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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェムトセルアクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断することと、
　前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判
断の結果として、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集するこ
とと、ここにおいて、前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントに関連
するタイミングと、少なくとも１つの他のセルに関連するタイミングとの間の差を示し、
　前記フェムトセルアクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整することであ
って、前記クロックの前記調整が、前記収集されたタイミング情報に基づく、調整するこ
とと
を備える、通信の方法。
【請求項２】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
号の位相を調整することであって、前記調整された位相が、前記少なくとも１つの他のア
クセスポイントの送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整す
ることを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
号の周波数を調整することであって、前記調整された周波数が、前記少なくとも１つの他
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のアクセスポイントの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって
指定された周波数に適合するように、調整することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記タイミング情報が、前記アクセス端末におけるイベントのタイミングを動かす別の
アクセスポイントまたはタイミングソースのタイミングを示し、
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによる信号送信のタイ
ミングを調整することであって、前記調整されたタイミングが前記イベントの前記タイミ
ングと同期されるように、調整することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントから前記アクセス端末によ
って受信された第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末に
よって受信された第２のパイロット信号との間の位相差を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末からパイロット強度測定メッセー
ジを受信すること、前記アクセス端末から候補周波数探索報告を受信すること、前記アク
セス端末から測定報告メッセージを受信すること、または前記アクセス端末からルート更
新メッセージを受信することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記タイミング情報は、前記フェムトセルアクセスポイントからのフレームが前記アク
セス端末によって受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセ
ス端末によって受信された時間との間のタイミング差を示す、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末から観測時間差報告を受信するこ
とを備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記タイミング情報の前記収集は、前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティ
ブな呼を処理しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求
を前記アクセス端末に送ることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末から前記タイミング情報を含むメ
ッセージを受信することをさらに備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記タイミング情報についての前記要求は、前記タイミング情報を与えるために前記ア
クセス端末が探索すべき少なくとも１つのパイロット信号を示すリストを含む、請求項９
に記載の方法。
【請求項１２】
　前記タイミング情報についての前記要求が、タイミング情報報告を繰り返し与えるため
の、前記アクセス端末に対する要求を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記タイミング情報報告が、ある時間期間にわたる前記フェムトセルアクセスポイント
と別のアクセスポイントとの間の複数のタイミング差を示し、
　前記クロックの前記調整が、前記タイミング差の変化率を判断することを備え、
　前記クロックの前記調整が、前記タイミング差の前記変化率に基づいて周波数調整を判
断することをさらに備え、
　前記クロックの前記調整が、前記周波数調整に基づいて前記クロックの周波数を調整す
ることをさらに備える、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記クロックの信頼性を推定することと、
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　前記推定された信頼性に基づいて、前記アクセス端末によって前記タイミング情報が与
えられるべきであるレートを判断することと
をさらに備え、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　前記タイミング情報についての前記要求が、少なくとも１つの指定されたキャリア周波
数上で信号を探索するための、前記アクセス端末に対する要求を備える、請求項９に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記タイミング情報についての前記要求が、複数の他のアクセスポイントからの信号を
探索するための、前記アクセス端末に対する要求を備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントと、前記他のアクセスポイ
ントのうちの少なくとも一部分との間の複数のタイミング差を示し、
　前記クロックの前記調整が前記複数のタイミング差に基づく、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　少なくとも１つの他のアクセス端末から他のタイミング情報を収集することをさらに備
え、前記クロックの前記調整が前記他のタイミング情報にさらに基づく、請求項９に記載
の方法。
【請求項１９】
　前記アクセス端末から収集された前記タイミング情報が、あるタイプの無線技術に関連
し、前記少なくとも１つの他のアクセス端末から収集された前記他のタイミング情報が、
少なくとも１つの他のタイプの無線技術に関連する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記他のタイミング情報を与えるために前記少なくとも１つの他のアクセス端末に少な
くとも１つの要求を送ることをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２１】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントと他のアクセスポイントと
の間のタイミング差を示し、前記方法は、
　前記他のアクセスポイントの精度に基づいた判断の結果として、前記クロックの前記調
整のために前記アクセス端末から受信された前記タイミング情報を使用することを選択す
ることと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記アクセス端末から収集された前記タイミング情報が第１のタイミングソースに関連
し、前記方法が、
　少なくとも１つの他のタイミングソースに関連するタイミング情報を収集することと、
　各タイミングソースについて、前記タイミングソースの信頼性を判断することと、
　各タイミングソースについて、前記タイミングソースの前記判断された信頼性に基づい
て前記タイミングソースに関連する前記タイミング情報を重み付けすることと
をさらに備え、
　前記クロックの前記調整が、前記重み付けされたタイミング情報に基づく、
請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記タイミング情報が収集された前記アクセス端末が、前記フェムトセルアクセスポイ
ントによって処理されている前記アクティブな呼に参加している、請求項１に記載の方法
。
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【請求項２４】
　前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断することをさらに備え、前記アクセス
端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミング情報が前記ア
クセス端末から収集される、請求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記アクセス端末がアイドルモードにあるという前記判断が、前記フェムトセルアクセ
スポイントに登録するように前記アクセス端末に要求すること、または前記フェムトセル
アクセスポイントからの制御チャネルメッセージに応答するように前記アクセス端末に要
求することを備える、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記タイミング情報の前記収集が、前記タイミング情報を前記フェムトセルアクセスポ
イントに送るように前記アクセス端末に要求するメッセージを送ることを備える、請求項
２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末から前記タイミング情報を含むメ
ッセージを受信することを備える、請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記メッセージが無線環境報告メッセージまたはルート更新メッセージを備える、請求
項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　フェムトセルアクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断するように動作
可能なモードコントローラと、
　前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判
断の結果として、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集するこ
とを行うように動作可能であり、前記フェムトセルアクセスポイントによる送信を制御す
るクロックを調整することであって、前記クロックの前記調整が、前記収集されたタイミ
ング情報に基づく、調整することを行うようにさらに動作可能である、タイミングコント
ローラとであって、前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントに関連す
るタイミングと、少なくとも１つの他のセルに関連するタイミングとの間の差を示す、タ
イミングコントローラ
を備える、通信のための装置。
【請求項３０】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
号の位相を調整することであって、前記調整された位相が、前記少なくとも１つの他のア
クセスポイントの送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整す
ることを備える、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
号の周波数を調整することであって、前記調整された周波数が、前記少なくとも１つの他
のアクセスポイントの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって
指定された周波数に適合するように、調整することを備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントから前記アクセス端末によ
って受信された第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末に
よって受信された第２のパイロット信号との間の位相差を示す、請求項２９に記載の装置
。
【請求項３３】
　前記タイミング情報は、前記フェムトセルアクセスポイントからのフレームが前記アク
セス端末によって受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセ
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ス端末によって受信された時間との間のタイミング差を示す、請求項２９に記載の装置。
【請求項３４】
　前記タイミング情報の前記収集は、前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティ
ブな呼を処理しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求
を前記アクセス端末に送ることを備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３５】
　前記タイミングコントローラが、前記クロックの信頼性を推定するようにさらに動作可
能であり、
　前記タイミングコントローラは、前記推定された信頼性に基づいて、前記アクセス端末
によって前記タイミング情報が与えられるべきであるレートを判断するようにさらに動作
可能であり、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントと他のアクセスポイントと
の間のタイミング差を示し、
　前記タイミングコントローラは、前記他のアクセスポイントの精度に基づいた判断の結
果として、前記クロックの前記調整のために前記アクセス端末から受信された前記タイミ
ング情報を使用することを選択するようにさらに動作可能である、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３７】
　前記モードコントローラは、前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断するよう
にさらに動作可能であり、
　前記アクセス端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミン
グ情報が前記アクセス端末から収集される、
請求項２９に記載の装置。
【請求項３８】
　フェムトセルアクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断するための手段
と、
　前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判
断の結果として、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集するた
めの手段と、ここにおいて、前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイント
に関連するタイミングと、少なくとも１つの他のセルに関連するタイミングとの間の差を
示し、
　前記フェムトセルアクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整するための手
段であって、前記クロックの前記調整が、前記収集されたタイミング情報に基づく、調整
するための手段と
を備える、通信のための装置。
【請求項３９】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
号の位相を調整することであって、前記調整された位相が、前記少なくとも１つの他のア
クセスポイントの送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整す
ることを備える、
請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
号の周波数を調整することであって、前記調整された周波数が、前記少なくとも１つの他
のアクセスポイントの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって
指定された周波数に適合するように、調整することを備える、請求項３８に記載の装置。
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【請求項４１】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントから前記アクセス端末によ
って受信された第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末に
よって受信された第２のパイロット信号との間の位相差を示す、請求項３８に記載の装置
。
【請求項４２】
　前記タイミング情報は、前記フェムトセルアクセスポイントからのフレームが前記アク
セス端末によって受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセ
ス端末によって受信された時間との間のタイミング差を示す、請求項３８に記載の装置。
【請求項４３】
　前記タイミング情報の前記収集は、前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティ
ブな呼を処理しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求
を前記アクセス端末に送ることを備える、請求項３８に記載の装置。
【請求項４４】
　前記クロックの信頼性を推定するための手段と、
　前記推定された信頼性に基づいて、前記アクセス端末によって前記タイミング情報が与
えられるべきであるレートを判断するための手段と
をさらに備え、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントと他のアクセスポイントと
の間のタイミング差を示し、前記装置は、
　前記他のアクセスポイントの精度に基づいた判断の結果として、前記クロックの前記調
整のために前記アクセス端末から受信された前記タイミング情報を使用することを選択す
るための手段と
をさらに備える、請求項３８に記載の装置。
【請求項４６】
　前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断するための手段をさらに備え、前記ア
クセス端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミング情報が
前記アクセス端末から収集される、請求項３８に記載の装置。
【請求項４７】
　フェムトセルアクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断することと、
　前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判
断の結果として、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集するこ
とと、ここにおいて、前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントに関連
するタイミングと、少なくとも１つの他のセルに関連するタイミングとの間の差を示し、
　前記フェムトセルアクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整することであ
って、前記クロックの前記調整が、前記収集されたタイミング情報に基づく、調整するこ
とと
をコンピュータに行わせるためのコードを記録したコンピュータ読み取り可能な記録。
【請求項４８】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
号の位相を調整することであって、前記調整された位相が、前記少なくとも１つの他のア
クセスポイントの送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整す
ることを備える、
請求項４７に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項４９】
　前記クロックの前記調整は、前記フェムトセルアクセスポイントによって送信された信
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号の周波数を調整することであって、前記調整された周波数が、前記少なくとも１つの他
のアクセスポイントの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって
指定された周波数に適合するように、調整することを備える、請求項４７に記載のコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５０】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントから前記アクセス端末によ
って受信された第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末に
よって受信された第２のパイロット信号との間の位相差を示す、請求項４７に記載のコン
ピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５１】
　前記タイミング情報は、前記フェムトセルアクセスポイントからのフレームが前記アク
セス端末によって受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセ
ス端末によって受信された時間との間のタイミング差を示す、請求項４７に記載のコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５２】
　前記タイミング情報の前記収集は、前記フェムトセルアクセスポイントが前記アクティ
ブな呼を処理しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求
を前記アクセス端末に送ることを備える、請求項４７に記載のコンピュータ読み取り可能
な記録媒体。
【請求項５３】
　前記コンピュータ読み取り可能な記録媒体が、前記クロックの信頼性を推定することを
前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、前記推定された信頼性に基づいて、前記
アクセス端末によって前記タイミング情報が与えられるべきであるレートを判断すること
を前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
請求項５２に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５４】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントと他のアクセスポイントと
の間のタイミング差を示し、
　前記コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、前記他のアクセスポイントの精度に基づ
いた判断の結果として、前記クロックの前記調整のために前記アクセス端末から受信され
た前記タイミング情報を使用することを選択することを前記コンピュータに行わせるため
のコードをさらに備える、
請求項４７に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５５】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断するこ
