法は、一連の行為として提示され、説明されるが、いくつかの行
為が図示され本明細書で説明されるものとは異なる順序でおよび／または他の行為と同時
に発生し得るので、請求される主題が行為の順序によって限定されないことを理解し、了
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解されたい。たとえば、本明細書で開示される１つまたは複数の例の方法を、その代わり
に、状態図でなど、一連の相互に関係する状態またはイベントとして表すことができる。
さらに、相互作用図（１つまたは複数）またはコール・フロー（１つまたは複数）は、異
なるエンティティが１つまたは複数の方法の異なる部分を演ずる時に開示される主題によ
る本明細書で説明される１つまたは複数の例の方法を表すことができる。さらに、図示の
行為のすべてが、本明細書による説明される例の方法を実施するのに必要とは限らない。
さらに、開示される例の方法のうちの複数を、本明細書で説明される１つまたは複数の特
徴または利益を達成するために組み合わせて実施することができる。
【００８０】
　本明細書および添付図面全体で開示される方法を、プロセッサによる実行およびしたが
って実施のためまたはメモリ内のストレージのためにコンピュータまたはコンピューティ
ング・デバイスにそのような方法をトランスポートし転送することを可能にするために、
製造品に格納することができる。一態様では、本明細書で説明される方法（１つまたは複
数）を演ずる１つまたは複数のプロセッサを、本明細書で説明される方法（１つまたは複
数）を実施するためにメモリ、すべてのコンピュータ可読媒体、またはすべての機械可読
媒体内で保持されるコード命令を実行するのに使用することができ、コード命令は、１つ
または複数のプロセッサによって実行される時に、本明細書で説明される方法（１つまた
は複数）内のさまざまな行為を実施しまたは実行する。コード命令は、本明細書で説明さ
れる方法（１つまたは複数）を演ずるコンピュータ実行可能フレームワークまたは機械実
行可能フレームワークを提供する。
【００８１】
　図１０は、本革新の諸態様による、閉じ込められた区域内で遠隔通信サービスを規制す
る例の方法１０００の流れ図である。閉じ込められた区域は、一般に屋内であり、遠隔通
信サービスは、閉じ込められた区域内で制限される。一態様では、１つまたは複数のフェ
ムトセルＡＰ（たとえば、１１０１～１１０Ｎ）のセット、１つまたは複数のフェムトセ
ルＡＰのセットにリンクされた送信ポイント（１つまたは複数）の１つまたは複数のセッ
ト、または管理コンポーネント（たとえば、管理コンポーネント１２０）のうちの少なく
とも１つが、この例の方法を少なくとも部分的に実施することができる。もう１つの態様
では、１つまたは複数のフェムトセルＡＰのセットのうちの１つまたは複数に機能性の少
なくとも一部を提供するように構成されまたはこれを提供する１つまたは複数のプロセッ
サ、１つまたは複数のフェムトセルＡＰのセットにリンクされた送信ポイントの１つまた
は複数のセット、または管理コンポーネント（たとえば、管理コンポーネント１２０）は
、この例の方法を少なくとも部分的に演ずることもできる。行為１０１０では、閉じ込め
られた区域内の無線リソースの第１セットを阻止する。一態様では、セット内の無線リソ
ースは、閉じ込められた制限区域内に入る、１つまたは複数のマクロ基地局（たとえば、
１６０）によってサービスされ得るモバイル・デバイスに対して阻止される。無線リソー
スの第１セットは、閉じ込められた区域の外部の１つまたは複数のマクロ基地局によって
伝えられる制御チャネルのセットを少なくとも含む。無線リソースの阻止は、閉じ込めら
れた区域の外部の区域にサービスする１つまたは複数の基地局によって送信された制御チ
ャネルの受信を防ぐか打ち消す信号（１つまたは複数）の供給（たとえば、生成、配信、
中継…）を含む。
【００８２】
　行為１０２０では、遠隔通信サービスを提供するための無線リソースの第２セットへの
アクセスを可能にする。無線リソースの第２セットは、送信ポイントの１つまたは複数の
セット内の送信ポイントを介して配信される制御チャネルまたはユーザ・トラフィックも
しくは加入者トラフィック（たとえば、音声）をトランスポートできるデータ・チャネル
もしくは周波数搬送波のうちの少なくとも１つを含む。一態様では、アクセスを可能にす
ることを、１つまたは複数のフェムトセルＡＰのセット内のフェムトＡＰおよび管理コン
ポーネントを介して与えることができる。上で説明したように、無線リソースの第２セッ
トへのアクセスを可能にすることは、アクセス制御リストに対するモバイル・デバイス証
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明書（１つまたは複数）の検証を含む。さらに、アクセスを可能にすることは、許容され
るモバイル・デバイスに制御シグナリングまたはアクセス認可指示（１つまたは複数）の
うちの少なくとも１つを供給することを含む。図１２～１３で、アクセスを可能にする行
為に関係するさらなる詳細を説明する。
【００８３】
　行為１０３０では、制御判断基準に少なくとも部分的に基づいて、遠隔通信サービスに
関連するシグナリングおよびトラフィックを監視する。制御判断基準の一態様は、無線リ
ソースの第２セットへのアクセスを可能にされるモバイル・デバイスのトラフィックの監
視を可能にするが、シグナリングの監視は、閉じ込められた制限区域を通って移動する実
質的にすべてのデバイスについて実施され得る。制御判断基準のもう１つの態様は、無線
リソースの第２セットへのアクセスを可能にされないモバイル・デバイスが、遠隔通信サ
