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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェムトセルを発見するための方法であって、
　アクセス端末で複数のマクロセルを検出することと、ここで、各マクロ信号は、マクロ
識別子に対応するマクロセルと関連づけられ、前記マクロセルは、通信サービスを前記ア
クセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部である、
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して現在のマクロ
シグネチャを計算することと、ここで、前記マクロシグネチャは、前記マクロ識別子それ
ぞれの信号強度に応じて順序付けられたマクロ識別子のセットを備える、
　前記現在のマクロシグネチャがゾーンマップ内にローカルに記憶された複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するか否かを判断することと、ここで、各ゾーンシグネチャ
は、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンのう
ちの１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
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きに、前記フェムトセルを検出するために前記アクセス端末内のフェムト通信サブシステ
ムをアクティベートすることを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、帯域外フェムトプロキシを検出するために前記アクセス端末内の帯域外サブシステ
ムをアクティベートすることを備え、前記帯域外フェムトプロキシは、フェムトプロキシ
システムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記帯域外フェムトプロキシが前記アクセス端末によって検出された後、前記フェムト
プロキシシステムの前記フェムトセルを検出するために前記アクセス端末においてスキャ
ンを開始することと、
　前記フェムトセルが前記アクセス端末によって検出されると、前記アクセス端末を前記
フェムトセルと通信可能に接続することと
をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記帯域外サブシステムおよび前記帯域外フェムトプロキシは、ブルートゥース通信リ
ンクを介して通信するように構成される、
請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクセス端末が前記フェムトセルカバレージエリア内に配置される状態で、前記ア
クセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記アクセス端末が、前記フェムトセルと通信可能に接続され、前記フェムトセルカバ
レージエリア内で配置される間に、
　　検出された近接して配置されるビーコンソースから発生するビーコン信号の組合せに
応じて、前記アクセス端末を使用して現在のビーコンシグネチャを計算することと、
　　前記アクセス端末が配置されるゾーンを決定することと、ここで、前記ゾーンは、前
記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアの前記複数の
ゾーンのうちの１つである、
　　前記現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェ
ムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生
成することと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記生成された
ゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ビーコン信号のうちの少なくとも１つがブルートゥース信号である、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビーコンソースのうちの少なくとも１つは、フェムトプロキシシステムの一部とし
て前記フェムトセルと統合された帯域外フェムトプロキシである、
請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記アクセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードすることと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記ダウンロー
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ドされたゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセス端末を使用して前記現在のマク
ロシグネチャを計算することは、
　前記マクロ識別子と、各マクロ信号に対する信号強度とを決定することを備え、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　各マクロセルは、イントラ周波数、隣接するフェムトセルでない前記フェムトセルのイ
ンター周波数近傍である、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　複数のゾーンシグネチャを有するゾーンマップを備えるデータ記憶装置と、ここで、各
ゾーンシグネチャがフェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複
数のゾーンのうちの１つと関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記データ記憶装置と通信可能に接続され、
　　複数のマクロ信号を検出し、ここで、各マクロ信号は、マクロ識別子に対応するマク
ロセルと関連づけられ、前記マクロセルは、マクロ通信ネットワークの一部である、
　　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、現在のマクロシグネチャを計算し、ここ
で、前記マクロシグネチャは、前記マクロ識別子それぞれの信号強度に応じて順序付けら
れたマクロ識別子のセットを備える、
　　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する
か否かを判断する
ように構成された、マクロ通信サブシステムと、
　前記マクロ通信サブシステムと通信可能に接続され、
　　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する
ときに、前記フェムトセルの検出をアクティベートし、
　　前記フェムトセルが検出されると、前記フェムトセルとの通信が利用可能になる
　ように構成された、フェムト通信サブシステムと
を備える、アクセス端末。
【請求項１３】
　前記フェムト通信サブシステムは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがワイヤレスワイ
ドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）リンクを介して前記フェムトセルのスキャンを開始す
ることによって前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムト
セルの検出をアクティベートするように構成される、
請求項１２に記載のアクセス端末。
【請求項１４】
　前記フェムト通信サブシステムと通信可能に接続された帯域外（ＯＯＢ）通信サブシス
テムをさらに備え、
　前記フェムト通信サブシステムは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがＯＯＢフェムト
プロキシを検出するために前記ＯＯＢ通信サブシステムをアクティベートすることによっ
て前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムトセルの検出を
アクティベートするように構成され、前記ＯＯＢフェムトプロキシは、フェムトプロキシ
システムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
請求項１２に記載のアクセス端末。
【請求項１５】
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　前記フェムト通信サブシステムは、
　前記帯域外フェムトプロキシが前記ＯＯＢ通信サブシステムによって検出された後、前
記フェムトプロキシシステムの前記フェムトセルを検出するためにスキャンを開始し、
　前記フェムトセルが検出されると、前記アクセス端末と前記フェムトセルとの間に通信
リンクを確立する
ようにさらに構成される、請求項１４に記載のアクセス端末。
【請求項１６】
　前記フェムト通信サブシステムが前記フェムトセルカバレージエリア内で配置される間
に前記フェムトセルと通信可能に接続されるときに、近接して配置されるビーコンソース
から発生するビーコン信号を検出し、
　前記検出されたビーコン信号の組合せに応じて、現在のビーコンシグネチャを計算し、
　前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアのゾーン
を決定し、
　前記現在のマクロシグネチャを前記マクロ通信サブシステムから受信し、
　前記受信された現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する
前記フェムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネ
チャを生成し、
　前記生成されたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
ように構成されたゾーンマッピングサブシステムをさらに備える、請求項１２に記載のア
クセス端末。
【請求項１７】
　前記ビーコン信号のうちの少なくとも１つがブルートゥース信号である、
請求項１６に記載のアクセス端末。
【請求項１８】
　前記ビーコンソースのうちの少なくとも１つが、フェムトプロキシシステムの一部とし
て前記フェムトセルと統合された帯域外フェムトプロキシである、
請求項１６に記載のアクセス端末。
【請求項１９】
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードし、
　前記ダウンロードされたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
ように構成されたゾーンマッピングサブシステムをさらに備える、請求項１２に記載のア
クセス端末。
【請求項２０】
　前記マクロ識別子と各マクロ信号に対する信号強度とを決定することによって、
　前記マクロ通信サブシステムは、前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセ
ス端末を使用して前記現在のマクロシグネチャを計算するように構成され、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
請求項１２に記載のアクセス端末。
【請求項２１】
　アクセス端末内でフェムトセルを発見するためのプロセッサであって、
　マクロ通信コントローラと、
　フェムト通信コントローラと
　を備え、前記マクロ通信コントローラは、
　　マクロ識別子に対応するマクロセルに、各マクロ信号が関連づけられた、複数のマク
ロ信号を検出し、ここで、前記マクロセルは、マクロ通信ネットワークの一部である、
　　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、現在のマクロシグネチャを計算し、ここ
で、前記マクロシグネチャは、前記マクロ識別子それぞれの信号強度に応じて順序付けら
れたマクロ識別子のセットを備える、
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　　前記現在のマクロシグネチャが前記マクロ通信コントローラに対してローカルに通信
可能に接続されたゾーンマップ内に記憶された複数のうちの１つと相関するか否かを判断
する
　ように構成され、各ゾーンシグネチャは、フェムトセルによって提供されるフェムトセ
ルカバレージエリアの複数のゾーンのうちの１つと関連づけられたマクロシグネチャを表
し、
　前記フェムト通信コントローラは、
　　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する
ときに、前記フェムトセルの検出をアクティベートし、
　　前記フェムトセルが検出されると、前記フェムトセルとの通信が利用可能になる
　ように構成される、
プロセッサ。
【請求項２２】
　前記フェムト通信コントローラは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがワイヤレスワイ
ドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）リンクを介して前記フェムトセルのスキャンを開始す
ることによって前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムト
セルの検出をアクティベートするように構成される、
請求項２１に記載のプロセッサ。
【請求項２３】
　前記フェムト通信コントローラと通信可能に接続される、帯域外（ＯＯＢ）通信コント
ローラをさらに備え、
　前記フェムト通信コントローラは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがＯＯＢフェムト
プロキシを検出するために前記ＯＯＢ通信コントローラをアクティベートすることによっ
て前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムトセルの検出を
アクティベートするように構成され、前記ＯＯＢフェムトプロキシは、フェムトプロキシ
システムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
請求項２１に記載のプロセッサ。
【請求項２４】
　前記フェムト通信コントローラは、
　前記帯域外フェムトプロキシが前記帯域外通信コントローラによって検出された後、前
記フェムトプロキシシステムの前記フェムトセルを検出するためにスキャンを開始し、
　前記フェムトセルが検出されると、前記アクセス端末と前記フェムトセルとの間に通信
リンクを確立する
ようにさらに構成される、請求項２３に記載のプロセッサ。
【請求項２５】
　　前記フェムト通信コントローラが、前記フェムトセルカバレージエリア内で配置され
る間に前記フェムトセルと通信可能に接続されるときに、近接して配置されるビーコンソ
ースから発生するビーコン信号を検出し、
　　前記検出されたビーコン信号の組合せに応じて、現在のビーコンシグネチャを計算し
、
　　前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアのゾー
ンを決定し、
　　前記現在のマクロシグネチャを前記マクロ通信コントローラから受信し、
　　前記受信された現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応す
る前記フェムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグ
ネチャを生成し、
　　前記生成されたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
　ように構成されたゾーンマッピングコントローラをさらに備える、請求項２１に記載の
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プロセッサ。
【請求項２６】
　　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、
少なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードし、
　　前記ダウンロードされたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
　ように構成されたゾーンマッピングコントローラをさらに備える、請求項２１に記載の
プロセッサ。
【請求項２７】
　前記マクロ識別子と各マクロ信号に対する信号強度とを決定することによって、
　前記マクロ通信コントローラは、前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセ
ス端末を使用して前記現在のマクロシグネチャを計算するように構成され、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
請求項２１に記載のプロセッサ。
【請求項２８】
　プロセッサ可読命令を備えるコンピュータプログラムであって、プロセッサ可読命令が
、実行されると、プロセッサに、
　複数のマクロ信号をアクセス端末で検出することと、ここで、各マクロ信号は、マクロ
識別子に対応するマクロセルと関連づけられ、前記マクロセルは、通信サービスを前記ア
クセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部である、
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して現在のマクロ
シグネチャを計算することと、ここで、前記マクロシグネチャは、前記マクロ識別子それ
ぞれの信号強度に応じて順序付けられたマクロ識別子のセットを備える、
　前記現在のマクロシグネチャがゾーンマップ内にローカルに記憶された複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するか否か判断することと、ここで、各ゾーンシグネチャは
、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンのうち
の１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることと
を備えるステップを実行させる、コンピュータプログラム。
【請求項２９】
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルを検出するために、前記アクセス端末内のワイヤレスワイドエリ
アネットワーク（ＷＷＡＮ）サブシステムをアクティベートすることを備える、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、帯域外フェムトプロキシを検出するために前記アクセス端末内の帯域外サブシステ
ムをアクティベートすることを備え、
　前記帯域外フェムトプロキシは、フェムトプロキシシステムの一部として前記フェムト
セルと統合されている、請求項２８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３１】
　前記プロセッサ可読命令が、実行されると、プロセッサに、
　前記帯域外フェムトプロキシが前記アクセス端末によって検出された後、前記フェムト
セルを検出するために前記アクセス端末においてスキャンを開始することと、
　前記フェムトセルが前記アクセス端末によって検出されると、前記アクセス端末を前記
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フェムトセルと通信可能に接続することと
をさらに備えるステップを実行させる、請求項３０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　前記プロセッサ可読命令が、実行されると、プロセッサに、
　前記アクセス端末が前記フェムトセルカバレージエリア内で配置されると、前記アクセ
ス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記アクセス端末が、前記フェムトセルと通信可能に接続され、前記フェムトセルカバ
レージエリア内で配置される間に、
　　検出された近接して配置されるビーコンソースから発生するビーコン信号の組合せに
応じて、前記アクセス端末を使用して現在のビーコンシグネチャを計算することと、
　　前記アクセス端末が配置されるゾーンを決定することと、ここで、前記ゾーンは、前
記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアの前記複数の
ゾーンのうちの１つである、
　　前記現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェ
ムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生
成することと
　を行うことと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記生成された
ゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備えるステップを実行させる、請求項２８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３３】
　前記プロセッサ可読命令が、実行されると、プロセッサに、