とを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記アクセス端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミン
グ情報が前記アクセス端末から収集される、
請求項４７に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項５６】
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルアクセスポイントに関連するタイミングと、
マクロセルアクセスポイントに関連するタイミングとの間の差を示す、請求項１に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
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　本出願は、各々の開示が参照により本明細書に組み込まれ、同一出願人が所有する、２
００９年１１月１７日に出願され、代理人整理番号第１００１０７Ｐ１号を付与された、
米国仮特許出願第６１／２６２，０９１号、および２０１０年１月２９日に出願され、代
理人整理番号第１００６２１Ｐ１号を付与された、米国仮特許出願第６１／２９９，８３
７号の利益および優先権を主張する。
【０００２】
　本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、限定はしないが、時間追跡お
よび／または周波数追跡に関する。
【背景技術】
【０００３】
序論
　ワイヤレス通信ネットワークは、地理的エリア内のユーザに様々なタイプのサービス（
たとえば、ボイス、データ、マルチメディアサービスなど）を提供するために、その地理
的エリアにわたって展開され得る。典型的な実装形態では、マクロネットワークによって
サービスされる地理的エリア内で動作しているアクセス端末（たとえば、セルフォン）に
ワイヤレス接続性を与えるために、（たとえば、各々が１つまたは複数のマクロセルを介
してサービスを提供する）マクロアクセスポイントがマクロネットワーク全体にわたって
分散される。
【０００４】
　高速なマルチメディアデータサービスの需要が急速に増大するにつれて、向上したパフ
ォーマンスをもつ効率的でロバストな通信システムを実装することが課題となっている。
従来のネットワークアクセスポイントを補うために（たとえば、拡張されたネットワーク
カバレージを与えるために）、小カバレージアクセスポイント（たとえば、低電力アクセ
スポイント）を展開して、よりロバストな屋内ワイヤレスカバレージまたは他のカバレー
ジを家庭、企業ロケーション（たとえば、オフィス）、または他のロケーション内のアク
セス端末に与え得る。そのような小カバレージアクセスポイントは、たとえば、フェムト
セル、フェムトアクセスポイント、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、またはアクセス
ポイント基地局と呼ばれることがある。一般に、そのような小カバレージアクセスポイン
トは、ＤＳＬルータまたはケーブルモデムを介してインターネットおよびモバイル事業者
のネットワークに接続される。便宜上、以下の説明では、小カバレージアクセスポイント
をフェムトセルまたはフェムトアクセスポイントと呼ぶことがある。
【０００５】
　一般に、フェムトセルは、関係するエアインターフェース仕様によって規定される一定
の時間および周波数精度でフェムトセルの信号を送信する。たとえば、ｃｄｍａ２０００
システムでは、すべてのアクセスポイント（基地局）が「システム時間」に同期される必
要がある。この「システム時間」は、（うるう秒を除いて）協定世界時（ＵＴＣ）と同期
し、ある程度の小さい誤差内で、全地球測位システム（ＧＰＳ）時間と同じ発信時間を使
用する。
【０００６】
　たとえば、（異なるアクセスポイントが広く異なる周波数で送信すれば場合によっては
起こるであろう）アクセスポイント間干渉を制御すること、およびあるアクセスポイント
から別のアクセスポイントへのアクセス端末（移動局）の正常なハンドオフを保証するこ
とを含むいくつかの目的には、ネットワークの異なるアクセスポイントの間の時間および
周波数同期が必要である。フェムトセルが近くのマクロセルのタイミングを追跡すること
が可能である場合、フェムトセルは、フェムトセルのビーコン送信を、マクロセル上にキ
ャンピングされたアクセス端末の起動時間と合わせ得る。これにより、効率的なフェムト
セルアイドルモード発見が可能になり、フェムトセルビーコン送信の結果としてマクロア
クセス端末において場合によっては誘起されるであろう干渉が低減される。
【０００７】
　時間および周波数追跡のためにフェムトセルによって使用される現在の技法は、ＧＰＳ
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受信機からタイミングを導出すること、ＩＥＥＥ１５８８などの、インターネットプロト
コル（ＩＰ）技法を使用した中央の正確なクロックからタイミングを導出すること、地上
波ＴＶブロードキャストからタイミングを導出すること、および近隣マクロアクセスポイ
ントから信号をスニフすることを含む。しかしながら、これらの技法は、いくつかの欠点
を有する。たとえば、ＧＰＳ受信機は、フェムトセルなどの低コスト消費者デバイスには
理想的でない。さらに、ＧＰＳ信号は、建築物、地下室、倉庫などの内部など、典型的な
フェムトセル展開シナリオにおいて利用可能でないことがある。ＧＰＳベースのタイミン
グの使用に固有の上記欠点の一部を回避するために、フェムトセルは、代わりに、時間お
よび周波数同期のために近隣マクロアクセスポイントに依拠し得る。この場合、フェムト
セルは、（たとえば、ネットワークリッスンモジュールとして知られている特殊モジュー
ルを使用して）近隣マクロアクセスポイントの順方向リンク（ＦＬ）送信をスニフし、Ｆ
Ｌ波形構造、ならびにマクロアクセスポイントによって送られたメッセージを使用して、
タイミングおよび周波数情報を導出する。しかしながら、フェムトセルと同じ周波数帯域
／チャネルにおいて送信している近隣マクロアクセスポイントをスニフするために、フェ
ムトセル送信機は、フェムトセル順方向リンク（ＦＬ）送信が、マクロアクセスポイント
ＦＬ送信を受信するためのフェムトセルの能力と干渉しないように、停止される。したが
って、そのようなネットワークリッスンモジュールベースの時間および周波数追跡技法は
、ネットワークリッスンモジュールによってスニフされるべきキャリア周波数（および、
潜在的に隣接するキャリア周波数）上でフェムトセルによって現在サービスされているユ
ーザがいない（たとえば、フェムトセル上で進行中のアクティブなボイス／データセッシ
ョンがない）ときにのみ使用される。上記に鑑みて、アクセスポイントのための時間およ
び周波数同期を行うための、より効率的で信頼できる機構が必要である。
【発明の概要】
【０００８】
　本開示のいくつかの例示的な態様の概要について以下で説明する。本概要は、読者の便
宜のために与えられるものであり、本開示の幅を完全に定義するものではない。便宜上、
本明細書では、本開示の単一の態様または複数の態様を指すために、いくつかの態様とい
う用語を使用することがある。
【０００９】
　本開示は、いくつかの態様では、アクセスポイントのためのアクセス端末支援型時間お
よび周波数追跡に関する。たとえば、アクセスポイント（たとえば、フェムトセル）が、
１つまたは複数のアクセス端末と協働して、１つまたは複数の近隣アクセスポイント（た
とえば、マクロアクセスポイント）からタイミング情報を導出し得る。
【００１０】
　いくつかの態様では、このタイミング情報の導出は、アクセス端末が、アクセスポイン
トのパイロット送信タイミングまたはフレーム送信タイミングと、近隣アクセスポイント
のパイロット送信タイミングまたはフレーム送信タイミングとの間の差を判断することに
関与し得る。アクセス端末は、このタイミング差をアクセスポイントに報告し、アクセス
ポイントは、このタイミング差に基づいてアクセスポイントの送信のタイミングおよび／
または周波数を調整する。その結果、これらの送信は、近隣アクセスポイントによる送信
のタイミングを追跡し（たとえば、アクセスポイントの送信の位相を近隣アクセスポイン
トの送信の位相に同期させ）、および／または指定された周波数を追跡することになる（
たとえば、アクセスポイントが同じキャリア周波数を使用する場合は、近隣アクセスポイ
ントによって使用される送信周波数に同期し、またはアクセスポイントが同じキャリア周
波数を使用しない場合は、ネットワーク運用要件によって指定された周波数に同期する）
。いくつかの実装形態では、近隣アクセスポイントは、（たとえば、ＧＰＳベースのタイ
ミングを使用することによって）「システム時間」に同期され得る。したがって、近隣ア
クセスポイントを追跡することによって、アクセスポイントは、「システム時間」に同期
し、それによってネットワークタイミング要件を満たし得る。タイミング要件を満たすこ
とに加えて、近隣アクセスポイントを追跡することによって、アクセスポイントはまた、
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アクセスポイントの周波数をネットワーク周波数同期要件に合わせて同期させ、それによ
ってネットワーク周波数同期要件を満たし得る。他の実装形態では、近隣アクセスポイン
トは、近隣アクセスポイントのタイミングをネットワークの他のアクセスポイントに同期
させないことがあるが、近隣アクセスポイントの周波数のみをこれらの他のアクセスポイ
ントに同期させる。これらの実装形態では、近隣アクセスポイントの周波数を追跡するこ
とによって、アクセスポイントは、アクセスポイントの周波数を、ネットワーク中の他の
アクセスポイントによって使用される周波数に同期させ得る。
【００１１】
　本明細書の教示による時間追跡の別の使用事例は、アクセスポイント（たとえば、フェ
ムトセル）ビーコン送信または他の送信を、タイミングソース（たとえば、近隣マクロセ
ル）のタイミングに基づくイベントに整合させることである。たとえば、アクセスポイン
ト（たとえば、フェムトセル）のアイドル再選択ビーコン送信が、近隣アクセスポイント
上のアクセス端末（たとえば、マクロセル上でアイドリングしているマクロアクセス端末
）の起動時間と整合され得る。アクセス端末の起動時間は、近隣アクセスポイントのタイ
ミング（たとえば、マクロセルタイミング）から導出される。したがって、アクセスポイ
ントのタイミングを近隣アクセスポイントに同期させることによって、アクセスポイント
（たとえば、フェムトセル）は、アクセス端末の予想される起動時間中にビーコンを送信
し得る。
【００１２】
　いくつかの態様では、そのようなアクセス端末支援型時間および周波数追跡方式は、他
の時間および周波数追跡方法が利用可能でないとき、有利に採用され得る。たとえば、開
示する追跡方式では、タイミング情報を収集するためにアクセスポイント送信を停止する
必要がない。したがって、この追跡方式は、アクセスポイントがアクティブな呼を処理し
ているときに（たとえば、アクセスポイントとアクセス端末との間に専用チャネルが確立
されたときに）採用され得る。
【００１３】
　したがって、本開示は、いくつかの態様では、アクティブな呼においてアクセス端末と
接続されているアクセスポイントが、そのアクセス端末または別のアクセス端末と協働し
て、少なくとも１つの他のアクセスポイントからタイミング情報を導出する、時間および
／または周波数追跡方式に関する。いくつかの態様では、そのような方式は、アクセスポ
イントがアクティブな呼を処理していると判断することと、アクセスポイントがアクティ
ブな呼を処理しているという判断の結果として、アクティブな呼中にアクセス端末からタ
イミング情報を収集することと、アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整
することであって、クロックの調整が、収集されたタイミング情報に基づく、調整するこ
ととに関与し得る。
【００１４】
　本開示は、いくつかの態様では、アクセスポイントが、少なくとも１つの近くのアイド
ル状態のアクセス端末と協働して、少なくとも１つの他のアクセスポイントからタイミン
グ情報を導出する、時間および／または周波数追跡方式にも関する。ここで、アクセスポ
イントは、たとえば、アクセスポイント上にキャンピングしている（たとえば、アクセス
ポイントのページングチャネルおよび他のオーバーヘッドチャネル送信をリッスンしてい
る）アイドル状態のアクセス端末から、あるいは観測時間差（ＯＴＤ：observed time di
fference）または他の好適なタイミング情報が報告される他の状態をサポートするアクセ
ス端末から、タイミング情報を受信し得る。いくつかの態様では、そのような方式は、ア
クセス端末がアクセスポイントにおいてアイドルモードにあると判断することと、アクセ
ス端末がアイドルモードにあるという判断の結果として、アクセス端末からタイミング情
報を収集することと、アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整することで
あって、クロックの調整が、収集されたタイミング情報に基づく、調整することとに関与
し得る。
【００１５】



(11) JP 5596167 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

　本開示のこれらおよび他の例示的な態様について、以下の発明を実施するための形態お
よび添付の特許請求の範囲、ならびに添付の図面において説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】アクセスポイントがアクセス端末支援型時間追跡および／または周波数追跡を採
用する、通信システムのいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図２】アクティブな呼を処理しているアクセスポイントがアクセス端末からタイミング
情報を収集することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチャ
ート。
【図３】アクセスポイントがアイドル状態のアクセス端末からタイミング情報を収集する
ことに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図４】アクセスポイントがタイミング情報についての要求をアクセス端末に送ることに
関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図５】アクセス端末によって判断された例示的なパイロットタイミング差を示す簡略図
。
【図６】アクセス端末から収集されたパイロットタイミング情報に基づいてアクセスポイ
ントクロックを調整することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフ
ローチャート。
【図７】アクセス端末によって判断された例示的なフレームタイミング差を示す簡略図。
【図８】アクセス端末から収集されたフレームタイミング情報に基づいてアクセスポイン
トクロックを調整することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフロ
ーチャート。
【図９】アクセスポイントがアクセス端末から受信されたタイミング情報に基づいて周波
数調整を判断することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチ
ャート。
【図１０】アクセスポイントが少なくとも１つのアクセス端末から少なくとも１つのタイ
ミングソースに関連するタイミング情報を収集することに関連して実行され得る動作のい
くつかの例示的な態様のフローチャート。
【図１１】アクセスポイントが指定されたレートでアクセス端末からタイミング情報を収
集することに関連して実行され得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図１２】タイミングソースが十分に正確なタイミングを有する場合、アクセスポイント
がタイミングソースからタイミング情報を収集することを選択することに関連して実行さ
れ得る動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図１３】アクセスポイントがタイミングソースの信頼性に基づいて異なるタイミングソ
ースからのタイミング情報を重み付けすることに関連して実行され得る動作のいくつかの
例示的な態様のフローチャート。
【図１４】通信ノードにおいて採用され得る構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブ
ロック図。
【図１５】ワイヤレス通信システムの簡略図。
【図１６】フェムトノードを含むワイヤレス通信システムの簡略図。
【図１７】ワイヤレス通信のためのカバレージエリアを示す簡略図。
【図１８】通信構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１９】本明細書で教示する時間追跡および／または周波数追跡を行うように構成され
た装置のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図２０】本明細書で教示する時間追跡および／または周波数追跡を行うように構成され
た装置のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図２１】本明細書で教示する時間追跡および／または周波数追跡を行うように構成され
た装置のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　慣例により、図面に示す様々な特徴は一定の縮尺で描かれていないことがある。したが
って、様々な特徴の寸法は、わかりやすいように任意に拡大または縮小されることがある
。さらに、図面のいくつかは、わかりやすいように簡略化されることがある。したがって
、図面は、所与の装置（たとえば、デバイス）または方法の構成要素のすべてを示してい
るわけではないことがある。最後に、明細書および図の全体にわたって同様の特徴を示す
ために同様の参照番号が使用されることがある。
【００１８】
　本開示の様々な態様について以下で説明する。本明細書の教示は多種多様な形態で実施
され得、本明細書で開示されている特定の構造、機能、またはその両方は代表的なものに
すぎないことは明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示する態様は
他の態様とは無関係に実装され得ること、およびこれらの態様のうちの２つ以上は様々な
方法で組み合わせられ得ることを、当業者なら諒解されたい。たとえば、本明細書に記載
の態様をいくつ使用しても、装置を実装し、または方法を実施し得る。さらに、本明細書
に記載の態様のうちの１つまたは複数に加えて、あるいはそれら以外の他の構造、機能、
または構造および機能を使用して、そのような装置を実装し、またはそのような方法を実
施し得る。さらに、態様は、請求項の少なくとも１つの要素を備え得る。
【００１９】
　図１に、例示的な通信システム１００（たとえば、通信ネットワークの一部）のいくつ
かのノードを示す。説明のために、本開示の様々な態様について、互いに通信する１つま
たは複数のアクセス端末、アクセスポイント、およびネットワークエンティティの文脈で
説明する。ただし、本明細書の教示は、他の用語を使用して参照される他のタイプの装置
または他の同様の装置に適用可能であり得ることを諒解されたい。たとえば、様々な実装
形態では、アクセスポイントは、基地局、ノードＢ、ｅノードＢ、フェムトセルなどと呼
ばれることがあり、または基地局、ノードＢ、ｅノードＢ、フェムトセルなどとして実装
されることがあり、アクセス端末は、ユーザ機器、移動局などと呼ばれることがあり、ま
たはユーザ機器、移動局などとして実装されることがある。
【００２０】
　システム１００中のアクセスポイントは、システム１００のカバレージエリア内に設置
され得るか、またはシステム１００のカバレージエリア全体にわたってローミングし得る
、１つまたは複数のワイヤレス端末（たとえば、アクセス端末１０２）に１つまたは複数
のサービスへのアクセス（たとえば、ネットワーク接続性）を与える。たとえば、様々な
時点で、アクセス端末１０２は、アクセスポイント１０４、アクセスポイント１０６、ア
クセスポイント１０８、またはシステム１００中の何らかのアクセスポイント（図示せず
）に接続し得る。これらのアクセスポイントの各々は、ワイドエリアネットワーク接続性
を可能にするために、（便宜上、ネットワークエンティティ１１０によって表される）１
つまたは複数のネットワークエンティティと通信し得る。
【００２１】
　これらのネットワークエンティティは、たとえば、１つまたは複数の無線および／また
はコアネットワークエンティティなどの様々な形態をとり得る。したがって、様々な実装
形態では、ネットワークエンティティは、（たとえば、運用、アドミニストレーション、
管理、およびプロビジョニングエンティティによる）ネットワーク管理、呼制御、セッシ
ョン管理、モビリティ管理、ゲートウェイ機能、インターワーキング機能のうちの少なく
とも１つなどの機能、または何らかの他の好適なネットワーク機能を表し得る。また、こ
れらのネットワークエンティティの２つ以上が共同設置され得、および／または、これら
のネットワークエンティティの２つ以上がネットワーク全体にわたって分散され得る。
【００２２】
　システム１００中のアクセスポイントは、ワイヤレス送信および受信のタイミングおよ
びキャリア周波数を制御するために内部タイミング機構を採用する。たとえば、指定され
た周波数（または複数の周波数）上で指定された時間に送信および受信することによって
、アクセスポイントは、ネットワーク中の他のワイヤレスエンティティ（たとえば、アク
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セス端末）とより効率的に通信することが可能であり得、他のワイヤレスエンティティに
おいて（たとえば、他のアクセスポイントに接続されたアクセス端末において）アクセス
ポイントの送信が場合によっては引き起こし得る干渉を低減することが可能であり得る。
上述のように、効率的な通信を可能にし、干渉を緩和するための１つの技法では、アクセ
スポイントがネットワークにおける「システム時間」に同期される必要がある。そのよう
な場合、アクセスポイントは、知られている「システム時間」（たとえば、時間Ｔ０）か
らの指定されたタイミングオフセットでアクセスポイントのそれぞれの信号を送信し得る
。さらに、アクセスポイントはまた、他のアクセスポイントの送信と干渉することを回避
するために、指定されたキャリア周波数上で送信すべきである。また、送信周波数の誤差
が、近隣キャリア周波数上の送信を妨害することがある。
【００２３】
　したがって、そのようなアクセスポイントによって送信された信号は、各アクセスポイ
ントによって使用される内部タイミングの指示を与え得る。たとえば、アクセスポイント
は、時間Ｔ０からの指定されたタイミングオフセットに開始するパイロット信号シーケン
スを送信し得る。同様に、アクセスポイントは、時間Ｔ０からの指定されたタイミングオ
フセットに開始するフレームを送信し得る。図１の例では、アクセスポイント１０４、ア
クセスポイント１０６、アクセスポイント１０８は、それぞれ破線矢印１１２、１１４、
および１１６によって表されるように、各アクセスポイントによって使用される内部タイ
ミングの指示を与える信号（たとえば、パイロットおよび／またはフレーム）を送信し得
る。
【００２４】
　アクセスポイント１０４（たとえば、比較的低コストのタイミングソースを採用するフ
ェムトセル）は、アクセス端末支援型時間追跡および／または周波数追跡を使用するため
の能力を含む。そのようなアクセス端末支援型追跡方式は、アクセスポイント１０４がア
クティブな呼をサービスしているとき、および／またはアクセスポイント１０４がアイド
ル状態のアクセス端末を検出したとき、採用され得る。
【００２５】
　たとえば、アクセスポイント１０４がアクティブな呼をサービスしていないとき、アク
セスポイント１０４は、極めて正確なタイミング（たとえば、ＧＰＳベースのタイミング
）を有する近くのアクセスポイント１０６および１０８から信号１１４および１１６を受
信するネットワークリッスンモジュール（図示せず）を採用し得る。これらの信号によっ
て与えられたタイミング情報に基づいて、アクセスポイント１０４は、それのタイミング
をアクセスポイント１０６および１０８のタイミングと同期させる（たとえば、内部クロ