ービスに関連するトラフィック（たとえば、音声呼、データ呼、メッセージング・サービ
ス（１つまたは複数）…）の合法的監視のために一時的にアクセスを可能にされ得ること
である。行為１０４０では、制御判断基準に少なくとも部分的に基づいて、遠隔通信サー
ビスに関連するトラフィックの少なくとも一部を生成するモバイル・デバイスを突き止め
る。
【００８４】
　図１１は、本明細書で説明される諸態様による、遠隔通信サービスへのアクセスを管理
するアクセス制御リストを供給する例の方法１１００の流れ図である。一態様では、この
例の方法で説明されるＡＣＬの供給を、上で説明した行為１０２０の一部として実施する
ことができる。管理コンポーネント（たとえば、管理コンポーネント１２０）またはその
中の１つもしくは複数のコンポーネントは、この例の方法を少なくとも部分的に実施する
ことができる。その代わりまたはそれに加えて、管理コンポーネントまたはその中のコン
ポーネント（１つまたは複数）に機能性の少なくとも一部を提供するように構成されるか
これを提供する１つまたは複数のプロセッサも、この例の方法１１００を少なくとも部分
的に演ずることができる。行為１１１０では、アクセス制御リストを生成する。上で説明
したように、ＡＣＬを、１つまたは複数のフェムトＡＰに関連付けることができる。ＡＣ
Ｌは、１つまたは複数のフェムトＡＰを介する遠隔通信サービスおよびその提供の特徴へ
のアクセスを規制するフィールド属性のセットを含む。フィールド属性の１つＡＣＬは、
ＡＣＬが関連付けられる１つまたは複数のフェムトＡＰを介して遠隔通信サービスを受信
することを許可される無線デバイスの携帯電話番号を識別する。識別された携帯電話番号
についてサービス・アクセス論理を制御する他のフィールド属性を、ＡＣＬの一部とする
こともできる。そのようなサービス・アクセス論理は、サービス優先順位、アクセス・ス
ケジュールもしくは時間制約、アクセス・サービス品質、転送先番号（１つまたは複数）
、自動応答構成、または類似物のうちの少なくとも１つを含む。
【００８５】
　行為１１２０では、ＡＣＬを操作するための判断基準のセットをプロビジョニングする
。ＡＣＬのプロビジョニングは、判断基準のセットを生成することと、この例の方法を演
ずるコンポーネント（１つまたは複数）またはプロセッサ（１つまたは複数）によってア
クセス可能なメモリにそのセットをコミットすることとを含むことができる。判断基準の
セットは、空間制約、時間制約、または対話的要件（１つまたは複数）（たとえば、ＵＥ
　ＩＤが、ＵＥで生成されまたはＵＥに配信されるトラフィックの監視を可能にするため
にＡＣＬに入力されることが要求される）のうちの少なくとも１つに少なくとも部分的に
基づいてＡＣＬ内の１つまたは複数のフィールド属性を更新するためのルールを確立する
。一態様では、空間制約は、モバイル・デバイスが動作の認可を欠く閉じ込められた制限
された（たとえば、航空管制塔の内部）内の領域（１つまたは複数）に基づくＡＣＬ内の
変更を課すことができる。もう１つの態様では、時間制約は、作業シフトなどの所定の間
隔内または閉じ込められた制限区域への許可された訪問の持続時間内の無線リソースへの
許可されたアクセスを実施することができる。行為１１３０では、判断基準のプロビジョ
ニングされたセットに従ってＡＣＬを更新する。
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【００８６】
　図１２に、本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた区域内で無線サービス
へのモバイル・デバイスのアクセスをアクティブ化する例の方法１２００のコール・フロ
ーを提示する。上で示したように、遠隔通信サービスは、閉じ込められた区域内で制限さ
れる。モバイル・デバイス１０４は、当初に、閉じ込められた制限区域内で遠隔通信リソ
ース（１つまたは複数）または遠隔通信サービスにアクセスすることを許可されない。さ
らに、モバイル・デバイス１０４を、閉じ込められた制限区域への通常のアクセスを対象
とするものとすることができる。たとえば、モバイル・デバイス１０４は、閉じ込められ
た制限区域内で少なくとも部分的に動作する組織の新しい従業員に属し、あるいは、モバ
イル・デバイス１０４は、閉じ込められた制限区域内の１つまたは複数の保護された領域
への新しいアクセス認可を有する従業員に属する。代替案では、モバイル・デバイス１０
４は、閉じ込められた制限区域に非同期にアクセスすることができ、たとえば、閉じ込め
られた制限区域が矯正施設であるシナリオでは、モバイル・デバイス２１８は、周期的で
はない瞬間に訪問者区域にアクセスすることができる。図示されているように、さまざま
な機能要素すなわち、モバイル・デバイス２１８、フェムトセル（フェムト）ＡＰ　１１
０λ、および管理コンポーネント１２０が、この例の方法１２００の諸態様を実施する。
その代わりにまたはそれに加えて、前述の機能要素のそれぞれに機能性を提供するように
構成されたまたはこれを提供する１つまたは複数のプロセッサも、この例の方法を少なく
とも部分的に演ずることができる。
【００８７】
　行為１２０５では、モバイル・デバイス８１０は、アタッチメント・シグナリングを伝
え、このアタッチメント・シグナリングは、フェムトＡＰ　１１０λへのアタッチメント
の試みの一部であり、上で示したように、ＵＭＴＳベースの無線技術では、アタッチメン
ト・シグナリングは、ＬＡＵまたはＲＡＵのうちの少なくとも１つを含むことができる。
１２０８では、フェムトＡＰ　１１０１は、構成されたアクセス制御リスト（ＡＣＬ）に
対してモバイル・デバイス１０４のＩＤを妥当性検査する。モバイル・デバイス１０４は