　前記アクセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードすることと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記ダウンロー
ドされたゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備えるステップを実行させる、請求項２８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３４】
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して前記現在のマ
クロシグネチャを計算することは、
　前記マクロ識別子と、各マクロ信号に対する信号強度とを決定することを備え、
　前記マクロシグネチャが、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
請求項２８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３５】
　フェムトセルを発見するためのシステムであって、
　複数のマクロ信号をアクセス端末において検出するための手段と、ここで、各マクロ信
号は、マクロ識別子に対応するマクロセルと関連付けられ、前記マクロセルは、通信サー
ビスをアクセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部である、
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して現在のマクロ
シグネチャを計算するための手段と、ここで、前記マクロシグネチャは、前記マクロ識別
子それぞれの信号強度に応じて順序付けられたマクロ識別子のセットを備える、
　前記現在のマクロシグネチャがゾーンマップ内にローカルに記憶された複数のゾーンシ
グネチャうちの１つと相関するか否か判断するための手段と、ここで、各ゾーンシグネチ
ャは、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンの
うちの１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートするための手段と
を備える、システム。
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【請求項３６】
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートするための前記手段は、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルを検出するために、前記アクセス端末内のワイヤレスワイドエリ
アネットワーク（ＷＷＡＮ）サブシステムをアクティベートするための手段を備える、
請求項３５に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートするための前記手段は、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、帯域外フェムトプロキシを検出するために、前記アクセス端末内の帯域外通信サブ
システムをアクティベートするための手段を備え、前記帯域外フェムトプロキシは、フェ
ムトプロキシシステムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
請求項３５に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記帯域外フェムトプロキシが前記アクセス端末によって検出された後、前記フェムト
プロキシシステムの前記フェムトセルを検出するために前記アクセス端末においてスキャ
ンを開始するための手段と、
　前記フェムトセルが前記アクセス端末によって検出されると、前記アクセス端末を前記
フェムトセルと通信可能に接続するための手段と
をさらに備える、請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記アクセス端末が前記フェムトセルカバレージエリア内で配置されるときに、前記ア
クセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続するための手段と、
　前記アクセス端末が前記フェムトセルと通信可能に接続され、前記フェムトセルカバレ
ージエリア内で配置される間に、
　　検出された近接して配置されるビーコンソースから発生するビーコン信号の組合せに
応じて、前記アクセス端末を使用して現在のビーコンシグネチャを計算するための手段と
、
　　前記アクセス端末が配置されるゾーンを決定するための手段と、ここで、前記ゾーン
は、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアの前記
複数のゾーンのうちの１つである、
　　前記現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェ
ムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生
成するための手段と、
　を行う手段と、
　　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記生成され
たゾーンシグネチャで更新するための手段と
をさらに備える、請求項３５に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記アクセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続するための手段と、
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードするための手段と、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記ダウンロー
ドされたゾーンシグネチャで更新するための手段と
をさらに備える、請求項３５に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセス端末を使用して前記現在のマク
ロシグネチャを計算するための前記手段は、
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　前記マクロ識別子と、各マクロ信号に対する信号強度とを決定するための手段を備え、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
請求項３５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に、ネットワーク通信に関し、より詳細には、フェムトセルカバレージ
エリア内で情報および機能の精度（granularity）を増すためなど、フェムトセル動作を
増強するために帯域外通信を使用することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な形態のネットワークによって行われる情報通信は、今日、世界中で広く使用され
ている。たとえば、ボイスおよび／またはデータを搬送するために、ワイヤレスおよびワ
イヤラインリンクを使用して通信している複数のノードを有するネットワークが使用され
る。そのようなネットワークのノードは、コンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、電話
、サーバ、ルータ、スイッチ、マルチプレクサ、モデム、無線、アクセスポイント、基地
局などであり得る。セルラーフォン、ＰＤＡ、ラップトップコンピュータなど、（ユーザ
機器（ＵＥ）またはアクセス端末（ＡＴ）とも呼ばれる）多くのクライアントデバイスノ
ードはモバイルであり、したがって、いくつかの異なるインターフェースを通してネット
ワークと接続し得る。
【０００３】
　モバイルクライアントデバイスは、最寄りの基地局、アクセスポイント、ワイヤレスル
ータなど（本明細書では一括してアクセスポイントと呼ぶ）を介してワイヤレスにネット
ワークと接続し得る。モバイルクライアントデバイスは、比較的長い時間期間の間そのよ
うなアクセスポイントのサービスエリア内に残り得る（アクセスポイントに「留まって」
いると呼ばれる）か、またはアクセスポイントサービスエリアを比較的迅速に移動し得、
アクセスポイントとの関連づけが変更されたとき、通信セッションを維持するためまたは
アイドルモード動作のために、セルラーハンドオフ技法または再選択技法が使用される。
【０００４】
　利用可能なスペクトル、帯域幅、容量などに関する問題により、特定のクライアントデ
バイスとアクセスポイントとの間のネットワークインターフェースが利用不可能または不
適切になり得る。その上、シャドーイング、マルチパスフェージング、干渉など、ワイヤ
レス信号伝搬に関する問題により、特定のクライアントデバイスとアクセスポイントとの
間のネットワークインターフェースが利用不可能または不適切になり得る。セルラーネッ
トワークは、サービスエリア内で所望の帯域幅と容量とワイヤレス通信カバレージとを与
えるために、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、およびフェムトセルなど、様々なセ
ルタイプの使用を採用した。たとえば、フェムトセルの使用は、しばしば、ネットワーク
カバレージが不十分なエリア（たとえば、建築物の内部）においてワイヤレス通信を行う
こと、増加したネットワーク容量を与えること、バックホールのためにブロードバンドネ
ットワーク容量を利用することなどのために望ましい。
【０００５】
　モバイルクライアントデバイスは、概して、それらの高度モバイル動作を可能にするた
めに、小さいバッテリなど、内部電リソースを使用して動作する。しかしながら、フェム
トセルシステム選択を行うための一般的な動作は、モバイルクライアントデバイスによっ
て利用される電力にかなりの影響を及ぼす。一般的な使用シナリオにおいて、レンジ内で
利用可能なフェムトセル、交渉リンクなどを探索することは、しばしば、内部電リソース
から利用可能なモバイルクライアントデバイスの待機時間動作をほぼ１０％削減すること
をもたらす。たとえば、フェムトセルに対して、モバイルクライアントデバイスが適切な
フェムトセルがモバイルクライアントデバイスのレンジ内にあるか否かを探索し続ける結
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果として、内部電リソースは、相当消耗する可能性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示は、フェムトセル動作を増強するために帯域外（ＯＯＢ）通信を使用するシステ
ムおよび方法を対象とする。実施形態は、フェムトセルとＯＯＢフェムトプロキシ（femt
o-proxy）とを有するフェムトプロキシシステムのコンテキストにおいて動作する。たと
えば、ＯＯＢフェムトプロキシは、フェムトプロキシシステムに登録されたアクセス端末
（ＡＴ）と通信するためにブルートゥース（登録商標）を使用し得る。フェムトセルを介
してワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）の通信サービスと対話するために
、フェムトセルは、登録されたＡＴがフェムトセルに「接続する」ことができる（たとえ
ば、ユーザの建物にわたる）カバレージエリアを提供する。
【０００７】
　一般的には、（たとえば、フェムトプロキシシステムに加えて）いくつかのビーコンリ
ソースが、フェムトセルカバレージエリア全体に配置され得、ビーコンリソースのそれぞ
れは、識別子とともにビーコン信号を送信するように構成される。これらのビーコンリソ
ースは、フェムトセルカバレージエリアをゾーンに効果的に区分する。たとえば、ＡＴが
フェムトセルカバレージエリア内のあるロケーションにあるとき、ＡＴのロケーションに
対するビーコンリソースの位置に応じて、ＡＴは特定のビーコンシグネチャを検出する。
ＡＴはまた、１つまたは複数の近接するマクロセルから検出されているマクロ信号によっ
て、そのロケーションからマクロシグネチャを検出し得る。マクロシグネチャが、ゾーン
マップの一部としてゾーンシグネチャを生成するために、ゾーンと（たとえば、ビーコン
シグネチャと）関連づけられ得る。
【０００８】
　ゾーンマップは、様々なタイプの機能を提供するために、フェムトプロキシシステムに
よっておよび／またはＡＴによって使用され得る。たとえば、ＡＴは、ホームフェムトセ
ルへの近接性を（たとえば、それらのＯＯＢトランシーバによって）検出するためにゾー
ンシグネチャを使用し得る。それによって、ＡＴは、フェムトセルが近接するまで、フェ
ムトセルに対するスキャンを開始するのを待つことができる。別の例では、本来ならフェ
ムトセルのネットワークリッスン（network listen）機能を使用することだけが利用可能
であるが、フェムトプロキシシステムは、マクロネットワークに対するネットワーク状態
について、より高い精度の情報（たとえば、干渉マップ）を提供するために、ゾーンマッ
プを使用し得る。
【０００９】
　フェムトセルを発見するための例示的な方法は：各マクロ信号が、通信サービスをアク
セス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部であってマクロ識別
子に対応するマクロセルと関連づけられた、いくつかのマクロ信号を、アクセス端末にお
いて検出することと、検出されたマクロ信号に応じてアクセス端末を使用して現在のマク
ロシグネチャを計算することと、ゾーンマップ内にローカルに記憶されたゾーンシグネチ
ャであって、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアのいくつか
のゾーンのうちの１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを各ゾーンシグネチャが
表す、いくつかのゾーンシグネチャのうちの１つと、現在のマクロシグネチャが相関する
か否かを判断することと、現在のマクロシグネチャがゾーンシグネチャのうちの１つと相
関するときに、フェムトセルの検出を開始することとを含む。
【００１０】
　そのような方法の実施形態は、現在のマクロシグネチャがゾーンシグネチャのうちの１
つと相関するときに、フェムトプロキシシステムの一部としてフェムトセルと統合されて
いる帯域外フェムトプロキシを検出するためにアクセス端末内で帯域外サブシステムをア
クティベートすることによって、現在のマクロシグネチャがゾーンシグネチャのうちの１
つと相関するときに、フェムトセルの検出を開始することを含み得る。そのような方法の
実施形態はまた：帯域外フェムトプロキシがアクセス端末によって検出された後、フェム
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トプロキシシステムのフェムトセルを検出するためにアクセス端末においてスキャンを開
始することと、フェムトセルがアクセス端末によって検出されると、アクセス端末をフェ
ムトセルと通信可能に接続することとを含み得る。代替として、そのような方法の実施形
態は、現在のマクロシグネチャがゾーンシグネチャのうちの１つと相関するときに、フェ
ムトセルを検出するためにアクセス端末内でＷＷＡＮサブシステムをアクティベートする
ことによって、現在のマクロシグネチャがゾーンシグネチャのうちの１つと相関するとき
に、フェムトセルの検出を開始することを含み得る。
【００１１】
　同じくまたは代替的に、そのような方法の実施形態は、アクセス端末がフェムトセルカ
バレージエリア内で配置される状態で、アクセス端末をフェムトセルと通信可能に接続す
ることと、アクセス端末がフェムトセルと通信可能に接続されかつフェムトセルカバレー
ジエリア内で配置される間に、検出された近接して配置されるビーコンソースから発生す
るビーコン信号の組合せに応じてアクセス端末を使用して現在のビーコンシグネチャを計
算することと、現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアのゾ
ーンのうちの１つであって、アクセス端末が配置されるゾーンを決定することと、現在の
マクロシグネチャを現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリア
のゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生成することと、アクセス端末に
おいてローカルに記憶された（またはフェムトプロキシシステムからダウンロードされた
）ゾーンマップを生成されたゾーンシグネチャで更新することとを含み得る。ビーコン信
号のうちの少なくとも１つはブルートゥース信号であってよく、かつ／またはビーコンソ
ースのうちの少なくとも１つは帯域外フェムトプロキシであってよい。
【００１２】
　同じくまたは代替的に、そのような方法の実施形態は、アクセス端末をフェムトセルと
通信可能に接続することと、フェムトセルからアクセス端末に少なくとも１つのゾーンシ
グネチャをダウンロードすることと、アクセス端末においてローカルに記憶されたゾーン
マップをダウンロードされたゾーンシグネチャで更新することとを含み得る。同じくまた
は代替的に、そのような方法の実施形態は、以下の：検出された複数のマクロ信号に応じ
てアクセス端末を使用して現在のマクロシグネチャを計算することが、マクロ識別子と各
マクロ信号に対する信号強度とを決定することを含み、マクロシグネチャが、それぞれの
信号強度に応じて順序づけられたマクロ識別子のセットを有すること、帯域外サブシステ
ムが、ブルートゥース通信リンクを介して帯域外フェムトプロキシと通信するように構成
されること、または各マクロセルが、イントラ周波数、隣接するフェムトセルでないフェ
ムトセルのインター周波数近傍（inter-frequency neighbor of the femtocell that is 
not a neighboring femtocell）であること、の特徴のうちの１つまたは複数を含み得る
。
【００１３】
　これらの環境で使用するため、および本明細で説明する機能のいくつかを実施するため
の例示的なアクセス端末は：フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエ
リアのいくつかのゾーンのうちの１つと関連づけられたマクロシグネチャを各ゾーンシグ
ネチャが表す、複数のゾーンシグネチャを有するゾーンマップを含むデータ記憶装置と、
マクロ通信サブシステムと、フェムト通信サブシステムとを含む。マクロ通信サブシステ
ムはデータ記憶装置と通信可能に接続され：各マクロ信号が、マクロ通信ネットワークの
一部であってマクロ識別子に対応するマクロセルと関連づけられた、いくつかのマクロ信
号を検出し、検出されたマクロ信号に応じて現在のマクロシグネチャを計算し、現在のマ
クロシグネチャがゾーンシグネチャのうちの１つと相関するか否かを判断するように構成
される。フェムト通信サブシステムは、マクロ通信サブシステムと通信可能に接続されて
、現在のマクロシグネチャが複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関するときにフェ
ムトセルの検出をアクティベートするように構成され、フェムトセルが検出されるとフェ
ムトセルとの通信が利用可能になる。
【００１４】
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　そのようなアクセス端末のいくつかの実施形態によれば、現在のマクロシグネチャが複
数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関するときに、ＷＷＡＮリンクを介してフェムト
セルのスキャンを開始することによって、現在のマクロシグネチャが複数のゾーンシグネ
チャのうちの１つと相関するときに、フェムトプロキシサブシステムの検出をアクティベ
ートするようにフェムト通信サブシステムが構成される。他の実施形態によれば、アクセ
ス端末は、帯域外（ＯＯＢ）通信サブシステムを含み、現在のマクロシグネチャが複数の
ゾーンシグネチャのうちの１つと相関するときに、フェムトプロキシシステムの一部とし
てフェムトセルと統合されている帯域外フェムトプロキシすなわちＯＯＢフェムトプロキ
シを検出するためにＯＯＢ通信モジュールをアクティベートすることによって、現在のマ
クロシグネチャが複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関するときに、フェムトセル
の検出をアクティベートするように構成される。
【００１５】
　そのようなアクセス端末の実施形態はまた、ゾーンマッピングサブシステムを含み：フ
ェムト通信サブシステムがフェムトセルカバレージエリア内で配置される間にフェムトセ
ルと通信可能に接続されるときに、近接して配置されるビーコンソースから発生するビー
コン信号を検出し、検出されたビーコン信号の組合せに応じて現在のビーコンシグネチャ
を計算し、現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアのゾーン
を決定し、現在のマクロシグネチャをマクロ通信サブシステムから受信し、受信された現
在のマクロシグネチャを、現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージ
エリアのゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生成し、生成されたゾーン
シグネチャに応じてゾーンマップを更新するように構成される。代替として、ゾーンマッ
ピングサブシステムは：フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置からアクセ
ス端末に少なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードし、ダウンロードされたゾー
ンシグネチャに応じてゾーンマップを更新するように構成され得る。
【００１６】
　同じくまたは代替的に、マクロ通信サブシステムは、マクロ識別子と各マクロ信号に対
する信号強度とを決定することによって、検出された複数のマクロ信号に応じてアクセス
端末を使用して現在のマクロシグネチャを計算するように構成され得、マクロシグネチャ
は、それぞれの信号強度に応じて順序づけられたマクロ識別子のセットを備える。
【００１７】
　上記で説明したアクセス端末など、アクセス端末内でフェムトセルを発見するための例
示的なプロセッサは、マクロ通信コントローラとフェムト通信コントローラとを含む。マ
クロ通信コントローラは：マクロ通信ネットワークの一部であってマクロ識別子に対応す
るマクロセルに、各マクロ信号が関連づけられた、複数のマクロ信号を検出し、検出され
たマクロ信号に応じて現在のマクロシグネチャを計算し、マクロ通信コントローラに対し
てローカルに通信可能に接続されたゾーンマップ内に記憶されたゾーンシグネチャであっ
て、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアのいくつかのゾーン
のうちの１つと関連づけられたマクロシグネチャを各ゾーンシグネチャが表す、いくつか
のゾーンシグネチャのうちの１つと、現在のマクロシグネチャが相関するか否かを判断す
るように構成される。フェムト通信コントローラはマクロ通信コントローラと通信可能に
接続され：現在のマクロシグネチャが複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きにフェムトセルの検出をアクティベートさせ、フェムトセルが検出されるとフェムトセ
ルとの通信が利用可能になるように構成される。
【００１８】
　そのようなプロセッサは、ゾーンマッピングコントローラをさらに含み得：フェムト通
信サブシステムがフェムトセルカバレージエリア内で配置される間にフェムトセルと通信
可能に接続されるときに、近接して配置されるビーコンソースから発生するビーコン信号
を検出し、検出されたビーコン信号の組合せに応じて現在のビーコンシグネチャを計算し
、現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアのゾーンを決定し
、現在のマクロシグネチャをマクロ通信サブシステムから受信し、受信された現在のマク
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ロシグネチャを、現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアの
ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生成し、生成されたゾーンシグネチ
ャに応じてゾーンマップを更新するように構成される。代替として、ゾーンマッピングコ
ントローラは：フェムトプロキシシステムからアクセス端末に少なくとも１つのゾーンシ
グネチャをダウンロードし、ダウンロードされたゾーンシグネチャに応じてゾーンマップ
を更新するように構成され得る。
【００１９】
　同じくまたは代替的に、マクロ通信コントローラは、マクロ識別子と各マクロ信号に対
する信号強度とを決定することによって、検出された複数のマクロ信号に応じてアクセス
端末を使用して現在のマクロシグネチャを計算するように構成され得、マクロシグネチャ
は、それぞれの信号強度に応じて順序づけられたマクロ識別子のセットを備える。
【００２０】
　例示的なコンピュータプログラム製品は、プロセッサ可読媒体上に常駐してプロセッサ
可読命令を含み、プロセッサ可読命令は、実行されると、プロセッサに：通信サービスを
アクセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部であってマクロ
識別子に対応するマクロセルと各マクロ信号が関連づけられた、いくつかのマクロ信号を
、アクセス端末において検出するステップと、検出されたマクロ信号に応じてアクセス端
末を使用して現在のマクロシグネチャを計算するステップと、ゾーンマップ内にローカル
に記憶されたゾーンシグネチャであって、フェムトセルによって提供されるフェムトセル
カバレージエリアの複数のゾーンのうちの１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャ
を各ゾーンシグネチャが表す、複数のゾーンシグネチャのうちの１つと、現在のマクロシ
グネチャが相関するか否かを判断するステップと；現在のマクロシグネチャが複数のゾー
ンシグネチャのうちの１つと相関するときに、フェムトセルの検出をアクティベートする
ステップとを含むステップを実行させる。
【００２１】
　同じくまたは代替的に、プロセッサ可読命令は、実行されると、プロセッサにさらに、
アクセス端末がフェムトセルカバレージエリア内で配置される状態で、アクセス端末をフ
ェムトセルと通信可能に接続するステップと、アクセス端末がフェムトセルと通信可能に
接続されかつフェムトセルカバレージエリア内で配置される間に、検出された近接して配
置されるビーコンソースから発生するビーコン信号の組合せに応じてアクセス端末を使用
して現在のビーコンシグネチャを計算するステップと、現在のビーコンシグネチャに対応
するフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンのうちの１つであって、アクセス端末
が配置されるゾーンを決定するステップと、現在のマクロシグネチャを現在のビーコンシ
グネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアのゾーンと関連づけることによってゾ
ーンシグネチャを生成するステップと、アクセス端末においてローカルに記憶されたゾー
ンマップを、生成されたゾーンシグネチャで更新するステップとを含むステップを実行さ
せ得る。同じくまたは代替的に、プロセッサ可読命令は、実行されると、プロセッサにさ
らに：アクセス端末をフェムトセルと通信可能に接続するステップと、フェムトセルと通
信可能に接続されたデータ記憶装置からアクセス端末に少なくとも１つのゾーンシグネチ
ャをダウンロードするステップと、アクセス端末においてローカルに記憶されたゾーンマ
ップをダウンロードされたゾーンシグネチャで更新するステップとを含むステップを実行
させ得る。
【００２２】
　同じくまたは代替的に、そのようなコンピュータプログラム製品の実施形態は、マクロ
識別子と各マクロ信号に対する信号強度とを決定することによって、検出された複数のマ
クロ信号に応じてアクセス端末を使用して現在のマクロシグネチャを計算し得、マクロシ
グネチャは、それぞれの信号強度に応じて順序づけられたマクロ識別子のセットを備える
。
【００２３】
　フェムトセルを発見するための別の例示的なシステムは：各マクロ信号が、通信サービ
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スをアクセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部であってマ
クロ識別子に対応するマクロセルと関連づけられた、いくつかのマクロ信号を、アクセス
端末において検出するための手段と、検出されたマクロ信号に応じてアクセス端末を使用
して現在のマクロシグネチャを計算するための手段と、ゾーンマップ内にローカルに記憶
されたゾーンシグネチャであって、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレ
ージエリアのいくつかのゾーンのうちの１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを
各ゾーンシグネチャが表す、いくつかのゾーンシグネチャのうちの１つと、現在のマクロ
シグネチャが相関するか否かを判断するための手段と、現在のマクロシグネチャが複数の
ゾーンシグネチャのうちの１つと相関するときに、フェムトセルの検出をアクティベート
するための手段とを含む。
【００２４】
　同じくまたは代替的に、そのようなシステムの実施形態は：フェムトプロキシシステム
の一部としてフェムトセルと統合される帯域外フェムトプロキシがアクセス端末によって
検出された後、フェムトセルを検出するためにアクセス端末においてスキャンを開始する
ための手段と、フェムトセルがアクセス端末によって検出されると、アクセス端末をフェ
ムトセルと通信可能に接続するための手段とを含み得る。
【００２５】
　同じくまたは代替的に、そのようなシステムの実施形態は、アクセス端末がフェムトセ
ルカバレージエリア内で配置される状態で、アクセス端末をフェムトセルと通信可能に接
続するための手段と、アクセス端末がフェムトセルと通信可能に接続されかつフェムトセ
ルカバレージエリア内で配置される間に：検出された近接して配置されるビーコンソース
から発生するビーコン信号の組合せに応じてアクセス端末を使用して現在のビーコンシグ
ネチャを計算し、現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアの
複数のゾーンのうちの１つであって、アクセス端末が配置されるゾーンを決定し、現在の
マクロシグネチャを現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリア
のゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生成するための手段と、アクセス
端末においてローカルに記憶されたゾーンマップを、生成されたゾーンシグネチャで更新
するための手段とを含み得る。同じくまたは代替的に、そのようなシステムの実施形態は
：アクセス端末をフェムトセルと通信可能に接続するための手段と、フェムトセルと通信
可能に接続されたデータ記憶装置からアクセス端末に少なくとも１つのゾーンシグネチャ
をダウンロードするための手段と、アクセス端末においてローカルに記憶されたゾーンマ
ップを、ダウンロードされたゾーンシグネチャで更新するための手段とを含み得る。
【００２６】
　同じくまたは代替的に、検出された複数のマクロ信号に応じてアクセス端末を使用して
現在のマクロシグネチャを計算するための手段は、マクロ識別子と各マクロ信号に対する
信号強度とを決定するための手段を含み得、マクロシグネチャは、それぞれの信号強度に
応じて順序づけられたマクロ識別子のセットを備える。
【００２７】
　上記から諒解され得るように、実施形態による動作は、フェムトセルカバレージエリア
の情報の精度を増す。より高い精度の情報が、低減された電力レベルのフェムトセルの発
見および関連づけ、増強されたネットワークプランニング、改善されたフェムトセルのト
ラブルシューティングなどを含む機能を提供し得る。
【００２８】
　上記では、以下の詳細な説明がより良く理解され得るように、本開示の実施形態の特徴
および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、追加の特徴および利点について説
明する。開示する概念および特定の実施形態は、本開示の同じ目的を実行するための他の
構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解さ
れたい。また、そのような等価な構成は、添付の特許請求の範囲の趣旨または範囲から逸
脱しないことを、当業者は理解されたい。さらなる目的および利点とともに、本概念の編
成と動作の方法の両方に関して、本明細書で開示する概念を特徴づけると考えられる新規



(15) JP 5766809 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、
図の各々は、例示および説明のみの目的で提供され、本特許請求の範囲の限界を定めるも
のではないことを明白に理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　本明細書の残りの部分および図面を参照すれば、本発明の性質および利点がさらに理解
され得る。複数の図面全体にわたって同様の構成要素を指すのに同様の参照番号を使用す
る。場合によっては、複数の同様の構成要素のうちの１つを示すためにサブラベルを参照
番号に関連づける。既存のサブラベルの特定なしに参照番号を参照するとき、参照番号は
すべてのそのような複数の同様の構成要素のすべてを指すことが意図されている。
【図１】ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２】図１の通信システムと同様の通信システムの一部分を例示的に示す図。
【図３Ａ】フェムトプロキシシステムを含む例示的なワイヤレス通信システムのブロック
図。
【図３Ｂ】図３Ａに示したアーキテクチャとは異なるフェムトプロキシシステムのアーキ
テクチャを含む例示的なワイヤレス通信システムのブロック図。
【図４Ａ】ＣＤＭＡ　１Ｘ回線交換サービスネットワークと同様のレガシー回線サービス
のための例示的なフェムトセルアーキテクチャに関する詳細を示す図。
【図４Ｂ】１ｘＥＶ－ＤＯ（ＨＲＰＤ）パケットデータサービスネットワークと同様のレ
ガシーインターフェースを使用するパケットデータサービスアクセスのための例示的なフ
ェムトセルアーキテクチャに関する詳細を示す図。
【図５Ａ】図１～図４Ｂの通信システムおよびネットワークのコンテキストにおいて図３
Ａおよび図３Ｂのフェムトプロキシシステムとともに使用する例示的なモバイルアクセス
端末のブロック図。
【図５Ｂ】図１～図４Ｂの通信システムおよびネットワークのコンテキストにおいて図３
Ａおよび図３Ｂのフェムトプロキシシステムとともに使用する例示的なモバイルアクセス
端末のブロック図。
【図６】ゾーンマップを生成するための方法のフローチャート。
【図７Ａ】ゾーンシグネチャを生成するための例示的な方法のフローチャート。
【図７Ｂ】ゾーンシグネチャを生成するための例示的な方法のフローチャート。
【図８】区分されたフェムトセルカバレージエリア情報を使用するアクセス端末ＯＯＢ無
線の選択的アクティベートのための例示的な方法のフローチャート。
【図９】現在のマクロシグネチャを計算するための例示的な方法のフローチャート。
【図１０】図８の方法に続く例示的な方法のフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　ワイヤレス通信システムにおけるフェムトセルカバレージエリア情報の改善を、特にフ
ェムトプロキシアーキテクチャのコンテキストにおいて説明する。フェムトセルカバレー
ジエリア内にビーコンソースを使用して、ゾーンが確定され得、それらのゾーン内で検出
されたマクロシグネチャに応じて、フェムトセルカバレージエリアの各ゾーンに対して、
ゾーンシグネチャのゾーンマップが確定され得る。低減された電力レベルでのフェムトセ
ルの発見および関連づけ、増強されたネットワークプランニング、改善されたフェムトセ
ルのトラブルシューティングなどを含む機能を提供するために、ゾーンマップが、アクセ
ス端末（ＡＴ）、フェムトプロキシシステム、および／またはワイヤレスワイドエリアネ
ットワーク（ＷＷＡＮ）によって使用され得る。
【００３１】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システ
ム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシス
テムは、ＣＤＭＡ２０００、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
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　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－
２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース
０およびＡは、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（
ＴＩＡ－８５６）は、一般に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ
　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ（ＨＲＰＤ）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、Ｗｉｄｅｂａｎｄ
　ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＴＤＭＡシ
ステムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、
Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ
（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（Ｗｉ
ＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を
実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅ
ｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ　
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（
ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、
Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）という名称の団体
からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）という名称
の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のシステムおよび
無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に使用できる。
【００３２】
　したがって、以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲において記載され
る範囲、適用性、または構成を限定するものではない。本特許請求の範囲の本開示の趣旨
および範囲から逸脱することなく、説明される要素の機能および構成において変更が行わ
れ得る。様々な例は、適宜に様々なプロシージャまたは構成要素を省略、置換、または追
加し得る。たとえば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実行され得、
様々な動作が追加、省略、または組み合わせられ得る。また、いくつかの例に関して説明
される特徴は、他の例において組み合わせられ得る。
【００３３】
　最初に図１を参照すると、ブロック図に、ワイヤレス通信システム１００の例が示され
ている。システム１００は、セル１１０中に配設された送受信基地局（ＢＴＳ）１０５と
、モバイルアクセス端末１１５（ＡＴ）と、基地局コントローラ（ＢＳＣ）１２０とを含
む。アクセス端末（ＡＴ）、移動局（ＭＳ）などのような用語は、本明細書では互換的に
使用され、特定のネットワークトポロジーまたは実装形態を暗示するものではないことは
注目に値する。たとえば、「ＡＴ」という用語は、一般に回線交換（たとえば、ＣＤＭＡ
　１Ｘ）ネットワークに対して使用され得、「ＭＳ」という用語は、一般にパケットデー
タサービス（たとえば、ＥＶ－ＤＯ、ＨＲＰＤ）ネットワークに対して使用され得るが、
本明細書で説明する技法は、これらまたは他のネットワークのいずれかのコンテキストに
おいて適用され得る。
【００３４】
　システム１００は、複数のキャリア（異なる周波数の波形信号）上での動作をサポート
し得る。マルチキャリア送信機は、複数のキャリア上で同時に被変調信号を送信すること
ができる。各被変調信号は、ＣＤＭＡ信号、ＴＤＭＡ信号、ＯＦＤＭＡ信号、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ信号などであり得る。各被変調信号は、異なるキャリア上で送られ得、パイロット、
オーバーヘッド情報、データなどを搬送し得る。システム１００は、ネットワークリソー
スを効率的に割り振ることが可能なマルチキャリアＬＴＥネットワークであり得る。
【００３５】
　ＢＴＳ１０５は、基地局アンテナを介してＡＴ１１５とワイヤレス通信することができ
る。ＢＴＳ１０５は、複数のキャリアを介してＢＳＣ１２０の制御下でＡＴ１１５と通信
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するように構成される。ＢＴＳ１０５の各々は、それぞれの地理的エリア、ここではセル
１１０－ａ、１１０－ｂ、または１１０－ｃに対する通信カバレージを提供し得る。シス
テム１００は、異なるタイプのＢＴＳ１０５、たとえばマクロ、ピコ、および／またはフ
ェムト基地局を含み得る。
【００３６】
