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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】アドホックな小カバレージ基地局を備えるネッ
トワークにおける、効率的なチャネル割当てを提供する
。
【解決手段】一部の態様では、制限されたアクセスノー
ドを指定された共通のチャネルに割り当て、マクロアク
セスノードとアクティブに通信しているアクセス端末を
指定されたチャネルに選択的に割り当てる。一部の態様
では、アクセス端末が、制限されたアクセスノードのカ
バレージエリアの近傍にあるとき、マクロアクセスノー
ドに関連付けられたアクセス端末は、異なる搬送波への
ハンドオフを実行する。一部の態様では、マクロアクセ
スノードに関連付けられたアクセス端末は、位置情報に
基づいて異なる搬送波へのハンドオフを実行する。一部
の態様では、制限されたアクセスノードへのアクセスは
、ポリシーに基づいて、および／または制限されたアク
セスノードに関連付けられたアクセス端末の動作に基づ
いて制御される。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定することと；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てることと；
　前記アクセス端末を、前記割り当てられた搬送波を使用するように構成することと；
　を備えた方法。
【請求項２】
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、請求項１
に記載の方法。
【請求項５】
　前記アクセス端末が前記制限されたアクセスノードの少なくとも一部から受信した信号
に関する前記アクセス端末から受信した情報に基づいて、前記モビリティを決定すること
をさらに備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクセス端末のモビリティがしきいモビリティ以下である場合、前記アクセス端末
は前記第１の搬送波に割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記アクセス端末のモビリティがしきいモビリティ以上である場合、前記アクセス端末
は前記第２の搬送波に割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記制限されたアクセスノードはフェムトノードおよび／またはピコノードを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定するように構成された
モード判定器と；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てるように構成され、さらに、前記アクセ
ス端末を前記割り当てられた搬送波を使用するように構成するように構成された搬送波選
択器と；
　を備えた装置。
【請求項１１】
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
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　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、請求項１
０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定するための手段と；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てるための手段と；
　前記アクセス端末を、前記割り当てられた搬送波を使用するように構成するための手段
と；
　を備えた装置。
【請求項１６】
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、請求項１
５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定することと；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てることと；
　前記アクセス端末を、前記割り当てられた搬送波を使用するように構成することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、請求項２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、請求項２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、請求項２
０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２４】
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、請求項２０に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信の方法であって、
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　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信することと；
　前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信することと；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断することと；
　を備えた方法。
【請求項２６】
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１の組の信号が、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記判断することは、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前
記切替えを実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記搬送波切替えを実行するアクセス端末が前記第１のアクセスノードとアクティブに
通信している場合、前記搬送波切替えは、アクティブなハンドオフを備える、請求項２５
に記載の方法。
【請求項３０】
　前記搬送波切替えを実行するアクセス端末が前記第１のアクセスノード上でアイドリン
グ状態である場合、前記搬送波切替えは、前記第２の搬送波上で前記信号をスキャンする
ことを備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第２のアクセスノードは、フェムトノードまたはピコノードを備える、請求項２５
に記載の方法。
【請求項３３】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するように構成され
、前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信するようにさら
に構成された受信機と；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断するように構成された搬送波
選択器と；
　を備えた装置。
【請求項３４】
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記判断することは、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前
記切替えを実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３７】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
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ように制限される、請求項３３に記載の装置。
【請求項３８】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信し、前記第１の搬送
波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信するための手段と；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断するための手段と；
　を備えた装置。
【請求項３９】
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記判断は、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前記切替え
を実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断することをさ
らに備える、請求項３８に記載の装置。
【請求項４２】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項３８に記載の装置。
【請求項４３】
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信することと；
　前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信することと；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備えた、コンピュータプログラム製品。
【請求項４４】
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、請求項４３に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
【請求項４５】
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項４４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４６】
　前記判断することは、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前
記切替えを実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、請求項４３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項４３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４８】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のアクセスノードにおいて、アクセス端末が第１の搬送波上で前記第１のアクセス
ノードから受信した第１の組の信号に関する情報を受信することと；
　前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから受信した第２の組
の信号に関する情報を受信することと；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
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で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
うかを判断することと；
　を備えた方法。
【請求項４９】
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、請求項４
８に記載の方法。
【請求項５０】
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、請求項４８に記載の方法。
【請求項５２】
　前記アクセス端末が前記第１のアクセスノードとアクティブに通信している場合、前記
搬送波切替えは、アクティブなハンドオフを備える、請求項４８に記載の方法。
【請求項５３】
　前記アクセス端末が前記第１のアクセスノード上でアイドリング状態である場合、前記
搬送波切替えは、前記第２の搬送波上で前記信号をスキャンすることを備える、請求項４
８に記載の方法。
【請求項５４】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項４８に記載の方法。
【請求項５５】
　前記第２のアクセスノードは、フェムトノードまたはピコノードを備える、請求項４８
に記載の方法。
【請求項５６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末が第１の搬送波上で第１のアクセスノードから受信した第１の組の信号に
関する情報を受信するように構成され、前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２の
アクセスノードから受信した第２の組の信号に関する情報を受信するようにさらに構成さ
れた受信機と；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
うかを判断するように構成された搬送波選択器と；
　を備えた装置。
【請求項５７】
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、請求項５
６に記載の装置。
【請求項５８】
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項５７に記載の装置。
【請求項５９】
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、請求項５６に記載の装置。
【請求項６０】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
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ように制限される、請求項５６に記載の装置。
【請求項６１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末が第１の搬送波上で第１のアクセスノードから受信した第１の組の信号に
関する情報を受信し、前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードか
ら受信した第２の組の信号に関する情報を受信するための手段と；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