、当初には閉じ込められた制限区域内で無線サービスを受信することを許可されないので
、行為１２１０では、フェムトＡＰ　１１０λは、アタッチメントの試みを拒絶する。一
態様では、アタッチメントの試みの拒絶は、アタッチメント・シグナリングの一部として
配信されたモバイル・デバイス１０４の識別証明書（１つまたは複数）とフェムトＡＰ　
１１０λ内で格納できるアクセス制御リスト（ＡＣＬ）内に保持されるアクセス属性とに
少なくとも部分的に基づく。識別証明書（１つまたは複数）は、ユーザ機器（ＵＥ）ＩＤ
、ネットワーク・オペレータ・アイデンティティ（たとえば、公衆陸上移動網（ＰＬＭＮ
）、モバイル・ネットワーク・コード（ＭＮＣ）、および関連するモバイル国コード（Ｍ
ＣＣ））、またはフェムトＡＰ　１１０λのアイデンティティのうちの少なくとも１つを
含むことができ、後者のＩＤは、ＥＳＮまたは閉じ込められた制限区域内のそのようなフ
ェムトセルＡＰを一意に識別するカスタム・コードを含むことができる。行為１２１５で
は、フェムトＡＰ　１１０λは、許可されないアタッチメント・シグナリングを通知し、
この通知の一部として、モバイル・デバイスおよびフェムトＡＰ　１１０λの１つまたは
複数の識別する証明書（たとえば、ＩＭＳＩ）が、管理コンポーネント１２０に配信され
る。
【００８８】
　行為１２２０では、管理コンポーネント１２０は、モバイル・デバイス１０４およびそ
れにリンクされた加入者のうちの少なくとも１つの証明書（１つまたは複数）を要求し、
フェムトＡＰ　１１０λは、そのような要求をモバイル・デバイス１０４に中継する。要
求される証明書（１つまたは複数）は、モバイル加入者ＩＳＤＮ（統合サービス・デジタ
ル通信網）番号（ＭＳＩＳＤＮ）、ＩＰ（インターネット・プロトコル）マルチメディア
・プライベート・アイデンティティ（ＩＰ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｐｒｉｖａｔｅ　ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ）（ＩＭＰＩ）、ＩＰマルチメディア・プライベート・アイデンティティ
（ＩＰ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｐｕｂｌｉｃ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＰＵ）、ネット
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ワーク・オペレータもしくはネットワーク・プロバイダ、加入者名、意図されたアクセス
のタイムスパン（たとえば、訪問持続時間）、加入者が閉じ込められた制限区域内で動作
する組織の従業員である場合の作業スケジュールもしくは作業シフト、または遠隔通信ア
クティビティ（制御またはトラフィック）を監視されることへの同意の加入者による肯定
応答のうちの少なくとも１つを含むことができる。一態様では、モバイル・デバイス１０
４は、加入者の１つまたは複数のジェスチャ（たとえば、タッチ、音声、動き）を介して
要求された証明書（１つまたは複数）の少なくとも一部を受信することができ、モバイル
・デバイス１０４の一部であるユーザ－マシン・インターフェース（たとえば、タッチ・
スクリーン・アクティブ機能性を有するディスプレイ）内のデータ入力インターフェース
は、そのような入力をデータにキャストすることができる。
【００８９】
　行為１２２５では、モバイル・デバイスは、要求された証明書（１つまたは複数）の少
なくとも一部を伝え、フェムトＡＰ　１１０λは、モバイル・デバイス１０４によって送
信された要求された証明書（１つまたは複数）の少なくとも一部を中継する。行為１２３
０では、受信された証明書（１つまたは複数）に少なくとも部分的に基づいて、管理コン
ポーネント１２０は、モバイル・デバイス１０４をプロビジョニングすることができる。
一態様では、受信された証明書（１つまたは複数）が満足ではない、たとえば遠隔通信ア
クティビティ（制御またはトラフィック）を監視されることへの加入者の同意を含まない
場合に、モバイル・デバイス１０４を、閉じ込められた区域へのアクセスのタイムスパン
の間に没収することができる。プロビジョニングは、閉じ込められた制限区域内で無線サ
ービスを提供するフェムトＡＰ　１１０λまたは他のフェムトセルＡＰに関連するＡＣＬ
内の属性を構成することを含み、一態様では、構成する行為は、受信されたＭＳＩＳＤＮ
、アクセス（たとえば、訪問、作業シフト）の開示されたタイムスパン、またはネットワ
ーク・オペレータもしくはネットワーク・プロバイダのＡＣＬへの追加を含む。受信され
たＭＳＩＳＤＮを、ＡＣＬ内のＵＥ　ＩＤフィールドに含めることができ、アクセスのタ
イムスパンを、ＡＣＬに関連する、ＡＣＬ内の識別されたＵＥのサービスの満足の論理を
少なくとも部分的に制御するプロファイル属性フィールドに含めることができる。行為１
２３５では、管理コンポーネント１２０は、遠隔通信サービスへのアクセスについてモバ
イル・デバイスを認可することができる。認可する行為は、フェムトセル・サービスへの
アクセスが許可されることの指示をモバイル・デバイス１０４に配信することを含み、こ
の指示は、モバイル・デバイス２１８がフェムトＡＰ　１１０λにキャンプしている間に
モバイル・デバイス１０４がフェムトＡＰ　１１０λのＬＡＣを認識する場合に一意英数
字インジケータをレンダリングするディレクティブを含むことができる。行為１２４０で
は、フェムトＡＰ　１１０λは、構成されたＡＣＬ属性（１つまたは複数）に従ってフェ
ムトセル・サービスへのアクセスを可能にする。