　ＡＴ１１５は、セル１１０全体に分散され得る。ＡＴ１１５は、移動局、モバイルデバ
イス、ユーザ機器（ＵＥ）、または加入者ユニットと呼ばれることがある。ここで、ＡＴ
１１５は、セルラーフォンとワイヤレス通信デバイスとを含むが、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、他のハンドヘルドデバイス、ネットブック、ノートブックコンピュータなどをも含む
こともできる。
【００３７】
　本明細書での説明のために、ＡＴ１１５は、複数の「マクロ」ＢＴＳ１０５によって可
能にされるマクロネットワークまたは同様のネットワーク上で動作する（上に「留まる」
）。各マクロＢＴＳ１０５は、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメート
ル）をカバーし得、サービスに加入している端末による無制限のアクセスを可能にし得る
。ＡＴ１１５はまた、「フェムト」または「ホーム」ＢＴＳ１０５によって可能にされる
少なくとも１つのフェムトネットワーク上で動作するように登録される。マクロＢＴＳ１
０５は、一般に（たとえば、図１に示す例示的な六角形セル１１０を生じる）ネットワー
クプランニングに従って展開され得るが、フェムトＢＴＳ１０５は、一般に個々のユーザ
（またはユーザ代表）によって展開されて、ローカライズドフェムトセル（localized fe
mtocell）を作り出し得ることを諒解されたい。ローカライズドフェムトセルは、一般に
マクロネットワークプランニングアーキテクチャ（たとえば、六角形セル）に従わないが
、それは、様々なマクロレベルネットワークプランニングおよび／または管理決定の一部
（たとえば、負荷分散など）として考慮され得る。
【００３８】
　たとえば、フェムトセルは、レジデンス、オフィスビルなどのユーザの建物内に配置さ
れるフェムトアクセスポイント（ＦＡＰ）として実装される。そのロケーションは、（た
とえば、窓の近くでの）地球測位衛星（ＧＰＳ）信号へのアクセス、および／または他の
有用なロケーションにおけるアクセスを可能にするために、（たとえば、集中型ロケーシ
ョンにおける）最大カバレージのために選定され得る。明瞭のために、本明細書の開示で
は、ＡＴ１１５のセットが、実質的にユーザの建物全体にわたってカバレージを与える単
一のＦＡＰに（たとえば、その単一のＦＡＰのホワイトリスト上に）登録されると仮定す
る。「ホーム」ＦＡＰは、セルラーネットワークを介して通信サービスへのアクセスをＡ
Ｔ１１５に提供する。同様の技法は、本開示または本特許請求の範囲から逸脱することな
く他のタイプのネットワーク環境に適用され得る。
【００３９】
　セルラーネットワークまたはＷＷＡＮが、マクロネットワーク１００（たとえば、マク
ロＢＴＳ１０５を含む無線ネットワーク）および（たとえば、それぞれ、フェムトセル、
ピコセル、マイクロセルなどによって可能にされるような）フェムトネットワーク、ピコ
ネットワーク、マイクロネットワークなどの他のネットワークを含むものとみなされ得る
ことは注目に値する。たとえば、フェムトネットワークおよび／または他のタイプのネッ
トワークが、少なくとも、マクロネットワークの有効レンジを拡大して、より偏在的で有
効なＷＷＡＮサービスまたはセルラーサービスを提供するために使用され得る。しかしな
がら、説明を簡略にするために、「マクロネットワーク」、「ワイヤレスワイドエリアネ
ットワーク（ＷＷＡＮ）」、および「セルラーネットワーク」は、本明細書では実質的に
互換的に使用される。同様に、いくつかの説明は、任意の帯域内タイプの信号（たとえば
、ＷＷＡＮに対して帯域内である信号）を含むことを一般に意図する、「マクロ信号」、
他に言及し得る。したがって、これらのネットワークまたは信号のタイプの１つへの言及
が、本開示の範囲または特許請求の範囲を制限するものと解釈すべきでない。
【００４０】
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　図２は、図１の通信システム１００と同様の通信システム２００の一部分の一例を示す
。通信システム２００の一部分は、図１を参照して説明したＢＴＳ１０５など、いくつか
のＢＴＳ１０５のコンテキストにおけるユーザの建物２１０を含む。たとえば、ＢＴＳ１
０５は、すべて、通信サービスをＡＴ１１５に提供するマクロ通信ネットワークのマクロ
ＢＴＳ１０５であってよい。特に、通信システム２００の例示的な一部分は一定の縮尺で
図示されておらず、ＢＴＳ１０５ははるかに遠く離れて広がる可能性があることが諒解さ
れよう。したがって、図２に示す相対的な位置および距離は、例示的な通信システム２０
０のいくつかの特徴を示すことだけを意図している。
【００４１】
　図示のように、フェムトアクセスポイント（ＦＡＰ）２３０は、ユーザの建物２１０の
中で配置される。そのロケーションは、（たとえば、窓の近くでの）地球測位衛星（ＧＰ
Ｓ）信号へのアクセス、および／または他の有用なロケーションにおけるアクセスを可能
にするために、（たとえば、集中型ロケーションにおける）最大カバレージのために選定
され得る。ＦＡＰ２３０は、上述のようにフェムトＢＴＳ１０５であってよく、本開示の
ためにユーザの建物２１０を効果的にカバーすることが仮定された特定のフェムトセルカ
バレージエリアをカバーするように設置され、構成される。さらに、ＦＡＰ２３０は、少
なくとも、図２に示すＡＴ１１５による限定アクセスを可能にする。たとえば、ＦＡＰ２
３０は、ＡＴ１１５の「ホーム」フェムトセルとみなされ得る。
【００４２】
　特に、フェムトセルカバレージエリア（たとえば、ユーザの建物２１０）は、ゾーン２
２０に効果的に区分される。図示のように、ゾーン２２０は、複数のビーコンソース２５
０の配置に応じて画定され得る。一般的には、ＦＡＰ２３０は、ビーコンソース２５０の
うちの１つとして構成される。ＡＴ１１５が特定のゾーン２２０内に設置されると、ＡＴ
１１５は、ゾーン２２０に近接する様々なビーコンソース２５０から受信されている様々
なビーコン信号に応じて特定のビーコンシグネチャを検出する。たとえば、「ゾーンＡ」
２２０ａ内で配置されるときは、ＡＴ１１５は、ビーコンソース２５０ａ、２５０ｂおよ
び２５０ｄ、ならびにＦＡＰ２３０から比較的強いビーコン信号を検出し得る。
【００４３】
　検出されたビーコン信号のいくつかまたはすべてが、ビーコンシグネチャを生成（たと
えば、計算）するために使用され得る。たとえば、ビーコンシグネチャは、検出されてい
る３つの最強のビーコン信号（たとえば、それぞれ固有のビーコンソース２５０識別子に
よって識別される）の順序づけられていないリスト、信号強度によって順序づけられた検
出されたビーコン信号のリスト、組み合わされた検出された信号の関数として定式化され
た信号などであってよい。ビーコンシグネチャは、ゾーン２２０を特徴づけるために使用
され得る。たとえば、ＡＴ１１５は、現在のビーコンシグネチャを異なるゾーン２２０に
対応して予測されるビーコンシグネチャのリストと関連づけることによって、その現在の
ゾーン２２０のロケーションを知ることができる。
【００４４】
　ビーコン信号は、一般的には帯域外信号である。たとえば、ビーコンソース２５０は、
ブルートゥース送信機またはＺｉｇｂｅｅ（登録商標）送信機であってよい。特に、ビー
コン通信のために使用される帯域、プロトコルなどは、以下に説明する帯域外プロキシ通
信のために使用されるものとは異なってよい。さらに、ゾーン２２０は、画定された境界
を有するように図示されるが、一般的には、単なる近似的な境界の定義を有する不均質な
ものであってよいことが諒解されよう。したがって、ＡＴ１１５がゾーンの「中」にある
という言及は、ＡＴ１１５が、特定のゾーン２２０を特徴づける（たとえば、そのそれぞ
れのビーコンシグネチャが確実に検出され得る）ロケーションの中に存在していることを
示すことが意図されている。
【００４５】
　ビーコンソース２５０からのビーコン信号を検出することに加えて、ＡＴ１１５はまた
、マクロネットワークの近接するマクロＢＴＳ１０５のうちの１つまたは複数からマクロ
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信号を検出する。たとえば、マクロＢＴＳ１０５は、それぞれ、イントラ周波数、ＦＡＰ
２２０のインター周波数近傍（たとえば、隣接するフェムトセル以外）であってよい。Ａ
Ｔ１１５は、信号が通信されているマクロＢＴＳ１０５（たとえば、関連づけられたマク
ロセル）に対応する識別子に関連するマクロ信号を検出し得る。
【００４６】
　検出されたマクロ信号のいくつかまたはすべてが、マクロシグネチャを生成（たとえば
、計算）するために使用され得る。たとえば、マクロシグネチャは、検出されている３つ
の最強のマクロ信号の順序づけられていないリスト（たとえば、それぞれ固有のマクロＢ
ＴＳ１０５識別子によって識別される）、信号強度によって順序づけられた検出されたマ
クロ信号のリスト、組み合わされた検出された信号の関数として定式化された信号などで
あってよい。マクロシグネチャは、ゾーンシグネチャとしてゾーン２２０に関連づけられ
得る。たとえば、各ゾーン２２０は、そのゾーン内でＡＴ１１５を有効に配置した１つま
たは複数のビーコンシグネチャと関連づけられ得、さらに、それぞれのゾーン２２０にお
いて以前に検出された（または、たとえば検出されたものと推定される）マクロシグネチ
ャを示す１つまたは複数のゾーンシグネチャと関連づけられ得る。
【００４７】
　近接するマクロＢＴＳ１０５の密度が低いとき、またはフェムトセルカバレージエリア
のサイズが小さい（たとえば、小さなユーザの建物２１０と同様の実際のサイズもしくは
有効サイズ）とき、ＡＴ１１５によって検出されるマクロ信号は、フェムトセルカバレー
ジエリア内のＡＴ１１５のロケーションにかかわらず、非常に小さい可能性があることが
諒解されよう。たとえば、ＡＴ１１５がユーザの建物２１０全体を移動するときに、ＡＴ
１１５は、実質的に同様のマクロ信号を検出する。検出されたマクロ信号はまた、ＦＡＰ
２３０の「ネットワークリッスン」機能によって検出されるものと実質的に同様であり得
る。したがって、これらの低密度または小環境においては、フェムトセルカバレージエリ
ア全体を単一のゾーンシグネチャを有する単一ゾーンとして特徴づけることが可能であり
、望ましくさえあり得る。
【００４８】
　マクロセルの密度（たとえば、近接するマクロＢＴＳ１０５の密度、明確な検出された
マクロ信号の数など）が増加するかまたはカバレージエリアのサイズが増大するにつれて
、検出されるマクロ信号および生成されるマクロシグネチャは、フェムトセルカバレージ
エリア内のロケーションに応じて変化し得る。フェムトセルカバレージエリア内のこれら
の差異を考慮し、かつ／または利用するために、ゾーン２２０が、フェムトセルカバレー
ジエリアを有効に区分するために使用され得る。たとえば、例示的な通信システム２００
において、ＡＴ１１５は、ゾーンＡ２２０ａにあるときにマクロＢＴＳ１０５ａおよび１
０５ｂから比較的強いマクロ信号を検出し得る一方で、ＡＴ１１５がゾーンＤ２２０ｄに
あるときにマクロＢＴＳ１０５ｅおよび１０５ｆから比較的強いマクロ信号を検出し得る
。
【００４９】
　上記で説明した技法などによるフェムトセルカバレージエリアのゾーンレベルの知識は
、いくつかの特徴を生じ得る。いくつかの実施形態では、通信システム２００は、ＷＷＡ
Ｎ（すなわち、セルラー）機能を増強するために、ＦＡＰ２３０を使用する。たとえば、
ＡＴ１１５がユーザの建物２１０内にあるとき、ＦＡＰ２３０のフェムトセルは、望まし
くないカバレージを有するユーザの建物２１０の領域にＷＷＡＮカバレージを提供するこ
とに役立ち得、またはＦＡＰ２３０は、ＡＴ１１５が接続されると、ネットワークがいく
つかのリソースをＦＡＰ２３０にオフロードすることを可能にする。したがって、ＡＴ１
１５は、可能なときにＦＡＰ２３０に接続することが望ましく、そのことは、ＡＴ１１５
がＦＡＰ２３０をスキャンすることを伴う。
【００５０】
　ＡＴ１１５は、概して、高度モバイル動作を可能にするために、小さいバッテリなど、
内部電リソースを使用して動作し得る。フェムトセルなど、ネットワークデバイスの戦略
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的展開は、モバイルデバイス電力消費をある程度まで緩和することができる。たとえば、
フェムトセルは、（たとえば、容量制限、帯域幅制限、信号フェージング、信号シャドー
イングなどのために）場合によっては十分なサービスまたはいかなるサービスをも経験し
ないことがあるエリア内でサービスを提供するために利用され得、それにより、クライア
ントデバイスが探索時間を低減し、送信電力を低減し、送信時間を低減することなどが可
能になる。フェムトセルは、（たとえば、家屋または建築物内の）比較的小さいサービス
エリア内でサービスを提供する。したがって、クライアントデバイスは、一般に、サービ
スされているとき、フェムトセルの近くに配設され、クライアントデバイスが低減された
送信電力を用いて通信することをしばしば可能にする。
【００５１】
　しかしながら、フェムトセルシステム選択を行うための一般的な動作は、ＡＴ１１５に
よって利用される電力にかなりの影響を及ぼす。一般的な使用シナリオにおいて、レンジ
（たとえば、ＦＡＰ２３０）内で利用可能なフェムトセル、交渉リンクなどを探索するこ
とは、しばしば、内部電リソースから利用可能なＡＴ１１５の待機時間動作をほぼ１０％
削減することを生じる。たとえば、ＡＴ１１５が、適切なＦＡＰ２３０がＡＴ１１５のレ
ンジ内にあるか否かを、ＦＡＰ２３０に対して探索し続ける結果として、内部電リソース
が相当消耗する可能性がある。その上、ＦＡＰ２３０の使用は、しばしば、フェムトセル
送信によって通信ネットワーク内で他のデバイスに対して干渉を生じる（すなわち、しば
しば、干渉とＦＡＰ２３０の確実な検出との間にトレードオフが存在する）。
【００５２】
　したがって、ＡＴ１１５に、ＦＡＰ２３０の近くにあるときだけＦＡＰ２３０をスキャ
ンさせることが望ましい。ＦＡＰ２３０への近接性を検出するための１つの技法は、ＡＴ
１１５が所定のマクロシグネチャを探すことである。マクロネットワークにキャンプオン
している間に、ＡＴ１１５は、たとえばマクロネットワークおよび／またはＷＷＡＮの他
の部分との確実な通信を維持するために、様々なマクロＢＴＳ１０５からの信号を（たと
えば、一定の閾値に応じて）リッスンし得る。いくつかの実施形態では、これらのマクロ
信号が検出されるのにつれて、マクロシグネチャが生成されて、ＦＡＰ２３０への近接性
を示している１つまたは複数のマクロシグネチャ（すなわち、ＡＴ１１５がフェムトセル
カバレージエリアにある間に検出し得る１つまたは複数のマクロシグネチャ）と相関させ
られる。たとえば、ＡＴ１１５は、ＦＡＰ２３０に接近するにつれて、そのネットワーク
リッスン機能に応じてＦＡＰ２３０によって生成された（および、たとえば以前にＡＴ１
１５にダウンロードされた）シグネチャかまたは、ＡＴ１１５がＦＡＰ２３０のカバレー
ジエリア内に存在した間にＡＴ１１５によって以前に観測されたシグネチャのいずれかと
相関するマクロシグネチャを検出し得る。
【００５３】
　ＡＴ１１５によって検出されたマクロシグネチャがＦＡＰ２３０に近接していることを
示すと、ＡＴ１１５内の比較的低電力の帯域外無線が、いまだアクティブでない場合に、
アクティベートし得る（たとえば、オンになり得る）。以下でより十分に説明するように
、ＦＡＰ２３０はまた、互換性のある帯域外無線（帯域外フェムトプロキシとして以下に
説明する）と統合され得る。ひとたびアクティブになると、ＡＴ１１５の帯域外無線は、
ＦＡＰ２３０と統合された帯域外無線を探索することを開始し得る。発見した場合は、こ
のＡＴ１１５の帯域外無線は、ＡＴ１１５がそのホームＦＡＰ２３０に近接していること
を高い信頼度で示し得、ＡＴ１１５は、ＦＡＰ２３０をスキャンすることを開始し得る。
たとえば、ＦＡＰ２３０と統合された帯域外無線は、クライアントデバイスアクセスのた
めにＦＡＰ２３０を「起動させる」などのために、ＦＡＰ２３０に、ＡＴ１１５関連のた
めの送信電力を増加させ得る。
【００５４】
　追加または代替として、ＦＡＰ２３０と統合された帯域外無線は、フェムトセルの選択
および関連づけに関してＡＴ１１５の支援を行い得る。たとえば、ＦＡＰ２３０と統合さ
れた帯域外無線は、ＡＴ１１５が関連づけるべきＦＡＰ２３０を識別し得、または場合に
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よってはＦＡＰ２３０とＡＴ１１５との間の関連づけを可能にするように動作し得る。場
合によっては、ＦＡＰ２３０と統合された帯域外無線は、ＦＡＰ２３０の選択および関連
づけに関してＡＴ１１５に直接何らかの支援を行うように動作し得ない。
【００５５】
　特に、上述のように、いくつかの環境は、ＡＴ１１５によって検出されたマクロシグネ
チャを、フェムトセルカバレージエリアの異なる部分において異ならしめ、かつＦＡＰ２
３０によって（たとえば、そのネットワークリッスン機能を介して）検出されたマクロシ
グネチャとは異ならしめる。たとえば、ＡＴ１１５がユーザの建物２１０に一定の方向か
ら接近する場合、ＡＴ１１５は、ＦＡＰ２３０のネットワークリッスンによって検出され
たマクロシグネチャとは異なるマクロシグネチャを検出し得る。したがって、ＡＴ１１５
は、ＦＡＰ２３０へのその近接性を認識し得ず、その帯域外無線をアクティベートするこ
とに失敗し、ＦＡＰ２３０をスキャンすることに失敗する可能性がある。このことは、Ａ
Ｔ１１５がフェムトセルカバレージエリアに入り、ＦＡＰ２３０に接続しないので、望ま
しくない。
【００５６】
　上述のようにゾーン２２０を使用することによって、ＡＴ１１５は、単一のフェムトセ
ルカバレージエリアの複数のゾーン２２０に対する複数のゾーンシグネチャを含むゾーン
マップを活用し得る。このゾーンレベルの精細度（definition）は、ＡＴ１１５、ＦＡＰ
２３０、ＷＷＡＮなどによる使用に対してより高い情報の精度を生じ得る。以下でより十
分に説明するように、これらのゾーンシグネチャは、アプリオリ（a priori）および／ま
たは動的に生成され得、より大きいまたはより高いマクロセル密度のカバレージエリア環
境においてさえ、ＡＴ１１５のＦＡＰ２３０への近接性を認識するために使用され得る。
たとえば、図２に示すように、ＦＡＰ２３０は、マクロＢＴＳ１０５ｄ、１０５ｅおよび
１０５ｆからの信号を含むマクロシグネチャを見得る。ＡＴ１１５は、同じマクロ信号の
いくつかまたはすべてが検出不可能であるかまたは低強度であるゾーンＡ２２０ａの方向
からユーザの建物２１０に接近する場合でも、ＦＡＰ２３０へのその接近性を認識し得る
。
【００５７】
　次に、フェムトセルカバレージエリアを区分するためにゾーン２２０を使用することで
、フェムトセルカバレージエリア内のいくつかのタイプの情報により高い精度が提供され
得、より高い精度の情報がいくつかの特徴を生じ得ることが諒解されよう。上述のように
、より高い精度の情報が、ある場合には、フェムトセルを発見しかつ／または関連づける
ために必要な電力を低減するために使用され得る。さらに、増大した精度は、向上したネ
ットワークプランニングを提供し得る。たとえば、一般的なセルラーネットワークは、単
に、ネットワーク分析、負荷分散および／またはセルレベルの精度に対する他のマクロレ
ベル機能（たとえば、様々なＢＴＳ１０５からのネットワークリッスンデータを使用する
こと）を実行することが可能であり得る。本明細書で説明するような技法は、ＷＷＡＮが
データにアクセスし、ゾーンレベルの情報に応じてサブセルレベルにおける機能を実行す
ることを可能にする。なおさらに、増大した精度は、向上したトラブルシューティング機
能を可能にする。たとえば、オペレータは、より容易に、フェムトセルカバレージエリア
内の低カバレージゾーン２２０を識別して決定し、より高い密度のエリア内でセルの信号
強度を再レベリングの機会、干渉管理などを識別することが可能であり得る。
【００５８】
　上記のように、一定の機能が、ＦＡＰ２３０の機能を１つまたは複数のタイプの帯域外
（ＯＯＢ）機能と統合することによって可能にされる。１つのタイプのそのような機能を
、ＯＯＢビーコンソース２５０の使用に関連して上で説明している。さらなる機能は、Ｆ
ＡＰ２３０を、１つまたは複数の帯域外フェムトプロキシサブシステムを同様に含むフェ
ムトプロキシシステムの一部として実装することによって実現される。本明細書で使用す
る「帯域外」または「ＯＯＢ」は、ＷＷＡＮに対して帯域外である任意のタイプの通信を
含むことが意図されている。たとえば、帯域外フェムトプロキシサブシステム、ＡＴ１１
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５、ビーコンソース２５０などは、ブルートゥース（たとえば、クラス１、クラス１．５
、および／またはクラス２）、Ｚｉｇｂｅｅ（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１５．４－２
００３ワイヤレス規格に従う）、および／またはＷＷＡＮ帯域外の任意の他の有用なタイ
プの通信を使用して動作するように構成され得る。
【００５９】
　図３Ａは、フェムトプロキシシステム３９０ａを含む例示的なワイヤレス通信システム
３００ａのブロック図を示す。フェムトプロキシシステム３９０ａは、フェムトプロキシ
モジュール３４０ａと図２のＦＡＰ２３０であってよいＦＡＰ２３０ａとを含む。フェム
トプロキシシステム３９０ａはまた、アンテナ３０５と、トランシーバモジュール３１０