ックの位相および／または周波数を調整する）。しかしながら、アクセスポイント１０４
がアクティブな呼を処理しているとき、アクセスポイント１０４はアクセス端末支援型時
間追跡および／または周波数追跡に切り替え得る。この目的で、アクセスポイント１０４
は、アクセスポイントがいつアクティブな呼を処理しているかを検出するアクティブ／ア
イドルモード検出構成要素１２２を含み、アクセス端末支援型追跡方式への切替えを起動
する。この追跡方式に切り替えると、アクセスポイント１０４は、次いで、アクティブな
呼に関与するアクセス端末または何らかの他の近くのアクセス端末と協働して、近くのア
クセスポイントのタイミングを示すタイミング情報を収集し得る。
【００２６】
　アクセス端末がアクセスポイント１０４上でアイドリングしている状況では、アクティ
ブ／アイドルモード検出構成要素１２２は、たとえば、アクセスポイント１０４に再登録
するようにアクセス端末に要求するメッセージを、またはアクセスポイント１０４によっ
て送られた制御チャネルメッセージに応答するようにアクセス端末に要求するメッセージ
を、アクセス端末に送ることによって、近くのアイドル状態のアクセス端末の存在を検出
し得る。アクセス端末から登録メッセージまたは応答を受信すると、アクセスポイント１
０４は、次いで、アクセス端末と協働して、近くのアクセスポイントのタイミングを示す
タイミング情報を収集し得る。
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【００２７】
　アクティブな呼の状況またはアイドル状態のアクセス端末の状況のいずれかにおいて、
アクセスポイント１０４、１０６、および１０８の近傍にあるアクセス端末１０２は、こ
れらのアクセスポイントから信号１１２、１１４、および１１６を受信し、これらの信号
に基づいてタイミング情報を生成し得る。たとえば、タイミング情報生成構成要素１１８
は、信号１１２および１１４がアクセス端末において受信される時間の間のタイミング差
を計算し得る。代替的に、または追加として、タイミング情報生成構成要素１１８は、信
号１１２および１１６がアクセス端末において受信される時間の間のタイミング差を計算
し得る。このタイミング情報を生成した後に、アクセス端末１０２は、破線矢印１２０に
よって表されるように、タイミング情報をアクセスポイント１０４に送る。このタイミン
グ情報は、アクセスポイント１０４による要求（または複数の要求）に応答して送られ、
または一定の他のイベントが発生した（たとえば、１つまたは複数のアクセスポイントか
らの送信のチャネル品質が何らかのしきい値を下回ったかまたは超えた）ときに送られ得
る。
【００２８】
　アクセスポイント１０４の時間および／または周波数追跡構成要素１２４は、このタイ
ミング差情報を使用して、アクセスポイント１０４のタイミング（および／または周波数
）が、別のアクセスポイント（たとえば、アクセスポイント１０６および／またはアクセ
スポイント１０８）のタイミング（および／または周波数）からどれくらい離れているか
を判断する。たとえば、収集されたタイミング情報に基づいて、時間および／または周波
数追跡構成要素１２４は、アクセスポイント１０４によって使用されているＴ０と、アク
セスポイント１０６によって使用されているＴ０との間の（たとえば、チップ、チップの
部分などでの）時間差を判断し得る。次いで、時間および／または周波数追跡構成要素１
２４は、この時間差に基づいてアクセスポイント１０６のタイミング（および／または周
波数）を追跡するように時間および／または周波数追跡構成要素１２４の内部タイミング
基準を調整する（たとえば、内部クロックの位相および／または周波数を調整する）。
【００２９】
　別の例として、アクセスポイントビーコン送信または他の送信が、タイミングソースの
タイミングに基づくイベントと整合され得る。この場合、アクセス端末１０２から受信さ
れたタイミング情報は、アクセス端末１０２におけるイベントのタイミングを示す。たと
えば、アクセスポイント１０４のアイドル再選択ビーコン送信がアクセス端末１０２の起
動時間と整合され得る。この起動時間は、（たとえば、アクセス端末１０２がアクセスポ
イント１０６上でアイドリングしているとき）たとえば、アクセスポイント１０６の、タ
イミングから導出され得る。したがって、アクセスポイントのタイミングを近隣アクセス
ポイントに同期させることによって、アクセスポイント（たとえば、フェムトセル）は、
アクセス端末の予想される起動時間中にビーコンを送信し得る。したがって、いくつかの
態様では、アクセス端末１０２から受信されたタイミング情報は、アクセス端末１０２に
おけるイベントのタイミングを動かす別のアクセスポイント（たとえば、アクセスポイン
ト１０６）またはタイミングソースのタイミングを示し、クロックの調整は、アクセスポ
イント１０４による信号送信のタイミングを調整することであって、調整されたタイミン
グがイベントのタイミングと同期されるように、調整することを備える。
【００３０】
　本明細書の教示による効率的で効果的なアクセス端末支援型追跡動作を可能にするため
に、様々な技法が採用され得る。たとえば、以下で説明するように、アクセスポイントは
、１つまたは複数のアクセス端末から受信された１つまたは複数のタイミングソース（た
とえば、アクセスポイント）に関連するタイミング情報に基づいて、アクセスポイントの
内部クロックを調整し得る。この目的で、アクセスポイントは、指定されたタイミングソ
ースからのタイミング情報を要求するメッセージであって、アクセス端末が１つまたは複
数の指定されたキャリア周波数（たとえば、アクセスポイントによって使用される同じキ
ャリア周波数および／または少なくとも１つの他のキャリア周波数）からタイミング情報
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を収集することを要求するメッセージを１つまたは複数のアクセス端末に送り得る。また
、アクセスポイントは、特定のタイミングソースの精度、および／またはタイミング情報
とともにアクセス端末によって報告されたこのアクセスポイントの信号品質に基づいて、
そのタイミングソースに関連するタイミング情報を使用すべきかどうかを判断し得る。た
とえば、アクセス端末が２つのマクロセルについてのタイミング情報を報告した場合、ア
クセスポイントは、（ＰＳＭＭ、ＲＵＭなどを介してアクセス端末によって測定され、報
告された）最も強い受信信号強度をもつマクロセルに関連するタイミング情報を使用する
ことを選択し得る。
【００３１】
　これらおよび他のアクセス端末支援型追跡動作について、図２～図４、図６、および図
８～図１４のフローチャートと併せてより詳細に説明する。便宜上、図２～図４、図６、
および図８～図１４の動作（または本明細書で説明または教示する他の動作）については
、特定の構成要素（たとえば、図１および図１４の構成要素）によって実行されるものと
して説明することがある。ただし、これらの動作は、他のタイプの構成要素によって実行
され、異なる数の構成要素を使用して実行され得ることを諒解されたい。また、本明細書
で説明する動作の１つまたは複数は、所与の実装形態では採用されないことがあることを
諒解されたい。
【００３２】
　図２に、アクセスポイントがアクティブな呼を処理しているときにアクセス端末支援型
追跡に切り替えることに関連してアクセスポイントにおいて実行され得る例示的な動作を
示す。説明のために、いくつかの態様では、以下で、アクセスポイントが近くのアクセス
端末と協働してアクティブな呼中に少なくとも１つの近くのマクロアクセスポイントのタ
イミングを追跡するシナリオについて説明する。他のシナリオでは他のタイミングソース
（たとえば、ピコセル、フェムトセルなど）が十分に正確なタイミングソースを与え得る
ことを諒解されたい。
【００３３】
　ブロック２０２によって表されるように、アクセスポイントがアクティブな呼を処理し
ていないとき、アクセスポイントはデフォルト時間追跡および／または周波数追跡方式を
使用する。たとえば、アクセスポイントは、少なくとも１つの近くのマクロアクセスポイ
ントからの信号をスニフする（たとえば、受信機をオンにしてそれらの信号を収集する）
ネットワークリッスンモジュールを採用し、それらの信号からタイミング情報を収集し得
る。上記で説明したように、アクセスポイントは、このスニフ動作中にアクセスポイント
の送信の一部または全部を無効化し得る。タイミング情報が収集されると、アクセスポイ
ントは、アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整する。本明細書の教示に
よれば、この調整は、アクセスポイントが少なくとも１つの近くのマクロアクセスポイン
トとの時間および／または周波数同期を維持するように、収集されたタイミング情報に基
づく。
【００３４】
　ブロック２０４によって表されるように、ある時点において、アクセスポイントは、ア
クセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断する。たとえば、アクセスポイン
ト上でアイドリングしているアクセス端末が、アクセスポイントを通して呼を開始し得、
またはアクセスポイントが、アクセスポイント上でアイドリングしているアクセス端末に
宛てられた呼を受信し得る。
【００３５】
　ブロック２０６によって表されるように、アクセスポイントがアクティブな呼を処理し
ているという判断の結果として、アクセスポイントは、アクティブな呼中にアクセス端末
からタイミング情報を収集することを開始する。すなわち、アクセスポイントは、アクセ
ス端末（たとえば、アクティブな呼に関与するアクセス端末または何らかの他のアクセス
端末）から１つまたは複数のタイミングソース（たとえば、アクセスポイント）に関連す
るタイミング情報を受信するために、アクセス端末支援型時間追跡および／または周波数
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追跡に一時的に切り替える。ここで時間および／または周波数追跡のためにアクセス端末
（たとえば、アクティブなまたはアイドル状態のアクセス端末）を使用することの１つの
利点は、アクセスポイントがネットワークリッスンモジュールを使用せずにタイミング情
報を収集し得ることである。したがって、ネットワークリッスンモジュールの使用に関連
する複雑さ（たとえば、アクセスポイント送信を停止すること）が回避され得る。
【００３６】
　以下でより詳細に説明するように、このタイミング情報は、様々な形態をとり、様々な
方法で収集され得る。たとえば、アクセス端末は、ｃｄｍａ２０００パイロット強度測定
メッセージ（ＰＳＭＭ：pilot strength measurement message）、ｃｄｍａ２０００候補
周波数探索報告メッセージ（ＣＦＳＲＰＭ：candidate frequency search report messag
e）、ＵＭＴＳ測定報告メッセージ（ＭＲＭ：measurement report message）、１ｘＥＶ
－ＤＯルート更新メッセージ（ＲＵＭ：route update message）を介して、または何らか
の他のタイプの無線技術によって使用される別のタイプのメッセージを介して、パイロッ
トタイミング差情報を報告し得る。このパイロットタイミング差情報は、たとえば、アク
セスポイントからアクセス端末によって受信されたパイロット信号と、マクロアクセスポ
イントからアクセス端末によって受信されたパイロット信号との間の位相差を示し得る。
【００３７】
　アクセス端末は、たとえば、ＵＭＴＳ観測時間差（ＯＴＤ）報告を介して、または何ら
かの他のタイプの無線技術によって使用される別のタイプのメッセージを介して、フレー
ムタイミング差情報を報告し得る。このフレームタイミング位相差情報は、たとえば、ア
クセスポイントからのフレームがアクセス端末によって受信された時間と、マクロアクセ
スポイントからのフレームがアクセス端末によって受信された時間との間の差を示し得る
。たとえば、アクセス端末は、アクセス端末のサービングセルとネイバーセルとの間の時
間差（たとえば、異なるセルからフレームが受信された時間の間のタイミング差）を報告
するためのシステムフレーム番号－接続フレーム番号（ＳＦＮ－ＣＦＮ：system frame n
umber-connection frame number）ＯＴＤ報告をサービングセルに送り得る。別の例とし
て、アイドル状態のアクセス端末が、２つのセルの間の時間差（たとえば、異なるセルか
らフレームが受信された時間の間のタイミング差）を報告するためのＯＴＤ報告を送り得
る。ここで、アクセス端末が、アイドルモードにあるか、またはＯＴＤ報告がサポートさ
れる何らかの他の状態にあるとき、アクセス端末はシステムフレーム番号－システムフレ
ーム番号（ＳＦＮ－ＳＦＮ：system frame number-system frame number）ＯＴＤ報告（
タイプ１またはタイプ２）を送り得る。
【００３８】
　ＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤおよび／またはＳＦＮ－ＳＦＮ　ＯＴＤは、以下で説明するよ
うに、アクセスポイント（たとえば、フェムトセル）における時間および／または周波数
追跡のために使用され得る。この方法は、これらの測定報告についてサポートされるすべ
てのアクセス端末状態に適用可能である。たとえば、アクセス端末は、アイドルモード、
ＵＲＡ＿ＰＣＨ　ｉｎｔｒａ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ　ｉｎｔｒａ、またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣ
Ｈ　ｉｎｔｒａの状態において、ＳＦＮ－ＳＦＮ　ＯＴＤタイプ１報告を送り得る。さら
に、アクセス端末は、ＵＲＡ＿ＰＣＨ　ｉｎｔｒａ、ＵＲＡ＿ＰＴ　ｉｎｔｅｒ、ＣＥＬ
Ｌ＿ＰＣＨ　ｉｎｔｒａ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ　ｉｎｔｅｒ、またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ　
ｉｎｔｒａ、ＣＥＬ＿ＦＡＣＨ　ｉｎｔｅｒ、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ　ｉｎｔｒａ、またはＣ
ＥＬＬ＿ＤＣＨ　ｉｎｔｅｒの状態において、ＳＦＮ－ＳＦＮ　ＯＴＤタイプ２報告を送
り得る。
【００３９】
　一般に、アクセスポイントは、このタイミング情報についての要求をアクセス端末に送
る。ただし、場合によっては、アクセスポイントは、アクセス端末がそうするように要求
されることなしに送るタイミング情報を収集し得る。たとえば、アクセス端末は、アクセ
ス端末における一定の信号状態によってトリガされるＰＳＭＭまたはＭＲＭを送り得る。
別の例として、アクセス端末は測定値を周期的に送り得る。
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【００４０】
　ブロック２０８によって表されるように、アクセスポイントは、収集されたタイミング
情報に基づいて、アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整する。たとえば
、アクセスポイントは、受信されたタイミング情報を処理して、アクセスポイントにおけ
るＴ０と、近くのマクロアクセスポイントにおけるＴ０との間のタイミング差を判断し得
る。次いで、アクセスポイントは、このタイミング差に基づいてアクセスポイントのクロ
ックを調整し得る。
【００４１】
　クロックの調整は時間追跡および／または周波数追跡に関与し得る。たとえば、ｃｄｍ
ａ２０００システムでは、アクセスポイントは時間および周波数追跡を実行し得る。さら
に、場合によっては、ＵＭＴＳシステムにおいて周波数追跡のみが採用され得、他の場合
には、ＵＭＴＳシステムにおいて時間および周波数追跡が採用され得る。
【００４２】
　時間追跡の一例として、アクセスポイントは、アクセスポイントのクロックが（たとえ
ば、チップの数として表される）一定の時間量だけマクロアクセスポイントのクロックよ
り遅れていると判断した場合、アクセスポイントのクロックの位相をその時間量だけ調整
し得る。このようにして、アクセスポイントによって送信される信号の位相は、調整され
た位相が、（若干の許容誤差内で）マクロアクセスポイントによって使用されるタイミン
グソースの位相を追跡する（たとえば、その位相と同期される）ように、調整される。
【００４３】
　周波数追跡の一例として、アクセスポイントは、アクセスポイントのクロックの周波数
が（たとえば、ある時間期間にわたってアクセス端末によって報告されたタイミング差に
基づいて判断された）一定の周波数偏差だけマクロアクセスポイントのクロックの周波数
とは異なると判断した場合、アクセスポイントのクロックの周波数をその周波数偏差だけ
調整し得る。このようにして、アクセスポイントによって送信される信号の周波数は、調
整された周波数が、若干の許容誤差内で、指定された周波数（すなわち、指定されたキャ
リア）に適合するように、調整される（ここで、指定された、とは、アクセスポイントが
ネットワークの運用要件に従って送信すべきである周波数を意味する）。アクセスポイン
トとマクロアクセスポイントとが同じキャリア周波数上で動作する場合、これは、アクセ
スポイントがアクセスポイントの送信周波数をマクロアクセスポイントの送信周波数と同
期させることに関与し得る。アクセスポイントとマクロアクセスポイントとが同じキャリ
ア周波数上で動作しない場合、これは、アクセスポイントがネットワークによって必要と
される周波数に適合することに関与し得る。ここで、アクセスポイントは、マクロアクセ
スポイントによって使用される送信周波数に基づいて、必要とされる周波数を収集し得る
。
【００４４】
　ブロック２１０によって表されるように、アクセスポイントがアクティブな呼をもはや
処理しなくなると、アクセスポイントはデフォルト時間追跡および／または周波数追跡方
式を使用することに戻る。たとえば、アクセスポイントがアクティブな呼をもはや処理し
ていないと判断すると、アクセスポイントは、ネットワークリッスンモジュールの使用を
再開し、アクセスポイントが（たとえば、アクセスポイントが建築物内にある場合は間欠
的に利用可能であり得る）ＧＰＳ能力を含む場合はＧＰＳベースのタイミングの収集を再
試行するか、または時間および周波数追跡を行うための何らかの他の機構の使用を再開し
得る。
【００４５】
　さらに、デフォルト追跡機構を使用しながら、アクセスポイントは、アクセス端末支援
型追跡を較正するために使用される情報を収集し得る。たとえば、アクセスポイントがマ
クロアクセスポイントのタイミングに同期されるとき、アクセスポイントは、アクセスポ
イントとマクロアクセスポイントとの間の伝搬時間を判断し得る。次いで、この情報は、
たとえば、以下で説明するようにアクセスポイント間のタイミングオフセットを計算する
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ために、アクセス端末支援型追跡中に使用され得る。
【００４６】
　図３に、近くのアイドル状態のアクセス端末と協働して、少なくとも１つのタイミング
ソース（たとえば、近くのマクロアクセスポイント）に同期するアクセスポイントにおい
て実行され得る例示的な動作を示す。これらの動作は、（たとえば、アイドル状態のアク
セス端末がアクセスポイントの近くにあるときはいつでも、タイミング情報を収集するた
めに）独立して実行されるか、またはアクセスポイントがアクティブな呼を処理している
ときにアクセス端末支援型追跡に切り替える（たとえば、アクセスポイントがアイドル状
態のアクセス端末と協働して、アクティブな呼中にタイミング情報を収集する）ことに関
連して実行され得る。時間および／または周波数追跡のためにアイドル状態のアクセス端
末を使用することの１つの利点は、アクセスポイントがネットワークリッスンモジュール
を使用せずにタイミング情報を収集し得ることである。したがって、ネットワークリッス
ンモジュールの使用に関連する複雑さ（たとえば、アクセスポイント送信を停止すること
）が回避され得る。
【００４７】
　ブロック３０２によって表されるように、ある時点において、アクセスポイントは、近
くのアクセス端末がアイドルモードにおいてアクセスポイントと接続されていると判断す
る。ここで、アクセスポイントは、たとえば、アクセスポイントに再登録するようにアク
セス端末に要求するメッセージをアクセス端末に送ることによって、アクセス端末がアク
セスポイント上でアイドリングしている（すなわち、アクセス端末がアクセスポイントの
ＦＬページングチャネルを周期的に監視している）かどうかを判断し得る。したがって、
アクセス端末からの登録メッセージの受信により、アクセス端末がアクセスポイント上で
アイドリングしていることを確認し得る。別の例として、アクセスポイントは、アクセス
ポイントが制御チャネル（たとえば、ページングチャネル）上で送るメッセージに応答す
る（たとえば、肯定応答する）ようにアクセス端末に要求するメッセージをアクセス端末
に送り得る。この場合も、アクセス端末からの適切な応答の受信により、アクセス端末が
アクセスポイント上でアイドリングしていることを確認し得る。
【００４８】
　ブロック３０４によって表されるように、場合によっては、アクセスポイントは、タイ
ミング情報をアクセスポイントに報告することをアクセス端末に行わせるためのメッセー
ジをもアクセス端末に送る。たとえば、アクセスポイントは、タイミング情報を送るよう
にアクセス端末に明示的に要求するメッセージを送り得る。そのような要求に応答して、
アクセス端末は、専用メッセージにおいてタイミング情報を送るか、または後にアクセス
ポイントに送られる何らかの他のメッセージ中にタイミング情報を含め得る。別の例とし
て、アクセスポイントは、そのような明示的要求を含まないメッセージであって、ただし
、それにもかかわらず、そのメッセージにより、アクセス端末がタイミング情報を送るこ
とになり得る、メッセージを送り得る。たとえば、アクセスポイントに登録する（たとえ
ば、周期的に登録する）ようにアクセス端末に要求するメッセージにより、アクセス端末
は登録を実行し得、ただし、当然のことながら、アクセス端末は、アクセスポイントに登
録するときはいつでもタイミング情報を与える。
【００４９】
　場合によっては、アクセスポイントは、ブロック３０４のメッセージをアクセス端末に
送る必要がないことがある。たとえば、アクセス端末がアクセスポイント上でアイドリン
グしていると判断したメッセージをブロック３０２において送ることにより、アクセス端
末はタイミング情報をアクセスポイントに送り得る。
【００５０】
　ブロック３０６によって表されるように、アクセス端末は、タイミング情報を含むメッ
セージをアクセスポイントに送る。このタイミング情報は、異なる実装形態では、様々な
形態をとり、様々な方法で送られ得る。たとえば、１ｘＥＶ－ＤＯシステムでは、アクセ
スポイントは、近隣アクセスポイントに関係するタイミング情報を含むルート更新メッセ



(19) JP 5596167 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

ージ（ＲＵＭ）を送り得る。別の例として、上記で説明したように、アクセス端末が、ア
イドルモードにあるか、またはＯＴＤ報告がサポートされる何らかの他の状態にあるとき
、アクセス端末はＳＦＮ－ＳＦＮ　ＯＴＤ報告（タイプ１またはタイプ２）を送り得る。
そのような報告は、たとえば、測定報告メッセージ（ＭＲＭ）を介して送られ得る。
【００５１】
　さらに別の例として、ｃｄｍａ２０００システムでは、アクセス端末は、アクセスポイ
ントのＦＬキャリア周波数と同じキャリア周波数上にある近隣アクセスポイントのパイロ
ット位相情報を含む無線環境報告メッセージ（ＲＥＲＭ：radio environment report mes
sage）を送り得る。ＲＥＲＭは、たとえば、本明細書で説明するように要求時に、または
一定のイベント（たとえば、アクセス端末による登録の試みまたはページ応答）の発生時
に送られ得る。したがって、上記で説明したように、アクセスポイントは、アクセスポイ
ントに繰り返し（たとえば、周期的に）登録するようにアイドル状態のモバイルに要求し
得、その結果、アクセスポイントはアクセス端末からＲＥＲＭを繰り返し受信し得る。
【００５２】
　ブロック３０８によって表されるように、アクセスポイントは、したがって、アクセス
端末がアイドルモードにあるという判断の結果として、アクセス端末からタイミング情報
を収集する。たとえば、マクロ位相情報を含むＲＥＲＭを受信すると、アクセスポイント