うかを判断するための手段と；
　を備えた装置。
【請求項６２】
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、請求項６
１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項６２に記載の装置。
【請求項６４】
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、請求項６１に記載の装置。
【請求項６５】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項６１に記載の装置。
【請求項６６】
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　アクセス端末が第１の搬送波上で第１のアクセスノードから受信した第１の組の信号に
関する情報を受信することと；
　前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから受信した第２の組
の信号に関する情報を受信することと；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
うかを判断することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備えた、コンピュータプログラム製品。
【請求項６７】
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、請求項６
６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６８】
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、請求項６７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６９】
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、請求項６６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項７０】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項６６に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項７１】
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　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１の搬送波上で少なくとも１つの第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信す
ることと；
　位置情報を決定することと；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断することと；
　を備えた方法。
【請求項７２】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項７１に記載の方法。
【請求項７３】
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行することをさらに備える、請求項
７１に記載の方法。
【請求項７４】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項７１に記載の方法。
【請求項７５】
　前記第２のアクセスノードは、フェムトノードまたはピコノードを備える、請求項７１
に記載の方法。
【請求項７６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するように構成され
た受信機と；
　位置情報を決定するように構成された位置決定器と；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断するように構成された探索コントローラと；
　を備えた装置。
【請求項７７】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項７６に記載の装置。
【請求項７８】
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行するように構成されたハンドオフ
コントローラをさらに備える、請求項７６に記載の装置。
【請求項７９】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項７６に記載の装置。
【請求項８０】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するための手段と；
　位置情報を決定するための手段と；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断するための手段と；
　を備えた装置。
【請求項８１】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項８０に記載の装置。
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【請求項８２】
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行するための手段をさらに備える、
請求項８０に記載の装置。
【請求項８３】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項８０に記載の装置。
【請求項８４】
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信することと；
　位置情報を決定することと；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備えた、コンピュータプログラム製品。
【請求項８５】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項８４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項８６】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって
好ましいアクセスノードである場合、前記コンピュータに前記第２のアクセスノードへの
ハンドオフを実行させるためのコードをさらに備える、請求項８４に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項８７】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項８４に記載のコンピュータプログラム製品。

【発明の詳細な説明】
【米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張】
【０００１】
　本出願は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、２００７年８月１７日に出
願され、弁理士整理番号０７１９９５Ｐ１を割り当てられた、同一出願人が所有する米国
特許仮出願第６０／９６５，１６４号の利益および優先権を主張するものである。
【関連出願の相互参照】
【０００２】
　本出願は、その開示が参照により本明細書に組み込まれる、「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　
ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＡＣＣＥＳＳ　ＣＯＮＴＲＯＬ」と題
し、弁理士整理番号０７１９９５Ｕ２を割り当てられた、同時に出願され、同一出願人が
所有する米国特許出願第１２／１９１，２５６号に関係する。
【技術分野】
【０００３】
　本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、限定されないが、より詳細には通信パフォー
マンスを改善することに関する。
【背景技術】
【０００４】
　序論
　ワイヤレス通信システムは、様々なタイプの通信（たとえば、ボイス、データ、マルチ
メディアサービスなど）を複数のユーザに提供するために広く展開されている。高速デー
タサービスおよびマルチメディアデータサービスに対する要求が急速に増大するにつれて
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、向上したパフォーマンスをもつ効率的で頑強な通信システムを実装するという課題があ
る。
【０００５】
　従来のモバイル電話ネットワーク（たとえば、マクロセルラーネットワーク）の基地局
を補うために、小カバレージ基地局を、たとえば、ユーザの自宅に配備することができる
。そのような小カバレージ基地局は、一般にアクセスポイント基地局、ホームノードＢ、
またはフェムトセルとして知られており、より頑強な屋内ワイヤレスカバレージをモバイ
ルユニットに提供するために使用される。典型的には、そのような小カバレージ基地局は
、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オペレータ
のネットワークに接続される。
【０００６】
　典型的なマクロセルラー配備では、無線周波数（「ＲＦ」）カバレージが、カバレージ
を最適化するためにセルラーネットワークオペレータによって計画され、管理される。そ
のような配備では、アクセス端末は、一般に、アクセス端末がサービスのために聞く最良
の基地局に接続することになる。ここで、ＲＦ計画は、所与のアクセス端末がサービング
基地局から受信する信号が、そのアクセス端末が任意の干渉側基地局から受信する信号よ
りも十分に高くなるように採用され、それによりアクセス端末は十分なサービスを受信す
ることが可能になる。
【０００７】
　対照的に、小カバレージ基地局の配備はアドホックであり、これらの基地局のＲＦカバ
レージがモバイルオペレータによって最適化されないことがある。その結果、これらの基
地局とマクロセル上で動作している近くのアクセス端末との間にＲＦ干渉、ジャミング、
および圏外の問題が生じることがある。たとえば、近くの基地局（たとえば、フェムトセ
ル）へのアクセスを許可されないアクセス端末が、その基地局からの干渉を受けることが
ある。したがって、ワイヤレスネットワークのネットワーク干渉管理の改善が必要である
。
【発明の概要】
【０００８】
　本開示の例示的な態様の概要を以下で示す。本明細書における態様という用語への言及
は、本開示の１つまたは複数の態様を指すことがあることを理解されたい。
【０００９】
　本開示は、一部の態様では、制限されたアクセスノード（たとえば、フェムトノード）
を指定されたチャネル（たとえば、搬送波）に割り当てることに関する。さらに、マクロ
アクセスノードとアクティブに通信しているアクセス端末を指定されたチャネルに割り当
て、マクロアクセスノード上でアイドリング状態であるアクセス端末を指定されたチャネ
ルに割り当てない。場合によっては、低モビリティをもつアクティブなアクセス端末を指
定されたチャネルに割り当て、高モビリティをもつアクティブなアクセス端末を割り当て
ない。一部の態様では、そのような方式は、システムリソースの有効利用をもたらすと同
時に、制限されたアクセスノードとマクロアクセスノードに関連付けられたアクセス端末
との間の干渉を低減する。
【００１０】
　本開示は、一部の態様では、アクセス端末が、制限されたアクセスノード（たとえば、
フェムトノード）のカバレージエリア中またはその近くにあるときに、マクロアクセスノ
ードに関連付けられたアクセス端末において周波数間ハンドオフを実行することに関する
。たとえば、所与の搬送波上でマクロアクセスノードに関連付けられた（たとえば、マク
ロアクセスノードとアクティブに通信している）アクセス端末が同じ搬送波上のフェムト
ノードを検出したとき、アクセス端末における搬送波対干渉波比（「Ｃ／Ｉ」）がある程
度まで悪化した場合、アクセス端末は、そのマクロ通信のために異なる搬送波に切り替わ
る。したがって、この方式は、また、制限されたアクセスノードとマクロアクセスノード
に関連付けられたアクセス端末との間の干渉を低減する。
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【００１１】
　本開示は、一部の態様では、アクセス端末の位置に基づいて周波数間ハンドオフを実行
することに関する。たとえば、所与の搬送波上でマクロアクセスノードに関連付けられた
（たとえば、マクロアクセスノードとアクティブに通信している）アクセス端末は、位置
情報に基づいてオフ周波数スキャンを実行する。このようにして、アクセス端末は、アク
セス端末が、異なる搬送波上で動作している指定された（たとえば、好ましい）アクセス
ノードのカバレージエリア内にあるかどうかを判断する。そうであれば、アクセス端末は
、指定されたアクセスノードへのハンドオフを実行する。一部の態様ではそのような方式
は、アクセスノードが指定されたノードに近い場合、指定されたノードへのハンドオフを
可能にすることによって、制限されたアクセスノードとマクロアクセスノードに関連付け
られたアクセス端末との間の干渉を低減する。
【００１２】
　本開示は、一部の態様では、制限されたアクセスノードへのアクセスを制御することに
関する。たとえば、アクセス端末が、制限されたアクセスノードにアクセスしようと試み
るとき、制限されたアクセスノードおよび／または制限されたアクセスノードに関連付け
られているアクセス端末（たとえば、ホームアクセス端末）は、要求されたアクセスを許
すべきかどうかを判断する。一部の態様では、アクセスを許すべきかどうかに関する決定
は、１つまたは複数の規定されたポリシーに基づく。一部の態様では、アクセスを許すべ
きかどうかに関する決定は、制限されたアクセスノードに関連付けられているアクセス端
末のユーザによる決定に基づく。
【００１３】
　本開示のこれらおよび他の例示的な態様について、以下の詳細な説明および添付の特許
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】
【００１４】
【図１】マクロカバレージとより小規模のカバレージとを含むネットワークのいくつかの
例示的な態様の簡略図。
【図２】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３】ワイヤレスノードの搬送波を割り当てるために実行される動作のいくつかの例示