と、メモリ３１５と、プロセッサモジュール３２５とを含み、その各々は、（たとえば、
１つまたは複数のバスを介して）互いと直接または間接的に通信し得る。トランシーバモ
ジュール３１０は、アンテナ３０５を介してＡＴ１１５と双方向に通信するように構成さ
れる。トランシーバモジュール３１０（および／またはフェムトプロキシシステム３９０
ａの他の構成要素）はまた、マクロ通信ネットワーク１００ａ（たとえば、上で説明した
ようなＷＷＡＮの一部として）と双方向に（たとえば、ワイヤードまたはワイヤレスのリ
ンクを介して）通信するように構成される。たとえば、トランシーバモジュール２１０は
、バックホールネットワークを介してマクロ通信ネットワーク１００ａと通信するように
構成される。マクロ通信ネットワーク１００ａは図１の通信システム１００であり得る。
【００６０】
　メモリ３１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（ＲＯＭ）と
を含み得る。メモリ３１５は、実行されるとプロセッサモジュール３２５に本明細書で説
明する様々な機能（たとえば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど
）を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行
可能ソフトウェアコード３２０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア３２０は、プロセ
ッサモジュール３２５によって直接的に実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパ
イルされ実行されると、コンピュータに本明細書で説明する機能を実行させるように構成
され得る。
【００６１】
　プロセッサモジュール３２５は、たとえば、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎまたはＡＭＤ（登録商標）製のものなどの中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコン
トローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などのインテリジェントハードウェアデバ
イスを含み得る。プロセッサモジュール３２５は、マイクロフォンを介してオーディオを
受信し、そのオーディオを、受信したオーディオを表す（たとえば、長さ３０ｍｓの）パ
ケットに変換し、そのオーディオパケットをトランシーバモジュール３１０に供給し、ユ
ーザが話しているかどうかの指示を与えるように構成された音声エンコーダ（図示せず）
を含み得る。代替的に、エンコーダはパケットのみをトランシーバモジュール３１０に供
給し、パケット自体の供給または抑制／抑圧が、ユーザが話しているかどうかの指示を与
え得る。
【００６２】
　トランシーバモジュール３１０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のた
めにアンテナ３０５に供給し、アンテナ３０５から受信されたパケットを復調するように
構成されたモデムを含み得る。いくつかの実施形態は単一のアンテナ３０５を含み得るが
、実施形態は、一般に、複数のリンクのための複数のアンテナ３０５を含む。たとえば、
ＡＴ１１５とのＷＷＡＮ通信をサポートするために１つまたは複数のリンクが使用され得
る。また、（上で説明したような）１つまたは複数の帯域外リンクが、同じかまたは異な
るアンテナ３０５によってサポートされ得る。
【００６３】
　メモリ３１５は、ＦＡＰゾーンマップ３５０を記憶するように構成され得る。上述のよ
うにＦＡＰゾーンマップ３５０は、フェムトセルカバレージエリアの様々なゾーンに対す
るゾーンシグネチャを含み得る。フェムトセルカバレージエリアは、フェムトプロキシシ
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ステム３９０ａのＦＡＰ２３０ａによってサポートされるカバレージエリアであり得る。
もちろん、メモリ３１５はまた、通信およびまたはフェムトプロキシシステム３９０ａの
他の機能を可能にするための情報を記憶し得る。たとえば、メモリ３１５は、帯域外ピコ
ネット、ネットワークセッティング、タイミングパラメータ、ネットワークリッスン情報
などに対するホッピングパターンを記憶し得る。
【００６４】
　特に、フェムトプロキシシステム３９０ａは、ＦＡＰ２３０ａとフェムトプロキシモジ
ュール３４０ａの両方の機能を与えるように構成される。たとえば、上述のように、ＡＴ
１１５がフェムトセルカバレージエリアに接近すると、ＡＴ１１５のＯＯＢ無線はＯＯＢ
フェムトプロキシモジュール３４０ａの探索を開始し得る。発見されると、ＡＴ１１５は
、それがフェムトセルカバレージエリアの近傍にあるという高いレベルの確信を有し得、
ＦＡＰ２３０ａのスキャンが開始することができる。
【００６５】
　ＦＡＰ２３０ａのスキャンは異なる方法で実装され得る。たとえば、ＡＴ１１５のＯＯ
Ｂ無線によるフェムトプロキシモジュール３４０ａの発見のために、ＡＴ１１５とフェム
トプロキシシステム３９０ａの両方は互いの近接を認識していることがある。いくつかの
実施形態では、ＡＴ１１５はＦＡＰ２３０ａをスキャンする。他の実施形態では、ＦＡＰ
２３０ａは、（たとえば、個々に、またはすべての登録されたＡＴ１１５のラウンドロビ
ンポーリングの一部として）ＡＴ１１５についてポーリングし、ＡＴ１１５はポールにつ
いてリッスンする。ＦＡＰ２３０のスキャンが成功すると、ＡＴ１１５はＦＡＰ２３０に
接続し得、それによりＡＴ１１５は、マクロ通信ネットワーク１００ａへの新しい通信リ
ンクを与えられ得る。
【００６６】
　ＦＡＰ２３０ａの実施形態は、様々な構成の基地局またはワイヤレスアクセスポイント
の機器を有する。本明細書で使用するＦＡＰ２３０ａは、様々な端末（たとえば、クライ
アントデバイス（ＡＴ１１５など）、近傍エージェントデバイスなど）と通信するデバイ
スであり得、基地局、ノードＢ、および／または他の同様のデバイスと呼ばれることもあ
り、それらの機能の一部または全部を含み得る。本明細書ではＦＡＰ２３０ａと呼ぶが、
本明細書でのその概念は、フェムトセル構成以外のアクセスポイント構成（たとえば、ピ
コセル、マイクロセルなど）に適用可能であることを諒解されたい。ＦＡＰ２３０ａの実
施形態は、ＦＡＰ２３０ａに関連するフェムトセルカバレージエリア内での通信を可能に
するために（たとえば、エリアのカバレージの改善を与えるために、容量の増加を与える
ために、帯域幅の増加を与えるためになど）対応するセルラーネットワーク（たとえば、
マクロ通信ネットワーク１００ａ、またはその一部分）に対してネイティブな通信周波数
およびプロトコルを利用する。
【００６７】
　ＦＡＰ２３０ａは、図３Ａに明示的に示していない他のインターフェースと通信し得る
。たとえば、ＦＡＰ２３０ａは、ネイティブセルラーワイヤレスリンク（たとえば、「帯
域内」通信リンク）を介して、ＡＴ１１５など、様々な適宜に構成されたデバイスと通信
するためのトランシーバモジュール３１０の一部としてのネイティブセルラーインターフ
ェース（たとえば、動作中に比較的大きい電力量を消費し得るセルラーネットワーク通信
技法を利用する特殊なトランシーバ）と通信していることがある。そのような通信インタ
ーフェースは、限定はしないが、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、ＣＤＭＡ２
０００、ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ（ＧＳＭ）、ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆ
ｏｒ　ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭａｘ）、およびワイヤレスＬＡＮ（Ｗ
ＬＡＮ）を含む、様々な通信規格に従って動作し得る。同じくまたは代替的に、ＦＡＰ２
３０ａは、様々なデバイスまたは他のネットワークと通信するためのトランシーバモジュ
ール３１０の一部としての１つまたは複数のバックエンドネットワークインターフェース
（たとえば、インターネット、パケット交換ネットワーク、交換ネットワーク、無線ネッ
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トワーク、制御ネットワーク、ワイヤードリンクなどを介して通信を行うバックホールイ
ンターフェース）と通信していることがある。
【００６８】
　上記で説明したように、ＦＡＰ２３０ａはさらに、トランシーバモジュール３１０およ
び／またはフェムトプロキシモジュール３４０ａの一部として１つまたは複数のＯＯＢイ
ンターフェースと通信していることがある。たとえば、ＯＯＢインターフェースは、動作
中に比較的低い電力量を消費するトランシーバを含み得、および／または帯域内トランシ
ーバに対して帯域内スペクトル中に生じる干渉が小さくなり得る。そのようなＯＯＢイン
ターフェースは、ＡＴ１１５のＯＯＢ無線など、様々な適宜に構成されたデバイスに対し
て低電力ワイヤレス通信を行うために、実施形態に従って利用され得る。ＯＯＢインター
フェースは、たとえば、ブルートゥースリンク、超広帯域（ＵＷＢ）リンク、ＩＥＥＥ８
０２．１１（ＷＬＡＮ）リンクなどを与え得る。
【００６９】
　本明細書で使用する「高電力」および「低電力」という用語は相対語であり、電力消費
の特定のレベルを暗示しないことは明らかである。したがって、ＯＯＢデバイス（たとえ
ば、ＯＯＢビーコン、ＯＯＢフェムトプロキシモジュール３４０ａなどに関連づけられる
）は、所与の動作時間の間、（たとえば、マクロネットワークまたは他のＷＷＡＮ通信の
ための）ネイティブセルラーインターフェースよりも少ない電力を消費するにすぎない。
いくつかの実装形態では、ＯＯＢインターフェースはまた、マクロ通信インターフェース
と比較して、比較的より低い帯域幅の通信、比較的より短い距離の通信を行い、および／
または比較的より低い電力を消費する。しかしながら、ＯＯＢデバイスおよびインターフ
ェースが低電力、短距離、および／または低帯域幅であるという制限はないことを諒解さ
れたい。実施形態は、ＩＥＥＥ８０２．１１、ブルートゥース、ＰＥＡＮＵＴ、ＵＷＢ、
Ｚｉｇｂｅｅ、ＩＰトンネル、ワイヤードリンクなど、ワイヤレスまたはそれ以外にかか
わらず、任意の好適な帯域外リンクを使用し得る。その上、実施形態は、仮想ＯＯＢリン
クとして働くＷＷＡＮリンクを介するＩＰベースの機構（たとえば、ＷＷＡＮリンクを介
するＩＰトンネル）などの使用によって、仮想ＯＯＢリンクを利用し得る。
【００７０】
　例示的なフェムトプロキシモジュール３４０ａは、様々なタイプのＯＯＢ機能を与え得
、様々な方法で実装され得る。フェムトプロキシモジュール３４０ａは、スタンドアロン
プロセッサベースシステム、ホストデバイスと統合されたプロセッサベースシステム（た
とえば、アクセスポイント、ゲートウェイ、ルータ、スイッチ、リピータ、ハブ、コンセ
ントレータなど）など、様々な構成のデバイスを有し得る。たとえば、フェムトプロキシ
モジュール３４０ａは、様々なタイプの通信を可能にするための様々なタイプのインター
フェースを含み得る。
【００７１】
　いくつかのフェムトプロキシモジュール３４０ａは、本明細書ではワイヤレスリンクを
介して干渉緩和および／またはフェムトセル選択を行うために、他の適宜に構成されたデ
バイス（たとえば、ＡＴ１１５）と通信するためのトランシーバモジュール３１０の一部
としての１つまたは複数のＯＯＢインターフェース（たとえば、動作中に比較的低い電力
量を消費し得、および／または帯域内スペクトル中よりも生じる干渉が少なくなり得るト
ランシーバ）を含む。好適な通信インターフェースの一例は、時分割複信（ＴＤＤ）方式
を使用するブルートゥース対応トランシーバである。
【００７２】
　いくつかのフェムトプロキシモジュール３４０ａはまた、様々なデバイスまたはネット
ワークと通信するために、トランシーバモジュール３１０の一部として１つまたは複数の
バックエンドネットワークインターフェース（たとえば、パケット交換ネットワークイン
ターフェース、交換ネットワークインターフェース、無線ネットワークインターフェース
、制御ネットワークインターフェース、ワイヤードリンクなど）を含み得る。たとえば、
フェムトプロキシモジュール３４０ａは、ＦＡＰ２３０ａ、および／またはバックエンド
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ネットワークインターフェースを介してマクロ通信ネットワーク１００ａの他のマクロＢ
ＴＳ１０５と通信していることができる。フェムトプロキシモジュール３４０ａがＦＡＰ
２３０ａなどのホストデバイス内と統合される実施形態は、所望される場合、フェムトプ
ロキシモジュール３４０ａと他のネットワークもしくはデバイスとの間の通信を行うため
に、バックエンドネットワークインターフェースの代替として内部バスまたは他のそのよ
うな通信インターフェースを利用し得る。追加または代替として、実施形態によれば、フ
ェムトプロキシモジュール３４０ａとＦＡＰ２３０ａおよび／または他のデバイスもしく
はネットワークとの間の通信を行うために、ＯＯＢインターフェース、ネイティブセルラ
ーインターフェースなど、他のインターフェースが利用され得る。
【００７３】
　様々な他のアーキテクチャが、図３Ａで示すもの以外のフェムトプロキシシステム３９
０ａの実施形態によって可能である。ＦＡＰ２３０ａとフェムトプロキシモジュール３４
０ａは、コロケートされ、単一のデバイス中に統合され、構成要素などを共有するように
構成されることもされないこともある。たとえば、図３Ａのフェムトプロキシシステム３
９０ａは、アンテナ３０５とトランシーバモジュール３１０とメモリ３１５とプロセッサ
モジュール３２５とを含む、構成要素を少なくとも部分的に共有する統合されたＦＡＰ２
３０ａとフェムトプロキシモジュール３４０ａとを示す。
【００７４】
　図３Ｂは、図３Ａに示したアーキテクチャとは異なるフェムトプロキシシステム３９０
ｂのアーキテクチャを含む例示的なワイヤレス通信システム３００ｂのブロック図を示す
。図３Ａにおけるように、フェムトプロキシシステム３９０ｂは、フェムトプロキシモジ
ュール３４０ｂとＦＡＰ２３０ｂとを含む。しかしながら、図３Ａとは異なり、フェムト
プロキシモジュール３４０ｂおよびＦＡＰ２３０ｂの各々は、それ自体のアンテナ３０５
と、トランシーバモジュール３１０と、メモリ３１５と、プロセッサモジュール３２５と
を有する。両方のトランシーバモジュール３１０は、それらのそれぞれのアンテナ３０５
を介してＡＴ１１５と双方向に通信するように構成される。さらに、フェムトプロキシモ
ジュール３４０ｂとＦＡＰ２３０ｂの両方は、ＦＡＰゾーンマップ３５０と通信している
ように図示される。
【００７５】
　図４Ａおよび図４Ｂは、様々なサービスを提供するための通信ネットワークにおけるフ
ェムトセルアーキテクチャに関してさらなる詳細を示す。詳細には、図４Ａは、レガシー
回線サービスのための例示的なフェムトセルアーキテクチャに関する詳細を示す。たとえ
ば、図４ＡのネットワークはＣＤＭＡ１Ｘ回線交換サービスネットワークであり得る。図
４Ｂは、レガシーインターフェースを使用するパケットデータサービスアクセスのための
例示的なフェムトセルアーキテクチャに関する詳細を示す。たとえば、図４Ｂのネットワ
ークは１ｘＥＶ－ＤＯ（ＨＲＰＤ）パケットデータサービスネットワークであり得る。こ
れらの例示的なアーキテクチャは、図１～図３Ｂの通信システムおよびネットワークの部
分を示し得る。
【００７６】
　上記で説明したように、フェムトプロキシシステム３９０は、ＡＴ１１５を含むクライ
アントデバイスと通信するように構成される。図５Ａおよび図５Ｂは、図１～図４Ｂの通
信システムおよびネットワークのコンテキストにおいて図３Ａおよび図３Ｂのフェムトプ
ロキシシステム３９０とともに使用する例示的なモバイルアクセス端末（ＡＴ）１１５の
ブロック図５００を示す。ＡＴ１１５の実施形態は、パーソナルコンピュータ（たとえば
、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータなど
）、セルラー電話、ＰＤＡ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、インターネットアプラ
イアンス、ゲームコンソール、電子リーダーなど、様々な構成のデバイスを有し得る。考
察のために、ＡＴ１１５は、モバイル動作を可能にするために、小さいバッテリなど、内
部電リソース（図示せず）を有するモバイル構成で与えられると仮定する。
【００７７】
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　図５Ａおよび図５ＢのＡＴ１１５は、類似または同等の機能を提供するための２つの例
示的なアーキテクチャを表す。各ＡＴ１１５は、アンテナ５０５と、トランシーバモジュ
ール５１０と、メモリ５１５と、プロセッサモジュール５２５とを含み、その各々は、（
たとえば、１つまたは複数のバスを介して）互いと直接または間接的に通信し得る。トラ
ンシーバモジュール５１０は、上記で説明したように、アンテナ５０５ならびに／あるい
は１つまたは複数のワイヤードもしくはワイヤレスリンクを介して、１つまたは複数のネ
ットワークと双方向に通信するように構成される。たとえば、トランシーバモジュール５
１０は、マクロ通信ネットワーク（たとえば、図１の通信システム１００）のＢＴＳ１０
５と、また、特に、少なくとも１つのＦＡＰ３２０と双方向に通信するように構成される
。
【００７８】
　上記で説明したように、トランシーバモジュール５１０は、１つまたは複数のＯＯＢリ
ンクを介してさらに通信するように構成され得る。たとえば、実施形態は、ＦＡＰ２３０
への帯域内（たとえば、ＷＷＡＮ）リンクと、フェムトプロキシモジュール３４０への少
なくとも１つのＯＯＢリンクの両方を介して（たとえば、図３Ａおよび図３Ｂを参照しな
がら説明したように）フェムトプロキシシステム３９０と通信する。トランシーバモジュ
ール５１０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のためにアンテナ５０５に
供給し、アンテナ５０５から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含
み得る。いくつかの実施形態は単一のアンテナ５０５を含み得るが、実施形態は、一般に
、複数のリンクのための複数のアンテナ５０５を含む。
【００７９】
　メモリ５１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（ＲＯＭ）と
を含み得る。メモリ５１５は、実行されるとプロセッサモジュール５２５に本明細書で説
明する様々な機能（たとえば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど
）を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行
可能ソフトウェアコード５２０を記憶し得る。代替的に、ソフトウェア５２０は、プロセ
ッサモジュール５２５によって直接的に実行可能でないことがあるが、たとえば、コンパ
イルされ実行されると、コンピュータに本明細書で説明する機能を実行させるように構成
され得る。
【００８０】
　プロセッサモジュール５２５は、たとえば、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎまたはＡＭＤ（登録商標）製のものなどの中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコン
トローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などのインテリジェントハードウェアデバ
イスを含み得る。プロセッサモジュール５２５は、マイクロフォンを介してオーディオを
受信し、そのオーディオを、受信したオーディオを表す（たとえば、長さ３０ｍｓの）パ
ケットに変換し、そのオーディオパケットをトランシーバモジュール５１０に供給し、ユ
ーザが話しているかどうかの指示を与えるように構成された音声エンコーダ（図示せず）
を含み得る。代替的に、エンコーダはパケットのみをトランシーバモジュール５１０に供
給し、パケット自体の供給または抑制／抑圧が、ユーザが話しているかどうかの指示を与
え得る。
【００８１】
　メモリ５１５は、ＡＴゾーンマップ５３０を記憶するように構成され得る。上述のよう
に、ＡＴゾーンマップ５３０は、フェムトセルカバレージエリア、たとえばＡＴ１１５の
ホームＦＡＰ２３０カバレージエリアの様々なゾーンのいくつかのまたはすべてに対する
ゾーンシグネチャを含み得る。もちろん、メモリ５１５はまた、通信およびまたはＡＴ１
１５の他の機能を可能にするための情報を記憶し得る。たとえば、メモリ５１５は、帯域
外ピコネット、ネットワークセッティング、タイミングパラメータ、ネットワークリッス
ン情報などに対するホッピングパターンを記憶し得る。
【００８２】
　図５Ａの例示的なアーキテクチャによれば、ＡＴ１１５ａは、ゾーンマッピングサブシ
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ステム５３５ａと、マクロ通信サブシステム５４０ａと、ＯＯＢ通信サブシステム５４５
ａと、フェムト通信サブシステム５５０ａとをさらに含む。これらの様々なサブシステム
を、ＡＴ１１５の構成要素として示す。たとえば、構成要素サブシステムは、バスを介し