【００９０】
　図１３に、本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた制限区域内で無線サー
ビスを供給するフェムトセル・アクセス・ポイントにアクセスする例の方法１３００のコ
ール・フローを提示する。一態様では、例の方法１３００で、モバイル・デバイス１０４
は、フェムトセルＡＰ　１１０λを介して閉じ込められた制限区域内で遠隔通信リソース
（１つまたは複数）または遠隔通信サービスにアクセスすることを認可されまたは許可さ
れる。図示されているように、さまざまな機能要素すなわちモバイル・デバイス１０４お
よびフェムトセル（フェムト）ＡＰ　１１０λが、この例の方法１３００の諸態様を実施
する。その代わりにまたはそれに加えて、前述の機能要素のそれぞれに機能性を提供する
ように構成されまたはこれを提供する１つまたは複数のプロセッサも、この例の方法を少
なくとも部分的に演ずることができる。行為１３１０では、モバイル・デバイス１０４は
、アタッチメント・シグナリングを伝え、このアタッチメント・シグナリングは、フェム
トＡＰ　１１０λへのアタッチメントの試みの一部であり、上で示したように、ＵＭＴＳ
ベースの無線技術では、アタッチメント・シグナリングは、ＬＡＵまたはＲＡＵのうちの
少なくとも１つを含むことができる。１３２０では、フェムトＡＰ　１１０λは、構成さ
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れたアクセス制御リスト（ＡＣＬ）に対してモバイル・デバイス１０４のＩＤを妥当性検
査する。モバイル・デバイス１０４は、閉じ込められた制限区域内で無線サービスを受信
することを認可されまたは許可されるので、行為１３３０では、フェムトＡＰ　１１０λ

は、アタッチメントの試みを受け入れる。行為１３４０では、フェムトＡＰ　１１０λは
、構成されたＡＣＬの属性に従ってフェムトセル・サービスへのアクセスを可能にする。
【００９１】
　図１４に、本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた位置で無線カバレージ
を支配する例の方法１４００の流れ図を示す。この例の方法を、１つまたは複数の屋内ベ
ースのアクセス・ポイント、たとえばフェムトセルＡＰ（１つまたは複数）１１０１～１
１０Ｎまたは１つまたは複数の屋内ベースのＡＰおよびこれに機能的に結合された分散ア
ンテナ・システム（１つまたは複数）を制御するコンポーネント（１つまたは複数）によ
って実施することができる。その代わりにまたはそれに加えて、１つまたは複数のプロセ
ッサが、この例の方法１４００を演ずることができ、１つまたは複数のプロセッサは、１
つまたは複数の屋内ベースのアクセス・ポイントまたは１つまたは複数の屋内ベースのア
クセス・ポイントおよびこれに機能的に結合された分散アンテナ・システム（１つまたは
複数）を制御するコンポーネントに機能性を少なくとも部分的に提供するように構成され
またはこれを提供することができる。行為１４１０では、閉じ込められた無線環境内で無
線信号をスキャンする。無線信号を、１つまたは複数のマクロセルにサービスする１つま
たは複数の基地局のセットで始めることができる。さらに、無線信号を、電磁スペクトル
の異なる周波数部分でトランスポートし、１つまたは複数の無線技術プロトコルに従って
コーディングし、変調することができる。閉じ込められた無線環境を、遠隔通信が制限さ
れる区域（たとえば、図１参照）とすることができる。
【００９２】
　行為１４２０では、スキャンされた無線信号内で伝えられる１つまたは複数の外部制御
チャネルを識別する。制御チャネル（１つまたは複数）は、閉じ込められた無線環境にサ
ービスする１つまたは複数のアクセス・ポイント、たとえばフェムトＡＰ（１つまたは複
数）１１０１～１１０Ｎのセットによって伝えられる制御チャネル（１つまたは複数）に
関して外部である。識別を、さまざまな無線技術プロトコルに対応する１つまたは複数の
復号および復調仮説に従って無線信号を復号することによって実行することができる。行
為１４３０では、周波数搬送波のセットをスケジューリングし、周波数搬送波は、１つま
たは複数の識別された外部制御チャネルにスペクトル的にオーバーラップする。スケジュ
ーリングは、識別された外部制御チャネルのスペクトルの広がりと、この例の方法を少な
くとも部分的に演ずる１つまたは複数の屋内ベースのＡＰによる無線通信に使用される無
線技術とに少なくとも部分的に基づいて周波数搬送波のセット内の要素の個数を確立する
ことを含む。スケジューリングは、閉じ込められた無線環境内の識別された外部制御チャ
ネルの伝搬を支配するために、周波数搬送波のセット内の要素ごとに送信電力を割り当て
ることをも含む。行為１４４０では、周波数搬送波のスケジューリングされたセットを送
信する。上で説明したように、送信する行為は、周波数搬送波のセット内の搬送波（１つ
または複数）を生成することと、屋内ベースのＡＰを制御するコンポーネント（１つまた
は複数）に搬送波を配信することと、配信のために分散アンテナ・システム（１つまたは
複数）の一部である送信ポイントに搬送波を中継することとを含むことができる。
【００９３】
　図１５は、本明細書で説明される諸態様による、閉じ込められた区域に少なくとも部分
的にサービスするフェムトセルＡＰへのアタッチメント・シグナリングを監視する例の方
法１５００の流れ図である。この例の方法を、フェムトセルＡＰを制御する１つまたは複
数のコンポーネント、たとえば管理コンポーネント１２０およびその中のコンポーネント
（１つまたは複数）によって実施することができる。その代わりにまたはそれに加えて、