的な態様の流れ図。
【図４】受信信号に基づいて別の搬送波へのハンドオフを実行するために実行される動作
のいくつかの例示的な態様の流れ図。
【図５】位置情報に基づいて別の搬送波へのハンドオフを実行するために実行される動作
のいくつかの例示的な態様の流れ図。
【図６Ａ】制限されたアクセスノードへのアクセスを制御するために実行される動作のい
くつかの例示的な態様の流れ図。
【図６Ｂ】制限されたアクセスノードへのアクセスを制御するために実行される動作のい
くつかの例示的な態様の流れ図。
【図７】ワイヤレス通信用のカバレージエリアを示す簡略図。
【図８】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９】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１０】本明細書で教示する、搬送波を割り当てて、アクセスを制御するように構成さ
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１１】本明細書で教示する、搬送波を割り当てて、アクセスを制御するように構成さ
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１２】本明細書で教示する、搬送波を割り当てて、アクセスを制御するように構成さ
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１３】本明細書で教示する、搬送波を割り当てて、アクセスを制御するように構成さ
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１４】本明細書で教示する、搬送波を割り当てて、アクセスを制御するように構成さ
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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１５】本明細書で教示する、搬送波を割り当てて、アクセスを制御するように構成さ
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１６】本明細書で教示する、搬送波を割り当てて、アクセスを制御するように構成さ
れた装置のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【発明の詳細な説明】
【００１５】
　慣例により、図面中に示された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、分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、分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。最後に、明細書および図の全体にわたって、同じ特徴を示すため
に同じ参照番号が使用されることがある。
【００１６】
　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で実施で
き、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、本明細書で開示される態様は他
の態様とは独立に実現できること、およびこれらの態様のうちの２つ以上を様々な方法で
組み合わせることができることを当業者は理解されたい。たとえば、本明細書に記載の態
様をいくつ使用しても、装置を実現しまたは方法を実施することができる。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に、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現しまたはそのような方法を
実施することができる。さらに、態様は、請求項の少なくとも１つの要素を備えることが
できる。
【００１７】
　図１は、マクロアクセスノード１０２がマクロスケールカバレージ１０４（たとえば、
３Ｇネットワークなどの広域セルラーネットワーク）を提供し、アクセスノード１０６が
より小さいカバレージエリア１０８（たとえば、住宅または建築物）にわたるカバレージ
を提供する、ネットワークシステム１００の例示的な態様を示す。一部の態様では、アク
セスノード１０６などのアクセスノードを使用して、キャパシティの増大、屋内カバレー
ジ、（たとえば、より頑強なユーザ経験のための）種々のサービス、のうちの１つまたは
複数を提供する。したがって、ワイヤレス端末１１０などのノードがネットワーク中を移
動するにつれて、ワイヤレス端末１１０は、広いエリアにわたってはアクセスノード１０
２によって、特定のサブエリアではアクセスノード１０６によってサービスされる。ただ
し、以下でより詳細に論じるように、アクセスノード１０６は、ノードの規定された組に
サービスを提供することしかできないという点で制限される。したがって、マクロノード
１０２へのアクセスは許可されるが、アクセスノード１０６へのアクセスは許可されない
ワイヤレス端末１１２などのノード用に、マクロカバレージエリア１０４中に（たとえば
、カバレージエリア１０８に対応する）カバレージホールが生じる。
【００１８】
　このようなカバレージホールは、マクロカバレージエリア内で動作しているアクティブ
なアクセス端末とアイドル状態のアクセス端末の両方に影響を及ぼす。たとえば、アイド
ル状態のアクセス端末が、制限されたアクセスノードでの登録を拒否された場合、アクセ
ス端末は（たとえば、現在のチャネルおよびおそらく１つまたは複数の隣接チャネル中で
）Ｃ／Ｉ劣化を受ける。したがって、アクセス端末は、別のマクロ搬送波へのハンドオフ
を実行する必要がある。同様に、アクティブなアクセス端末が、制限されたアクセスノー
ドにおける関連付けを拒否された場合、アクセス端末は、ダウンリンク上でＣ／Ｉ劣化を
受け、制限されたアクセスノードにおいてアップリンク上で干渉を引き起こす。アクティ
ブなアクセス端末は、より良好なＣ／Ｉをもつ別のマクロチャネルへのハンドオフを試み
る。しかしながら、そのようなチャネルが見つからない場合、アクティブな呼が信号の損
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失により中断される。その上、呼が失われる前に、アクセス端末からの送信が、制限され
たアクセスノードにおける一時的な圏外状態を引き起こす。
【００１９】
　本開示は、一部の態様では、アクセス端末が、制限されたアクセスノードの近傍にある
ときに生じる、アクセス問題および／または干渉問題を管理することに関する。本開示の
これらおよび他の態様について、図２に示す通信システム２００および図３～図６Ａの流
れ図を参照しながら説明する。
【００２０】
　システム２００を使用して、以下のシナリオについて説明する。ワイヤレス端末１１０
（たとえば、ホームアクセス端末）はアクセスノード１０６（たとえば、制限された基地
局）に関連付けられており、それにより、ワイヤレス端末１１０はアクセスノード１０６
に十分にアクセスすることができる。さらに、最初に、ワイヤレス端末１１２はアクセス
ノード１０２（たとえば、マクロ基地局）に関連付けられている。ある時点において、ワ
イヤレス端末１１２はアクセスノード１０６のカバレージエリアに入り、（たとえば、ゲ
ストアクセス端末として）通信を確立しようと試みる。以下で説明するように、システム
２００は（たとえば、バックホール接続を介して）アクセスノード１０２および１０６と
通信することができる集中コントローラ２０２をも含む。
【００２１】
　図２は、本明細書の教示による、これらのノード中で実装できるいくつかの例示的な構
成要素を示す。図２の複雑さを低減するために、数個の構成要素のみを様々なノード中に
示してある。図２に示されているかどうかにかかわらず、同様の構成要素がシステム中の
他のノード中に組み込まれることがあることを諒解されたい。ノードは、互いと、および
他のノードと通信するためのトランシーバを含む。たとえば、ノード１１２のトランシー
バ２０４は、信号を送信するための送信機２０８と、信号を受信するための受信機２１０
とを含む。ノード１０６のトランシーバ２０６は、信号を送信するための送信機２１２と
、信号を受信するための受信機２１４とを含む。ノードは、ノードへのアクセスを制御す
るため、および本明細書で教示する他の関係する機能を提供するためのアクセスコントロ
ーラ（たとえば、アクセスコントローラ２１６、２１８、および２２０）も含む。ノード
は、他のノードとの通信を管理するため、および本明細書で教示する他の関係する機能を
提供するための通信コントローラ（図示せず）も含むことができる。図２に示す他の構成
要素について以下の開示で論じる。
【００２２】
　システム２００などのシステムの例示的な動作について、図３～図６Ｂの流れ図に関連
してより詳細に論じる。手短に言うと、図３は、システム中のノードに搬送波を割り当て
ることに関連して採用されるいくつかの動作について説明している。図４は、検出された
信号に基づいて別の搬送波に切り替わることに関連して採用されるいくつかの動作につい
て説明している。図５は、位置情報に基づいて別の搬送波に切り替わることに関連して採
用されるいくつかの動作について説明している。図６Ａおよび図６Ｂは、制限されたノー
ドへのアクセスを制御することに関連して採用されるいくつかの動作について説明してい
る。
【００２３】
　便宜上、図３～図６Ｂの動作（または本明細書で論じる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、システム２００の構成要素）によって実行されるも
のとして説明する。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でき、
異なる数の構成要素を使用して実行でき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、所与の実装形態で採用されないことがあることを諒解された
い。
【００２４】
　説明の便宜上、以下の説明は、マクロアクセスノードおよび制限されたアクセスノード
（たとえば、それぞれ、ノード１０２および１０６）と通信するアクセス端末（たとえば
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、ノード１１０および１１２）の文脈で提示される。ただし、本明細書の教示は、他のタ
イプの装置、または他の用語を使用して参照される装置に適用可能であることを諒解され
たい。
【００２５】
　最初に図３を参照すると、フェムトノードが配備され、マクロノードに関連付けられた
アクセス端末が配備されたチャネル（たとえば、搬送波）は、さもなければマクロノード
と同じチャネル上で動作している制限されたアクセスノードによって生じることがある干
渉を緩和するように制御できる。その上、これは、チャネルの十分な利用を維持しながら
達成できる。
【００２６】
　ブロック３０２によって表されるように、システム中の制限されたアクセスノードのす
べてが共通のチャネルに割り当てられる。たとえば、所与のオペレータのネットワーク中
のフェムトノードのすべてが同じ搬送波（指定されたフェムトチャネル）上に配備される
。図２では、そのような構成は、たとえば、集中コントローラ２０２とアクセスノード１
０６との協働によって達成できる。
【００２７】
　ブロック３０４～３１６は、マクロセル内で動作しているアクセス端末のチャネルを割
り当てるために採用される手順について説明している。そのような手順は、たとえば、そ
れぞれノード１１２および１０２の搬送波選択器構成要素２２２および２２４の協働によ
って実装できる。たとえば、搬送波選択器２２４は、搬送波選択器２２２を指定された搬
送波上で動作するように構成する。
【００２８】
　チャネル割当て手順は、ブロック３０４で（たとえば、呼割当てを行うこととともに）
開始する。ブロック３０６によって表されるように、このチャネル割当ては、アクセス端
末が現在アクティブ（たとえば、呼中）であるかアイドル状態であるかに基づく。いくつ
かの実装形態では、アクセス端末の現在モードは、図２に示すモード判定器構成要素２２
６によって判定される。
【００２９】
　ブロック３０８によって表されるように、アクセス端末がマクロノード上でアイドリン
グ状態である場合、代替チャネルが利用可能であれば、アクセス端末はフェムトチャネル
とは異なるチャネルに割り当てられる。一部の態様では、アイドル状態のマクロアクセス
端末は、ページングおよび他の限定されたサービスしか必要としない。したがって、これ
らのアクセス端末をすべてのチャネルにわたって負荷分散させる必要はそれほどない。ア
イドル状態のマクロアクセス端末をフェムトチャネル上に配置しないことによって、アイ
ドル状態のマクロアクセス端末がフェムトノードに遭遇したときに、さもなければ実行さ
れるアイドルハンドオフを回避することができる。アクセス端末がアクティブモードに切
り替わる場合（たとえば、アクセス端末が呼を受信するとき）、その時に（たとえば、呼
割当てとともに）アクセス端末は異なるチャネルに割り当てられる。
【００３０】
　ブロック３１０および３１２によって表されるように、ある状況下では、アクティブな
マクロアクセス端末をフェムトチャネルに割り当てることができる。一部の態様では、フ
ェムトチャネルへのマクロアクセス端末の割当ては、そのような割当てが比較的高いオー
バーヘッドを生じることがあるかどうかを考慮に入れる。たとえば、高モビリティを有す
るアクセス端末をフェムトチャネル上に配置することは、アクセス端末がネットワーク中
の異なるフェムトノードのそばを通過するとき、比較的多数のハンドオフを生じることが
あるので、望ましくない。対照的に、アクセス端末が比較的定常であり、フェムトノード
のカバレージ内にない場合、フェムトノードとの干渉および周波数間ハンドオフの可能性
ははるかに低くなる。この場合、アクセス端末をフェムトチャネル上に配置すると、フェ
ムトチャネルの利用が改善する。
【００３１】
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　したがって、一部の態様では、マクロアクセス端末をフェムトチャネルに割り当てるべ
きかどうかの判断は、アクセス端末のモビリティに基づく。たとえば、アクセス端末に関
連付けられたモビリティメトリックを１つまたは複数のしきいモビリティメトリック値と
比較することによって、そのような判断を行う。したがって、ブロック３１４によって表