てＡＴ１１５ａの他の構成要素の一部または全部と通信している別々の構成要素であり得
る。
【００８３】
　ＡＴ１１５の一例では、構成要素サブシステムは以下のように動作し得る。上述のよう
に、ＡＴゾーンマップ５３０は、ホームＦＡＰ２３０カバレージエリアのいくつかのゾー
ンのうちの１つに関連づけられたマクロシグネチャを各ゾーンシグネチャが表す、ゾーン
シグネチャを含む。マクロ通信サブシステム５４０ａは、近接するマクロＢＴＳ１０５か
らのマクロ信号を検出し、検出されたマクロ信号に応じてマクロシグネチャを計算し、マ
クロシグネチャがＡＴゾーンマップ５３０内のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する
か否かを判断するように構成される。ＯＯＢ通信サブシステム５４５ａは、検出されたマ
クロシグネチャがゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると、ＯＯＢフェムトプロキシ
（たとえば、フェムトプロキシシステム３９０）を検出するためにスキャンを開始するよ
うに構成される。フェムト通信サブシステム５５０ａは、ＯＯＢフェムトプロキシがＯＯ
Ｂ通信サブシステム５４５ａによって検出されると、ＦＡＰ２３０との通信が利用可能に
なるように構成される。
【００８４】
　ゾーンマッピングサブシステム５３５ａは、ＡＴゾーンマップ５３０（および／または
ＦＡＰゾーンマップ３５０）を生成し、更新し、改善し、検証し、かつ／または場合によ
ってはＡＴゾーンマップ５３０に影響を及ぼすように構成され得る。１つの例示的なゾー
ンマッピングサブシステム５３５ａは、ＡＴ１１５がフェムトプロキシシステム３９０に
接続されると、近接して配置されるビーコンソース（図２のビーコンソース２５０）から
発生しているビーコン信号を検出する。ゾーンマッピングサブシステム５３５ａは、検出
されたビーコン信号の組合せに応じて現在のビーコンシグネチャを計算し得、現在のビー
コンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアのゾーンを決定し得る。ゾーン
シグネチャは、（たとえば、マクロ通信サブシステム５４０ａから）検出されたマクロシ
グネチャを、現在のビーコンシグネチャに対応するフェムトセルカバレージエリアのゾー
ンに関連づけることによって生成され得る。ＡＴゾーンマップ５３０（および／またはＦ
ＡＰゾーンマップ３５０）が、それに応じて更新され得る。代替として、ゾーンマッピン
グサブシステム５３５ａは、フェムトプロキシシステム３９０からＡＴ１１５に少なくと
も１つのゾーンシグネチャをダウンロードし得、それに応じてＡＴゾーンマップ５３０を
更新し得る。
【００８５】
　特に、構成要素サブシステムの機能は、他の方法で実装され得る。たとえば、図５Ｂの
例示的なアーキテクチャによれば、ＡＴ１１５ｂは、ゾーンマッピングコントローラ５３
５ｂと、マクロ通信コントローラ５４０ｂと、ＯＯＢ通信コントローラ５４５ｂと、フェ
ムト通信コントローラ５５０ｂとを含む。これらの様々なコントローラは、プロセッサモ
ジュール５２５の一構成要素（たとえば、ハードウェア要素および／またはソフトウェア
要素）として示され、それぞれ、図５Ａのゾーンマッピングサブシステム５３５ａと、マ
クロ通信サブシステム５４０ａと、ＯＯＢ通信サブシステム５４５ａと、フェムト通信サ
ブシステム５５０ａとの機能を実行し得る。代替として、構成要素サブシステムまたはコ
ントローラのいくつかのもしくはすべての機能が、コンピュータプログラム製品の一部と
して、または何らかの他の方法で実装され得る。
【００８６】
　ＡＴ１１５が、マクロ（たとえば、セルラー）ネットワークと、１つまたは複数のＯＯ
Ｂネットワーク（たとえば、フェムトプロキシモジュール３４０リンク）の両方とインタ
ーフェースするための通信機能を含むことは、注目に値する。たとえば、いくつかのＡＴ
１１５は、ネイティブセルラーワイヤレスリンクを介して他の適宜に構成されたデバイス
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と通信するために（たとえば、ＦＡＰ２３０を介したマクロ通信ネットワークとのリンク
を確立するために）トランシーバモジュール５１０、マクロ通信サブシステム５４０ａ、
および／またはフェムト通信サブシステム５５０ａの一部としてネイティブセルラーイン
ターフェース（たとえば、動作中に比較的大きい電力量を消費するセルラーネットワーク
通信技法を利用するトランシーバ）を含む。ネイティブセルラーインターフェースは、限
定はしないが、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＷｉＭａｘ、およびＷＬＡＮ
を含む１つまたは複数の通信規格に従って動作し得る。
【００８７】
　さらに、ＡＴ１１５は、ワイヤレスリンクを介して他の適宜に構成されたデバイスと通
信するためのトランシーバモジュール５１０および／またはＯＯＢ通信サブシステム５４
５ａの一部として実装されたＯＯＢインターフェース（たとえば、動作中に比較的低い電
力量を消費し得、および／または帯域内スペクトル中よりも生じる干渉が少なくなり得る
トランシーバ）をも含み得る。好適なＯＯＢ通信インターフェースの一例は、時分割複信
（ＴＤＤ）方式を使用するブルートゥース対応トランシーバである。Ｚｉｇｂｅｅ準拠ト
ランシーバのような他の例が、上述されている。
【００８８】
　ＡＴ１１５が（たとえば、ロケーションシグネチャを分析することによって）好ましい
ユーザゾーン内で配置されていること、ＡＴ１１５のロケーションがしばらくの間変わっ
ていないことなど、様々な測定、決定などを含む実施形態による照会またはページをフェ
ムトプロキシモジュール３４０に送るために、様々なタイプのトリガ条件が、ＡＴ１１５
に、ＯＯＢインターフェース（たとえば、ブルートゥース無線）をアクティベートさせ得
ることが諒解されよう。１つまたは複数のトリガ条件を確立することにおいて、ＡＴ１１
５は、フェムトプロキシモジュール３４０および／またはＦＡＰ２３０と関連しながら、
ロケーションシグネチャ（たとえば、上述のようなビーコンシグネチャ、マクロシグネチ
ャ、ゾーンシグネチャなど）を収集し得る。追加または代替として、ＦＡＰ２３０のネッ
トワークリッスン（ＮＬ）が、ネットワーク環境測定を実行し得、それによりネットワー
クプランニングタスクが、ＦＡＰ２３０および／またはフェムトプロキシモジュール３４
０のサービスエリア内のシグネチャを予測するために実行され得る。
【００８９】
　上記のシグネチャは、フェムトプロキシモジュール３４０が要求されるべきロケーショ
ンの中にＡＴ１１５が存在することを判断することにおいて後で使用するために、所定の
フォーマット（たとえば、ＰＮオフセット、Ｃｅｌｌ　ＩＤ、ＮＩＤ、ＳＩＤ、Ｅｃ／Ｉ
ｏ、他）などにおいて、レコードで提供され得る。たとえば、上記で説明したように、Ａ
Ｔ１１５は、おそらく、近接エージェントリソースロケーション（ＰＡＲＬ：proximity 
agent resource location）シグネチャなどのシグネチャをマーキングするかまたは場合
によっては指定して、ＡＴ１１５のメモリ内（たとえば、ＡＴゾーンマップ５３０内）に
そのシグネチャを記憶し得る。もちろん、ＰＡＲＬシグネチャは、ＰＳＣ、ＲＳＣＰなど
、上記の例示的なパラメータの追加または代替としてパラメータを利用し得る。複数のそ
のようなＰＡＲＬシグネチャは、複数のロケーション（ホーム、オフィス、頻繁に訪問す
るロケーションなど）においてフェムトプロキシモジュール３４０の動作を可能にするな
どのために記憶され得る。さらに、本明細書で論じるように、複数のゾーン固有のＰＡＲ
Ｌシグネチャが、（たとえば、ＦＡＰ２３０に対する単一のＰＡＲＬを使用するのではな
く）フェムトセル検出を改善するために使用され得る。
【００９０】
　ＡＴ１１５がＰＡＲＬシグネチャによって潜在的に表されるロケーションの中または近
くにある（たとえば、クライアントデバイスが対応するマクロＢＴＳ１０５のいずれかに
キャンプオンしている）ときはいつでも、ＡＴ１１５は、現在の測定されたシグネチャを
記憶されているＰＡＲＬシグネチャと比較して、一致が発見されるとＯＯＢ探索プロセス
を始動するように動作し得る（たとえば、一致は、マクロＢＴＳ１０５パイロットのいず
れかが、たとえばＰＡＲＬシグネチャ値の±ｘの中にあることを意味し得る）。しかしな
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がら、シグネチャまたはトリガ条件が一致するが、フェムトプロキシモジュール３４０が
数個の試行で発見されない場合は、ＡＴ１１５のいくつかの実施形態の動作は、従来型ま
たは他のリソース選択技法（たとえば、伝統的なフェムトセル発見手法）に頼る。
【００９１】
　実施形態によるフェムトプロキシモジュール３４０のサービスを要求する動作は、フェ
ムトプロキシモジュール３４０とともに動作するようになされたＡＴ１１５によって、ト
リガ条件を使用して不必要な背景探索を回避することを介して、電力消費にほとんど影響
を及ぼさない（たとえば、クライアントデバイスの待機時間にほとんど影響を及ぼさない
）ことを生じ得ることを諒解されたい。すなわち、フェムトプロキシモジュール３４０が
上記で説明したようなトリガ条件の存在に基づいてＯＯＢリンクを介して検出することは
、より多くの従来型のフェムトセル探索よりも少ない電力を消費し得る。その上、フェム
トプロキシモジュール３４０とともに動作するようになされたＡＴ１１５は、ＦＡＰ２３
０に近接しているとき（たとえば、フェムトプロキシモジュール３４０を検出していると
き）だけＦＡＰ２３０に対する背景探索を実行するように動作し得、それにより省電力が
もたらされる。上記は、ネットワークのマクロセルと関連して動作している他のＡＴ１１
５への干渉を生じることなく、行われ得ることを諒解されたい。
【００９２】
　上記で説明したように、いくつかの追加の特徴が、フェムトセルカバレージエリアを複
数のゾーン（たとえば、図２を参照して説明したゾーン２２０）に区分することによって
可能にされ得る。図６～図１０で、追加のＡＴ１１５および／またはフェムトプロキシシ
ステム３９０の機能を提供するためのゾーンを作成し使用するための様々な技法について
論じる。最初に図６を参照すると、ゾーンマップを生成するための方法６００のフローチ
ャートが示される。生成されたゾーンマップは、ＡＴゾーンマップ５３０および／または
ＦＡＰゾーンマップ３５０として記憶され得る。
【００９３】
　方法６００は、ステージ６０５で、ユーザの建物の中にフェムトセルを配置することに
よって開始する。たとえば、フェムトプロキシシステム３９０が、ユーザのホームまたは
オフィス内にインストールされ、それにより有効なフェムトセルカバレージエリアが作成
される。ステージ６１０で、ビーコンソースは、ゾーンを確立するためにフェムトセルの
ロケーションに関連する様々なロケーションにおいて配置される。たとえば、図２に示す
ように、ビーコンソース２５０は、複数のゾーン２２０を作成するためにユーザの建物２
１０全体に分散され得る。ステージ６１５で、マクロシグネチャが各ゾーンに対して検出
（たとえば、および／または計算）され、ゾーンマップ内に記憶される。生成されたゾー
ンマップは、それぞれ、ＡＴ９５および／またはＦＡＰ２３０において、ＡＴゾーンマッ
プ５３０および／またはＦＡＰゾーンマップ３５０として記憶され得る。
【００９４】
　生成されたゾーンマップは、様々な方法でＦＡＰ２３０においてＦＡＰゾーンマップ３
５０として記憶され得る。いくつかの実施形態によれば、生成されたゾーンマップは、そ
れぞれのＡＴゾーンマップ５３０としてＡＴ９５において記憶され、ＡＴゾーンマップ５
３０は、ＦＡＰゾーンマップ３５０を更新し、検証し、または置き換えるためにＦＡＰ２
３０に周期的に（またはそれ以外で）アップロードされる。他の実施形態によれば、ＦＡ
Ｐ２３０のネットワークリッスン機能が、様々なゾーンに対するマクロシグネチャを決定
するために使用され、マクロシグネチャは、次いで、ＦＡＰ２３０においてＦＡＰゾーン
マップ３５０として記憶される。
【００９５】
　ステージ６１５におけるように、ゾーンに対するマクロシグネチャを検出するために（
すなわち、ゾーンシグネチャを生成するために）、多くの方法が存在することが上記の説
明から諒解されよう。図７Ａは、たとえば図６のステージ６１５による、ゾーンシグネチ
ャを生成するための例示的な方法６１５ａのフローチャートを示す。方法６１５ａは、ス
テージ７０５で、アクセス端末をフェムトプロキシシステムのフェムトセルと通信可能に
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接続することによって開始する。たとえば、方法６１５ａの開始時に、ＡＴ９５がフェム
トプロキシシステム３９０のＦＡＰ２３０に接続され、ＦＡＰ２３０は、フェムトプロキ
シシステム３９０と接続するように登録、または場合によっては認可される（たとえば、
ホームフェムト、オフィスフェムトなど）。
【００９６】
　ステージ７１０で、現在のビーコンシグネチャが、検出された近接して配置されたビー
コンソースから発生するビーコン信号の組合せに応じて、（たとえば、アクセス端末を使
用して）計算される。たとえば、図２を参照して説明したように、（たとえば、フェムト
プロキシシステム３９０内のビーコンソース２５０から発生するビーコン信号を含み得る
）いくつかのビーコンソース２５０から発生するＯＯＢビーコン信号が、ＡＴ１１５によ
って検出される。ＡＴ１１５は、ビーコン信号、および／またはそれらの検出されたビー
コン信号が発生しているビーコンソース２５０の識別子に応じてビーコンシグネチャを生
成し得る。
【００９７】
　ステージ７１５で、アクセス端末が現在配置されているフェムトセルカバレージエリア
のゾーンの決定が、（たとえば、ＡＴ１１５またはフェムトプロキシシステム３９０によ
って）なされる。ステージ７１５での決定は、ビーコンシグネチャに応じてなされる。た
とえば、各ゾーンは、そのゾーン内（たとえば、そのゾーン内のいくつかの中央ロケーシ
ョン内）で検出されたビーコンシグネチャと有効に相関され得る。ステージ７１０および
７１５の場合のように、以前に画定されたゾーンを定義および／または認識するためにビ
ーコンシグネチャを使用することは、ゾーンの定義は静的であっても動的であってもよい
ことを示唆することが諒解されよう。たとえば、ゾーンは、アプリオリに定義されてよく
、静的のままであるものと仮定されてよい。代わりに、ゾーンは、検出されたビーコンシ
グネチャによって継続的に更新（たとえば、または検証など）されてよい。ビーコンソー
ス２５０が障害に遭遇するか、移動されるか、または追加もしくは削除されるなどの場合
、ゾーンの定義は適切に修正され得る。
【００９８】
　ステージ７２０で、マクロ信号が、マクロ通信ネットワークからアクセス端末によって
検出され得る。たとえば、ＡＴ１１５が現在キャンピングしているマクロネットワーク上
のマクロＢＴＳ１０５の信号強度を、ＡＴ１１５は常時または周期的に測定し得る。マク
ロＢＴＳ１０５の識別子および検出されたマクロ信号に関連する信号強度は、アイドルハ
ンドオフを決定すること、好ましいＢＴＳ１０５のノードを探索することなどにおいて、
いくつかの標準的機能のために、ＡＴ１１５によって使用され得る。したがって、ステー
ジ７２０での検出は、マクロネットワーク上にある間のＡＴ１１５の標準的動作の一部で
あってよく、またはなくてもよい。場合によっては、ステージ７２５で、現在のマクロシ
グネチャが、検出されたマクロ信号に応じて（たとえば、ＡＴ１１５によって）計算され
る。
【００９９】
　ステージ７３０で、ゾーンシグネチャが、ステージ７２５で計算された現在のマクロシ
グネチャを、現在のビーコンシグネチャと対応するためにステージ７１５で決定されたフ
ェムトセルカバレージエリアのゾーンに関連づけることによって生成される。ステージ７
３５で、ゾーンマップが、生成されたゾーンシグネチャに応じて更新され得る。たとえば
、生成されたゾーンシグネチャと現在記憶されているゾーンシグネチャとの間の差分が計
算され得る。いくつかの実施形態では、ゾーンマップに対する過剰な更新を回避するため
に、たとえば差分が顕著である（かまたは、たとえばある所定の閾値を超える）ときだけ
、ステージ７３５でゾーンマップが更新される。
【０１００】
　上記で説明したように、更新されたゾーンマップは、ＡＴ１１５のＡＴゾーンマップ５
３０であってよく、かつ／あるいはＦＡＰ２３０のＦＡＰゾーンマップ３５０であってよ
い。たとえば、ＡＴゾーンマップ５３０は、ＡＴ１１５において更新され得、その後、Ｆ
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ＡＰゾーンマップ３５０を更新するためにフェムトプロキシシステム３９０にアップロー
ドされ得る。代わりに、（たとえば、ステージ７１５、７２５および７３０の）シグネチ
ャ生成のいくつかまたはすべては、必要な場合にＦＡＰゾーンマップ３５０の更新におい
て使用するためにフェムトプロキシシステム３９０において実施され得る。情報は、その
後、ＡＴゾーンマップ５３０の更新または生成において使用するために、全体的にまたは
部分的にＡＴ１１５にダウンロードされ得る。
【０１０１】
　たとえば図６のステージ６１５による、ゾーンシグネチャを生成するための別の例示的
な方法６１５ｂのフローチャートを、図７Ｂに示す。方法６１５ｂのいくつかのステージ
は、図７Ａを参照して説明したステージと実質的に同等であり得、方法６１５ｂの記載に
対する追加のコンテキストと明快さとを与えるために、破線の囲みで示される。たとえば
、図７Ａにおけるように、方法６１５ｂは、ステージ７０５でアクセス端末をフェムトプ
ロキシシステム３９０のフェムトセルと通信可能に接続することによって開始する。
【０１０２】
　ひとたびアクセス端末がフェムトセルと接続すると、様々なパスが方法６１５ｂを介し
てトラバースされ得る。１つのパスによれば、アクセス端末は、ステージ７４５で、単に
、フェムトプロキシシステムのゾーンマップ（たとえば、ＦＡＰゾーンマップ３５０）に
応じてアクセス端末ゾーンマップ（たとえば、ＡＴゾーンマップ５３０）をダウンロード
し得る。たとえば、ＡＴゾーンマップ５３０を、ダウンロードによって（たとえば、「オ
ンザフライで」）生成し、ＡＴ１１５とフェムトプロキシシステム３９０とのゾーンのビ
ューを周期的に同期させるために使用し、ＡＴゾーンマップ５３０を検証および／または
更新するために使用することなどができる。
【０１０３】
　異なるパスによれば、方法６１５ｂは、検出された近接して配置されたビーコンソース
から発生するビーコン信号の組合せに応じて、現在のビーコンシグネチャが（たとえば、
アクセス端末を使用して）計算されるステージ７１０に進み得る。ステージ７１５で、ア
クセス端末が現在配置されているフェムトセルカバレージエリアのゾーンの決定がなされ
る。このステージで、方法６１５ｂは、再び分岐し得る。１つのパスによれば、各ゾーン
シグネチャは、図７Ａのステージ７２０～７３０を参照しながら説明するように生成され
る。詳細には、マクロ信号が、ステージ７２０でマクロ通信ネットワークからアクセス端
末によって検出され得、ステージ７２５で計算される現在のマクロシグネチャを生成する
ために使用され得、ステージ７３０で対応するゾーンシグネチャを生成するためにステー
ジ７１５で決定された現在のゾーンと相関させられ得る。別のパスによれば、ステージ７
１５で決定された現在のゾーンに対応するゾーンシグネチャが、ステージ７４０でフェム
トプロキシシステム３９０から（たとえば、ＦＡＰゾーンマップ３５０から）ダウンロー
ドされる。
【０１０４】
　生成またはダウンロードされたゾーンシグネチャは、１つまたは複数のゾーンマップを
更新または改善するために使用され得る。ステージ７３５ａで、アクセス端末内のゾーン
マップが、ステージ７３０または７４０からのゾーンシグネチャに応じて更新される。ス
テージ７３５ｂで、フェムトプロキシシステム３９０内のゾーンマップが、ステージ７３
０または７４０からのゾーンシグネチャに応じて更新される。ゾーンマップからの情報は
、場合によっては共有され得る。たとえば、ＡＴゾーンマップ５３０が、ＦＡＰゾーンマ
ップ３５０を更新するために使用され得、かつ／またはＦＡＰゾーンマップ３５０が、Ａ
Ｔゾーンマップ５３０を更新するために使用され得る。ある例示的な場合には、ＡＴゾー
ンマップ５３０およびＦＡＰゾーンマップ３５０が、ブロック７４５で同期される。
【０１０５】
　ゾーンが確立され、部分的または完全なゾーンマップが生成され、それらは、様々なタ
イプの機能を提供するために使用され得る。この機能のいくつかを、図８～図１０の方法
によって示す。図８は、区分されたフェムトセルカバレージエリアの情報を使用するアク
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セス端末ＯＯＢ無線の選択的アクティベートのための例示的な方法８００のブロック図を
示す。
【０１０６】
　方法８００は、ステージ８０５で、マクロ通信ネットワークからのマクロ信号をアクセ
ス端末において検出することによって開始する。たとえば、ＡＴ１１５が現在キャンピン
グしているマクロネットワーク上のマクロＢＴＳ１０５の信号強度を、ＡＴ１１５は常に
または周期的に測定し得る（たとえば、閾値に基づいて周期的にまたはそれ以外で）。し
たがって、ステージ７２０での検出は、マクロネットワーク上にある間、ＡＴ１１５の標
準的動作の一部であってよく、またはなくてもよい。場合によっては、ステージ８１０で