１つまたは複数のプロセッサが、この例の方法１５００を演ずることができ、１つまたは
複数のプロセッサは、フェムトセルＡＰを制御する１つまたは複数のコンポーネントに機
能性を少なくとも部分的に提供するように構成されまたはこれを提供することができる。
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行為１５１０では、許可されないアタッチメント・シグナリング（たとえば、許可されな
いＬＡＵシグナリング）の指示を受信し、この指示は、ユーザ機器（ＵＥ）アイデンティ
ティ（ＩＤ）（たとえば、ＩＭＳＩ）またはフェムトセルＡＰ　ＩＤのうちの少なくとも
１つを識別する。識別を、指示内で伝えられるペイロード・データの一部として提供する
ことができる。指示を、制御されるフェムトセルＡＰから受信することができる。一態様
では、指示を、たとえば、パケット・ヘッダ内の１つまたは複数の予約済みビット、軽い
ペイロード（たとえば、１バイト程度）のデータ・パケット、制御チャネル内で伝えられ
る所定のマルチビット・ワード、軽いペイロード・ファイル（たとえば、クッキー）、電
子メール通信、インスタント・メッセージ、または類似物で実施することができる。
【００９４】
　行為１５２０では、許可されないアタッチメント・シグナリングの指示を記録する。そ
のような記録を、この例の方法１５００を演ずることができる１つまたは複数のコンポー
ネントまたはプロセッサに機能的に結合されたメモリ内で保持することができる。行為１
５３０では、指定された期間内の許可されないアタッチメント・シグナリングのパターン
を抽出する。指定された期間は、１時間、１２時間、１日、または複数の日などのさまざ
まな時間スケールにまたがることができる。一態様では、閉じ込められた区域内で遠隔通
信サービスを規制する管理者が、指定された期間を構成することができる。その代わりに
またはそれに加えて、指定された期間を、抽出されるパターン（１つまたは複数）の統計
的有意性を改善するために自律的に構成することができる。
【００９５】
　行為１５４０では、指定された期間内の許可されないアタッチメント・シグナリングの
レポートを、識別されたＵＥ　ＩＤについて生成する。このレポートは、識別されたパタ
ーン、アタッチメント・イベント（１つまたは複数）の位置および関連するモビリティ・
データ、たとえばイベントの時刻および位置、またはアタッチメント・イベントの再発、
たとえば異なる位置でのアタッチメントの試みの頻度のうちの少なくとも１つを含むこと
ができる。
【００９６】
　閉じ込められた区域に少なくとも部分的にサービスするフェムトセルＡＰへのアタッチ
メント・シグナリングを監視する方法の代替実施形態または追加実施形態は、許可されな
いアタッチメント・シグナリングが受信される場合に上で説明した（たとえば、図５およ
び関連する説明を参照されたい）アラーム判断基準に従ってアタッチメント・アラームを
生成し、伝えることができる行為を含むことができる。
【００９７】
　アタッチメント・シグナリングの監視に加えて、トラフィックを監視して、監視される
デバイスのユーザまたは仲間（１つまたは複数）につながることができるインテリジェン
スを生成することができる。図１６に、閉じ込められた区域内で遠隔通信サービスを受信
することを当初に許可されないモバイル・デバイス内で始められるトラフィックを監視す
る例の方法１６００の流れ図を示す。例の方法１５００を演ずるコンポーネント（１つま
たは複数）またはプロセッサ（１つまたは複数）は、この例の方法１６００を演ずること
もできる。行為１６１０では、複数の許可されないアタッチメントの試みが特定のＵＥ　
ＩＤについて識別されるかどうかを判定する。一態様では、そのような判定を、許可され
ないアタッチメント・シグナリングの記録を保持するメモリ要素（データベース、ファイ
ルのセットなど）をポーリングすることによって達成することができる。否定の結果は、
流れを行為１６１０に向ける。逆に、航程の判定は、行為１６２０につながり、行為１６
２０では、閉じ込められた区域内でのフェムトセル無線サービスへのアクセスを許可する
ために、アクセス制御リスト（ＡＣＬ）にＵＥ　ＩＤ（たとえば、ＩＭＳＩ、ＥＮＳ、Ｉ
ＭＥＩ、ＭＥＩＤ…）を含めるディレクティブ。一態様では、ＡＣＬを、閉じ込められた
区域内の特定の位置内で無線カバレージを提供する、フェムトセルＡＰの特定の制限され
たセット、たとえばフェムトＡＰ　１１０１および１１０Ｎに関連付けることができ、フ
ェムトセルＡＰのそのような制限されたセットへのＵＥ　ＩＤの包含は、識別されたＵＥ
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を利用する潜在的な違反者の数の境界を示すことができる。たとえば、矯正施設内では、
洗濯設備にサービスするフェムトセルＡＰに、識別されたＵＥ　ＩＤを含むＡＣＬを供給
することができ、したがって、高められた物理セキュリティおよび現場追跡機器（たとえ
ば、同調可能放射追跡機器、監視カメラ…）を、識別されたＵＥの利用が期待される時に
洗濯設備内に展開することができる。行為１６３０では、識別されたＵＥによって確立さ
れる呼セッション（１つまたは複数）上のデータまたはトラフィックを受信することがで
きる。トラフィックを、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ　ｆｏｒ
　Ｌａｗ　Ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　Ａｃｔ（ＣＡＬＥＡ）などの法執行規制（１つまた
は複数）に従って受信することができる。