は、本明細書で説明するように時間および／または周波数追跡のためにアクセスポイント
のクロックをどのように調整すべきかを判断するために、この情報を使用し得る。
【００５３】
　したがって、ブロック３１０によって表されるように、アクセスポイントは、収集され
たタイミング情報に基づいてアクセスポイントのクロックを調整する。したがって、ブロ
ック３１０の動作は、ブロック２０８において上記で説明した動作と同様である。
【００５４】
　次に、図４～図１４を参照しながら、アクセス端末支援型時間および／または周波数追
跡を可能にするために実行され得る追加の動作について次に説明する。概して、以下で説
明する動作は、アクセスポイントがアクティブな呼中にアクセス端末支援型追跡を起動す
る場合、またはアクセスポイントがアクセス端末支援型追跡を起動するためにこの条件を
使用しない場合（たとえば、アクセスポイントが近くのアイドル状態のアクセス端末を検
出したときにアクセス端末支援型追跡が起動される場合）、使用され得る。
【００５５】
　図４を参照すると、上述のように、アクセスポイントは、アクセス端末がタイミング情
報をどのように与えるかについてのいくつかの態様を指定し得る。たとえば、アクセスポ
イントは、タイミング情報がいつ与えられるべきか、タイミング情報がどのくらい頻繁に
与えられるべきか、タイミング情報のタイミングソース、などを指定し得る。また、アク
セスポイントは、ダウンリンクにおけるアイドル期間（ＩＰＤＬ：idle periods in the 
down link）を使用して、アクセス端末報告（たとえば、パイロットベースの報告または
ＯＴＤ報告）の精度を改善し得る。
【００５６】
　ブロック４０２によって表されるように、ある時点において、アクセスポイントは、タ
イミング情報を取得するためにアクセス端末によって使用され得る情報を判断し得る。こ
の情報は、たとえば、タイミング情報がそこから取得されるべきアクセスポイントのリス
ト（たとえば、極めて正確なタイミングを有することが知られているアクセスポイントの
識別子のリスト）、アクセス端末が探索すべきパイロットのリスト（たとえば、知られて
いるアクセスポイントに関連するＰＮオフセットのリスト）、アクセス端末がその上で信
号を探索すべき（たとえば、アクセスポイントによって使用されているキャリア周波数を
含むことも含まないこともある）キャリア周波数のリストを含み得る。いくつかの実装形
態では、この制御情報はネイバーリストの形態をとり得る。
【００５７】
　上記の情報は様々な方法で判断され得る。たとえば、アクセスポイントはこの情報をネ
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ットワークから（たとえば、ネットワーク中の構成エンティティから）受信し得、または
アクセスポイントはこの情報を経時的に学習し得る。特定の例として、コアネットワーク
が、バックホールを介して近隣アクセスポイントのリストをアクセスポイントにプロビジ
ョニングし得る。代替的に、アクセスポイントは、ネットワークリッスンモジュールまた
は何らかの他の好適な機構を使用することによって、アクセスポイントの近隣を単独で発
見し得る。
【００５８】
　ブロック４０４によって表されるように、ある時点において、アクセス端末支援型時間
および／または周波数追跡がアクセスポイントにおいてトリガされる。たとえば、上記で
説明したように、このタイプの追跡は、アクセスポイントがアクティブな呼を処理してい
ると判断したときに、またはアクセスポイントにおいてアイドル状態のアクセス端末を検
出したときに、開始され得る。
【００５９】
　ブロック４０６によって表されるように、アクセス端末支援型時間および／または周波
数追跡を開始することに関連して、アクセスポイントはタイミング情報についての要求を
アクセス端末に送る。たとえば、アクセスポイントは、タイミング情報についての特定の
要求を含むメッセージであって、ブロック４０２において上記で説明した制御情報を含む
メッセージを送り得る。何らかの他の場合には、タイミング情報についての要求は明示的
に行われないことがあるが、タイミング情報は、依然として、何らかの他の情報（たとえ
ば、他のアクセスポイントの信号強度）を要求することによって取得され得る。アクセス
端末がこの情報を返送するとき、信号強度情報とともにタイミング情報もデフォルトで含
まれ得る。
【００６０】
　ブロック４０８によって表されるように、アクセス端末は、指定された方法でタイミン
グ情報を取得し、タイミング情報をアクセスポイントに送る。アクセスポイントがフェム
トセルを備え、近隣アクセスポイントがマクロセルを備える、シナリオの一例について以
下で説明する。
【００６１】
　上述のように、時間および周波数追跡情報は、フェムトセルの動作キャリア周波数と同
じキャリア周波数または異なるキャリア周波数上で動作しているマクロアクセスポイント
から導出され得る。マクロアクセスポイントがフェムトセルのＦＬキャリア周波数を共有
するとき、マクロ位相情報を取得するためにＰＳＭＭ報告などの報告が使用され得る。マ
クロアクセスポイント周波数がフェムトセルのＦＬキャリア周波数とは異なる場合、フェ
ムトセルは、候補周波数探索要求コマンドを送ることによって、少なくとも１つの他の周
波数上で探索するようにアクセス端末に要求し得る。本明細書で説明するように、探索す
べきマクロＰＮならびに探索周期性はフェムトセルによって指定され得る。周波数間探索
シナリオでは、アクセス端末は、指定された１つまたは複数の周波数上でマクロパイロッ
トを探索するためにフェムトセルのＦＬキャリア周波数から間欠的に離調し、候補周波数
探索報告メッセージ（ＣＦＳＲＰＭ）などのシグナリングメッセージを使用してマクロパ
イロット強度および位相を返報する。
【００６２】
　ブロック４１０によって表されるように、アクセスポイントは、アクセス端末によって
送られたタイミング情報を受信する。たとえば、上記で説明したフェムトセルは、時間お
よび周波数追跡についての情報を取得するためにＣＦＳＲＰＭまたは何らかの他のメッセ
ージにおいて報告されたマクロ位相を使用し得る。
【００６３】
　ブロック４１２によって表されるように、アクセスポイントは、収集されたタイミング
情報に基づいてクロック調整を判断する。たとえば、図５～図８において説明するように
、アクセス端末によって与えられるタイミング情報は、アクセス端末の観点からのタイミ
ング情報（たとえば、信号到着時間の差）を与えるにすぎないことがある。次いで、この



(21) JP 5596167 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

タイミング情報は、アクセスポイントにおけるクロックがどのくらい調整されるべきかを
さらに判断するために処理される必要があり得る。
【００６４】
　ブロック４１４によって表されるように、アクセスポイントは、判断されたクロック調
整に基づいてアクセスポイントのクロックを調整する。たとえば、クロック調整が位相差
を示す場合、アクセスポイントはクロックの位相を指定された量（たとえば、指定された
数のチップ）だけ調整する。さらに、クロック調整が周波数差を示す場合、アクセスポイ
ントはクロックの周波数を指定された量（たとえば、指定された周波数シフト）だけ調整
する。
【００６５】
　アクセス端末を介してアクセスポイントによって収集されるタイミング情報は、様々な
形態をとり得る。図５～図８で、タイミング情報が、受信されたパイロットタイミングに
基づき（図５および図６）、タイミング情報が、受信されたフレームタイミングに基づく
（図７および図８）、２つの例について説明する。他の実装形態では、タイミング情報が
他の方法で導出さ得ることを諒解されたい。
【００６６】
　例示のために、図５および図６については、一部、サービングアクセスポイントがフェ
ムトセルを備え、近隣アクセスポイントがマクロセルを備える、１ｘＲＴＴシステムのコ
ンテキストにおいて説明する。ただし、これらの概念は他の技術においても適用可能であ
り得ることを諒解されたい。
【００６７】
　従来の慣習によれば、マクロセルまたはフェムトセルとのアクティブな呼中にあるアク
セス端末は、必要な場合、ハンドオフが他の近隣アクセスポイントのうちのいずれかに対
して実行され得るように、これらの近隣アクセスポイントを連続的に探索する。現在のサ
ービングアクセスポイント（たとえば、アクセス端末がそれとのアクティブな呼を有する
アクセスポイント）のＦＬ信号品質が一定のしきい値を下回るとき、および／または近隣
アクセスポイントのＦＬ信号品質が一定のしきい値を上回るとき、アクセスポイントは、
ＰＳＭＭを使用して近隣アクセスポイントをサービングアクセスポイントに報告する。Ｐ
ＳＭＭは、サービングアクセスポイントに対する近隣アクセスポイントのパイロット強度
およびパイロット位相を含んでいる。アクセスポイントタイミングは、一般に、サービン
グアクセスポイントからの最早到着経路にロックされる（たとえば、同期される）。した
がって、近隣アクセスポイントからの最早到着経路と、サービングアクセスポイントから
の最早到着経路との間の位相差が、ＰＳＭＭにおいて報告される。
【００６８】
　本明細書の教示によれば、近隣アクセスポイントが正確な時間および周波数同期（たと
えば、ＧＰＳベースのタイミング）を有することをサービングセルが知っている場合、サ
ービングアクセスポイントは、時間および周波数追跡を行うために、ＰＳＭＭを介してア
クセス端末（たとえば、アクティブな呼中にあるアクセス端末）によって報告された近隣
アクセスポイントのＰＮ位相を使用し得る。したがって、本明細書で説明する技法は、正
確な時間および周波数追跡を有しないサービングアクセスポイントにおいて有利に採用さ
れ得る。ここで、アクセスポイントは、近隣の非サービングアクセスポイントからの測定
値を使用することによって追跡を達成するためにアクセス端末支援を使用し得る。その上
、説明する技法は、サービングおよび非サービングアクセスポイントが異なるキャリア周
波数上で動作しているときでも、異なるキャリア周波数上でマクロパイロットを探索する
ようにアクセス端末に要求することと、この周波数上でマクロパイロットの情報を返報す
ることとによって、採用され得る。
【００６９】
　フェムトセル展開では、近隣マクロアクセスポイントは、概して、ＧＰＳ受信機から導
出された極めて正確な時間および周波数同期を有することになる。したがって、フェムト
セルは、アクセス端末（たとえば、アクティブなアクセス端末）からマクロアクセスポイ
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ントパイロット位相情報を含んでいるＰＳＭＭ報告を受信し、その情報を時間および周波
数追跡のために使用し得る。
【００７０】
　図５は、アクセス端末がアクセスポイントに送り得るパイロットベースのタイミング情
報を示すタイミング図である。詳細には、時間差パラメータＤが、アクセス端末がアクセ
ス端末のサービングアクセスポイントからパイロット信号を受信する時間と、アクセス端
末が近隣アクセスポイントからパイロット信号を受信する時間との間のタイミング差を表
す。したがって、パラメータＤは、フェムトセルとマクロセルとの間の相対位相差を表す
。パラメータＤは、たとえば、ＰＳＭＭまたはＣＦＳＲＰＭにおいて報告され得る。
【００７１】
　説明のために、フェムトセルＦＬ周波数はＦ２であり、近隣マクロセルは周波数Ｆ１上
にあると、一般性の損失なしに仮定する。初めに、フェムトセルに接続されたアクティブ
なアクセス端末がないとき、フェムトセルは、周期的フェムトセル遮断とともにネットワ
ークリッスンモジュールを使用するなど、他の手段を使用して、フェムトセルの時間およ
び周波数を同期させる。アクティブモードのアクセス端末がフェムトセルに接続されると
、フェムトセルは、マクロ周波数Ｆ１上で候補周波数探索を実行するようにアクセス端末
に要求する。得られた探索報告を受信すると、フェムトセルは、次のようにタイミングお
よび周波数追跡情報を取得する。
【００７２】
　図５では、Ｔ０は、ＰＮオフセット＝０に対応する「システム時間」を表す。マクロセ
ルＰＮオフセットはＰＮ＿ｍによって表され、フェムトセルＰＮオフセットはＰＮ＿ｆに
よって表される。パラメータｔ２は、最早到着経路の場合のマクロセルとアクセス端末と
の間の伝搬遅延（片方向遅延）を表す。パラメータｔ１は、最早到着経路の場合のフェム
トセルとアクセス端末との間の伝搬遅延（片方向遅延）を表す。パラメータ（ｅ）は、フ
ェムトセルにおけるタイミング誤差を表す。マクロセルが「システム時間」を正確に追跡
すると仮定することに留意されたい。
【００７３】
　ＣＦＳＲＰＭメッセージにおいて報告される位相オフセットは、Ｄ＝（Ｔ０＋ＰＮ＿ｆ
＋ｅ＋ｔ１）－（Ｔ０＋ＰＮ＿ｍ＋ｔ２）＝（ＰＮ＿ｆ－ＰＮ＿ｍ）＋（ｅ＋ｔ１－ｔ２
）に対応する。ここで、遅延（ｅ＋ｔ１－ｔ２）が、マクロセクタを探索するために使用
される探索ウィンドウよりも小さい場合、アクセス端末はマクロセルを正しく探索するこ
とができる。また、（ｅ＋ｔ１－ｔ２）が、システムにおいて使用される６４＊ＰＩＬＯ
Ｔ＿ＩＮＣ（パイロット増分パラメータ）よりも小さい限り、フェムトセルは、報告され
たＤからＰＮ＿ｍを正確に導出し得る。
【００７４】
　フェムトセルがＰＮ＿ｍを判断すると、アクセス端末によって報告される有効位相差は
、Ｄｅｆｆ＝ｅ＋ｔ１－ｔ２となる。この位相差は、フェムトセルおけるタイミング誤差
（ｅ）と、伝搬によるタイミング遅延とを含む。一般に、フェムトセル環境では、ｔ１は
１チップよりも小さい。同様に、たいていのマクロネットワークでは、ｔ２は数チップ程
度である可能性がある（１チップが約２３０ｍの伝搬距離であり、したがって２～３チッ
プの遅延は、極めて大きいマクロセルサイズをカバーし得る）。したがって、伝搬遅延の
寄与は小さく、タイミング誤差（ｅ）と同等である可能性がある。したがって、タイミン
グ誤差は有効マクロ位相Ｄｅｆｆと推定され得る。次いで、この値は、フェムトセルのタ
イミングを補正する（たとえば、フェムトセルのクロックを調整する）ためにフェムトセ
ルによって使用され得る。
【００７５】
　所望される場合、ｔ２を学習するためにフェムトセルによって追加の機構が採用され得
る。たとえば、アクティブなアクセス端末がマクロセルからフェムトセルへのハンドオフ
を実行するとき、コアネットワークによって片方向遅延がフェムトセルに報告され得る。
したがって、フェムトセルは、過去のハンドオフに基づいてｔ２の近似値を記録し、その



(23) JP 5596167 B2 2014.9.24

10

20

30

40

50

後、アクセス端末支援型追跡中にタイミングを補正するためにこの値を使用し得る。
【００７６】
　代わりに、コアネットワークは、フェムトセルが特定のマクロセルのカバレージ領域中
にあるという情報に基づいて、フェムトセルに近似片方向遅延値を与え得る。
【００７７】
　別の例では、（フェムトがＧＰＳ能力を有する実装形態における）ＧＰＳ信号の時々の
利用可能性に基づいて、フェムトセルは、フェムトセルのタイミングをＧＰＳ時間に同期
させ、次いでネットワークリッスンモードまたはＰＳＭＭを使用して、受信されたマクロ
信号のＰＮ位相情報を測定し得る。次いで、この情報は、（たとえば、ＧＰＳ信号がない
場合に）アクセス端末支援型追跡中に片方向伝搬遅延としてその後使用され得る。
【００７８】
　上記の説明では、フェムトセルにおける周波数誤差の存在を無視した。実際には、周波
数誤差により、タイミングドリフトがもたらされることになる（すなわち、誤差（ｅ）は
時間とともに変動することになる）。そのような場合、有効報告マクロ位相は、Ｄｅｆｆ
（ｎ）＝ｅ（ｎ）＋ｔ１（ｎ）－ｔ２（ｎ）と書かれ得、ただし、ｎは時間インデックス
である。
【００７９】
　ユーザが静止しているかまたは極めて遅い速度で歩いているフェムトセル環境では、ｔ
１（ｎ）およびｔ２（ｎ）は、時間とともに変動することが予想されない。したがって、
Ｄｅｆｆ（ｎ）は、Ｄｅｆｆ（ｎ）＝ｅ（ｎ）＋ｔ１－ｔ２と概算され得る。
【００８０】
　受信されたマクロ信号のＰＮ位相を推定することに関係する他の誤差がない場合に、こ
の位相差の変化率は周波数誤差に等しい。したがって、アクセス端末に複数のＣＦＳＲＰ
Ｍを要求することによって、フェムトセルは、受信されたマクロ信号のＰＮ位相を推定す
ることに関係する誤差がある場合でさえ、フェムトセルの周波数誤差を判断することと、
同周波数誤差を補償することとを行うためのロバストなアルゴリズムを使用し得る。
【００８１】
　上記を念頭において、図６で、タイミング情報が、受信されたパイロット信号タイミン
グに基づく、実装形態のための例示的な動作について説明する。
【００８２】
　ブロック６０２によって表されるように、アクセス端末が近くのアクセスポイントから
パイロット信号を受信する。上記で説明したように、これらのパイロット信号の各々は、
異なるＰＮコードオフセットを備え得る。
【００８３】
　ブロック６０４によって表されるように、アクセス端末は、アクセスポイントのうちの
第１のアクセスポイント（たとえば、サービングフェムトセル）と、アクセスポイントの
うちの少なくとも１つの他のアクセスポイント（たとえば、マクロセル）との間のタイミ
ング差を判断する。これは、たとえば、上記で説明したようにパラメータＤを判断するこ
とに関与し得る。
【００８４】
　ブロック６０６によって表されるように、アクセス端末はタイミング差情報を第１のア
クセスポイントに送る。たとえば、アクセス端末は、本明細書で説明するようにＰＳＭＭ
またはＣＦＳＲＰＭを介してパラメータＤを送り得る。ブロック６０８によって表される
ように、第１のアクセスポイントはこのタイミング差情報を受信する。
【００８５】
　ブロック６１０によって表されるように、第１のアクセスポイントは、受信されたタイ
ミング差情報に基づいて第１のアクセスポイントのタイミング誤差を判断する。これは、
たとえば、上記で説明したようにパラメータ（ｅ）を計算または推定することに関与し得
る。
【００８６】
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　ブロック６１２によって表されるように、第１のアクセスポイントは、判断されたタイ
ミング誤差に基づいて、信号を送信するために使用されるクロックを調整する。たとえば
、第１のアクセスポイントは、単一のタイミング誤差値に基づいて、またはある時間期間
にわたってアクセス端末から受信されたいくつかのタイミング誤差値に基づいて（たとえ
ば、一定の持続時間にわたるタイミング誤差値の平均値を計算することによって）、クロ
ックの位相を調整し得る。また、以下でより詳細に説明するように、第１のアクセスポイ
ントは、ある時間期間にわたってアクセス端末から受信されたタイミング誤差値の変化率
に基づいて、クロックの周波数を調整し得る。
【００８７】
　図７および図８に、フレームベースのタイミング情報を採用する実装形態の一例を示す
。たとえば、近隣アクセスポイントが正確な時間および周波数同期を有することが知られ
ている場合、サービングアクセスポイントは、時間および／または周波数追跡を行うため
に、アクティブな呼中にあるアクセス端末、アイドルモードのアクセス端末、または他の
サポートされる状態のアクセス端末によって報告された観測時間差（ＯＴＤ）を使用し得
る。たとえば、フェムトセルは、時間および／または周波数追跡のために、フェムトセル
とマクロセルとの間のＯＴＤを含んでいるアクセス端末測定報告を使用し得る。
【００８８】
　図７は、アクセス端末（ＵＥ）がアクセスポイントに送り得るフレームベースのタイミ
ング情報を示すタイミング図である。概して、時間差パラメータＴｍが、アクセス端末が
アクセス端末のサービングアクセスポイント（たとえば、フェムトセル）からフレームを
受信する時間と、アクセス端末が別のアクセスポイント（たとえば、マクロセル）からフ
レームを受信する時間との間のタイミング差を表す。たとえば、パラメータＴｍは、アク
セス端末（たとえば、ホームＵＥ）におけるフェムトセルＤＬ　ＤＰＣＨ（専用物理チャ
ネル）フレームと、アクセス端末におけるマクロセルＰＣＣＰＣＨ（１次共通制御物理チ
ャネル）フレームとの間の時間差を（チップの単位で）表し得る。このＴｍ値は、本明細
書で説明するように周波数および時間追跡のためにフェムトセルによって使用され得る。
【００８９】
　Ｔｍを含むＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤの一例は、ＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤ＝ＯＦＦ×３８
４００＋Ｔｍである（３ＧＰＰ　ＴＳ２５．２１５参照）。
【００９０】
　ここで、Ｔｍ＝（ＴＵＥＴｘ－Ｔ０）－ＴＲｘＳＦＮであり、これは［０，１，．．．
，３８３９９］チップの範囲でチップ単位で与えられる。ＴＵＥＴｘは、アクセス端末（
ＵＥ）がアップリンクＤＰＣＣＨフレームを送信するときの時間である。アップリンクＤ
ＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨフレーム送信は、対応するダウンリンクＤＰＣＣＨ／ＤＰＤＣＨま
たはＦ－ＤＰＣＨフレームの（時間的に）最初に検出された経路を受信してから約Ｔ０チ
ップ後に行われる。Ｔ０は、１０２４チップであるように定義された定数である。ＴＲｘ
ＳＦＮは、アクセス端末における瞬間ＴＵＥＴｘ－Ｔ０の前の時間的に直近に受信された
近隣Ｐ－ＣＣＰＣＨフレームの開始の時間である。
【００９１】
　また、ＯＦＦ＝（ＳＦＮ－ＣＦＮＴｘ）　ｍｏｄ　２５６であり、これは［０，１，．
．．，２５５］フレームの範囲でフレーム数で与えられる。ＣＦＮＴｘは、時間ＴＵＥＴ
ｘにおけるアップリンクＤＰＣＣＨフレームのアクセス端末（ＵＥ）送信のための接続フ
レーム番号である。ＳＦＮは、時間ＴＲｘＳＦＮにアクセス端末において受信された近隣
Ｐ－ＣＣＰＣＨフレームのシステムフレーム番号である。周波数間の場合、アクセス端末
は、ＳＦＮを読み取るように要求されない（ＯＦＦが０に設定される）。
【００９２】
　同様に、フェムトセルとのアイドルモード（または他のサポートされる状態）のアクセ
ス端末があるとき、ＳＦＮ－ＳＦＮ　ＯＴＤが時間および周波数追跡のために使用され得
る。この場合、ＳＦＮ－ＳＦＮ　ＯＴＤタイプ１＝ＯＦＦ×３８４００＋Ｔｍである（３
ＧＰＰ　ＴＳ２５．２１５参照）。ＳＦＮ－ＳＦＮ　ＯＴＤタイプ２のために同様の方式
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が採用され得る。
【００９３】
　ここで、Ｔｍ＝ＴＲｘＳＦＮｊ－ＴＲｘＳＦＮｉであり、これは［０，１，．．．，３
８３９９］チップの範囲でチップ単位で与えられる。ＴＲｘＳＦＮｊは、セルｊから受信
された近隣Ｐ－ＣＣＰＣＨフレームの開始の時間である。ＴＲｘＳＦＮｉは、アクセス端
末（ＵＥ）における瞬間ＴＲｘＳＦＮｊの前の時間的に直近の、サービングセルｉからの
Ｐ－ＣＣＰＣＨフレームの開始の時間である。
【００９４】
　また、ＯＦＦ＝（ＳＦＮｉ－ＳＦＮｊ）　ｍｏｄ　２５６であり、これは［０，１，．
．．，２５５］フレームの範囲でフレーム数で与えられる。ＳＦＮｊは、時間ＴＲｘＳＦ
Ｎｊにおけるアクセス端末（ＵＥ）における、セルｊからのダウンリンクＰ－ＣＣＰＣＨ
フレームのシステムフレーム番号である。ＳＦＮｉは、時間ＴＲｘＳＦＮｉにおけるアク
セス端末における、サービングセルｉからのＰ－ＣＣＰＣＨフレームのシステムフレーム
番号である。
【００９５】
　上記を念頭において、図８で、タイミング情報が、受信されたフレームタイミングに基
づく、実装形態のための例示的な動作について説明する。
【００９６】
　ブロック８０２によって表されるように、アクセス端末が近くのアクセスポイントから
フレームを受信する。上記で説明したように、アクセス端末は、これらのフレームを異な
る時間に受信し得る。
【００９７】
　ブロック８０４によって表されるように、アクセス端末は、アクセスポイントのうちの
第１のアクセスポイント（たとえば、サービングフェムトセル）から受信されたフレーム
と、アクセスポイントのうちの少なくとも１つの他のアクセスポイント（たとえば、マク
ロセル）から受信されたフレームとの間のタイミング差を判断する。これは、たとえば、
上記で説明したようにパラメータＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤを判断することに関与し得る。
【００９８】
　ブロック８０６によって表されるように、アクセス端末はタイミング差情報を第１のア
クセスポイントに送る。たとえば、アクセス端末は、本明細書で説明するようにＭＲＭを
介してパラメータＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤを送り得る。ブロック８０８によって表される
ように、第１のアクセスポイントはこのタイミング差情報を受信する。
【００９９】
　ブロック８１０によって表されるように、第１のアクセスポイントは、受信されたタイ
ミング差情報に基づいて第１のアクセスポイントのタイミング誤差を判断する。これは、
たとえば、パラメータＴｍを計算または推定することに関与し得る。ここで、アクセスポ
イントがパラメータＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤからパラメータＯＦＦ×３８４００を容易に
除去し得、なぜなら、これはフレーム中のチップの数の倍数であるからであることを諒解
されたい。
【０１００】
　ブロック８１２によって表されるように、第１のアクセスポイントは、判断されたタイ
ミング誤差に基づいて、信号を送信するために使用されるクロックを調整する。たとえば
、第１のアクセスポイントは、単一のタイミング誤差値に基づいて、またはある時間期間
にわたってアクセス端末から受信されたいくつかのタイミング誤差値に基づいて（たとえ
ば、一定の持続時間にわたるタイミング誤差値の平均値を計算することによって）、クロ
ックの位相を調整し得る。また、以下でより詳細に説明するように、第１のアクセスポイ
ントは、ある時間期間にわたってアクセス端末から受信されたタイミング誤差値の変化率
に基づいて、クロックの周波数を調整し得る。
【０１０１】
　他の図に関連して本明細書で説明するプロシージャの多くは、受信フレームタイミング
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ベースの追跡方式に適用され得る。たとえば、推定された時間および／または周波数誤差
の精度は、定期ＭＲＭを送るようにアクセス端末に要求することによって改善され得る。
【０１０２】
　上述のように、周波数および時間追跡のためにＯＴＤ報告を使用することは、アクセス
端末が、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨにあるとき、アイドルモードにあるとき、またはＯＴＤがサポ
ートされる他の状態にあるとき、適用可能である。アイドルモードでは、１つの潜在的な
問題は、アクセス端末がいつフェムトセルを出るか（たとえば、マクロセルを再選択する
か）をフェムトセルが知らないことがあることである。しかしながら、フェムトセルは、
アクセス端末に周期ロケーション更新を要求するか、またはアクセス端末がまだそこにあ
るか否かを検出することが可能であるようにフェムトセルロケーションエリアコード（Ｌ
ＡＣ）を変更し得る。
【０１０３】
　図９に、本明細書で教示する周波数追跡を行うために実行され得る例示的な動作を示す
。フェムトセルの周波数ドリフトは、アクセス端末から受信されたタイミング情報のタイ
ミングドリフト（たとえば、測定されたマクロパイロットのタイミング（位相）ドリフト
、または測定されたＯＴＤのタイミングドリフト）に変換される。経時的にタイミング情
報（たとえば、いくつかのマクロＰＮ位相測定値またはいくつかのＯＴＤ測定値）を収集
することによって、この時間ドリフト、したがってフェムトセルの周波数ドリフトが推定
され得る。たとえば、フェムトセルは、アクセス端末に定期報告（たとえば、ＰＳＭＭま
たはＭＲＭ）を要求し、受信された測定値を異なる時間間隔に分割し、線形回帰を使用し
て各間隔にわたる周波数ドリフトを推定し、これらの推定値の平均値または中央値を、補
正されるべき周波数ドリフトとして選択し得る。
【０１０４】
　ブロック９０２によって表されるように、ある時間期間にわたって報告を取得するため
に、アクセスポイントは、タイミング情報報告を繰り返し（たとえば周期的に）送るよう
にアクセス端末に要求するメッセージを送る必要があり得る。ブロック９０４によって表
されるように、アクセスポイントは、アクセス端末からタイミング情報報告を繰り返し（
たとえば、２、３秒ごとに１回）受信し、次いでそれらの報告からの情報を記憶する。た
とえば、アクセスポイントは、パラメータＤ、パラメータ（ｅ）、パラメータＳＦＮ－Ｃ
ＦＮ　ＯＴＤ、またはパラメータＴｍを記憶し得る。ブロック９０６によって表されるよ
うに、アクセスポイントは、ある時間期間にわたるタイミング情報の変化率を判断する。
たとえば、アクセスポイントは、パラメータ（ｅ）またはパラメータＴｍの変化率を判断
し得る。ブロック９０８および９１０によって表されるように、次いで、アクセスポイン
トは、判断された変化率に基づいて周波数調整を判断し、判断された周波数調整に基づい
てクロックを調整する。
【０１０５】
　次に図１０および図１１を参照すると、アクセスポイントが様々なタイミングソースか
らタイミング情報を収集し得る。たとえば、フェムトセルは、複数のタイミングソースか
らのタイミング情報を報告するようにアクセス端末に要求し得（たとえば、フェムトセル
自体のパイロットと複数のマクロパイロットとの間の位相差を測定および報告すること、
または複数のマクロアクセスポイントに関するＯＴＤを測定および報告することを行うよ
うにアクセス端末に要求する）、その後、フェムトセルは、これらのマクロアクセスポイ
ントからのタイミング情報を追跡目的で一緒に使用する。さらに、フェムトセルは、タイ
ミング情報をそれぞれ報告するように複数のアクセス端末に要求し得（たとえば、少なく
とも１つのマクロパイロットを測定および報告すること、または少なくとも１つのマクロ
アクセスポイントに関するＯＴＤを測定および報告することを行うように各アクセス端末
に要求する）、その後、フェムトセルは、（たとえばＰＳＭＭ、ＣＦＳＲＰＭ、またはＭ
ＲＭを介して）これらのアクセス端末から受信されたタイミング情報を追跡目的で一緒に
使用する。ここで、これらのアクセス端末のうちの所与の１つが、フェムトセル上でアイ
ドリングしているか、またはフェムトセルとのアクティブな呼中にあり得る。
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【０１０６】
　上述のように、本明細書の教示は様々な技術において採用され得る。たとえば、説明す
る技法は、ｃｄｍａ２０００　１ｘＲＴＴ、ＵＭＴＳ、ＷｉＭａｘ、ＬＴＥ、ＧＳＭ（登
録商標）、および他の技術において使用され得る。さらに、アクセスポイントは、１つま
たは複数の技術に関連するタイミング情報に基づいて時間および／または周波数追跡を実
行し得る。たとえば、アクセスポイントは、ｃｄｍａ２０００タイミングソースとＵＭＴ
Ｓソースとからタイミング情報を収集し、このタイミング情報の組合せ（たとえば、重み
付けされた組合せ）に基づいてアクセスポイントのクロックを調整し得る。この複数技術
タイミング情報は、たとえば、複数の技術をサポートするアクセス端末を介して、取得さ
れ得る。別の例として、この複数技術タイミング情報は、アクセスポイントが異なる技術
を介して異なるアクセス端末と通信することをサポートする場合、異なる技術をそれぞれ
がサポートする異なるアクセス端末を介して取得され得る。
【０１０７】
　図１０に、アクセスポイントが、少なくとも１つのタイミングソースに関連するタイミ
ング情報を報告するように少なくとも１つのアクセス端末に要求する、例示的な動作を示
す。たとえば、場合によっては、アクセスポイントは、１つのタイミングソースについて
のタイミング情報を報告するための要求を１つのアクセス端末に送り得る。場合によって
は、アクセスポイントは、複数のタイミングソースについてのタイミング情報を報告する
ための要求を１つのアクセス端末に送り得る。場合によっては、アクセスポイントは、１
つのタイミングソースについてのタイミング情報を報告するための要求を複数のアクセス
端末に送り得る。場合によっては、アクセスポイントは、複数のタイミングソースについ
てのタイミング情報を報告するための要求を複数のアクセス端末に送り得る（たとえば、
異なるアクセス端末に対して同じまたは異なるタイミングソースが指定され得る場合）。
【０１０８】
　ブロック１００２によって表されるように、アクセスポイントは各アクセス端末にメッ
セージを送り、それにより、そのメッセージは、少なくとも１つのタイミングソースに関
連するタイミング情報を報告することをアクセス端末に行わせる。たとえば、フェムトセ
ルは、フェムトセルといくつかの他のセルとの間のタイミング差を判断および報告するよ
うにアクセス端末に明示的に要求するメッセージを送り得る。本明細書で説明するように
、場合によっては、そのような要求は、たとえば、タイミング情報がそこから収集される
べきである特定のアクセスポイント、セル、パイロットＰＮコード、または周波数を指定
し得る。
【０１０９】
　ブロック１００４によって表されるように、各アクセス端末は、本明細書で説明するよ
うに、アクセス端末の対応する（１つまたは複数の）タイミングソースに関連するタイミ
ング情報を生成する。たとえば、アクセス端末は、適用可能な場合、各タイミングソース
に適した無線技術を使用して、異なるタイミングソースから信号を受信し得る。次いで、
各タイミングソースについて、アクセス端末は、アクセスポイント（たとえば、フェムト
セル）とタイミングソース（たとえば、マクロアクセスポイント）との間のタイミング差
を判断する。
【０１１０】
　ブロック１００６によって表されるように、各アクセス端末は、アクセス端末のタイミ
ング情報をアクセスポイントに送る。この情報は、単一のメッセージまたは複数のメッセ
ージを介して送られ得る。
【０１１１】
　ブロック１００８によって表されるように、アクセスポイントは、各アクセス端末によ
って送られたタイミング情報を受信する。したがって、アクセスポイントは、異なるタイ
ミングソースに関連する異なるタイミング情報を収集し得る。追加または代替として、ア
クセスポイントは、異なるアクセス端末から異なるタイミング情報を収集し得る。
【０１１２】
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　ブロック１０１０によって表されるように、いくつかの実装形態では、アクセスポイン
トはタイミング情報を重み付けする。たとえば、フェムトセルは、所与のタイミングソー
スの信頼性に基づいて、そのタイミングソースに関連するタイミング情報に重み係数を適
用し得る（たとえば、その信頼性が、タイミング情報を与えたアクセス端末の観点から判
断され得る場合）。そのような重み付け方式の一例については、図１４に関連して以下で
より詳細に説明する。
【０１１３】
　ブロック１０１２によって表されるように、アクセスポイントは、受信されたタイミン
グ情報に基づいてアクセスポイントのクロックを調整する。本明細書で説明するように、
このタイミング情報は、異なるアクセス端末から受信されていることがあり、および／ま
たは異なるタイミングソースに関連することがある。したがって、重み付けは、タイミン
グ情報を与えた異なるアクセス端末、および／または異なるタイミングソースに基づいて
、適用され得る。たとえば、アクセスポイントは、異なるタイミングソースに関連する重
み付けされたタイミング誤差値のセットの平均値を判断し、得られた平均値を使用して、
クロックを調整し得る。代替的に、アクセスポイントは、異なるタイミングソースに関連
する重み付けされたタイミング誤差値のセットのうちのワーストケース（たとえば、最高
）値を判断し、そのワーストケース値を使用して、クロックを調整し得る。別の例として
、アクセスポイントは、異なるアクセス端末に関連する重み付けされたタイミング誤差値
のセットの平均値を判断し、得られた平均値を使用して、クロックを調整し得る。代替的
に、アクセスポイントは、異なるアクセス端末に関連する重み付けされたタイミング誤差
値のセットのうちのワーストケース（たとえば、最高）値を判断し、そのワーストケース
値を使用して、クロックを調整し得る。
【０１１４】
　次に図１１を参照すると、推定された時間および／または周波数誤差の精度が、繰り返
しタイミング情報を送る（たとえば、定期ＰＳＭＭまたはＭＲＭを送る）ようにアクセス
端末に要求することによって改善され得る。タイミング情報が送られるレートは、フェム
トセルの現在の時間および周波数精度の信頼性を推定することと、時間および周波数誤差
が許容できなくなる前にマクロ測定がどのくらい頻繁に必要とされることになるかを推定
することとによって、フェムトセルによって設定され得る。
【０１１５】
　したがって、ブロック１１０２によって表されるように、アクセスポイントがアクセス
ポイントのクロックの信頼性を（たとえば、繰り返し）推定する。これは、たとえば、ク
ロックのために行われるタイミング誤差調整の大きさを追跡することに関与し得る。
【０１１６】
　ブロック１１０４によって表されるように、アクセスポイントは、クロックの推定され
た信頼性に基づいて、アクセス端末によってタイミング情報が与えられるべきであるレー
トを判断する。たとえば、タイミング誤差調整の大きさが比較的大きい場合は、アクセス
ポイントがシステムタイミング要件を満たし続けるように十分に頻繁にクロックが調整さ
れることを保証するために、より高い（より速い）レートでタイミング情報を受信するこ
とが必要であり得る。逆に、タイミング誤差調整の大きさが比較的小さい場合は、タイミ
ング情報は、より低い（より遅い）レートで受信され得る。
【０１１７】
　ブロック１１０６によって表されるように、アクセスポイントは、ブロック１１０４に
おいて判断されたレートでタイミング情報を送るようにアクセス端末に要求するメッセー
ジをアクセス端末に送る。したがって、ブロック１１０８によって表されるように、アク
セスポイントは、要求されたレートでアクセス端末からタイミング情報を受信する。
【０１１８】
　ブロック１１１０によって表されるように、アクセスポイントは、本明細書で説明する
ように、受信されたタイミング情報に基づいてアクセスポイントのクロックを調整する。
アクセスポイントは、クロックの現在の信頼性に基づいて、必要に応じて、要求されたレ
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ートを更新するためにブロック１１０２～１１０６の動作を繰り返し得る。
【０１１９】
　図１２で、アクセスポイントがタイミングソースからのタイミング情報を使用すべきか
どうかを判断するために実行し得る例示的な動作について説明する。特に、この決定は、
タイミングソースの精度（たとえば、タイミングソースがＧＰＳベースであるかどうか）
に基づき得る。
【０１２０】
　ブロック１２０２によって表されるように、ある時点において、アクセスポイントは、
１つまたは複数のタイミングソースの精度を示す情報を受信する。たとえば、フェムトセ
ルは、極めて正確なタイミングソースを使用するアクセスポイント（たとえば、マクロア
クセスポイント）によっていくつかのＰＮオフセットが使用されていると判断し得る。代
替的に、フェムトセルは、所与のアクセスポイントが正確なタイミングソースを有するこ
とを示すメッセージ（たとえば、オーバーヘッドメッセージ）を受信し得る。場合によっ
ては、アクセスポイントは、このタイプの情報をバックホールを介してネットワークから
（たとえば、構成サーバから）受信する。場合によっては、アクセスポイントは、（たと
えば、受信されたタイミング情報を分析することによって）このタイプの情報を学習し得
る。
【０１２１】
　ブロック１２０４によって表されるように、ある時点において、アクセスポイントは、
（たとえば、本明細書で説明するように）少なくとも１つのアクセス端末から少なくとも
１つのタイミングソースに関連するタイミング情報を受信する。たとえば、フェムトセル
は、上記で説明したようにパラメータＤまたはパラメータＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤを受信
し得る。
【０１２２】
　ブロック１２０６によって表されるように、各タイミングソースについて、アクセスポ
イントは、そのタイミングソースが十分に正確なタイミングを有するかどうかを判断する
。たとえば、フェムトセルは、報告されたＰＮ位相をＰＮオフセットにマッピングするこ
とと、このＰＮオフセットが（たとえば、ＧＰＳベースのタイミングを使用する）マクロ
アクセスポイントに属することを確認することとによって、その報告された位相がマクロ
アクセスポイントに属すると判断し得る。
【０１２３】
　ブロック１２０８によって表されるように、アクセスポイントは、所与のタイミングソ
ースが十分に正確なタイミングを有するかどうかに基づいて、そのタイミングソースに関
連するタイミング情報を使用すべきかどうかを判断する。たとえば、タイミングソースが
十分に正確である場合、フェムトセルは、ブロック１２１０において、フェムトセルのク
ロックを調整するために関連するタイミング情報を使用することを選択する。
【０１２４】
　図１３に、異なるタイミングソースからのタイミング情報が、それらのタイミングソー
スの信頼性に基づいて重み付けされる、実装形態のために実行され得る例示的な動作を示
す。
【０１２５】
　ブロック１３０２によって表されるように、アクセスポイントが、（たとえば、本明細
書で説明するように）少なくとも１つのアクセス端末から、いくつかのタイミングソース
に関連するタイミング情報を受信する。たとえば、フェムトセルが、各タイミングソース
について、上記で説明したようにパラメータＤまたはパラメータＳＦＮ－ＣＦＮ　ＯＴＤ
を受信し得る。
【０１２６】
　ブロック１３０４によって表されるように、アクセスポイントは、各タイミングソース
の信頼性を判断する。たとえば、そのタイミングソースについてのタイミング情報を報告
したアクセス端末は、アクセスがタイミング情報をそこから収集した信号（たとえば、パ
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イロットチャネル信号、共通チャネル信号、または専用チャネル信号）の受信信号強度を
も報告し得る。したがって、フェムトセルは、対応する受信信号強度に基づいて所与のタ
イミングソースの信頼性をランク付けし得る。
【０１２７】
　ブロック１３０６によって表されるように、次いで、アクセスポイントは、所与のタイ
ミングソースの判断された信頼性に基づいて、そのタイミングソースに関連するタイミン
グ情報を重み付けする。たとえば、フェムトセルは、対応する受信信号強度の大きさに基
づいて、所与のアクセス端末から受信されたタイミング情報に重み係数を適用し得る（た
とえば、より高い受信信号強度は、より高い重みに対応する）。
【０１２８】
　ブロック１３０８によって表されるように、アクセスポイントは、重み付けされたタイ
ミング情報に基づいてアクセスポイントのクロックを調整する。たとえば、アクセスポイ
ントは、異なるタイミングソースに関連する重み付けされたタイミング誤差値のセットの
平均値を判断し、得られた平均値を使用して、クロックを調整し得る。代替的に、アクセ
スポイントは、異なるタイミングソースに関連する重み付けされたタイミング誤差値のセ
ットのうちのワーストケース（たとえば、最高）値を判断し、そのワーストケース値を使
用して、クロックを調整し得る。
【０１２９】
　クロックを調整するために使用される誤差補正値を生成するために、本明細書の教示に
従って他の技法が採用され得る。たとえば、アクセスポイントは、ある時間期間（たとえ
ば、数分）にわたってアクセスポイントが受信した報告（たとえば、ＰＳＭＭまたはＭＲ
Ｍ）をフィルタ処理し得る。アクセスポイントは、指定されたしきい値（たとえば－１８
ｄＢ）よりも小さい報告されたマクロＥｃｐ／Ｉｏをもつ、いかなる報告をも除去し得る
。次いで、アクセスポイントは、各タイミングソースについて（たとえば、報告された各
マクロプライマリスクランブリングコードについて）周波数誤差を計算し得る。次に、ア
クセスポイントは、周波数誤差の重み付き平均を判断し得る（たとえば、重みが、マクロ
セルのために受信された報告の数に比例する場合）。次いで、アクセスポイントは、判断
された重み付き平均に基づいて周波数誤差補正を適用し得る（たとえば、クロックの周波
数を調整する）。
【０１３０】
　図１４に、本明細書で教示するタイミング制御関係の動作を実行するために（たとえば
、図１のアクセスポイント１０４に対応する）アクセスポイント１４０２などのノードに
組み込まれ得る（対応するブロックによって表される）いくつかの例示的な構成要素を示
す。説明する構成要素は、通信システム中の他のノードにも組み込まれ得る。たとえば、
システム中の他のノードは、同様の機能を与えるために、アクセスポイント１４０２に関
して説明する構成要素と同様の構成要素を含み得る。また、所与のノードは、説明する構
成要素のうちの１つまたは複数を含み得る。たとえば、アクセスポイントは、アクセスポ
イントが複数の周波数上で動作し、および／または様々な技術によって通信することを可
能にする、複数のトランシーバ構成要素を含み得る。
【０１３１】
　図１４に示すように、アクセスポイント１４０２は、他のノード（たとえば、アクセス
端末）と通信するためのトランシーバ１４０４を含む。トランシーバ１４０４は、信号（
たとえば、パイロット信号、フレーム、メッセージ、要求）を送信するための送信機１４
０６と、信号（たとえば、メッセージ、応答、タイミング情報）を受信するための受信機
１４０８とを含む。
【０１３２】
　アクセスポイント１４０２は、他のノード（たとえば、ネットワークエンティティ）と
通信するためのネットワークインターフェース１４１０をも含む。たとえば、ネットワー
クインターフェース１４１０は、ワイヤベースまたはワイヤレスバックホールを介して１
つまたは複数のネットワークエンティティと通信するように構成され得る。いくつかの態
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様では、ネットワークインターフェース１４１０は、ワイヤベースまたはワイヤレス通信
をサポートするように構成された（たとえば、送信機および受信機構成要素を含む）トラ
ンシーバとして実装され得る。したがって、図１４の例では、ネットワークインターフェ
ース１４１０は、送信機１４１２と受信機１４１４とを含むものとして示されている。
【０１３３】
　アクセスポイント１４０２は、本明細書で教示するタイミング制御関係の動作に関連し
て使用され得る他の構成要素を含む。たとえば、アクセスポイント１４０２は、アクセス
ポイント１４０２および／または近くのアクセス端末の動作モードを検出する（たとえば
、アクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断し、アクセス端末がアイドル
モードにあると判断する）ための、および本明細書で教示する他の関係する機能を与える
ための、（たとえば、図１の構成要素１２２に対応する）モードコントローラ１４１６を
含む。いくつかの実装形態では、モードコントローラ１４１６の機能の一部はトランシー
バ１４０４において実装され得る。アクセスポイント１４０２は、アクセスポイント１４
０２におけるタイミングを制御する（たとえば、タイミング情報を収集し、クロックを調
整し、クロックの信頼性を推定し、タイミング情報が与えられるべきであるレートを判断
し、他のタイミング情報を収集し、アクセスポイントが十分に正確なタイミングを有する
と判断し、タイミング情報を使用することを選択し、少なくとも１つの他のタイミングソ
ースに関連するタイミング情報を収集し、タイミングソースの信頼性を判断し、タイミン
グ情報を重み付けする）ための、および本明細書で教示する他の関係する機能を与えるた
めの、（たとえば、図１の構成要素１２４に対応する）タイミングコントローラ１４１８
をも含む。さらに、アクセスポイント１４０２は、アクセスポイント１４０２による通信
を可能にする（たとえば、少なくとも１つの要求を送り、メッセージを送り、メッセージ
を受信し、応答を受信する）ための、および本明細書で教示する他の関係する機能を与え
るための、通信コントローラ１４２０を含む。いくつかの実装形態では、通信コントロー
ラ１４２０の機能の一部は、トランシーバ１４０４および／またはネットワークインター
フェース１４１０において実装され得る。また、アクセスポイント１４０２は、情報（た
とえば、タイミング情報、タイミングソース探索情報、報告情報など）を維持するための
（たとえば、メモリデバイスを含む）メモリ構成要素１４２２を含む。
【０１３４】
　便宜上、アクセスポイント１４０２を、本明細書で説明する様々な例において使用され
得る構成要素を含むものとして図１４に示す。実際には、これらのブロックのうちの１つ
または複数の機能は、異なる実施形態では異なり得る。たとえば、ブロック１４１６の機
能は、図３に従って実装される一実施形態に比較して、図２に従って実装される一実施形