、現在のマクロシグネチャが、検出されたマクロ信号に応じて（たとえば、ＡＴ１１５に
よって）計算される。
【０１０７】
　現在のマクロシグネチャを計算するための１つの例示的な方法９００を、図９に示す。
図示のように、図８のステージ８０５（参照のために破線の囲いで示す）でマクロ通信ネ
ットワークからのマクロ信号をアクセス端末において検出した後、ステージ９０５で、Ｎ
個の最強の検出されたマクロ信号およびそれぞれのマクロ識別子が決定され得る。たとえ
ば、ステージ８１０で、マクロシグネチャの生成に使用するために３つの最強のマクロ信
号だけを選択することが望ましい。
【０１０８】
　Ｎ個の最強のマクロ信号は、マクロ信号を生成するために、たとえばゾーン毎にマクロ
信号内に見られる変化の量に応じて、異なる方法で使用され得る。図示のように、ステー
ジ９１０で、マクロシグネチャは、マクロ識別子それぞれの信号強度に応じて順序づけら
れても順序づけられなくてもよいＮ個のマクロ識別子のセットとして構築され得る。たと
えば、３つのマクロＢＴＳ１０５（Ａ、ＢおよびＣ）からのマクロ信号が検出される場合
、１つの例示的なマクロシグネチャは、順序づけられないセット「［Ａ　Ｂ　Ｃ］」を含
む。別の例示的なマクロシグネチャは、同じセットであるが、信号強度に応じて順序づけ
られたセット（たとえば、「［Ｂ　Ｃ　Ａ］」、ここでＢはＣより強く、ＣはＡより強い
）を含み得る。もちろん、多くの他のタイプのマクロシグネチャが生成され得る。たとえ
ば、マクロシグネチャとして使用するために組み合わされた信号を生成するために、式ま
たはアルゴリズムが、マクロ識別子、信号強度などに適用され得る。
【０１０９】
　図８の方法８００に戻ると、ステージ８１５で、ステージ８１０による現在のマクロシ
グネチャがゾーンマップ（たとえば、ＡＴゾーンマップ５３０）内にローカルに記憶され
たいくつかのゾーンシグネチャのうちの１つと相関するか否かについて判断がなされる。
たとえば、ゾーンマップ内のゾーンシグネチャが、フェムトセルカバレージエリアのいく
つかのゾーンのうちの１つに以前に関連づけられたマクロシグネチャを表す。以前の関連
が、それぞれ、図７Ａの方法６１５ａもしくは図７Ｂの方法６１５ｂ、または何らかの他
の方法に応じていくつかの場合において実施され得る。たとえば、ゾーンマップが、アプ
リオリおよび／または動的に生成され得る。
【０１１０】
　ブロック８１５で、現在のマクロシグネチャがゾーンマップ内にローカルに記憶された
ゾーンシグネチャのいずれとも相関しないという決定がなされる場合、方法８００は、ブ
ロック８１０に戻り得る。上記で説明したように、ＡＴ１１５が現在キャンプされている
マクロネットワーク上のマクロＢＴＳ１０５の信号強度を、ＡＴ１１５は測定することを
継続し得る（たとえば、閾値に基づいて周期的にまたはそれ以外で）。たとえば、方法８
００が実施されるときにＡＴ１１５のＯＯＢ無線がオフである場合、ＯＯＢ無線はアクテ
ィベートされ得ない。方法８００が実施されるときにＡＴ１１５のＯＯＢ無線がオンであ
る場合、ＯＯＢ無線はフェムトプロキシシステム３９０のＯＯＢフェムトプロキシ（フェ
ムトプロキシモジュール３４０）を探索するように指示され得ない。
【０１１１】
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　いくつかの実施形態では、ブロック８１５で、現在のマクロシグネチャが、ゾーンマッ
プ内にローカルに記憶されたゾーンシグネチャのうちの少なくとも１つと相関するという
決定がなされる場合、方法８００は、フェムトプロキシシステムの帯域外フェムトプロキ
シを検出するために、アクセス端末内のＯＯＢサブシステムをアクティベートし得る。た
とえば、ＡＴ１１５内のブルートゥース無線がアクティベートされ得る。図５Ａを参照し
て上記で説明したように、例示的なＡＴ１１５において、ＡＴ１１５ａのＯＯＢ通信サブ
システム５４５ａが、フェムトプロキシシステム３９０のフェムトプロキシモジュール３
４０を探索するために、アクティベートされ得、かつ／または指示され得る。
【０１１２】
　他の実施形態では、ブロック８１５で、現在のマクロシグネチャが、ゾーンマップ内に
ローカルに記憶されたゾーンシグネチャのうちの少なくとも１つと相関するという決定が
なされる場合、方法８００は、フェムトプロキシシステムのフェムトセルを検出するため
に、アクセス端末内のＷＷＡＮサブシステムをアクティベートし得る。たとえば、ＡＴ１
１５内のＷＷＡＮ無線がアクティベートされ得る。次いで、フェムトセルページングプロ
シージャが開始し得、それによってＡＴ１１５が、フェムトプロキシシステム３９０のＦ
ＡＰ２３０を検出し得る。
【０１１３】
　ある場合には、ステージ８２５で、アクセス端末のＯＯＢサブシステムがアクティベー
トされると、他の機能が実施され得る。図１０は、図８の方法８００に続く例示的な方法
１０００のフローチャートを示す。図８のステージ８２５（参照のため破線の囲いで示す
）でアクセス端末のＯＯＢサブシステムをアクティベートした後、方法１０００は、ステ
ージ１００５で帯域外フェムトプロキシをスキャンするためにアクセス端末のＯＯＢサブ
システムを使用し得る。
【０１１４】
　ステージ１００５で、ＯＯＢフェムトプロキシのスキャンが成功する場合、フェムトプ
ロキシシステム３９０のフェムトセルを検出するために、ステージ１０１０でさらなるス
キャンが開始され得る。説明したように、このことは、ＡＴ１１５、ＦＡＰ２３０などの
動作に影響を及ぼすことを伴い得る。たとえば、ＦＡＰ２３０は、送信電力を増加するこ
とによってフェムトセルカバレージエリアを広げ（bloom）得、かつ／またはＡＴ１１５
は、そのホーム（またはいくつかの他の登録された）ＦＡＰ２３０を探索することを開始
し得る。もしフェムトセルがアクセス端末によって検出されるときは、アクセス端末は、
ステージ１０１５でフェムトセルと通信可能に接続（たとえば、接続）し得る。
【０１１５】
　本開示の実施形態は、特に、既存のネットワーク内での配備に好適であり得ることを諒
解されたい。たとえば、実施形態は、クライアントデバイスプロビジョニングなしに、か
つ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）構成なしに配備され得る。その上、実施形態によ
る動作において、ＯＯＢ近接エージェントが発見されない場合、クライアントデバイスは
、必要な場合、既存のフェムトセル発見および選択技法に頼り得る。たとえば、マクロセ
ル信号強度がそのような閾値の下に低下する（たとえば、インター周波数探索に対してＣ
ＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏ＜Ｓｉｎｔｅｒｓｅａｒｃｈ、およびイントラ周波数探索に対して
ＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｉｏ＜Ｓｉｎｔｅｒｓｅａｒｃｈ）とき、たとえクライアントデバイ
スの帯域外技法がＯＯＢフェムトプロキシを検出しなくても、クライアントデバイスが、
再選択するためにセルを探索するように、通常の探索閾値（たとえば、Ｓｉｎｔｅｒｓｅ
ａｒｃｈ閾値）が保持され得る。したがって、実施形態は、フェムトセル選択技法を置き
換えるのではなく補助し得る。
【０１１６】
　上記で説明した方法の様々な動作は、対応する機能を実行することが可能な任意の好適
な手段によって実行され得る。それらの手段は、限定はしないが、回路、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、またはプロセッサを含む、様々な（１つまたは複数の）ハードウェ
アおよび／またはソフトウェア構成要素および／またはモジュールを含み得る。
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【０１１７】
　本開示に関連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、
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信号（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル
論理デバイス（ＰＬＤ）、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要
素、あるいは本明細書で説明した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
を用いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができ
るが、代替として、プロセッサは、任意の市販のプロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサは、コンピューティングデ
バイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰ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することもできる。
【０１１８】
　本開示に関連して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアか
、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールか、またはその２つの組合せで
実施できる。ソフトウェアモジュールは、任意の形態の有形記憶媒体中に常駐し得る。使
用できる記憶媒体のいくつかの例には、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用
メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジス
タ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどがある。ソフトウェアモ
ジュールは、単一の命令、または多数の命令であり得、いくつかの異なるコードセグメン
ト上で、異なるプログラム間で、および複数の記憶媒体にわたって分散され得る。記憶媒
体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取ることができ、その記憶媒体に情報を
書き込むことができるように、プロセッサに結合できる。代替として、記憶媒体はプロセ
ッサに一体化することができる。
【０１１９】
　本明細書で開示する方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数のステップ
またはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、特許請求の
範囲から逸脱することなく互いに交換することができる。言い換えれば、ステップまたは
アクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクション
の順序および／または使用は本開示の範囲または特許請求の範囲から逸脱することなく変
更できる。
【０１２０】
　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、またはそれらの組合
せで実装できる。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として有形
コンピュータ可読媒体に記憶され得る。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有形媒体であり得る。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－ＲＯＭ、または他の光ディス
クストレージ、磁気ディスクストレージ、または他の磁気ストレージデバイス、あるいは
命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用
され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の有形媒体を備えることがで
きる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディ
スク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（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Ｂｌｕ－
ｒａｙ（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。
【０１２１】
　したがって、いくつかの態様は、本明細書で提示する動作を実行するためのコンピュー
タプログラム製品を備え得る。たとえば、そのようなコンピュータプログラム製品は、本
明細書で説明した動作を実行するために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能で
ある命令を有形に記憶（および／または符号化）したコンピュータ可読有形媒体であり得
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る。いくつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージング材料を含み得る
。
【０１２２】
　ソフトウェアまたは命令はまた、送信媒体を介して送信できる。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、送信媒体の定義に含まれる。
【０１２３】
　さらに、本明細書に記載の方法および技法を実行するためのモジュールおよび／または
他の適切な手段は、適用可能な場合にユーザ端末および／または基地局によってダウンロ
ードおよび／または他の方法で取得できることを諒解されたい。たとえば、本明細書で説
明した方法を実行するための手段の転送を可能にするために、そのようなデバイスをサー
バに結合することができる。代替的に、本明細書で説明される様々な方法は、ユーザ端末
および／または基地局がストレージ手段をデバイスに結合するかまたは与えると様々な方
法を得ることができるように、ストレージ手段（たとえば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクト
ディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなど物理記憶媒体など）によって提供できる
。さらに、本明細書で説明する方法および技法をデバイスに与えるための任意の他の適切
な技法を利用することができる。
【０１２４】
　本教示およびそれらの利点について詳細に説明したが、添付の特許請求の範囲によって
規定される本教示の技術から逸脱することなく様々な変更、置換および改変を本明細書で
行うことができることを理解されたい。さらに、本出願の範囲は、本明細書で説明するプ
ロセス、機械、製造、組成物、手段、方法およびステップの特定の態様に限定されるもの
ではない。当業者なら本開示から容易に諒解するように、本明細書で説明する対応する態
様と実質的に同じ機能を実行するか、または実質的に同じ結果を達成する、現存するかま
たは後で開発される、プロセス、機械、製造、組成物、手段、方法、またはステップは本
教示に従って利用され得る。したがって、添付の特許請求の範囲は、それらの範囲内にそ
のようなプロセス、機械、製造、組成物、手段、方法、またはステップを含むものとする
。
　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。
　　［Ｃ１］
　フェムトセルを発見するための方法であって、
　アクセス端末で複数のマクロセルを検出することと、ここで、各マクロ信号は、マクロ
識別子に対応するマクロセルと関連づけられ、前記マクロセルは、通信サービスを前記ア
クセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部である、
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して現在のマクロ
シグネチャを計算することと、
　前記現在のマクロシグネチャがゾーンマップ内にローカルに記憶された複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するか否かを判断することと、ここで、各ゾーンシグネチャ
は、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンのう
ちの１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることと
を備える、方法。
　　［Ｃ２］
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
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きに、前記フェムトセルを検出するために前記アクセス端末内のフェムト通信サブシステ
ムをアクティベートすることを備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、帯域外フェムトプロキシを検出するために前記アクセス端末内の帯域外サブシステ
ムをアクティベートすることを備え、前記帯域外フェムトプロキシは、フェムトプロキシ
システムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記帯域外フェムトプロキシが前記アクセス端末によって検出された後、前記フェムト
プロキシシステムの前記フェムトセルを検出するために前記アクセス端末においてスキャ
ンを開始することと、
　前記フェムトセルが前記アクセス端末によって検出されると、前記アクセス端末を前記
フェムトセルと通信可能に接続することと
をさらに備える、［Ｃ３］に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記帯域外サブシステムおよび前記帯域外フェムトプロキシは、ブルートゥース通信リ
ンクを介して通信するように構成される、
［Ｃ３］に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記アクセス端末が前記フェムトセルカバレージエリア内に配置される状態で、前記ア
クセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記アクセス端末が、前記フェムトセルと通信可能に接続され、前記フェムトセルカバ
レージエリア内で配置される間に、
　　検出された近接して配置されるビーコンソースから発生するビーコン信号の組合せに
応じて、前記アクセス端末を使用して現在のビーコンシグネチャを計算することと、
　　前記アクセス端末が配置されるゾーンを決定することと、ここで、前記ゾーンは、前
記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアの前記複数の
ゾーンのうちの１つである、
　　前記現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェ
ムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生
成することと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記生成された
ゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記ビーコン信号のうちの少なくとも１つがブルートゥース信号である、
［Ｃ６］に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記ビーコンソースのうちの少なくとも１つは、フェムトプロキシシステムの一部とし
て前記フェムトセルと統合された帯域外フェムトプロキシである、
［Ｃ６］に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記アクセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードすることと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記ダウンロー



(37) JP 5766809 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

ドされたゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセス端末を使用して前記現在のマク
ロシグネチャを計算することは、
　前記マクロ識別子と、各マクロ信号に対する信号強度とを決定することを備え、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　各マクロセルは、イントラ周波数、隣接するフェムトセルでない前記フェムトセルのイ
ンター周波数近傍である、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　複数のゾーンシグネチャを有するゾーンマップを備えるデータ記憶装置と、ここで、各
ゾーンシグネチャがフェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複
数のゾーンのうちの１つと関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記データ記憶装置と通信可能に接続され、