【００９８】
　行為１６４０では、呼セッション（１つまたは複数）の発信者または関連する仲間（１
つまたは複数）を少なくとも部分的に追跡するために、その呼セッション（１つまたは複
数）に関するインテリジェンスを生成する。インテリジェンスは、呼セッション（１つま
たは複数）が確立された時刻、呼セッション（１つまたは複数）の持続時間、呼セッショ
ン（１つまたは複数）の内容（１つまたは複数）、または呼セッションの宛先のうちの少
なくとも１つを含むことができる。インテリジェンスは、メッセージ（１つまたは複数）
の宛先およびその内容など、メッセージング・サービス、たとえばＳＭＳの利用に関する
記録を含むこともできる。さらに、インテリジェンスを集約して、ユーザを識別し、遠隔
サービス・コード（１つまたは複数）の違反の証拠を生成することができる。集約は、識
別されたＵＥで始められた呼（１つまたは複数）の受取人（たとえば、既知の仲間、家族
構成員）または閉じ込められた区域内の位置（１つまたは複数）などの呼（１つまたは複
数）の宛先の識別を含むユーザ固有プロファイルの生成を含むことができる。
【００９９】
　図１７は、本明細書で説明される諸態様による、制限された遠隔通信区域内で動作する
か動作するつもりである特定のモバイル・デバイスの監視を開示する例の方法１７００の
流れ図である。この例の方法を、制限された遠隔通信区域内で無線遠隔通信サービスの少
なくとも一部を供給する屋内ベースのＡＰ、たとえばフェムトセルＡＰまたはその中の１
つもしくは複数のコンポーネントによって実行することができる。その代わりにまたはそ
れに加えて、１つまたは複数のプロセッサが、この例の方法１５００を演ずることができ
、１つまたは複数のプロセッサは、屋内ベースのＡＰまたはその中の１つもしくは複数の
コンポーネントに機能性を少なくとも部分的に提供するように構成されまたはこれを提供
することができる。行為１７１０では、再発する許可されないＵＥ　ＩＤをＡＣＬに含め
るディレクティブを受信し、ＡＣＬへのＵＥ　ＩＤの包含は、フェムトセル・サービスへ
の識別されたＵＥのアクセスを許可する。ＡＣＬを、本方法を演ずることができる屋内ベ
ースのＡＰ内または異なる屋内ベースのＡＰ、たとえばフェムトセルＡＰ　１１０λ内の
メモリ内で保持することができる。屋内ベースのＡＰまたはその中の１つもしくは複数の
コンポーネントは、ＵＥ　ＩＤをＡＣＬに含めるためにディレクティブを実施し、たとえ
ばディレクティブを実行することができる。一態様では、ディレクティブを、マルチビッ
ト・ワード（たとえば、Ｐビット・ワード、Ｐは自然数）内で実施し、ＡＣＬを操作する
特定の命令（１つまたは複数）を伝えるためにコーディングすることができる。
【０１００】
　行為１７２０では、識別されたＵＥまたは管理デバイスのうちの少なくとも１つにアラ
ート・メッセージを供給する。アラート・メッセージを、呼（音声またはデータ）または
メッセージ通信（たとえば、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）通信もしくはマ
ルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）、または非構造付加サービス・デー
タ（ＵＳＳＤ）符号）のうちの少なくとも１つとすることができる。一例として、アラー
ト・メッセージは、「Ｕｎａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｄｅｖｉｃｅ；　ｔｅ
ｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｍｏｎｉｔｏｒｅｄ．（許可されな
いモバイル・デバイス：遠隔通信を監視する）」を伝えることができる。他のアラート内
容を伝えることもできる。
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【０１０１】
　図１８は、遠隔通信が制限される閉じ込められた区域内で許可されないモバイル・デバ
イスを突き止める例の方法１８００の流れ図を提示する。この例の方法を、行為１０４０
の一部として実行することができる。１つまたは複数の屋内ベースのアクセス・ポイント
（たとえばフェムトＡＰ　１１０１～１１０Ｎ）が、この例の方法を実施することができ
る。その代わりにまたはそれに加えて、１つまたは複数のプロセッサが、この例の方法１
８００を演ずることができ、１つまたは複数のプロセッサは、１つまたは複数の屋内ベー
スのアクセス・ポイントまたは１つまたは複数の屋内ベースのアクセス・ポイントおよび
それに結合された分散アンテナ・システム（１つまたは複数）機能性を制御するコンポー
ネントに機能性を少なくとも部分的に提供するように構成されまたはこれを提供すること
ができる。行為１８１０では、許可されないアタッチメント・シグナリングを識別する。
たとえば、許可されないＬＡＵシグナリングまたはＲＡＵシグナリング内のＵＥ　ＩＤ（
ＩＭＳＩ、一時的ＭＳＩ（ＴＭＳＩ）、パケットＴＭＳＩ（Ｐ－ＴＭＳＩ）など）が、識
別される。行為１８２０では、分散アンテナのセット、たとえばアンテナ・セット１４８
の送信電力を変調する。変調は、所定の変調シーケンスに従う分散アンテナのセット内の
各アンテナの送信電力に対する減少および増加を含むことができる。そのような変調シー
ケンスは、変調波形、たとえば分散アンテナのセット内の各アンテナでの送信電力の振幅
、特定の電力での放射の間隔、または変調周波数のうちの少なくとも１つを含むことがで
きる。行為１８３０では、識別されたＵＥ　ＩＤによって始められた許可されないアタッ
チメント・シグナリング（たとえば、許可されないＬＡＵシグナリングまたは許可されな