態では異なり得る。
【０１３５】
　図１４の構成要素は様々な方法で実装され得る。いくつかの実装形態では、図１４の構
成要素は、たとえば、１つまたは複数のプロセッサおよび／または（１つまたは複数のプ
ロセッサを含み得る）１つまたは複数のＡＳＩＣなど、１つまたは複数の回路において実
装され得る。ここで、各回路（たとえば、プロセッサ）は、この機能を与えるために回路
によって使用される情報または実行コードを記憶するためのデータメモリを使用し、およ
び／または組み込み得る。たとえば、ブロック１４０４および１４１０によって表される
機能の一部、ならびにブロック１４１６～１４２２によって表される機能の一部または全
部は、アクセスポイントの１つまたは複数のプロセッサと、アクセスポイントのデータメ
モリとによって（たとえば、適切なコードの実行によって、および／またはプロセッサ構
成要素の適切な構成によって）実装され得る。
【０１３６】
　上記で説明したように、本明細書の教示は、大規模カバレージ（たとえば、一般にマク
ロセルネットワークまたはＷＡＮと呼ばれる３Ｇネットワークなどの広域セルラーネット
ワーク）と、より小規模のカバレージ（たとえば、一般にＬＡＮと呼ばれるレジデンスベ
ースまたは建築物ベースのネットワーク環境）とを含むネットワークにおいて採用され得
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る。アクセス端末（ＡＴ）がそのようなネットワーク中を移動するとき、アクセス端末は
、いくつかのロケーションでは、マクロカバレージを与えるアクセスポイントによってサ
ービスされ、他のロケーションでは、より小規模のカバレージを与えるアクセスポイント
によってサービスされることがある。いくつかの態様では、より小さいカバレージノード
を使用して、（たとえば、よりロバストなユーザエクスペリエンスのために）増分キャパ
シティの増大と、屋内カバレージと、様々なサービスとを与え得る。
【０１３７】
　本明細書の説明では、比較的大きいエリアにわたるカバレージを与えるノード（たとえ
ば、アクセスポイント）をマクロアクセスポイントと呼び、比較的小さいエリア（たとえ
ば、レジデンス）にわたるカバレージを与えるノードをフェムトアクセスポイントと呼ぶ
ことがある。本明細書の教示は、他のタイプのカバレージエリアに関連付けられたノード
に適用され得ることを諒解されたい。たとえば、ピコアクセスポイントは、マクロエリア
よりも小さく、フェムトエリアよりも大きいエリアにわたるカバレージ（たとえば、商業
建築物内のカバレージ）を与え得る。様々な適用例では、マクロアクセスポイント、フェ
ムトアクセスポイント、または他のアクセスポイントタイプのノードを指すために他の用
語を使用することがある。たとえば、マクロアクセスポイントを、アクセスノード、基地
局、アクセスポイント、ｅノードＢ、マクロセルなどとして構成すること、またはそのよ
うに呼ぶことがある。また、フェムトアクセスポイントを、ホームノードＢ、ホームｅノ
ードＢ、アクセスポイント基地局、フェムトセルなどとして構成すること、またはそのよ
うに呼ぶことがある。いくつかの実装形態では、ノードを１つまたは複数のセルまたはセ
クタに関連付けることがある（たとえば、そのように呼ぶこと、または分割することがあ
る）。マクロアクセスポイント、フェムトアクセスポイント、またはピコアクセスポイン
トに関連付けられたセルまたはセクタを、それぞれ、マクロセル、フェムトセル、または
ピコセルと呼ぶことがある。
【０１３８】
　図１５に、本明細書の教示が実装され得る、いくつかのユーザをサポートするように構
成されたワイヤレス通信システム１５００を示す。システム１５００は、たとえば、マク
ロセル１５０２Ａ～１５０２Ｇなど、複数のセル１５０２の通信を可能にし、各セルは、
対応するアクセスポイント１５０４（たとえば、アクセスポイント１５０４Ａ～１５０４
Ｇ）によってサービスされる。図１５に示すように、アクセス端末１５０６（たとえば、
アクセス端末１５０６Ａ～１５０６Ｌ）は、時間とともにシステム全体にわたって様々な
ロケーションに分散され得る。各アクセス端末１５０６は、たとえば、アクセス端末１５
０６がアクティブかどうか、およびアクセス端末１５０６がソフトハンドオフ中かどうか
に応じて、所与の瞬間に順方向リンク（ＦＬ）および／または逆方向リンク（ＲＬ）上で
１つまたは複数のアクセスポイント１５０４と通信し得る。ワイヤレス通信システム１５
００は大きい地理的領域にわたってサービスを提供し得る。たとえば、マクロセル１５０
２Ａ～１５０２Ｇは、近隣内の数ブロックまたは地方環境の数マイルをカバーし得る。
【０１３９】
　図１６に、１つまたは複数のフェムトアクセスポイントがネットワーク環境内に展開さ
れた例示的な通信システム１６００を示す。特に、システム１６００は、比較的小規模の
ネットワーク環境中に（たとえば、１つまたは複数のユーザレジデンス１６３０中に）設
置された複数のフェムトアクセスポイント１６１０（たとえば、フェムトアクセスポイン
ト１６１０Ａおよび１６１０Ｂ）を含む。各フェムトアクセスポイント１６１０は、ＤＳ
Ｌルータ、ケーブルモデム、ワイヤレスリンク、または他の接続手段（図示せず）を介し
て、ワイドエリアネットワーク１６４０（たとえば、インターネット）とモバイル事業者
コアネットワーク１６５０とに結合され得る。以下で説明するように、各フェムトアクセ
スポイント１６１０は、関連するアクセス端末１６２０（たとえば、アクセス端末１６２
０Ａ）、および、随意に、他の（たとえば、ハイブリッドまたは外来）アクセス端末１６
２０（たとえば、アクセス端末１６２０Ｂ）にサービスするように構成され得る。言い換
えれば、フェムトアクセスポイント１６１０へのアクセスは制限され得、それによって、
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所与のアクセス端末１６２０は、指定された（１つまたは複数の）（たとえば、ホーム）
フェムトアクセスポイント１６１０のセットによってサービスされ得るが、指定されてい
ないフェムトアクセスポイント１６１０（たとえば、ネイバーのフェムトアクセスポイン
ト１６１０）によってサービスされ得ない。
【０１４０】
　図１７に、いくつかの追跡エリア１７０２（またはルーティングエリアまたはロケーシ
ョンエリア）が画定されたカバレージマップ１７００の例を示し、そのエリアの各々はい
くつかのマクロカバレージエリア１７０４を含む。ここで、追跡エリア１７０２Ａ、１７
０２Ｂ、および１７０２Ｃに関連付けられたカバレージのエリアは太線によって示され、
マクロカバレージエリア１７０４は大きい六角形によって表される。追跡エリア１７０２
はフェムトカバレージエリア１７０６をも含む。この例では、フェムトカバレージエリア
１７０６の各々（たとえば、フェムトカバレージエリア１７０６Ｂおよび１７０６Ｃ）は
、１つまたは複数のマクロカバレージエリア１７０４（たとえば、マクロカバレージエリ
ア１７０４Ａおよび１７０４Ｂ）内に示されている。ただし、フェムトカバレージエリア
１７０６の一部または全部がマクロカバレージエリア１７０４内にないことがあることを
諒解されたい。実際問題として、多数のフェムトカバレージエリア１７０６（たとえば、
フェムトカバレージエリア１７０６Ａおよび１７０６Ｄ）を所与の追跡エリア１７０２ま
たはマクロカバレージエリア１７０４内に画定し得る。また、１つまたは複数のピコカバ
レージエリア（図示せず）を所与の追跡エリア１７０２またはマクロカバレージエリア１
７０４内に画定し得る。
【０１４１】
　再び図１６を参照すると、フェムトアクセスポイント１６１０の所有者は、たとえば、
３Ｇモバイルサービスなど、モバイル事業者コアネットワーク１６５０を介して提供され
るモバイルサービスに加入し得る。さらに、アクセス端末１６２０は、マクロ環境と、よ
り小規模の（たとえば、宅内）ネットワーク環境の両方で動作することが可能であり得る
。言い換えれば、アクセス端末１６２０の現在のロケーションに応じて、アクセス端末１
６２０は、モバイル事業者コアネットワーク１６５０に関連付けられたマクロセルアクセ
スポイント１６６０によって、または、フェムトアクセスポイント１６１０のセット（た
とえば、対応するユーザレジデンス１６３０内に常駐するフェムトアクセスポイント１６
１０Ａおよび１６１０Ｂ）のいずれか１つによってサービスされ得る。たとえば、加入者
は、自宅の外にいるときは標準のマクロアクセスポイント（たとえば、アクセスポイント
１６６０）によってサービスされ、自宅の中にいるときはフェムトアクセスポイント（た
とえば、アクセスポイント１６１０Ａ）によってサービスされる。ここで、フェムトアク
セスポイント１６１０は、レガシーアクセス端末１６２０と後方互換性があり得る。
【０１４２】
　フェムトアクセスポイント１６１０は、単一の周波数上に展開され得、または代替とし
て、複数の周波数上に展開され得る。特定の構成に応じて、単一の周波数、あるいは複数
の周波数のうちの１つまたは複数は、マクロアクセスポイント（たとえば、アクセスポイ
ント１６６０）によって使用される１つまたは複数の周波数と重なることがある。
【０１４３】
　いくつかの態様では、アクセス端末１６２０は、そのような接続性が可能であるときは
いつでも、好適なフェムトアクセスポイント（たとえば、アクセス端末１６２０のホーム
フェムトアクセスポイント）に接続するように構成され得る。たとえば、アクセス端末１
６２０Ａがユーザのレジデンス１６３０内にあるときはいつでも、アクセス端末１６２０
Ａがホームフェムトアクセスポイント１６１０Ａまたは１６１０Ｂのみと通信することが
望ましいことがある。
【０１４４】
　いくつかの態様では、アクセス端末１６２０がマクロセルラーネットワーク１６５０内
で動作しているが、（たとえば、好適ローミングリスト中で定義された）その最も好適な
ネットワーク上に常駐していない場合、アクセス端末１６２０は、ベターシステムリセレ
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クション（ＢＳＲ）手順を使用して、最も好適なネットワーク（たとえば、好適なフェム
トアクセスポイント１６１０）を探索し続け得、ベターシステムリセレクションでは、よ
り良好なシステムが現在利用可能であるかどうかを判断するために利用可能なシステムの
周期的スキャニングを行い、その後、そのような好適なシステムを捕捉し得る。アクセス
端末１６２０は、特定の帯域およびチャネルの探索を制限し得る。たとえば、１つまたは
複数のフェムトチャネルが定義され得、それにより、領域中のすべてのフェムトアクセス
ポイント（またはすべての制限付きフェムトアクセスポイント）は（１つまたは複数の）
フェムトチャネル上で動作する。最も好適なシステムの探索が周期的に繰り返され得る。
好適なフェムトアクセスポイント１６１０が発見されると、アクセス端末１６２０は、そ
のカバレージエリア内にあるときに使用するために、フェムトアクセスポイント１６１０
を選択し、それに登録する。
【０１４５】
　フェムトアクセスポイントへのアクセスは、いくつかの態様では、制限されることがあ
る。たとえば、所与のフェムトアクセスポイントは、いくつかのサービスをいくつかのア
クセス端末のみに提供し得る。いわゆる制限付き（または限定）アクセスを用いた展開で
は、所与のアクセス端末は、マクロセルモバイルネットワークと、フェムトアクセスポイ
ントの定義されたセット（たとえば、対応するユーザレジデンス１６３０内に常駐するフ
ェムトアクセスポイント１６１０）とによってのみサービスされ得る。いくつかの実装形
態では、アクセスポイントは、少なくとも１つのノード（たとえば、アクセス端末）にシ
グナリング、データアクセス、登録、ページング、またはサービスのうちの少なくとも１
つを提供しないように制限され得る。
【０１４６】
　いくつかの態様では、（限定加入者グループホームノードＢと呼ばれることもある）制
限付きフェムトアクセスポイントは、制限されたプロビジョニングされたアクセス端末の
セットにサービスを提供するフェムトアクセスポイントである。このセットは、必要に応
じて、一時的にまたは永続的に拡大され得る。いくつかの態様では、限定加入者グループ
（ＣＳＧ）は、アクセス端末の共通のアクセス制御リストを共有するアクセスポイント（
たとえば、フェムトアクセスポイント）のセットとして定義され得る。
【０１４７】
　したがって、所与のフェムトアクセスポイントと所与のアクセス端末との間には様々な
関係が存在し得る。たとえば、アクセス端末の観点から、オープンフェムトアクセスポイ
ントは、無制限のアクセスをもつフェムトアクセスポイントを指すことがある（たとえば
、そのフェムトアクセスポイントはすべてのアクセス端末にアクセスを許可する）。制限
付きフェムトアクセスポイントは、何らかの形で制限された（たとえば、アクセスおよび
／または登録について制限された）フェムトアクセスポイントを指すことがある。ホーム
フェムトアクセスポイントは、アクセス端末がアクセスし、その上で動作することを許可
される（たとえば、永続的なアクセスが、１つまたは複数のアクセス端末の定義されたセ
ットに与えられる）フェムトアクセスポイントを指すことがある。ハイブリッド（または
ゲスト）フェムトアクセスポイントは、異なるアクセス端末が異なるサービスレベルを提
供される（たとえば、あるアクセス端末では、部分的なアクセスおよび／または一時的ア
クセスが許可され得るが、他のアクセス端末ではフルアクセスが許可され得る）フェムト
アクセスポイントを指すことがある。外来フェムトアクセスポイントは、おそらく非常事
態（たとえば、９１１番）を除いて、アクセス端末がアクセスし、またはその上で動作す
ることを許可されないフェムトアクセスポイントを指すことがある。
【０１４８】
　制限付きフェムトアクセスポイントの観点から、ホームアクセス端末は、そのアクセス
端末の所有者のレジデンス中に設置された制限付きフェムトアクセスポイントへのアクセ
スを許可されるアクセス端末を指すことがある（通常、ホームアクセス端末は、そのフェ
ムトアクセスポイントへの永続的なアクセスを有する）。ゲストアクセス端末は、（たと
えば、最終期限、使用時間、バイト、接続回数、または何らかの他の１つまたは複数の基
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準に基づいて制限された）制限付きフェムトアクセスポイントへの一時的アクセスをもつ
アクセス端末を指すことがある。外来アクセス端末は、たとえば、おそらく９１１番など
の非常事態を除いて、制限付きフェムトアクセスポイントにアクセスする許可を有してい
ないアクセス端末（たとえば、制限付きフェムトアクセスポイントに登録する証明書また
は許可を有していないアクセス端末）を指すことがある。
【０１４９】
　便宜上、本明細書の開示では、フェムトアクセスポイントの文脈で様々な機能について
説明する。ただし、ピコアクセスポイントは、同じまたは同様の機能をより大きいカバレ
ージエリアに与え得ることを諒解されたい。たとえば、所与のアクセス端末に対して、ピ
コアクセスポイントが制限され得、ホームピコアクセスポイントが定義され得る、などで
ある。
【０１５０】
　本明細書の教示は、複数のワイヤレスアクセス端末のための通信を同時にサポートする
ワイヤレス多元接続通信システムにおいて採用され得る。ここで、各端末は、順方向リン
クおよび逆方向リンク上の送信を介して１つまたは複数のアクセスポイントと通信し得る
。順方向リンク（またはダウンリンク）は、アクセスポイントから端末への通信リンクを
指し、逆方向リンク（またはアップリンク）は、端末からアクセスポイントへの通信リン
クを指す。この通信リンクは、単入力単出力システム、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システ
ム、または何らかの他のタイプのシステムを介して確立され得る。
【０１５１】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信用の複数（ＮT）個の送信アンテナと複数（ＮR）個の
受信アンテナとを採用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナとによって形成
されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮS個の独立チャネルに分解され
得、ＮS≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立チャネルの各々は１つの次元に対応す
る。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追加の次元数が利用され
た場合、ＭＩＭＯシステムは改善されたパフォーマンス（たとえば、より高いスループッ
トおよび／またはより大きい信頼性）を与え得る。
【０１５２】
　ＭＩＭＯシステムは時分割複信（ＴＤＤ）および周波数分割複信（ＦＤＤ）をサポート
し得る。ＴＤＤシステムでは、順方向リンク送信と逆方向リンク送信とが同じ周波数領域
上で行われるので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチャネルの
推定が可能である。これにより、複数のアンテナがアクセスポイントで利用可能なとき、
アクセスポイントは順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得を抽出することが可能
になる。
【０１５３】
　図１８に、例示的なＭＩＭＯシステム１８００のワイヤレスデバイス１８１０（たとえ
ば、アクセスポイント）およびワイヤレスデバイス１８５０（たとえば、アクセス端末）
を示す。デバイス１８１０では、いくつかのデータストリームのトラフィックデータが、
データソース１８１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１８１４に供給される。各デー
タストリームは、次いで、それぞれの送信アンテナを介して送信され得る。
【０１５４】
　ＴＸデータプロセッサ１８１４は、符号化データを与えるために、各データストリーム
のトラフィックデータを、そのデータストリーム用に選択された特定の符号化方式に基づ
いてフォーマットし、符号化し、インターリーブする。各データストリームの符号化デー
タは、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロットデータで多重化され得る。パイロットデータは
、典型的には、知られている方法で処理される知られているデータパターンであり、チャ
ネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る。次いで、各データスト
リームの多重化されたパイロットデータおよび符号化データは、変調シンボルを与えるた
めに、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式（たとえば、ＢＰＳＫ、ＱＳ
ＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（すなわち、シンボルマッピング
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）される。各データストリームのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ１８
３０によって実行される命令によって判断され得る。データメモリ１８３２は、プロセッ
サ１８３０またはデバイス１８１０の他の構成要素によって使用されるプログラムコード
、データ、および他の情報を記憶し得る。
【０１５５】
　次いで、すべてのデータストリームの変調シンボルがＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２
０に供給され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２０はさらに（たとえば、ＯＦＤＭ用に）
その変調シンボルを処理し得る。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２０は、次いで、ＮT個
の変調シンボルストリームを、ＮT個のトランシーバ（ＸＣＶＲ）１８２２Ａ～１８２２
Ｔに供給する。いくつかの態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２０は、データスト
リームのシンボルと、シンボルの送信元のアンテナとにビームフォーミング重みを付加す
る。
【０１５６】
　各トランシーバ１８２２は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、１つ
または複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ信号を調整（たとえば、増
幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信する
のに適した変調信号を与える。次いで、トランシーバ１８２２Ａ～１８２２ＴからのＮT

個の変調信号は、それぞれＮT個のアンテナ１８２４Ａ～１８２４Ｔから送信される。
【０１５７】
　デバイス１８５０では、送信された変調信号はＮR個のアンテナ１８５２Ａ～１８５２
Ｒによって受信され、各アンテナ１８５２からの受信信号は、それぞれのトランシーバ（
ＸＣＶＲ）１８５４Ａ～１８５４Ｒに供給される。各トランシーバ１８５４は、それぞれ
の受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート）し、調整
された信号をデジタル化して、サンプルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対
応する「受信」シンボルストリームを与える。
【０１５８】
　次いで、受信（ＲＸ）データプロセッサ１８６０は、特定の受信機処理技法に基づいて
ＮR個のトランシーバ１８５４からＮR個の受信シンボルストリームを受信し、処理して、
ＮT個の「検出」シンボルストリームを与える。次いで、ＲＸデータプロセッサ１８６０
は、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、データストリ
ームのトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ１８６０による処理は、デ
バイス１８１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２０およびＴＸデータプロセッサ
１８１４によって実行される処理を補足するものである。
【０１５９】
　プロセッサ１８７０は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを周期的に判断する
（後述）。プロセッサ１８７０は、行列インデックス部分とランク値部分とを備える逆方
向リンクメッセージを作成する。データメモリ１８７２は、プロセッサ１８７０またはデ
バイス１８５０の他の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および他
の情報を記憶し得る。
【０１６０】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する
様々なタイプの情報を備え得る。次いで、逆方向リンクメッセージは、データソース１８
３６からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するＴＸデータプロ
セッサ１８３８によって処理され、変調器１８８０によって変調され、トランシーバ１８
５４Ａ～１８５４Ｒによって調整され、デバイス１８１０に戻される。
【０１６１】
　デバイス１８１０では、デバイス１８５０からの変調信号は、アンテナ１８２４によっ
て受信され、トランシーバ１８２２によって調整され、復調器（ＤＥＭＯＤ）１８４０に
よって復調され、ＲＸデータプロセッサ１８４２によって処理されて、デバイス１８５０
によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。次いで、プロセッサ１８３０
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は、ビームフォーミング重みを判断するためにどのプリコーディング行列を使用すべきか
を判断し、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
【０１６２】
　図１８はまた、通信構成要素が、本明細書で教示するタイミング制御動作を実行する１
つまたは複数の構成要素を含み得ることを示す。たとえば、タイミング制御構成要素１８