　　複数のマクロ信号を検出し、ここで、各マクロ信号は、マクロ識別子に対応するマク
ロセルと関連づけられ、前記マクロセルは、マクロ通信ネットワークの一部である、
　　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、現在のマクロシグネチャを計算し、
　　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する
か否かを判断する
ように構成された、マクロ通信サブシステムと、
　前記マクロ通信サブシステムと通信可能に接続され、
　　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する
ときに、前記フェムトセルの検出をアクティベートし、
　　前記フェムトセルが検出されると、前記フェムトセルとの通信が利用可能になる
　ように構成された、フェムト通信サブシステムと
を備える、アクセス端末。
　　［Ｃ１３］
　前記フェムト通信サブシステムは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがワイヤレスワイ
ドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）リンクを介して前記フェムトセルのスキャンを開始す
ることによって前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムト
セルの検出をアクティベートするように構成される、
［Ｃ１２］に記載のアクセス端末。
　　［Ｃ１４］
　前記フェムト通信サブシステムと通信可能に接続された帯域外（ＯＯＢ）通信サブシス
テムをさらに備え、
　前記フェムト通信サブシステムは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがＯＯＢフェムト
プロキシを検出するために前記ＯＯＢ通信サブシステムをアクティベートすることによっ
て前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムトセルの検出を
アクティベートするように構成され、前記ＯＯＢフェムトプロキシは、フェムトプロキシ
システムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
［Ｃ１２］に記載のアクセス端末。
　　［Ｃ１５］
　前記フェムト通信サブシステムは、
　前記帯域外フェムトプロキシが前記ＯＯＢ通信サブシステムによって検出された後、前
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記フェムトプロキシシステムの前記フェムトセルを検出するためにスキャンを開始し、
　前記フェムトセルが検出されると、前記アクセス端末と前記フェムトセルとの間に通信
リンクを確立する
ようにさらに構成される、［Ｃ１４］に記載のアクセス端末。
　　［Ｃ１６］
　前記フェムト通信サブシステムが前記フェムトセルカバレージエリア内で配置される間
に前記フェムトセルと通信可能に接続されるときに、近接して配置されるビーコンソース
から発生するビーコン信号を検出し、
　前記検出されたビーコン信号の組合せに応じて、現在のビーコンシグネチャを計算し、
　前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアのゾーン
を決定し、
　前記現在のマクロシグネチャを前記マクロ通信サブシステムから受信し、
　前記受信された現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する
前記フェムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネ
チャを生成し、
　前記生成されたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
ように構成されたゾーンマッピングサブシステムをさらに備える、［Ｃ１２］に記載のア
クセス端末。
　　［Ｃ１７］
　前記ビーコン信号のうちの少なくとも１つがブルートゥース信号である、
［Ｃ１６］に記載のアクセス端末。
　　［Ｃ１８］
　前記ビーコンソースのうちの少なくとも１つが、フェムトプロキシシステムの一部とし
て前記フェムトセルと統合された帯域外フェムトプロキシである、
［Ｃ１６］に記載のアクセス端末。
　　［Ｃ１９］
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードし、
　前記ダウンロードされたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
ように構成されたゾーンマッピングサブシステムをさらに備える、［Ｃ１２］に記載のア
クセス端末。
　　［Ｃ２０］
　前記マクロ識別子と各マクロ信号に対する信号強度とを決定することによって、
　前記マクロ通信サブシステムは、前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセ
ス端末を使用して前記現在のマクロシグネチャを計算するように構成され、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
［Ｃ１２］に記載のアクセス端末。
　　［Ｃ２１］
　アクセス端末内でフェムトセルを発見するためのプロセッサであって、
　　マクロ識別子に対応するマクロセルに、各マクロ信号が関連づけられた、複数のマク
ロ信号を検出し、ここで、前記マクロセルは、マクロ通信ネットワークの一部である、
　　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、現在のマクロシグネチャを計算し、
　　前記現在のマクロシグネチャが前記マクロ通信コントローラに対してローカルに通信
可能に接続されたゾーンマップ内に記憶された複数のうちの１つと相関するか否かを判断
する
　ように構成されたマクロ通信コントローラと、ここで、各ゾーンシグネチャは、フェム
トセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンのうちの１つと
関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する
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ときに、前記フェムトセルの検出をアクティベートし、
　　前記フェムトセルが検出されると、前記フェムトセルとの通信が利用可能になる
　ように構成された、フェムト通信コントローラと
を備える、プロセッサ。
　　［Ｃ２２］
　前記フェムト通信コントローラは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがワイヤレスワイ
ドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）リンクを介して前記フェムトセルのスキャンを開始す
ることによって前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムト
セルの検出をアクティベートするように構成される、
［Ｃ２１］に記載のプロセッサ。
　　［Ｃ２３］
　前記フェムト通信コントローラと通信可能に接続される、帯域外（ＯＯＢ）通信コント
ローラをさらに備え、
　前記フェムト通信コントローラは、前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するときに、前記現在のマクロシグネチャがＯＯＢフェムト
プロキシを検出するために前記ＯＯＢ通信コントローラをアクティベートすることによっ
て前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関する場合、前記フェムトセルの検出を
アクティベートするように構成され、前記ＯＯＢフェムトプロキシは、フェムトプロキシ
システムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
［Ｃ２１］に記載のプロセッサ。
　　［Ｃ２４］
　前記フェムト通信コントローラは、
　前記帯域外フェムトプロキシが前記帯域外通信コントローラによって検出された後、前
記フェムトプロキシシステムの前記フェムトセルを検出するためにスキャンを開始し、
　前記フェムトセルが検出されると、前記アクセス端末と前記フェムトセルとの間に通信
リンクを確立する
ようにさらに構成される、［Ｃ２３］に記載のプロセッサ。
　　［Ｃ２５］
　　前記フェムト通信コントローラが、前記フェムトセルカバレージエリア内で配置され
る間に前記フェムトセルと通信可能に接続されるときに、近接して配置されるビーコンソ
ースから発生するビーコン信号を検出し、
　　前記検出されたビーコン信号の組合せに応じて、現在のビーコンシグネチャを計算し
、
　　前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアのゾー
ンを決定し、
　　前記現在のマクロシグネチャを前記マクロ通信コントローラから受信し、
　　前記受信された現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応す
る前記フェムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグ
ネチャを生成し、
　　前記生成されたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
　ように構成されたゾーンマッピングコントローラをさらに備える、［Ｃ２１］に記載の
プロセッサ。
　　［Ｃ２６］
　　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、
少なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードし、
　　前記ダウンロードされたゾーンシグネチャに応じて前記ゾーンマップを更新する
　ように構成されたゾーンマッピングコントローラをさらに備える、［Ｃ２１］に記載の
プロセッサ。
　　［Ｃ２７］
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　前記マクロ識別子と各マクロ信号に対する信号強度とを決定することによって、
　前記マクロ通信コントローラは、前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセ
ス端末を使用して前記現在のマクロシグネチャを計算するように構成され、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
［Ｃ２１］に記載のプロセッサ。
　　［Ｃ２８］
　プロセッサ可読媒体上に常駐し、プロセッサ可読命令を備えるコンピュータプログラム
製品であって、プロセッサ可読命令が、実行されると、プロセッサに、
　複数のマクロ信号をアクセス端末で検出することと、ここで、各マクロ信号は、マクロ
識別子に対応するマクロセルと関連づけられ、前記マクロセルは、通信サービスを前記ア
クセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部である、
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して現在のマクロ
シグネチャを計算することと、
　前記現在のマクロシグネチャがゾーンマップ内にローカルに記憶された複数のゾーンシ
グネチャのうちの１つと相関するか否か判断することと、ここで、各ゾーンシグネチャは
、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンのうち
の１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることと
を備えるステップを実行させる、コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ２９］
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルを検出するために、前記アクセス端末内のワイヤレスワイドエリ
アネットワーク（ＷＷＡＮ）サブシステムをアクティベートすることを備える、
［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３０］
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートすることは、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、帯域外フェムトプロキシを検出するために前記アクセス端末内の帯域外サブシステ
ムをアクティベートすることを備え、
　前記帯域外フェムトプロキシは、フェムトプロキシシステムの一部として前記フェムト
セルと統合されている、［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３１］
　前記プロセッサ可読命令が、実行されると、プロセッサに、
　前記帯域外フェムトプロキシが前記アクセス端末によって検出された後、前記フェムト
セルを検出するために前記アクセス端末においてスキャンを開始することと、
　前記フェムトセルが前記アクセス端末によって検出されると、前記アクセス端末を前記
フェムトセルと通信可能に接続することと
をさらに備えるステップを実行させる、［Ｃ３０］に記載のコンピュータプログラム製品
。
　　［Ｃ３２］
　前記プロセッサ可読命令が、実行されると、プロセッサに、
　前記アクセス端末が前記フェムトセルカバレージエリア内で配置されると、前記アクセ
ス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記アクセス端末が、前記フェムトセルと通信可能に接続され、前記フェムトセルカバ
レージエリア内で配置される間に、
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　　検出された近接して配置されるビーコンソースから発生するビーコン信号の組合せに
応じて、前記アクセス端末を使用して現在のビーコンシグネチャを計算することと、
　　前記アクセス端末が配置されるゾーンを決定することと、ここで、前記ゾーンは、前
記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアの前記複数の
ゾーンのうちの１つである、
　　前記現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェ
ムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生
成することと
　を行うことと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記生成された
ゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備えるステップを実行させる、［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品
。
　　［Ｃ３３］
　前記プロセッサ可読命令が、実行されると、プロセッサに、
　前記アクセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続することと、
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードすることと、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記ダウンロー
ドされたゾーンシグネチャで更新することと
をさらに備えるステップを実行させる、［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品
。
　　［Ｃ３４］
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して前記現在のマ
クロシグネチャを計算することは、
　前記マクロ識別子と、各マクロ信号に対する信号強度とを決定することを備え、
　前記マクロシグネチャが、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
［Ｃ２８］に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ３５］
　フェムトセルを発見するためのシステムであって、
　複数のマクロ信号をアクセス端末において検出するための手段と、ここで、各マクロ信
号は、前記マクロ識別子に対応するマクロセルと関連付けられ、前記マクロセルは、通信
サービスをアクセス端末に提供するように構成されたマクロ通信ネットワークの一部であ
る、
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて、前記アクセス端末を使用して現在のマクロ
シグネチャを計算するための手段と、
　前記現在のマクロシグネチャがゾーンマップ内にローカルに記憶された複数のゾーンシ
グネチャうちの１つと相関するか否か判断するための手段と、ここで、各ゾーンシグネチ
ャは、フェムトセルによって提供されるフェムトセルカバレージエリアの複数のゾーンの
うちの１つと以前に関連づけられたマクロシグネチャを表す、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートするための手段と
を備える、システム。
　　［Ｃ３６］
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートするための前記手段は、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルを検出するために、前記アクセス端末内のワイヤレスワイドエリ
アネットワーク（ＷＷＡＮ）サブシステムをアクティベートするための手段を備える、
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　　［Ｃ３７］
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、前記フェムトセルの検出をアクティベートするための前記手段は、
　前記現在のマクロシグネチャが前記複数のゾーンシグネチャのうちの１つと相関すると
きに、帯域外フェムトプロキシを検出するために、前記アクセス端末内の帯域外通信サブ
システムをアクティベートするための手段を備え、前記帯域外フェムトプロキシは、フェ
ムトプロキシシステムの一部として前記フェムトセルと統合されている、
［Ｃ３５］に記載のシステム。
　　［Ｃ３８］
　前記帯域外フェムトプロキシが前記アクセス端末によって検出された後、前記フェムト
プロキシシステムの前記フェムトセルを検出するために前記アクセス端末においてスキャ
ンを開始するための手段と、
　前記フェムトセルが前記アクセス端末によって検出されると、前記アクセス端末を前記
フェムトセルと通信可能に接続するための手段と
をさらに備える、［Ｃ３７］に記載のシステム。
　　［Ｃ３９］
　前記アクセス端末が前記フェムトセルカバレージエリア内で配置されるときに、前記ア
クセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続するための手段と、
　前記アクセス端末が前記フェムトセルと通信可能に接続され、前記フェムトセルカバレ
ージエリア内で配置される間に、
　　検出された近接して配置されるビーコンソースから発生するビーコン信号の組合せに
応じて、前記アクセス端末を使用して現在のビーコンシグネチャを計算するための手段と
、
　　前記アクセス端末が配置されるゾーンを決定するための手段と、ここで、前記ゾーン
は、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェムトセルカバレージエリアの前記
複数のゾーンのうちの１つである、
　　前記現在のマクロシグネチャを、前記現在のビーコンシグネチャに対応する前記フェ
ムトセルカバレージエリアの前記ゾーンと関連づけることによってゾーンシグネチャを生
成するための手段と、
　を行う手段と、
　　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記生成され
たゾーンシグネチャで更新するための手段と
をさらに備える、［Ｃ３５］に記載のシステム。
　　［Ｃ４０］
　前記アクセス端末を前記フェムトセルと通信可能に接続するための手段と、
　前記フェムトセルと通信可能に接続されたデータ記憶装置から前記アクセス端末に、少
なくとも１つのゾーンシグネチャをダウンロードするための手段と、
　前記アクセス端末においてローカルに記憶された前記ゾーンマップを、前記ダウンロー
ドされたゾーンシグネチャで更新するための手段と
をさらに備える、［Ｃ３５］に記載のシステム。
　　［Ｃ４１］
　前記検出された複数のマクロ信号に応じて前記アクセス端末を使用して前記現在のマク
ロシグネチャを計算するための前記手段は、
　前記マクロ識別子と、各マクロ信号に対する信号強度とを決定するための手段を備え、
　前記マクロシグネチャは、前記それぞれの信号強度に応じて順序づけられた前記マクロ
識別子のセットを備える、
［Ｃ３５］に記載のシステム。
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