されるように、アクセス端末のモビリティがしきいモビリティ値以上である場合、アクセ
ス端末をフェムトチャネルとは異なるチャネルに割り当てる。反対に、ブロック３１６に
よって表されるように、アクセス端末のモビリティがしきいモビリティ値以下である場合
、アクセス端末をフェムトチャネルに割り当てる。
【００３２】
　上述のモビリティメトリックは様々な方法で実装できる。たとえば、いくつかの実装形
態では、低速／高速分類器を新しいアクセス端末中に実装することができる。一部の実装
形態では、アクセス端末のモビリティは、フェムトチャネル上のアクティブなアクセス端
末がフェムトノードＣ／Ｉ報告を（たとえば、マクロアクセスノードに）頻繁に提供する
かどうかに基づいて判断できる。ここで、アクセス端末は、異なるフェムトノードからの
信号に遭遇するたびに、報告を生成する。これらの報告の速度があるしきい値を満たすか
または超えた場合、アクセス端末をフェムトチャネルから遠ざける。また、フェムトノー
ド配備がネットワーク中で普及した場合、フェムトチャネルをフェムトノード専用にする
。
【００３３】
　次に図４を参照すると、アクセス端末が（たとえば、制限されたノードによって生じた
）その現在の動作している搬送波上のカバレージホールに接近したとき、アクセス端末は
（たとえば、サービングアクセスノードと協働して）異なる搬送波に切り替わる。図４の
動作はブロック４０２で開始し、そこでアクセス端末１１２は、最初に（たとえば、第１
の搬送波として指定された）所与の搬送波上でマクロアクセスノード１０２に関連付けら
れる。
【００３４】
　ブロック４０４によって表されるように、アクセス端末１１２（たとえば、受信機２１
０）は、アクセスノード１０２から、および、潜在的に、他の近くのアクセスノードから
、第１の搬送波上で信号を受信することになる。そしてアクセス端末１１２は、アクセス
ノード１０２から受信した信号（たとえば、パイロット信号）に関連付けられたＣ／Ｉを
判断する。いくつかの実装形態では、アクセス端末１１２（たとえば、送信機２０８）は
、このＣ／Ｉ情報をアクセスノード１０２に送信する。
【００３５】
　ブロック４０６によって表されるように、アクセス端末１１２が別のアクセスノードの
カバレージエリアに接近するにつれて、アクセス端末１１２は、そのアクセスノードから
第１の搬送波上で信号を受信する。ブロック４０８によって表されるように、アクセス端
末１１２は、ブロック４０６で検出されたアクセスノードへのアクセスを許されるかどう
かを判断する。
【００３６】
　ブロック４１０によって表されるように、アクセス端末１１２がアクセスノードへのア
クセスを許された場合、アクセス端末１１２は、そのアクセスノードに関連付けることを
選択する。たとえば、１つまたは複数のアクセスノードをアクセス端末１１２用の好まし
いアクセスノード（たとえば、ホームフェムトノード）として指定する。そのような場合
、アクセス端末１１２は、そのようなノードの存在を検出したときはいつでも、好ましい
アクセスノードに関連付けるように構成する。このために、一部の実装形態では、アクセ
ス端末１１２は、その好ましいアクセスノードを識別する好ましいローミングリスト（「
ＰＲＬ」）を維持する。
【００３７】
　ブロック４０８で、アクセス端末１１２がアクセスノードへのアクセスを許されない（
たとえば、アクセスノードがある他のアクセス端末にサービスを提供することを制限され
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る）場合、ブロック４１２、４１４、および４１６で、アクセス端末１１２および／また
はサービングアクセスノードは、異なる搬送波に切り替わるべきかどうかを判断する。た
とえば、場合によっては、アクセス端末１１２（たとえば、搬送波選択器２２２）は、制
限されたアクセスノード（たとえば、アクセスノード１０６）からの信号の検出に基づい
て、および／または（たとえば、第１の搬送波上で動作しているアクセスノード１０６か
らの干渉により）第１の搬送波上のＣ／Ｉが劣化したという判断に基づいて、異なる搬送
波に切り替わることを選択する。ここで、たとえば、Ｃ／Ｉがしきい値以下である場合、
Ｃ／Ｉの劣化が示される。
【００３８】
　いくつかの場合、上記の動作の１つまたは複数をアクセス端末１１２とアクセスノード
１０２との協働によって実装することができる。たとえば、アクセス端末は、ブロック４
０４および４０６で受信した信号に関係する情報をアクセスノード１０２に送信する。次
いで、その情報によって示される、アクセス端末１１２における劣化したＣ／Ｉの検出お
よび／または制限されたアクセスノード１０６（および／または好ましいアクセスノード
）の存在に基づいて、アクセスノード１０２（たとえば、搬送波選択器２２４）はハンド
オフ動作を起動する。したがって、アクセス端末１１２は、第２の搬送波に切り替わり、
通信を確立しようと試みる。
【００３９】
　上記の手順は、アクセス端末がアイドル状態モードまたはアクティブモードのいずれか
であるときに使用される。たとえば、フェムトチャネル上でアイドリング状態のマクロア
クセス端末が、近くの制限されたフェムトノードによる劣化したＣ／Ｉを検出した場合、
アクセス端末はアイドルハンドオフ動作を開始する。ここで、アクセス端末は、フェムト
ノードが開いているか、またはアクセス端末へのアクセスを許可すると判断した場合、ブ
ロック４１０で上述のように、単にフェムトノードに関連付ける。一方、アクセス端末は
、フェムトノードに関連付けることを許されない場合、別の搬送波上でマクロカバレージ
信号を見つけようとしてスキャンを実行する。
【００４０】
　フェムトチャネル上でアクティブに通信しているマクロアクセス端末が、近くの制限さ
れたフェムトノードによる劣化したＣ／Ｉを検出した場合、アクセス端末は、上述のよう
に、フェムトノードに関する情報とともにＣ／Ｉ報告をそのマクロノードに送信する。次
いで、マクロアクセスノードは、Ｃ／Ｉ劣化がフェムトノードからの干渉によるものであ
ると判断し、アクティブな周波数間ハンドオフを開始する。
【００４１】
　アクセスノード１０６に関連付けるアクセス端末１１２による要求が拒否され、代替搬
送波がアクセスノード１０６のカバレージエリア内で利用可能でない場合、アクセス端末
１１２はその呼を中断する。そのような場合、アクセス端末１１２は（たとえば、アクセ
スノード１０６のカバレージ内で）アイドル状態で終わる。
【００４２】
　いずれの場合も、アクセス端末１１２は、ブロック４０４に戻る動作フローによって表
されるように（たとえば、元の搬送波または新しい搬送波上で）受信信号をモニタし続け
る。このようにして、アクセス端末１１２は、近くの制限されたアクセスノードによって
生じるカバレージホールを繰り返しモニタし、関連する干渉を緩和しようと試みる。
【００４３】
　次に図５を参照し、アクセス端末は、異なる搬送波上で動作しているアクセスノードの
カバレージエリアに入ったかどうかを判断するためにオフ周波数スキャンを行うことが望
ましい。たとえば、好ましいアクセスノードが（たとえば、ＰＲＬ中の）アクセス端末用
に指定された場合、アクセス端末は、好ましいアクセスノードからの信号（たとえば、パ
イロット信号）を検出しようとして、オフ周波数スキャンを繰り返し行う。ブロック５０
２で図４の動作が開始し、ここで、アクセス端末１１２は、最初に（たとえば、第１の搬
送波として指定された）所与の搬送波上でマクロアクセスノード１０２に関連付けられる
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。
【００４４】
　ブロック５０４によって表されるように、アクセス端末１１２（たとえば、位置決定器
２２８）は、アクセス端末１１２が所与のアクセスノードの近傍にあるかどうかを判断す
るために使用される位置情報を判断する。この位置情報は様々な形式をとることができる
。たとえば、いくつかの実装形態では、位置情報はアクセス端末１１２の地理的位置を備
える。そのような場合、位置決定器２２８は、この地理的位置を判断するための機能（た
とえば、ＧＰＳ機能、セルラー機能など）を含む。
【００４５】
　ブロック５０６によって表されるように、いくつかの実装形態では、アクセス端末１１
２は、その受信信号に劣化を受けているかどうかを判断する。たとえば、別の搬送波に切
り替えるという決定も、マクロアクセスノード１０２からの信号が弱まりつつある（たと
えば、Ｃ／Ｉが劣化しつつある）かどうかに基づく。
【００４６】
　ブロック５０８および５１０によって表されるように、アクセス端末１１２（たとえば
、探索コントローラ２３０）は、１つまたは複数の他のアクセスノードを探索するために
オフ周波数スキャンを行うべきかどうかを判断する。上述のように、そのようなスキャン
は、位置情報に基づいて（たとえば、アクセス端末１１２が異なる搬送波上で動作してい
る所与のアクセスノードの近位にあるかどうかを判断することによって）起動する。地理
に基づく位置情報の場合、探索コントローラ２３０は、たとえば、ブロック５０４で判断
された現在の地理的位置と指定されたアクセスノードの知られている位置との比較に基づ
いて、探索を行うべきかどうかを判断する。
【００４７】
　所与のアクセスノードへの近接の判断は様々な方法で達成できる。たとえば、フェムト
ノードなどのアクセスノードが（たとえば、設置時に）セットアップされた場合、各アク
セスノードは、その座標（たとえば、緯度および経度）を識別情報（たとえば、そのＰＮ
およびセクタＩＤ）とともにデータベースにアップロードする。この情報は、たとえば、
ＩＰバックホールを介して送信される。
【００４８】
　上述のように、アクセス端末は、たとえば、ＧＰＳ構成要素からの座標に基づいて、ア
クセス端末がどこにあるのかを判断する。次いで、アクセス端末は、データベースにアク
セスし（たとえば、アクセス端末は、データベースのＵＲＬを用いてアプリオリに構成で
き）、アクセス端末の近傍にあるアクセスノード（たとえば、フェムトノード）について
データベースに問い合わせる。アクセス端末は、そのようなアクセスノードが近傍にある
と判断した場合、アクセスノードを発見しようとしてオフ周波数探索を行う。
【００４９】
　そのような集中データベースの使用は有利にはネットワーク管理を単純化することがで
きる。たとえば、新しいアクセスノード（たとえば、フェムトノード）が設置されるとき
、集中データベースを更新することができる。次いで、アクセス端末は、必要があるとき
はいつでも、そのデータベースに問い合わせることができる。一部の態様では、このよう
な実装形態は、たとえば、新しいアクセスノードが設置されるたびにアクセス端末用のＰ
ＲＬが更新される実装形態よりも効率的である。
【００５０】
　上述のように、スキャンを行う決定は、第１の搬送波上で受信した信号の劣化に随意に
基づく。たとえば、アクセス端末１１２は、信号の劣化が大きいときにスキャンを行う可
能性がより高い。
【００５１】
　ブロック５１２によって表されるように、アクセス端末１１２は、信号が第２の搬送波
上で受信されたかどうかを判断する。そうであれば、アクセス端末１１２は、第２の搬送
波上で動作しているアクセスノードに関連付けるためにハンドオフを実行することを選択
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する（ブロック５１４）。たとえば、アクセス端末１１２（たとえば、ハンドオフコント
ローラ２３２）が第２の搬送波上でホームフェムトノードを検出した場合、アクセス端末
１１２は、そのホームフェムトノードに関連付けることを選択する。アクセス端末１１２
がアクティブモード（たとえば、呼中）である場合、適切なコンテキスト転送手続きを使
用して、アクティブなハンドオフを実行する。
【００５２】
　アクセス端末１１２は、アイドル状態モードである間に、制限されたアクセスノード（
たとえば、アクセスノード１０６）へのアクセスを拒否された場合、アクセスノードとの
関連付けを要求する。アクセス端末１１２は、アクティブモードである間に、アクセスノ
ードへのアクセスを拒否された場合、第１の搬送波上のカバレージが尽きると、呼が中断
する。そのような場合、アクセス端末１１２は、アクセスノードのカバレージ内でアイド
ル状態モードで終わる。
【００５３】
　別の搬送波に切り替わるべきかどうかを判断する手続きの開始は、様々な方法で、様々
な基準に基づいて達成できる。たとえば、場合によっては、フェムトアクセスノードが存
在する可能性を認識しているマクロアクセスノードは、ネットワークによって周期的に指
定される周波数でオフ周波数探索を実行するようにアクセス端末に要求することができる
。場合によっては、フェムトノードは、フェムトノードが（たとえば、マクロアクセスノ
ードへの）ハンドアウトに適しているかどうかを判断するために、フェムトノードに接続
されたアクセス端末にオフ周波数探索の要求を送信することができる。
【００５４】
　上述のように、ゲスト（または外来）アクセス端末が制限されたアクセスノードに接近
したとき、干渉、ジャミング、および圏外状態が生じる。そのような状態を緩和するため
に、アクセスノードは、本明細書の教示に従って、何らかの形式のアクセスをアクセス端
末に許可することができる。たとえば、アクセスノードは、一時的アクセス、制限された
アクセス、または何らかの他の形式のアクセスをアクセス端末に許可することができる。
次に、本開示のこれらおよび他の態様について、図６Ａおよび図６Ｂに関連して説明する
。便宜のために、以下の説明では、制限されたアクセスノードをアクセスノード１０６と
呼ぶ。同様に、（たとえば、ゲストアクセスを許可される）ゲストまたは外来アクセス端
末をアクセス端末１１２と呼ぶ。
【００５５】
　ブロック６０２によって表されるように、一部の態様では、制限されたアクセスノード
へのアクセスは、アクセスノード１０６用に定義されたポリシーに基づく。以下でより詳
細に説明するように、そのようなポリシーは、たとえば、どのアクセス端末がアクセスを
許可されるか、そのアクセス端末がどのくらい長くアクセスを許可されるか、およびこの
アクセスに制限があるかどうか、のうちの１つまたは複数に関係する。
【００５６】
　一部の態様では、アクセスノード１０６に位置する（たとえば、ポリシーマネージャを
実装する）アクセスコントローラ２１６は、アクセス端末１１２が（たとえば、ゲストア
クセス端末として）アクセスノード１０６へのアクセスを許されるかどうかを判断する。
場合によっては、アクセスノード１０６用のポリシーはネットワーク中の別のノードによ
って定義される。たとえば、集中コントローラ２０２（たとえば、オペレータまたはサー
ビスプロバイダによって管理される中心アクセス管理機能）に実装されるアクセスコント