９０は、プロセッサ１８３０および／またはデバイス１８１０の他の構成要素と協働して
、本明細書で教示する別のデバイス（たとえば、デバイス１８５０）との間で信号を送信
／受信するために使用され得るクロックを調整し得る。各デバイス１８１０および１８５
０について、説明する構成要素のうちの２つ以上の機能が単一の構成要素によって提供さ
れ得ることを諒解されたい。たとえば、単一の処理構成要素がタイミング制御構成要素１
８９０およびプロセッサ１８３０の機能を提供し得る。
【０１６３】
　本明細書の教示は、様々なタイプの通信システムおよび／またはシステム構成要素に組
み込まれ得る。いくつかの態様では、本明細書の教示は、利用可能なシステムリソースを
共有することによって（たとえば、帯域幅、送信電力、符号化、インターリーブなどのう
ちの１つまたは複数を指定することによって）、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システムにおいて採用され得る。たとえば、本明細書の教示は、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、多重キャリアＣＤＭＡ（ＭＣＣＤＭＡ）、広帯域Ｃ
ＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ＋）システム、時
間分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、シン
グルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭ
Ａ）システム、または他の多元接続技法の技術のいずれか１つまたは組合せに適用され得
る。本明細書の教示を採用するワイヤレス通信システムは、ＩＳ－９５、ｃｄｍａ２００
０、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＴＤＳＣＤＭＡ、および他の規格など、１つまたは複
数の規格を実装するように設計され得る。ＣＤＭＡネットワークは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００
、または何らかの他の技術などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、Ｗ－ＣＤＭＡおよ
び低チップレート（ＬＣＲ）を含む。ｃｄｍａ２０００技術は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－
９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ　
Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）などの
無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌ
ａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、
およびＧＳＭは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。本明細書の教示は、３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ
　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）システム、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒ
ｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）システム、および他のタイプのシステムで実装され得る。ＬＴ
Ｅは、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、Ｇ
ＳＭ、ＵＭＴＳおよびＬＴＥは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈ
ｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されており、ｃｄｍ
ａ２０００は、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。本開示のいくつか
の態様については、３ＧＰＰ用語を使用して説明することがあるが、本明細書の教示は、
３ＧＰＰ（たとえば、Ｒｅｌ９９、Ｒｅｌ５、Ｒｅｌ６、Ｒｅｌ７など）技術、ならびに
３ＧＰＰ２（たとえば、１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｌ０、ＲｅｖＡ、ＲｅｖＢ）
技術および他の技術に適用され得ることを理解されたい。
【０１６４】
　本明細書の教示は、様々な装置（たとえば、ノード）に組み込まれ得る（たとえば、装
置内に実装され得る、または装置によって実行され得る）。いくつかの態様では、本明細
書の教示に従って実装されるノード（たとえば、ワイヤレスノード）はアクセスポイント
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またはアクセス端末を備え得る。
【０１６５】
　たとえば、アクセス端末は、ユーザ機器、加入者局、加入者ユニット、移動局、モバイ
ル、モバイルノード、リモート局、リモート端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユ
ーザデバイス、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装される
か、あるいはそれらのいずれかとして知られることがある。いくつかの実装形態では、ア
クセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電
話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続
能力を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された何らかの他の
好適な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書で教示する１つまたは複数の態様
は、電話（たとえば、セルラー電話またはスマートフォン）、コンピュータ（たとえば、
ラップトップ）、ポータブル通信デバイス、ポータブルコンピューティングデバイス（た
とえば、個人情報端末）、エンターテインメントデバイス（たとえば、音楽デバイス、ビ
デオデバイス、または衛星ラジオ）、全地球測位システムデバイス、またはワイヤレス媒
体を介して通信するように構成された他の好適なデバイスに組み込まれ得る。
【０１６６】
　アクセスポイントは、ノードＢ、ｅノードＢ、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ
）、基地局（ＢＳ）、無線基地局（ＲＢＳ）、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、送受信基
地局（ＢＴＳ）、トランシーバ機能（ＴＦ）、無線トランシーバ、無線ルータ、基本サー
ビスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、マクロセル、マクロノード、ホ
ームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、フェムトセル、フェムトノード、ピコノード、または何らかの
他の同様の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそれらのい
ずれかとして知られることがある。
【０１６７】
　いくつかの態様では、ノード（たとえば、アクセスポイント）は、通信システムのため
のアクセスノードを備え得る。そのようなアクセスノードは、たとえば、ネットワークへ
のワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介した、ネットワーク（たとえば、インター
ネットまたはセルラーネットワークなど、ワイドエリアネットワーク）のための、または
ネットワークへの接続性を与え得る。したがって、アクセスノードは、別のノード（たと
えば、アクセス端末）がネットワークまたは何らかの他の機能にアクセスできるようにし
得る。さらに、一方または両方のノードはポータブルでも、場合によっては比較的非ポー
タブルでもよいことを諒解されたい。
【０１６８】
　また、ワイヤレスノードは、非ワイヤレス方式で（たとえば、ワイヤード接続を介して
）情報を送信および／または受信することが可能であり得ることを諒解されたい。したが
って、本明細書で説明する受信機および送信機は、非ワイヤレス媒体を介して通信するた
めに適切な通信インターフェース構成要素（たとえば、電気的または光学的インターフェ
ース構成要素）を含み得る。
【０１６９】
　ワイヤレスノードは、好適なワイヤレス通信技術に基づくあるいは好適なワイヤレス通
信技術をサポートする１つまたは複数のワイヤレス通信リンクを介して通信し得る。たと
えば、いくつかの態様では、ワイヤレスノードはネットワークに関連し得る。いくつかの
態様では、ネットワークはローカルエリアネットワークまたはワイドエリアネットワーク
を備え得る。ワイヤレスデバイスは、本明細書で説明するような様々なワイヤレス通信技
術、プロトコル、または規格（たとえば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ、ＯＦＤＭＡ、
ＷｉＭＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉなど）のうちの１つまたは複数をサポートあるいは使用し得る。
同様に、ワイヤレスノードは、様々な対応する変調方式または多重化方式のうちの１つま
たは複数をサポートあるいは使用し得る。したがって、ワイヤレスノードは、上記または
他のワイヤレス通信技術を使用して１つまたは複数のワイヤレス通信リンクを確立し、そ
れを介して通信するために適切な構成要素（たとえば、エアインターフェース）を含み得
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る。たとえば、ワイヤレスノードは、ワイヤレス媒体上の通信を可能にする様々な構成要
素（たとえば、信号生成器および信号処理器）を含み得る関連する送信機構成要素および
受信機構成要素をもつワイヤレストランシーバを備え得る。
【０１７０】
　（たとえば、添付の図の１つまたは複数に関して）本明細書で説明した機能は、いくつ
かの態様では、添付の特許請求の範囲において同様に指定された「手段」機能に対応し得
る。図１９～図２１を参照すると、装置１９００および２１００は一連の相互に関係する
機能モジュールとして表される。ここで、アクセスポイントがアクティブな呼を処理して
いると判断するためのモジュール１９０２は、少なくともいくつかの態様では、たとえば
、本明細書で説明するモードコントローラに対応し得る。タイミング情報を収集するため
のモジュール１９０４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明す
るタイミングコントローラに対応し得る。クロックを調整するためのモジュール１９０６
は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントロ
ーラに対応し得る。クロックの信頼性を推定するためのモジュール１９０８は、少なくと
もいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに対応し
得る。タイミング情報が与えられるべきであるレートを判断するためのモジュール１９１
０は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコント
ローラに対応し得る。他のタイミング情報を収集するためのモジュール１９１２は、少な
くともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに対
応し得る。少なくとも１つの要求を送るためのモジュール１９１４は、少なくともいくつ
かの態様では、たとえば、本明細書で説明する通信コントローラに対応し得る。アクセス
ポイントが十分に正確なタイミングを有すると判断するためのモジュール１９１６は、少
なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに
対応し得る。タイミング情報を使用することを選択するためのモジュール１９１８は、少
なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに
対応し得る。少なくとも１つの他のタイミングソースに関連するタイミング情報を収集す
るためのモジュール１９２０は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で
説明するタイミングコントローラに対応し得る。タイミングソースの信頼性を判断するた
めのモジュール１９２２は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明
するタイミングコントローラに対応し得る。タイミング情報を重み付けするためのモジュ
ール１９２４は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミ
ングコントローラに対応し得る。アクセス端末がアイドルモードにあると判断するための
モジュール１９２６は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する
モードコントローラに対応し得る。メッセージを送るためのモジュール１９２８は、少な
くともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明する通信コントローラに対応し得
る。アクセス端末がアイドルモードにあると判断するためのモジュール２１０２は、少な
くともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに対
応し得る。タイミング情報を収集するためのモジュール２１０４は、少なくともいくつか
の態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに対応し得る。クロ
ックを調整するためのモジュール２１０６は、少なくともいくつかの態様では、たとえば
、本明細書で説明するタイミングコントローラに対応し得る。クロックの信頼性を推定す
るためのモジュール２１０８は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で
説明するタイミングコントローラに対応し得る。タイミング情報が与えられるべきである
レートを判断するためのモジュール２１１０は、少なくともいくつかの態様では、たとえ
ば、本明細書で説明するタイミングコントローラに対応し得る。アクセスポイントが十分
に正確なタイミングを有すると判断するためのモジュール２１１２は、少なくともいくつ
かの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに対応し得る。タ
イミング情報を使用することを選択するためのモジュール２１１４は、少なくともいくつ
かの態様では、たとえば、本明細書で説明するタイミングコントローラに対応し得る。
【０１７１】
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　図１９～図２１のモジュールの機能は、本明細書の教示に合致する様々な方法で実装さ
れ得る。いくつかの態様では、これらのモジュールの機能は、１つまたは複数の電気構成
要素として実装され得る。いくつかの態様では、これらのブロックの機能は、１つまたは
複数のプロセッサ構成要素を含む処理システムとして実装され得る。いくつかの態様では
、これらのモジュールの機能は、たとえば、１つまたは複数の集積回路（たとえば、ＡＳ
ＩＣ）の少なくとも一部分を使用して実装され得る。本明細書で説明するように、集積回
路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関係する構成要素、またはそれらの何らかの組合
せを含み得る。これらのモジュールの機能はまた、本明細書で教示するように何らかの他
の方法で実装され得る。いくつかの態様では、図１９～図２１中の破線ブロックのうちの
１つまたは複数は随意である。
【０１７２】
　本明細書における「第１」、「第２」などの名称を使用した要素への言及は、それらの
要素の数量または順序を概括的に限定するものでないことを理解されたい。むしろ、これ
らの名称は、本明細書において２つ以上の要素またはある要素の複数の例を区別する便利
な方法として使用され得る。したがって、第１および第２の要素への言及は、そこで２つ
の要素のみが採用され得ること、または第１の要素が何らかの方法で第２の要素に先行し
なければならないことを意味するものではない。また、別段の規定がない限り、要素のセ
ットは１つまたは複数の要素を備え得る。さらに、明細書または特許請求の範囲において
使用される「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」という形式の用語は、「Ａまた
はＢまたはＣ、あるいはこれらの要素の任意の組合せ」を意味する。
【０１７３】
　情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、
当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【０１７４】
　さらに、本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップのいずれかは、電子ハー
ドウェア（たとえば、ソースコーディングまたは何らかの他の技法を使用して設計され得
る、デジタル実装形態、アナログ実装形態、またはそれら２つの組合せ）、命令を組み込
んだ様々な形態のプログラムまたは設計コード（便宜上、本明細書では「ソフトウェア」
または「ソフトウェアモジュール」と呼ぶことがある）、あるいは両方の組合せとして実
装され得ることを当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明
確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステッ
プを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアと
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
ムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々
な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるもの
と解釈すべきではない。
【０１７５】
　本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路は、集積回路（ＩＣ）、アクセス端末、またはアクセスポイント内に実装され
得るか、またはそれらによって実行され得る。ＩＣは、汎用プロセッサ、デジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくは
トランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、電気構成要素、光学構成要素、機械構成
要素、または本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せ
を備え得、ＩＣの内部に、ＩＣの外側に、またはその両方に常駐するコードまたは命令を
実行し得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッ
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サは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械
であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳ
Ｐとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する
１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装さ
れ得る。
【０１７６】
　開示したプロセス中の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
階層は本開示の範囲内のまま再構成され得ることを理解されたい。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。
【０１７７】
　１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明した機能は、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
する場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとして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を介して送信され得る。コンピュータ可読
媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒
体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。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、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ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。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。
たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタ
ル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術
を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同
軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、および
マイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。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）、レーザデ
ィスク（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、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。コンピュータ可読媒体は任意の好適なコンピュータプログラム製品に実装
され得ることを諒解されたい。
【０１７８】
　開示した態様の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるようにするため
に提供されるものである。これらの態様への様々な修正は当業者にはすぐに明らかになり
、本明細書で定義した一般原理は本開示の範囲から逸脱することなく他の態様に適用され
得る。したがって、本開示は、本明細書で示した態様に限定されるものではなく、本明細
書で開示した原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　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。
〔１〕
　アクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断することと、
　前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判断の結果とし
て、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集することと、
　前記アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整することであって、前記ク