いＲＡＵシグナリング）の反復を監視し、そのような反復は、分散アンテナのセットの送
信電力の変調に起因する。行為１８４０では、許可されないアタッチメント・シグナリン
グの反復に関連する分散アンテナのセット内のアンテナを識別する。アタッチメント・シ
グナリング反復に関するデータと変調シーケンスの特徴との相関が、アンテナの識別につ
ながることができる。行為１８５０では、アンテナのアイデンティティを伝える。したが
って、許可されないユーザ機器を、識別されたアンテナに関連する送信ポイントのカバレ
ージ区域内で突き止めることができる。
【０１０２】
　図１９は、遠隔通信が制限される閉じ込められた区域内で許可されないモバイル・デバ
イスを突き止める例の方法１９００の流れ図である。この例の方法を、行為１０４０の一
部として実行することができる。この例の方法１９００を、フェムトセルＡＰを制御する
１つまたは複数のコンポーネント、たとえば管理コンポーネント１２０およびその中のコ
ンポーネント（１つまたは複数）によって実施することができる。その代わりにまたはそ
れに加えて、１つまたは複数のプロセッサが、この例の方法１９００を演ずることができ
、１つまたは複数のプロセッサは、フェムトセルＡＰを制御する１つまたは複数のコンポ
ーネントに機能性を少なくとも部分的に提供するように構成されまたはこれを提供するこ
とができる。行為１９１０では、送信電力変調シーケンスを伝える。一態様では、そのよ
うな変調シーケンスを、制御コンポーネント１２４によって生成し、メモリ１３０内で保
持することができる。変調シーケンスは、閉じ込められた区域にサービスできるフェムト
セルＡＰのセットに関連する送信ポイントのセットの送信電力の変更を規定する。行為１
９２０では、送信電力の変調の実施中に許可されないアタッチメント・シグナリングを収
集する。閉じ込められた区域以内のモバイル・デバイスの位置推定値を探すことの一部と
して送信電力を変調することの指示を、許可されないアタッチメント・シグナリングの収
集の前に受信することができる。行為１９３０では、送信電力の変調に起因する許可され
ないアタッチメント・シグナリングの相関を監視する。相関を、空間的または時間的のう
ちの少なくとも１つとすることができ、相関を、モバイル・デバイスに固有、たとえばＩ
ＭＳＩ固有とすることができる。そのような相関の監視は、関係するアタッチメント・シ
グナリング・アクティビティを有するフェムトセルＡＰを明らかにすることができる。行
為１９４０では、許可されないアタッチメント・シグナリングの特定の相関に関連するア
ンテナを識別する。たとえば、このアンテナは、隣接ポイントがＴＸ電力を実質的に減ら
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す場合に許可されないアタッチメント・シグナリングを受信する送信ポイントの一部であ
る可能性がある。行為１９５０では、許可されないアタッチメント・シグナリングの反復
に関連するアンテナのアイデンティティを受け取る。行為１９６０では、アンテナ（１つ
または複数）のアイデンティティを供給する。一態様では、そのようなアイデンティティ
（１つまたは複数）は、例のシステム１００を展開し、利用する組織内で管理役割の人間
のエージェントによって操作されるモバイル・デバイスに、上で説明した位置アラームと
して配信される。
【０１０３】
　本明細書で使用される時に、用語「プロセッサ」は、シングルコア・プロセッサ、ソフ
トウェア・マルチスレッド実行機能を有するシングルプロセッサ、マルチコアプロセッサ
、ソフトウェア・マルチスレッド実行機能を有するマルチコアプロセッサ、ハードウェア
・マルチスレッド技術を有するマルチコアプロセッサ、並列プラットフォーム、および分
散共有メモリを有する並列プラットフォームを含むがこれらを含むことに限定されない実
質的にすべてのコンピューティング処理ユニットまたはコンピューティング処理デバイス
を指すことができる。さらに、プロセッサは、集積回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、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・ロジック・コントローラ（ＰＬＣ）、複合プログラマ
ブル論理デバイス（ＣＰＬＤ）、ディスクリート・ゲートまたはトランジスタ論理、ディ
スクリート・ハードウェア・コンポーネント、または本明細書で説明される機能を実行す
るように設計されたその任意の組合せを指すことができる。プロセッサは、空間使用量を
最適化しまたはユーザ機器の性能を強化するために、分子ベースのおよび量子ドット・ベ
ースのトランジスタ、スイッチ、およびゲートなどであるがこれに限定されないナノスケ
ール・アーキテクチャを活用することができる。プロセッサを、コンピューティング処理
ユニットの組合せとして実施することもできる。
【０１０４】
　本明細書および添付図面では、「ストア」、「データ・ストア」、「データ・ストレー
ジ」、「データベース」、「リポジトリ」、ならびにコンポーネントの動作および機能に
関係する実質的にすべての他の情報ストレージ・コンポーネントなどの用語は、「メモリ
・コンポーネント」または「メモリ」もしくはメモリを含むコンポーネント内で実施され
るエンティティを指す。本明細書に記載のメモリ・コンポーネントは、揮発性メモリまた
は不揮発性メモリのいずれかとすることができ、揮発性メモリと不揮発性メモリとの両方
を含むことができることを了解されたい。さらに、本明細書で説明されるメモリ要素を、
固定、リムーバブル、またはその組合せとすることができる。
【０１０５】