ローラ２２０（たとえば、ポリシーマネージャ）、および／または関連するホームアクセ
ス端末に実装されるアクセスコントローラ２１８（たとえば、ポリシーマネージャ）は、
アクセスコントローラ２１６によって実装されるポリシーを定義する。次いで、これらの
エンティティは、アクセスノード１０６においてポリシーを構成または更新するために適
切な通信リンク（たとえば、有線またワイヤレス）を介してポリシーをアクセスノード１
０６に送信する。場合によっては、１つのポリシーマネージャ（たとえば、アクセスコン
トローラ２２０）に関連付けられたポリシーは、別のポリシーマネージャ（たとえば、ア
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クセスコントローラ２１８）に関連付けられたポリシーを無効にする。便宜のために、以
下の説明では、ホームアクセス端末を単にアクセス端末１１０と呼ぶ。
【００５７】
　ブロック６０４によって表されるように、ある時点で、アクセス端末１１２はアクセス
ノード１０６のカバレージエリアに入る。さらに、アクセス端末１１２は、何らかの形で
アクセスノード１０６へのアクセス（たとえば、カバレージエリアへのアクセス）を要求
する。場合によっては、ＳＭＳメッセージなどのメッセージを介して要求を送信する。場
合によっては、アクセス端末１１２は、アクセスノードに登録しようと試みることによっ
て要求を開始し、アクセスノードとの呼を開始し、または（たとえば、アクティブ状態の
とき）アクセスノードにハンドオフする。そのような要求とともに、アクセス端末１１２
は識別パラメータをアクセスノード１０６に送信する。
【００５８】
　ブロック６０６によって表されるように、アクセスノード１０６（たとえば、受信機２
１４）は、要求を受信したとき、アクセス端末１１２を認証する。たとえば、アクセスノ
ード１０６（たとえば、許可コントローラ２３４）は、アクセス端末１１２に質問を出し
、アクセス端末１１２から受信した応答を検証する。いくつかの実装形態では、アクセス
ノード１０６は、（たとえば、集中コントローラ２０２に関連付けられた）許可、認証、
およびアカウンティングサーバと協働して、（たとえば、アクセス端末１１２に関連付け
られたユーザ名または他の何らかの識別子を認証することによって）アクセス端末１１２
を認証する。
【００５９】
　ブロック６０８によって表されるように、次いで、アクセスコントローラ２１６は、ア
クセス端末１１２にアクセスを許可すべきかどうかの判断を開始する。ブロック６１０に
よって表されるように、この判断は、アクセスコントローラ２１６によって実装されたポ
リシーに基づき、随意に、アクセス端末１１０から入力される。後者のシナリオの例とし
て、アクセスノード１０６の所有者は、アクセス端末１１０を使用して、ゲストアクセス
端末がアクセスノード１０６を使用することを許可する。
【００６０】
　最初に、ポリシーベースの動作について、ブロック６１２およびブロック６１４を参照
しながら説明する。ブロック６１２によって表されるように、アクセス端末１１２がアク
セスノード１０６にアクセス（たとえば、登録）できるように要求する要求を、アクセス
ノード１０６のポリシーマネージャに提供する。次いで、ブロック６１４によって表され
るように、ポリシーに基づいて、アクセスノード１０６は、要求を拒否するか、または要
求を許可する（たとえば、一時的または永続的なアクセスを許す）。アクセスノード１０
６によって実装されるポリシーは様々な形式をとることができる。たとえば、ポリシーは
、以下に記載する基準の１つまたは複数を含む。
【００６１】
　一部の態様では、ポリシーは、許されたアクセス端末および／または許されていないア
クセス端末を識別するアクセス制御リストを備える。ここで、アクセスコントローラ２１
６は、アクセスを許すべきかどうかを判断するために、アクセス端末１１２の識別子をア
クセス制御リストと比較する。
【００６２】
　一部の態様では、ポリシーは、すべての要求を指定された持続時間の間一時的に認める
ことを可能にし、何らかの形式の制限されたアクセスを許容する。たとえば、アクセス端
末１１２は、１５分、１時間などの間アクセスを許可され、および／またはアクセス端末
１１２は、ある時間にアクセスを許可される。このようにして、潜在的な圏外イベントを
アクセスノード１０６において回避することができる。
【００６３】
　一部の態様では、ポリシーは、（たとえば、限定ユーザグループに永続的に入れられた
）いくつかのアクセス端末に永続的なアクセスを許可する。たとえば、所有者は、近隣ア
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クセス端末に永続的なアクセスを許可する。近隣間のそのような協働は、近隣ごとに改善
されたサービス程度を達成することによって両方の当事者のためになる。
【００６４】
　一部の態様では、ポリシーは、異なる状況下で許可される様々なタイプのアクセスを規
定する。たとえば、ポリシーは、ｅ９１１番にかけようとしているアクセス端末にアクセ
スを許可する。
【００６５】
　一部の態様では、ポリシーはアクセス端末１１２の呼状態に依存する。たとえば、登録
要求に対する応答は、アクセス端末１１２がアイドル状態モードであるか、またはアクテ
ィブモードであるかに依存する。より詳細な例として、アクセス端末１１２がアクティブ
モードである場合、ポリシーマネージャは一時的サービスをアクセス端末１１２に自動的
に提供するように構成できる。反対に、ポリシーマネージャは、アクセス端末１１２がア
イドリング状態であるとき、アクセス端末１１２から要求を受信したときはいつでも、ア
クセスコントローラ２１８と２２０の一方または両方に通知するように構成され、それに
より、これらのエンティティは、アクセス端末１１２にアクセスを許可すべきかどうかを
判断することに役立つ。
【００６６】
　一部の態様では、ポリシーは、（たとえば、アクセス端末１１２から）アクセスノード
１０６において受信した信号の信号強度に依存する。たとえば、アクセス端末１１２から
の信号強度がしきい値を超えた場合、ポリシーマネージャは、（たとえば、アクセスノー
ド１０６における干渉を低減するために）アクセス端末１１２に一時的サービスを自動的
に提供するように構成される。さらに、測定されたライズオーバサーマルおよびアクセス
ノード１０６におけるノイズフロアが圏外しきい値に近づいているとき、ポリシーは、ア
クセスノード１０６における圏外状態を回避するためにアクセス端末１１２に一時的アク
セスを許容する。一部の態様では、アクセスノード１０６は、マクロセルラー配備におい
て典型的なものよりも大きいライズオーバサーマルを引き起こす、より大きい電力でアク
セス端末１１２が送信できるように、緩和ライズオーバサーマル限界を用いて設計される
。このようにして、アクセスノード１０６における圏外イベントの数を低減することがで
きる。
【００６７】
　一部の態様では、ポリシーは、異なるタイプのアクセスを（たとえば、一時的アクセス
とともに）規定する。たとえば、ポリシーは、アクセスノード１０６が完全な関連付け（
たとえば、フルサービス）をアクセス端末１１２に提供することを指定する。
【００６８】
　代替的に、ポリシーは、（たとえば、アクセスノード１０６における帯域幅などのリソ
ースの消費を制限するために）フルサービス未満のサービスをアクセス端末１１２に提供
することを指定する。たとえば、アクセス端末１１２をシグナリングのみの関連付けに制
限する。ここで、アクセス端末１１２は、シグナリング用に与えられた経路を介してアク
セスノード１０６に導かれる。そして、アクセス端末１１２は、アクセスノード１０６、
または他の何らかのネットワーク要素（たとえば、マクロＲＮＣ）にシグナリングを送信
し、それらからシグナリングを受信する。このタイプのシグナリングは、たとえば、ペー
ジング、モビリティシグナリング、および登録に関係する。しかしながら、アクセス端末
１１２は、アクセスノード１０６を介してユーザトラフィックを送信または受信すること
を許されない（たとえば、呼セットアップが許されない）。
【００６９】
　さらに別の例では、ポリシーは、アクセス端末１１２をローカルシグナリングのみの関
連付けに制限することを指定する。このシグナリングは、たとえば、宛て先変更メッセー
ジ、（たとえば、干渉を制御するための）リソース利用メッセージ、および電力制御メッ
セージなどのローカルで生成されたシグナリングを含む。一部の態様では、このシグナリ
ングは、メディアアクセス制御（「ＭＡＣ」）レベルの動作に関係する。ここで、シグナ
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リング接続はコアネットワークに提供されない。さらに、ページングおよびモビリティ関
係のシグナリングはサポートされない。
【００７０】
　次にブロック６１６～ブロック６２２を参照すると、いくつかの実装形態では、アクセ
スノード１０６は、アクセス端末１１２にアクセスを許可する前にユーザ（たとえば、ア
クセスノード１０６の所有者）から許可を得る。たとえば、ブロック６１６で、アクセス
ノード１０６（たとえば、送信機２１２）は、要求（たとえば、ゲストアクセス要求）お
よび／または他の関係する情報をアクセス端末１１０に転送する。上述のように、いくつ
かの実装形態では、この要求は、アクセス端末１１２に関連付けられた、認証された識別
パラメータ（たとえば、ユーザ名）を含む。アクセス端末１１０はアクセスノード１０６
のカバレージエリア中に存在する必要はないことを諒解されたい。むしろ、アクセス端末
１１０がネットワーク中のどこかで稼働中である限り（たとえば、アクセス端末１１０が
関連するワイドエリアネットワーク中のどこかに登録されているとき）、アクセス端末１
１０とのこのメッセージ交換を採用することができる。
【００７１】
　ブロック６１８によって表されるように、（たとえば、図示しない受信機による）この
要求の受信に基づいて、アクセス端末１１０（たとえば、アクセスコントローラ２１８）
は、要求されたアクセスを許すべきかどうかを判断する。いくつかの実装形態では、これ
は、アクセス端末１１０の出力デバイス（図示せず）を介して要求に関係する通知を出力
することを含む。たとえば、要求をアクセス端末１１０のディスプレイデバイス上に表示
する。次いで、アクセス端末１１０のユーザは、アクセス端末１１０の入力デバイス（図
示せず）を使用して、要求が許されるかどうか（および、随意に、アクセスの形式が許さ
れるかどうか）を示す、要求に対する応答を与える。
【００７２】
　次いで、ブロック６２０によって表されるように、アクセス端末１１０（たとえば、送
信機（図示せず））はアクセスノード１０６に適切な応答を送信する。上述のように、こ
の応答は、（たとえば、ブロック６１６で与えられる認証された識別パラメータに関連付
けられた）アクセス端末１１２にアクセスを許可する。その受信機２１４によってこの応
答を受信すると、次いで、アクセスノード１０６は、応答に基づいて、要求されたアクセ
スを許可するまたは許す（ブロック６２２）。
【００７３】
　場合によっては、アクセス端末１１０の動作は、（たとえば、アクセスコントローラ２
１８によって実装される）上記のポリシーと同様のポリシーを採用する。場合によっては
、アクセス端末１１０は、アクセスノード１０６のカバレージエリアに到着する前に、ア
クセス端末の識別子を用いてアクセスノード１０６のポリシーマネージャを構成する。た
とえば、上述のように、ユーザは、近隣がアクセスノード１０６にアクセスすることを許
可することを選択する。そのような場合、ユーザは、アクセスノード１０６によって維持
されるアクセス制御リストへの適切な登録を行わせる。
【００７４】
　アクセスマネージャ機能は、本明細書の教示に従って様々な方法で実装できることを諒
解されたい。たとえば、いくつかの実装形態では、フェムトノードマネージャを採用して
、一時的にまたは永続的に、アクセス端末が限定ユーザグループに入ることを認め、制限
されたフェムトノードへのアクセスを許容する。１つまたは複数のデバイスが住宅所有者
に属する一例では、アクセス端末は、アクセス端末機能マネージャステータスを割り当て
られた場合、フェムトノードマネージャになるように構成される。別の例では、サービス
プロバイダは、サービスプロバイダポリシーを限定ユーザグループ管理に適用するために
、フェムトノードマネージャ機能を用いてネットワーク要素を配備する。サービスプロバ
イダは、ネットワーク中のアクセス端末フェムトノードマネージャまたはフェムトノード
マネージャ機能のいずれかを、他方を無効にするように構成される。
【００７５】
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　上記に鑑みて、ワイヤレス通信システムにおける干渉を緩和するために本明細書の教示
が有利に採用されることを諒解されたい。その上、ハンドオフおよび関連付け手続きなど
のより高いレベルの手続きを使用して、一部の態様では、たとえば、（たとえば、無線パ
ラメータを適応させるか、または時分割多重を採用することによって）下位レイヤ（たと
えば、ＰＨＹおよび／またはＭＡＣ）の修正によって干渉問題に対処する技法と比較して
、より効果的な方法でこれらの問題に対処することができる。
【００７６】
　上述のように、一部の態様では、本明細書の教示は、マクロスケールのカバレージ（た
とえば、マクロセルラーネットワーク環境）、およびより小規模のカバレージ（たとえば
、住居または建築物ネットワーク環境）を含むネットワーク中で採用される。そのような
ネットワークでは、アクセス端末（「ＡＴ」）がネットワーク中を移動するにつれて、ア
クセス端末を、ある位置では、マクロカバレージを提供するアクセスノード（「ＡＮ」）
がサービスし、他の位置では、より小規模のカバレージを提供するアクセスノードがサー
ビスする。一部の態様では、より小さいカバレージノードを使用して、増分キャパシティ
の増大と、屋内カバレージと、（たとえば、より頑強なユーザ経験のための）種々のサー
ビスとを提供する。本明細書での説明では、比較的大きいエリアにわたってカバレージを
提供するノードを、マクロノードと呼ぶ。比較的小さいエリア（たとえば、住居）にわた
ってカバレージを提供するノードを、フェムトノードと呼ぶ。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ってカバレージを提供する（たとえば、商業
建築物内のカバレージを提供する）ノードを、ピコノードと呼ぶ。
【００７７】