ロックの前記調整が、前記収集されたタイミング情報に基づく、調整することと
を備える、通信の方法。
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〔２〕
　前記アクセスポイントがフェムトセルを備え、
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルに関連するタイミングと、少なくとも１つの
他のセルに関連するタイミングとの間の差を示す、
〔１〕に記載の方法。
〔３〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の位相を調
整することであって、前記調整された位相が、少なくとも１つの他のアクセスポイントの
送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整することを備える、
〔１〕に記載の方法。
〔４〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の周波数を
調整することであって、前記調整された周波数が、少なくとも１つの他のアクセスポイン
トの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって指定された周波数
に適合するように、調整することを備える、〔１〕に記載の方法。
〔５〕
　前記タイミング情報が、前記アクセス端末におけるイベントのタイミングを動かす別の
アクセスポイントまたはタイミングソースのタイミングを示し、
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによる信号送信のタイミングを調整
することであって、前記調整されたタイミングが前記イベントの前記タイミングと同期さ
れるように、調整することを備える、
〔１〕に記載の方法。
〔６〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントから前記アクセス端末によって受信され
た第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末によって受信さ
れた第２のパイロット信号との間の位相差を示す、〔１〕に記載の方法。
〔７〕
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末からパイロット強度測定メッセー
ジを受信すること、前記アクセス端末から候補周波数探索報告を受信すること、前記アク
セス端末から測定報告メッセージを受信すること、または前記アクセス端末からルート更
新メッセージを受信することを備える、〔１〕に記載の方法。
〔８〕
　前記タイミング情報は、前記アクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によ
って受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によっ
て受信された時間との間のタイミング差を示す、〔１〕に記載の方法。
〔９〕
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末から観測時間差報告を受信するこ
とを備える、〔８〕に記載の方法。
〔１０〕
　前記タイミング情報の前記収集は、前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理
しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求を前記アクセ
ス端末に送ることを備える、〔１〕に記載の方法。
〔１１〕
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末から前記タイミング情報を含むメ
ッセージを受信することをさらに備える、〔１０〕に記載の方法。
〔１２〕
　前記タイミング情報についての前記要求は、前記タイミング情報を与えるために前記ア
クセス端末が探索すべき少なくとも１つのパイロット信号を示すリストを含む、〔１０〕
に記載の方法。
〔１３〕
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　前記タイミング情報についての前記要求が、タイミング情報報告を繰り返し与えるため
の、前記アクセス端末に対する要求を備える、〔１０〕に記載の方法。
〔１４〕
　前記タイミング情報報告が、ある時間期間にわたる前記アクセスポイントと別のアクセ
スポイントとの間の複数のタイミング差を示し、
　前記クロックの前記調整が、前記タイミング差の変化率を判断することを備え、
　前記クロックの前記調整が、前記タイミング差の前記変化率に基づいて周波数調整を判
断することをさらに備え、
　前記クロックの前記調整が、前記周波数調整に基づいて前記クロックの周波数を調整す
ることをさらに備える、
〔１３〕に記載の方法。
〔１５〕
　前記クロックの信頼性を推定することと、
　前記推定された信頼性に基づいて、前記アクセス端末によって前記タイミング情報が与
えられるべきであるレートを判断することと
をさらに備え、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
〔１０〕に記載の方法。
〔１６〕
　前記タイミング情報についての前記要求が、少なくとも１つの指定されたキャリア周波
数上で信号を探索するための、前記アクセス端末に対する要求を備える、〔１０〕に記載
の方法。
〔１７〕
　前記タイミング情報についての前記要求が、複数の他のアクセスポイントからの信号を
探索するための、前記アクセス端末に対する要求を備える、〔１０〕に記載の方法。
〔１８〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントと、前記他のアクセスポイントのうちの
少なくとも一部分との間の複数のタイミング差を示し、
　前記クロックの前記調整が前記複数のタイミング差に基づく、
〔１７〕に記載の方法。
〔１９〕
　少なくとも１つの他のアクセス端末から他のタイミング情報を収集することをさらに備
え、前記クロックの前記調整が前記他のタイミング情報にさらに基づく、〔１０〕に記載
の方法。
〔２０〕
　前記アクセス端末から収集された前記タイミング情報が、あるタイプの無線技術に関連
し、前記少なくとも１つの他のアクセス端末から収集された前記他のタイミング情報が、
少なくとも１つの他のタイプの無線技術に関連する、〔１９〕に記載の方法。
〔２１〕
　前記他のタイミング情報を与えるために前記少なくとも１つの他のアクセス端末に少な
くとも１つの要求を送ることをさらに備える、〔１９〕に記載の方法。
〔２２〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントと他のアクセスポイントとの間のタイミ
ング差を示し、前記方法は、
　前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミングを有すると判断することと、
　前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミングを有するという前記判断の結果と
して、前記クロックの前記調整のために前記アクセス端末から受信された前記タイミング
情報を使用することを選択することと
をさらに備える、〔１〕に記載の方法。
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〔２３〕
　前記アクセス端末から収集された前記タイミング情報が第１のタイミングソースに関連
し、前記方法が、
　少なくとも１つの他のタイミングソースに関連するタイミング情報を収集することと、
　各タイミングソースについて、前記タイミングソースの信頼性を判断することと、
　各タイミングソースについて、前記タイミングソースの前記判断された信頼性に基づい
て前記タイミングソースに関連する前記タイミング情報を重み付けすることと
をさらに備え、
　前記クロックの前記調整が、前記重み付けされたタイミング情報に基づく、
〔１〕に記載の方法。
〔２４〕
　前記タイミング情報がそこから収集された前記アクセス端末が、前記アクセスポイント
によって処理されている前記アクティブな呼に参加している、〔１〕に記載の方法。
〔２５〕
　前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断することをさらに備え、前記アクセス
端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミング情報が前記ア
クセス端末から収集される、〔１〕に記載の方法。
〔２６〕
　前記アクセス端末がアイドルモードにあるという前記判断が、前記アクセスポイントに
登録するように前記アクセス端末に要求すること、または前記アクセスポイントからの制
御チャネルメッセージに応答するように前記アクセス端末に要求することを備える、〔２
５〕に記載の方法。
〔２７〕
　前記タイミング情報の前記収集が、前記タイミング情報を前記アクセスポイントに送る
ように前記アクセス端末に要求するメッセージを送ることを備える、〔２５〕に記載の方
法。
〔２８〕
　前記タイミング情報の前記収集が、前記アクセス端末から前記タイミング情報を含むメ
ッセージを受信することを備える、〔２５〕に記載の方法。
〔２９〕
　前記メッセージが無線環境報告メッセージまたはルート更新メッセージを備える、〔２
８〕に記載の方法。
〔３０〕
　アクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断するように動作可能なモード
コントローラと、
　前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判断の結果とし
て、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集することを行うよう
に動作可能であり、前記アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整すること
であって、前記クロックの前記調整が、前記収集されたタイミング情報に基づく、調整す
ることを行うようにさらに動作可能である、タイミングコントローラと
を備える、通信のための装置。
〔３１〕
　前記アクセスポイントがフェムトセルを備え、
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルに関連するタイミングと、少なくとも１つの
他のセルに関連するタイミングとの間の差を示す、
〔３０〕に記載の装置。
〔３２〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の位相を調
整することであって、前記調整された位相が、少なくとも１つの他のアクセスポイントの
送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整することを備える、
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〔３０〕に記載の装置。
〔３３〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の周波数を
調整することであって、前記調整された周波数が、少なくとも１つの他のアクセスポイン
トの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって指定された周波数
に適合するように、調整することを備える、〔３０〕に記載の装置。
〔３４〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントから前記アクセス端末によって受信され
た第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末によって受信さ
れた第２のパイロット信号との間の位相差を示す、〔３０〕に記載の装置。
〔３５〕
　前記タイミング情報は、前記アクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によ
って受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によっ
て受信された時間との間のタイミング差を示す、〔３０〕に記載の装置。
〔３６〕
　前記タイミング情報の前記収集は、前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理
しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求を前記アクセ
ス端末に送ることを備える、〔３０〕に記載の装置。
〔３７〕
　前記タイミングコントローラが、前記クロックの信頼性を推定するようにさらに動作可
能であり、
　前記タイミングコントローラは、前記推定された信頼性に基づいて、前記アクセス端末
によって前記タイミング情報が与えられるべきであるレートを判断するようにさらに動作
可能であり、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
〔３６〕に記載の装置。
〔３８〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントと他のアクセスポイントとの間のタイミ
ング差を示し、
　前記タイミングコントローラは、前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミング
を有すると判断するようにさらに動作可能であり、
　前記タイミングコントローラは、前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミング
を有するという前記判断の結果として、前記クロックの前記調整のために前記アクセス端
末から受信された前記タイミング情報を使用することを選択するようにさらに動作可能で
ある、
〔３０〕に記載の装置。
〔３９〕
　前記モードコントローラは、前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断するよう
にさらに動作可能であり、
　前記アクセス端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミン
グ情報が前記アクセス端末から収集される、
〔３０〕に記載の装置。
〔４０〕
　アクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断するための手段と、
　前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判断の結果とし
て、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集するための手段と、
　前記アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整するための手段であって、
前記クロックの前記調整が、前記収集されたタイミング情報に基づく、調整するための手
段と
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を備える、通信のための装置。
〔４１〕
　前記アクセスポイントがフェムトセルを備え、
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルに関連するタイミングと、少なくとも１つの
他のセルに関連するタイミングとの間の差を示す、
〔４０〕に記載の装置。
〔４２〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の位相を調
整することであって、前記調整された位相が、少なくとも１つの他のアクセスポイントの
送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整することを備える、
〔４０〕に記載の装置。
〔４３〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の周波数を
調整することであって、前記調整された周波数が、少なくとも１つの他のアクセスポイン
トの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって指定された周波数
に適合するように、調整することを備える、〔４０〕に記載の装置。
〔４４〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントから前記アクセス端末によって受信され
た第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末によって受信さ
れた第２のパイロット信号との間の位相差を示す、〔４０〕に記載の装置。
〔４５〕
　前記タイミング情報は、前記アクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によ
って受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によっ
て受信された時間との間のタイミング差を示す、〔４０〕に記載の装置。
〔４６〕
　前記タイミング情報の前記収集は、前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理
しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求を前記アクセ
ス端末に送ることを備える、〔４０〕に記載の装置。
〔４７〕
　前記クロックの信頼性を推定するための手段と、
　前記推定された信頼性に基づいて、前記アクセス端末によって前記タイミング情報が与
えられるべきであるレートを判断するための手段と
をさらに備え、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
〔４６〕に記載の装置。
〔４８〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントと他のアクセスポイントとの間のタイミ
ング差を示し、前記装置は、
　前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミングを有すると判断するための手段と
、
　前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミングを有するという前記判断の結果と
して、前記クロックの前記調整のために前記アクセス端末から受信された前記タイミング
情報を使用することを選択するための手段と
をさらに備える、〔４０〕に記載の装置。
〔４９〕
　前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断するための手段をさらに備え、前記ア
クセス端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミング情報が
前記アクセス端末から収集される、〔４０〕に記載の装置。
〔５０〕
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　アクセスポイントがアクティブな呼を処理していると判断することと、
　前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理しているという前記判断の結果とし
て、前記アクティブな呼中にアクセス端末からタイミング情報を収集することと、
　前記アクセスポイントによる送信を制御するクロックを調整することであって、前記ク
ロックの前記調整が、前記収集されたタイミング情報に基づく、調整することと
をコンピュータに行わせるためのコード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。
〔５１〕
　前記アクセスポイントがフェムトセルを備え、
　前記タイミング情報が、前記フェムトセルに関連するタイミングと、少なくとも１つの
他のセルに関連するタイミングとの間の差を示す、
〔５０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
〔５２〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の位相を調
整することであって、前記調整された位相が、少なくとも１つの他のアクセスポイントの
送信の位相またはタイミングソースの位相と同期されるように、調整することを備える、
〔５０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
〔５３〕
　前記クロックの前記調整は、前記アクセスポイントによって送信された信号の周波数を
調整することであって、前記調整された周波数が、少なくとも１つの他のアクセスポイン
トの送信周波数と同期されるか、またはネットワーク運用要件によって指定された周波数
に適合するように、調整することを備える、〔５０〕に記載のコンピュータプログラム製
品。
〔５４〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントから前記アクセス端末によって受信され
た第１のパイロット信号と、別のアクセスポイントから前記アクセス端末によって受信さ
れた第２のパイロット信号との間の位相差を示す、〔５０〕に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
〔５５〕
　前記タイミング情報は、前記アクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によ
って受信された時間と、別のアクセスポイントからのフレームが前記アクセス端末によっ
て受信された時間との間のタイミング差を示す、〔５０〕に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
〔５６〕
　前記タイミング情報の前記収集は、前記アクセスポイントが前記アクティブな呼を処理
しているという前記判断の結果として、前記タイミング情報についての要求を前記アクセ
ス端末に送ることを備える、〔５０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
〔５７〕
　前記コンピュータ可読媒体が、前記クロックの信頼性を推定することを前記コンピュー
タに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記コンピュータ可読媒体は、前記推定された信頼性に基づいて、前記アクセス端末に
よって前記タイミング情報が与えられるべきであるレートを判断することを前記コンピュ
ータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記タイミング情報についての前記要求が、前記判断されたレートで前記タイミング情
報を与えるための、前記アクセス端末に対する要求を備える、
〔５６〕に記載のコンピュータプログラム製品。
〔５８〕
　前記タイミング情報が、前記アクセスポイントと他のアクセスポイントとの間のタイミ
ング差を示し、
　前記コンピュータ可読媒体は、前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミングを
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有すると判断することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記コンピュータ可読媒体は、前記他のアクセスポイントが十分に正確なタイミングを
有するという前記判断の結果として、前記クロックの前記調整のために前記アクセス端末
から受信された前記タイミング情報を使用することを選択することを前記コンピュータに
行わせるためのコードをさらに備える、
〔５０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
〔５９〕
　前記コンピュータ可読媒体は、前記アクセス端末がアイドルモードにあると判断するこ
とを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに備え、
　前記アクセス端末がアイドルモードにあるという前記判断の結果として、前記タイミン
グ情報が前記アクセス端末から収集される、
〔５０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
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