　限定ではなく例示として、不揮発性メモリは、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラ
マブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラム可能ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可
能ＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシュ・メモリを含むことができる。揮発性メモ
リは、外部キャッシュ・メモリとして働くランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含む
ことができる。限定ではなく例示として、ＲＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、
ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブル・デー
タ・レートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、Ｓｙ
ｎｃｈｌｉｎｋ　ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、およびｄｉｒｅｃｔ　Ｒａｍｂｕｓ　ＲＡ
Ｍ（ＤＲＲＡＭ）などの多数の形で入手可能である。さらに、本明細書のシステムまたは
方法の開示されるメモリ・コンポーネントは、含むことに限定されずに、上記および任意
の他の適切なタイプのメモリを含むことが意図されている。
【０１０６】
　本明細書で説明されるさまざまな態様または特徴を、標準的なプログラミング技法およ
び／または工学技法を使用して方法、装置、または製造品として実施することができる。
さらに、本明細書で開示されるさまざまな態様を、メモリに格納されプロセッサによって
実行されるプログラム・モジュール、またはハードウェアとソフトウェアともしくはハー
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」は、本明細書で使用される時に、任意のコンピュータ可読デバイス、担体、または媒体
からアクセス可能なコンピュータ・プログラムを含むことが意図されている。たとえば、
コンピュータ可読媒体は、磁気ストレージデバイス（たとえば、ハード・ディスク、フロ
ッピ・ディスク、磁気ストリップ…）、光ディスク（たとえば、コンパクト・ディスク（
ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、ブルーレイ・ディスク（ＢＤ）…）スマー
ト・カード、およびフラッシュ・メモリ・デバイス（たとえば、カード、スティック、キ
ー・ドライブ…）を含むことができるが、これらに限定はされない。
【０１０７】
　本明細書で説明されるさまざまな態様、特徴、または利益が、フェムト・アクセス・ポ
イント（１つまたは複数）および関連するフェムト・カバレージを介して例示されたが、
そのような態様および特徴を、たとえばＷｉ－Ｆｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｆｉｄｅｌｉｔ
ｙ）またはピコセル遠隔通信など、実質的にすべてのまたはすべての異なる遠隔通信技術
を介して無線カバレージを提供するホーム・アクセス・ポイント（ＨＡＰ）（１つまたは
複数）のために活用することもできることを了解されたい。さらに、本革新の態様、特徴
、または利益を、実質的にすべての無線遠隔通信技術または無線技術、たとえば、Ｗｉ－
Ｆｉ、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗ
ａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ）、拡張汎用パケット無線サービス（拡張ＧＰＲＳ）
、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、３ＧＰＰ２　ＵＭＢ、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ、ＨＳＰＡ、ＨＳＤＰＡ
、ＨＳＵＰＡ、またはＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄで活用することができる。さらに、本革
新の実質的にすべての態様は、レガシ遠隔通信技術を含むことができる。
【０１０８】
　上で説明されたものは、本革新の利益を提供するシステムおよび方法の例を含む。もち
ろん、本革新の説明において、コンポーネントまたは方法論の考えられるすべての組合せ
を記述することは不可能であるが、当業者は、請求される主題の多数のさらなる組合せと
置換とが可能であることを認めるであろう。さらに、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅｓ）」
、「有する（ｈａｓ）」、「所有する（ｐｏｓｓｅｓｓｅｓ）」、および類似物がこの詳
細な説明、特許請求の範囲、付録、および図面で使用される範囲で、そのような用語は、
請求項で用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」が前後を接続させる単語として使用され
る時に解釈される時の「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」に似た形で包含的であることが
意図されている。
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