　マクロノード、フェムトノード、またはピコノードに関連付けられたセルは、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。いくつかの実装形態では、所与の
セルをさらに１つまたは複数のセクタに関連付ける（たとえば、分割する）ことができる
。
【００７８】
　様々な適用例では、他の用語を使用して、マクロノード、フェムトノード、またはピコ
ノードを参照する。たとえば、マクロノードを、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し、またはそのように呼ぶ。また、フェム
トノードを、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
ルなどとして構成し、またはそのように呼ぶ。
【００７９】
　図７は、いくつかのトラッキングエリア７０２（またはルーティングエリアまたは位置
エリア）が画定されたネットワーク用のカバレージマップ７００の例を示す。特に、図７
では、トラッキングエリア７０２Ａ、７０２Ｂ、および７０２Ｃに関連付けられたカバレ
ージのエリアが太線によって示されている。
【００８０】
　本システムは、たとえば、マクロセル７０４Ａおよび７０４Ｂなど、（六角形によって
表された）複数のセル７０４を介したワイヤレス通信を提供し、各セルは、対応するアク
セスノード７０６（たとえば、アクセスノード７０６Ａ～７０６Ｃ）によってサービスさ
れる。図７に示すように、アクセス端末７０８（たとえば、アクセス端末７０８Ａおよび
７０８Ｂ）は、所与の時点でネットワーク全体にわたって様々な位置に分散している。各
アクセス端末７０８は、たとえば、アクセス端末７０８がアクティブかどうか、およびア
クセス端末７０８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ノー
ド７０６と通信する。このネットワークは、広い地理的領域にわたってサービスを提供す
る。たとえば、マクロセル７０４は、近傍にあるいくつかのブロックをカバーする。
【００８１】
　トラッキングエリア７０２は、また、フェムトカバレージエリア７１０を含む。この例
では、フェムトカバレージエリア７１０（たとえば、フェムトカバレージエリア７１０Ａ
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）の各々はマクロカバレージエリア７０４（たとえば、マクロカバレージエリア７０４Ｂ
）内に示されている。ただし、フェムトカバレージエリア７１０は完全にマクロカバレー
ジエリア７０４内にあるわけではないことを諒解されたい。実際には、多数のフェムトカ
バレージエリア７１０が所与のトラッキングエリア７０２またはマクロカバレージエリア
７０４内に画定される。また、１つまたは複数のピコカバレージエリア（図示せず）が所
与のトラッキングエリア７０２またはマクロカバレージエリア７０４内に画定される。図
７の複雑さを低減するために、数個のアクセスノード７０６、アクセス端末７０８、およ
びフェムトノード７１０のみを示す。
【００８２】
　フェムトノード環境のための接続性は、様々な方法で確立される。たとえば、図８に、
１つまたは複数のフェムトノードがネットワーク環境内に配備された通信システム８００
を示す。特に、システム８００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住宅８３０中に）設置された複数のフェムトノード８１０（たとえ
ば、フェムトノード８１０Ａおよび８１０Ｂ）を含む。各フェムトノード８１０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性手段（図示せず）を介し
てワイドエリアネットワーク８４０（たとえば、インターネット）およびモバイルオペレ
ータコアネットワーク８５０に結合される。本明細書で論じるように、各フェムトノード
８１０は、関連するアクセス端末８２０（たとえば、アクセス端末８２０Ａ）、および、
随意に、他のアクセス端末８２０（たとえば、アクセス端末８２０Ｂ）をサービスするよ
うに構成される。言い換えれば、フェムトノード８１０へのアクセスは制限され、それに
よって、所与のアクセス端末８２０は一組の指定された（たとえば、（１つまたは複数の
）ホーム）フェムトノード８１０によってサービスされるが、指定されていないフェムト
ノード８１０（たとえば、近隣のフェムトノード８１０）によってはサービスされない。
【００８３】
　フェムトノード８１０の所有者は、たとえば、モバイルオペレータコアネットワーク８
５０を介して提供される３Ｇモバイルサービスなど、モバイルサービスに加入することが
できる。さらに、アクセス端末８２０は、マクロ環境中と、より小規模（たとえば、住宅
）のネットワーク環境中の両方で動作することが可能である。言い換えれば、アクセス端
末８２０の現在位置に応じて、アクセス端末８２０は、マクロセルモバイルネットワーク
８５０のアクセスノード８６０によって、または一組のフェムトノード８１０（たとえば
、対応するユーザの住宅８３０内に常駐するフェムトノード８１０Ａおよび８１０Ｂ）の
うちのいずれか１つによってサービスされる。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ノード（たとえば、ノード８６０）によってサービスされ、自
宅にいるときは、フェムトノード（たとえば、ノード８１０Ｂ）によってサービスされる
。ここで、フェムトノード８１０は既存のアクセス端末８２０と後方互換性があることを
諒解されたい。
【００８４】
　フェムトノード８１０は、単一の周波数上に配備でき、または代替として、複数の周波
数上に配備できる。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１つまた
は複数は、マクロノード（たとえば、ノード８６０）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。
【００８５】
　一部の態様では、アクセス端末８２０は、マクロネットワーク８５０またはフェムトノ
ード８１０のいずれかと通信するが、同時に両方と通信しないように構成される。さらに
、一部の態様では、フェムトノード８１０によってサービスされているアクセス端末８２
０は、マクロネットワーク８５０とソフトハンドオーバ状態ではない。
【００８６】
　一部の態様では、アクセス端末８２０は、そのような接続性が可能なときはいつでも、
好ましいフェムトノード（たとえば、アクセス端末８２０のホームフェムトノード）に接
続するように構成される。たとえば、加入者のアクセス端末８２０が加入者の住宅８３０
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内にあるときはいつでも、アクセス端末８２０がホームフェムトノード８１０のみと通信
することが望ましい。
【００８７】
　一部の態様では、アクセス端末８２０がマクロセルラーネットワーク８５０内で動作し
ているが、（たとえば、好ましいローミングリスト中に定義された）その最も好ましいネ
ットワーク上に常駐していない場合、アクセス端末８２０は、ベターシステムリセレクシ
ョン（「ＢＳＲ」）を使用して、最も好ましいネットワーク（たとえば、好ましいフェム
トノード８１０）を探索し続け、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なスキャンを行
い、以後、そのような好ましいシステムへの関連付けに努める。取得エントリを用いて、
アクセス端末８２０は、特定の帯域およびチャネルの探索を制限する。たとえば、最も好
ましいシステムの探索が周期的に繰り返される。好ましいフェムトノード８１０が発見さ
れると、アクセス端末８２０は、そのカバレージエリア内にキャンプするためにフェムト
ノード８１０を選択する。
【００８８】
　上述のように、フェムトノードなどのアクセスノードは、一部の態様では制限される。
たとえば、所与のフェムトノードは、いくつかのサービスをいくつかのアクセス端末にし
か提供しない。いわゆる制限（または限定）関連付けを用いた配備では、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、フェムトノードの規定された組（たとえば
、対応するユーザの住宅８３０内に常駐するフェムトノード８１０）とによってのみサー
ビスされる。いくつかの実装形態では、ノードは、少なくとも１つのノードにシグナリン
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る。
【００８９】
　一部の態様では、（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）制限さ
れたフェムトノードは、サービスを、制限された準備されたアクセス端末の組に提供する
ノードである。この組は、必要に応じて、一時的にまたは永続的に拡大できる。一部の態
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ノード（たとえば、フェムトノード）の組として規定される。領域
中のすべてのフェムトノード（または、すべての制限されたフェムトノード）が動作する
チャネルをフェムトチャネルと呼ぶ。
【００９０】
　したがって、所与のフェムトノードと所与のアクセス端末との間に様々な関係が存在す
る。たとえば、アクセス端末の観点から、開いたフェムトノードは、制限された関連付け
をもたないフェムトノードを指す。制限されたフェムトノードは、何らかの形で制限され
た（たとえば、関連付けおよび／または登録のために制限された）フェムトノードを指す
。ホームフェムトノードは、アクセス端末がアクセスおよび動作することを許可されるフ
ェムトノードを指す。ゲストフェムトノードは、アクセス端末がアクセスまたは動作する
ことを一時的に許可されるフェムトノードを指す。外来フェムトノードは、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または動作することを許
可されないフェムトノードを指す。
【００９１】
　制限されたフェムトノードの観点から、ホームアクセス端末は、制限されたフェムトノ
ードへのアクセスを許可されるアクセス端末を指す。ゲストアクセス端末は、制限された
フェムトノードに一時的にアクセスできるアクセス端末を指す。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、制限されたフェムトノードにアクセ
スする許可を有していないアクセス端末（たとえば、制限されたフェムトノードに登録す
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。
【００９２】
　便宜のために、本明細書の開示では、フェムトノードの文脈で様々な機能について説明
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する。ただし、ピコノードは、より大きいカバレージエリアに同じまたは同様の機能を提
供す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、ピコノードを制限
すること、ホームピコノードを定義することなどが可能である。
【００９３】
　ワイヤレス多元接続通信システムは、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。上述のように、各端末は、順方向および逆方向リンク上の伝送を介し
て１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（またはダウンリンク）とは、基地
局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）とは、端末から
基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、１入力１出力システム、多入力多出力
（「ＭＩＭＯ」）システム、または他の何らかのタイプのシステムを介して確立される。
【００９４】
　ＭＩＭＯシステムは、データ伝送用に複数（ＮＴ）個の送信アンテナおよび複数（ＮＲ

）個の受信アンテナを使用する。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
解できる（ただし、ＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ，ＮＲ｝）。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）を与える。
【００９５】
　ＭＩＭＯシステムは時分割複信（「ＴＤＤ」）および周波数分割複信（「ＦＤＤ」）を
サポートする。ＴＤＤシステムでは、順方向および逆方向リンク伝送が同一周波数領域上
で行われるので、相反定理による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形成利得を抽出することが可能になる。
【００９６】
　本明細書の教示は、少なくとも１つの他のノードと通信するために様々な構成要素を採
用しているノード（たとえば、デバイス）中に組み込むことができる。図９に、ノード間
の通信を可能にするために採用できるいくつかの例示的な構成要素を示す。特に、図９に
、ＭＩＭＯシステム９００のワイヤレスデバイス９１０（たとえば、アクセスポイント）
およびワイヤレスデバイス９５０（たとえば、アクセス端末）を示す。デバイス９１０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９１２から送信（
「ＴＸ」）データプロセッサ９１４に与えられる。
【００９７】
　一部の態様では、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される
。ＴＸデータプロセッサ９１４は、各データ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、データストリームごとにトラフィックデータをフォーマットし、符号
化し、インタリーブして、符号化データを与える。
【００９８】
　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
重化できる。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、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る既知のデータパターンである。
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
調シンボルを供給するために、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、ＱＳＰＫ、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）される。各データストリームのデータ転送速度、符号化、およ
び変調は、プロセッサ９３０によって実行される命令によって決定される。データメモリ
９３２は、デバイス９１０のプロセッサ９３０または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する。
【００９９】
　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９２０
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に供給され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２０はさらに（たとえば、ＯＦＤＭの場合）そ
の変調シンボルを処理する。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２０は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」）９２２Ａ～９２２Ｔに供給す
る。一部の態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２０は、ビーム形成重みをデータスト
リームのシンボル、およびそのシンボルが送信されているアンテナに付加する。
【０１００】
　各トランシーバ９２２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供給し、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供給する。次いで、トランシーバ９２２Ａ～９２２ＴからのＮＴ個
の変調信号はそれぞれ、ＮＴ個のアンテナ９２４Ａ～９２４Ｔから送信される。
【０１０１】
　デバイス９５０では、送信された変調信号はＮＲ個のアンテナ９５２Ａ～９５２Ｒによ
って受信され、各アンテナ９５２からの受信信号は、それぞれのトランシーバ（「ＸＣＶ
Ｒ」）９５４Ａ～９５４Ｒに供給される。各トランシーバ９５４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供給し、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供給する。
【０１０２】
　次いで、受信（「ＲＸ」）データプロセッサ９６０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９５４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供給する。次いで、ＲＸデータプロセッサ９６
０は、各検出シンボルストリームを復調し、ディインタリーブし、復号して、データスト
リームに対するトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ９６０による処理
は、デバイス９１０においてＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２０およびＴＸデータプロセッ
サ９１４によって実行される処理を補足するものである。
【０１０３】
　プロセッサ９７０は、どのプリコーディング行列（以下で論じる）を使用すべきかを定
期的に判断する。プロセッサ９７０は、行列インデックス部とランク値部とを備える逆方
向リンクメッセージを作成する。データメモリ９７２は、デバイス９５０のプロセッサ９
７０または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
記憶する。
【０１０４】
　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る。次いで、逆方向リンクメッセージは、データソース９３６
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９３８によって処理され、変調器９８０によって変調され、トランシーバ９５４Ａ～９
５４Ｒによって調整され、デバイス９１０に戻される。
【０１０５】
　デバイス９１０において、デバイス９５０からの変調信号は、アンテナ９２４によって
受信され、トランシーバ９２２によって調整され、復調器（「ＤＥＭＯＤ」）９４０によ
って復調され、ＲＸデータプロセッサ９４２によって処理されて、デバイス９５０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９３０は、ビー
ム形成重みを決定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。
【０１０６】
　図９は、通信構成要素が、本明細書で教示するアクセス／搬送波制御動作を実行する１
つまたは複数の構成要素を含むことを示す。たとえば、アクセス／搬送波制御構成要素９
９０は、デバイス９１０のプロセッサ９３０および／または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９５０）との間で信号を送信／受信
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する。同様に、アクセス／搬送波制御構成要素９９２は、デバイス９５０のプロセッサ９
７０および／または他の構成要素と協働して、別のデバイス（たとえば、デバイス９１０
）との間で信号を送信／受信する。各デバイス９１０および９５０について、記載の構成
要素の２つ以上の機能が単一の構成要素によって提供できることを諒解されたい。たとえ
ば、単一の処理構成要素が、アクセス／搬送波制御構成要素９９０およびプロセッサ９３
０の機能を提供し、また、単一の処理構成要素が、アクセス／搬送波制御構成要素９９２
およびプロセッサ９７０の機能を提供する。
【０１０７】
　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中に組
み込むことができる。一部の態様では、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、コーディング、インターリービ
ングなどの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できる。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、多重搬送波ＣＤＭＡ（「ＭＣＣＤＭＡ」）
、広帯域ＣＤＭＡ（「Ｗ－ＣＤＭＡ」）、高速パケットアクセス（「ＨＳＰＡ」、「ＨＳ
ＰＡ＋」）システム、時分割多元接続（「ＴＤＭＡ」）システム、周波数分割多元接続（
「ＦＤＭＡ」）システム、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（「ＯＦＤＭＡ」）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できる。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、ｃｄｍａ２０００、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＴＤＳＣＤＭＡ、
および他の標準など、１つまたは複数の標準を実装するように設計される。ＣＤＭＡネッ
トワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（「ＵＴＲＡ」）、ｃｄｍａ２０００、また
は他の何らかの技術などの無線技術を実装する。ＵＴＲＡは、Ｗ－ＣＤＭＡおよび低チッ
プレート（「ＬＣＲ」）を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およ
びＩＳ－８５６標準をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、広域移動体通信システム（
「ＧＳＭ（登録商標）」）などの無線技術を実施する。ＯＦＤＭＡネットワークは、進化
型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ
８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実施する。ＵＴＲＡ
、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、ユニバーサル移動体通信システム（「ＵＭＴＳ」）の
一部である。本明細書の教示は、３ＧＰＰロングタームエボリューション（「ＬＴＥ」）
システム、ウルトラモバイルブロードバンド（「ＵＭＢ」）システム、および他のタイプ
のシステム中で実装される。ＬＴＥは、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースであ
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が、本明細書の
教示は、３ＧＰＰ（Ｒｅ１９９、Ｒｅ１５、Ｒｅ１６、Ｒｅ１７）技術、ならびに３ＧＰ
Ｐ２（ＩｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲｅｌＯ、ＲｅｖＡ、ＲｅｖＢ）技術および他の技
術に適用できることを理解されたい。
【０１０８】
　本明細書の教示は様々な装置（たとえば、ワイヤレスノード）に組み込む（たとえば、
装置内に実装する、または装置によって実行する）ことができる。たとえば、本明細書で
論じるアクセスノード（たとえば、マクロノード、フェムトノードまたはピコノード）は
、アクセスポイント（「ＡＰ」）、基地局（「ＢＳ」）、ノードＢ、無線ネットワークコ
ントローラ（「ＲＮＣ」）、ｅノードＢ、基地局コントローラ（「ＢＳＣ」）、基地トラ
ンシーバ局（「ＢＴＳ」）、トランシーバ機能（「ＴＦ」）、無線ルータ、無線トランシ
ーバ、基本サービスセット（「ＢＳＳ」）、拡張サービスセット（「ＥＳＳ」）、無線基
地局（「ＲＢＳ」）または他の何らかの用語として構成し、またはそのように呼ぶ。
【０１０９】
　さらに、本明細書で論じるアクセス端末を、移動局、ユーザ装置、加入者ユニット、加
入者局、相手局、遠隔端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイスまたは他
の何らかの用語で呼ぶ。一部の実装形態では、そのようなノードは、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
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（「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か
ら構成され、これらの内に実装され、これらを含むことができる。
【０１１０】
　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、様々なタイプの装置からな
り、それらの装置内に実装され、それらの装置を含むことができる。そのような装置は、
電話（たとえば、セルラー電話、スマートフォン）、コンピュータ（たとえば、ラップト
ップ）、携帯型通信デバイス、携帯型コンピューティングデバイス（たとえば、個人情報
端末）、娯楽デバイス（たとえば、音楽またはビデオデバイス、あるいは衛星ラジオ）、
全地球測位システムデバイス、あるいはワイヤレス媒体を介して通信するように構成され
た他の好適デバイスを備える。
【０１１１】
　上述のように、一部の態様では、ワイヤレスノードは通信システムのためのアクセスノ
ード（たとえば、アクセスポイント）を備える。たとえば、そのようなアクセスノードは
、有線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広域ネットワーク）のための、またはネットワークへの
接続性を与える。したがって、そのようなアクセスノードは、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することができる。さら
に、ノードの一方または両方は、携帯型であり、または場合によっては、比較的、非携帯
型であることを諒解されたい。また、ワイヤレスノード（たとえば、ワイヤレスデバイス
）は、適切な通信インターフェースを介して（たとえば、有線接続を介して）非ワイヤレ
スの方法で情報を送信および／または受信することが可能であることも諒解されたい。
【０１１２】
　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、または他の場合にあるいは
その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する。たと
えば、一部の態様では、ワイヤレスノードはネットワークに関連付けられる。一部の態様
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広域ネットワークを備える。ワ
イヤレスデバイスは、（たとえば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ、ＯＦＤＭＡ、ＷｉＭ
ＡＸ、Ｗｉ－Ｆｉなど）本明細書で論じるものなどの、１つまたは複数の様々なワイヤレ
ス通信技術、プロトコル、または標準をサポートあるいは使用する。同様に、ワイヤレス
ノードは、１つまたは複数の様々な対応する変調方式または多重化方式をサポートあるい
は使用する。したがって、ワイヤレスノードは、適切な構成要素（たとえば、エアインタ
ーフェース）を含んで、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、信号発生器および信
号処理器）を含む、関連する送信機構成要素および受信機構成要素（たとえば、送信機２
０８または２１２および受信機２１０または２１４）とともにワイヤレストランシーバを
備える。
【０１１３】
　本明細書で説明する構成要素は、様々な方法で実装することができる。図１０～図１６
を参照すると、装置１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、１５００、お
よび１６００は一連の相互に関連する機能ブロックとして表される。一部の態様では、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
て実装できる。一部の態様では、これらのブロックの機能は、たとえば、１つまたは複数
の集積回路（たとえば、ＡＳＩＣ）の少なくとも一部を使用して実装される。本明細書で
論じるように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の関連した構成要素、または
その何らかの組合せを含む。これらのブロックの機能は、本明細書で教示する方法とは別
の何らかの方法で実装することもできる。一部の態様では、図１０～図１６の１つまたは
複数の破線ブロックは随意の機能に関する。
【０１１４】
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　装置１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、１５００、および１６００
は、様々な図に関して上記の１つまたは複数の機能を実行することができる１つまたは複
数のモジュールを含む。たとえば、アクティブまたはアイドル状態の判断手段１００２は
、たとえば、本明細書で論じるモード判定器２２６に対応する。搬送波割当て手段１００
４は、たとえば、本明細書で論じる搬送波選択器２２４に対応する。端末構成手段１００
６は、たとえば、本明細書で論じる搬送波選択器２２４に対応する。受信手段１１０２は
、たとえば、本明細書で論じる受信機２１０に対応する。搬送波切替え判断手段１１０４
は、たとえば、本明細書で論じる搬送波選択器２２２に対応する。受信手段１２０２は、
たとえば、本明細書で論じる受信機に対応する。搬送波切替え判断手段１２０４は、たと
えば、本明細書で論じる搬送波選択器２２４に対応する。受信手段１３０２は、たとえば
、本明細書で論じる受信機２１０に対応する。位置決定手段１３０４は、たとえば、本明
細書で論じる位置決定器２２８に対応する。探索判断手段１３０６は、たとえば、本明細
書で論じる探索コントローラ２３０に対応する。ハンドオフ実行手段１３０８は、たとえ
ば、本明細書で論じるハンドオフコントローラ２３２に対応する。受信手段１４０２は、
たとえば、本明細書で論じる受信機２１４に対応する。アクセス判断手段１４０４は、た
とえば、本明細書で論じるアクセスコントローラ２１６に対応する。受信手段１５０２は
、たとえば、本明細書で論じる受信機に対応する。アクセス判断手段１５０４は、たとえ
ば、本明細書で論じるアクセスコントローラ２１８に対応する。送信手段１５０６は、た
とえば、本明細書で論じる送信機に対応する。端末識別手段１６０２は、たとえば、本明
細書で論じる受信機２１４に対応する。認証手段１６０４は、たとえば、本明細書で論じ
る認証コントローラ２３４に対応する。パラメータ提示手段１６０６は、たとえば、本明
細書で論じる送信機２１２に対応する。受信手段１６０８は、たとえば、本明細書で論じ
る受信機２１４に対応する。
【０１１５】
　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
要素のみが使用されること、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、１組の要素は
１つまたは複数の要素を備える。さらに、説明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
、またはその任意の組合せ」を意味する。
【０１１６】
　情報および信号は様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表すことを当業者
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すことができ
る。
【０１１７】
　さらに、本明細書で開示され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、ソース符号化または何らかの他の技法を使用して設計できる、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でき
ることを当業者は諒解するであろう。ハードウェアとソフトウェアと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で実
装するかソフトウェアで実装するかは、システム全体に課せられた特定の適用および設計
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上の制約に依存する。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す
ることができるが、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と解釈す
べきではない。
【０１１８】
　本明細書で開示され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
できるか、またはそれらによって実行できる。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
トランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素、電子的構成要素、光学的構成要素、
機械的構成要素、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
意の組合せを備えることができ、ＩＣの内部に、ＩＣの外側に、またはその両方に存在す
るコードまたは命令を実行することができる。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、代替形態では、プロセッサは従来のプロセッサ、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も実装できる。
【０１１９】
　開示され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でき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。
【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、またはそれらの任意
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ま
たはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶するか、あるいはコンピュータ可読媒体
を介して送信することができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、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いかなる媒体をも含
む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意の利
用可能な媒体とすることができる。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もしくは他の光ディスク記憶装置
、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または、命令もしくはデータ構造の
形態で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でき、コンピュータによ
ってアクセスできる他の任意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）およびブルーレイデ
ィスク（disc）を含み、この場合、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し
、ディスク（disc）はデータをレーザ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。要約すると、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できることを諒解されたい。
【０１２１】
　開示され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



(31) JP 2012-239183 A 2012.12.6

めに提供される。これらの態様への様々な変更は当業者にはすぐに明らかになり、本明細
書で定義された包括的な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できる
。したがって、本開示は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、本明細書
に開示され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ものである
。
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【手続補正書】
【提出日】平成24年8月2日(2012.8.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１の搬送波上で少なくとも１つの第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信す
ることと；
　位置情報を決定することと；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断することと；
　を備えた方法。
【請求項２】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行することをさらに備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のアクセスノードは、フェムトノードまたはピコノードを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するように構成され
た受信機と；
　位置情報を決定するように構成された位置決定器と；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断するように構成された探索コントローラと；
　を備えた装置。
【請求項７】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行するように構成されたハンドオフ
コントローラをさらに備える、請求項６に記載の装置。
【請求項９】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】



(36) JP 2012-239183 A 2012.12.6

　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するための手段と；
　位置情報を決定するための手段と；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断するための手段と；
　を備えた装置。
【請求項１１】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行するための手段をさらに備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信することと；
　位置情報を決定することと；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備えた、コンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、請求項１４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１６】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって
好ましいアクセスノードである場合、前記コンピュータに前記第２のアクセスノードへの
ハンドオフを実行させるためのコードをさらに備える、請求項１４に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項１７】
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、請求項１４に記載のコンピュータプログラム製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２１】
　開示され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。これらの態様への様々な変更は当業者にはすぐに明らかになり、本明細
書で定義された包括的な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できる
。したがって、本開示は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、本明細書
に開示され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ものである
。　
　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。
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　　〔１〕
　ワイヤレス通信の方法であって、
　アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定することと；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てることと；
　前記アクセス端末を、前記割り当てられた搬送波を使用するように構成することと；
　を備えた方法。
　　〔２〕
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、〔１〕に記載の方法。
　　〔３〕
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、〔１〕に記載の方法。
　　〔４〕
　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、〔１〕に
記載の方法。
　　〔５〕
　前記アクセス端末が前記制限されたアクセスノードの少なくとも一部から受信した信号
に関する前記アクセス端末から受信した情報に基づいて、前記モビリティを決定すること
をさらに備える、〔４〕に記載の方法。
　　〔６〕
　前記アクセス端末のモビリティがしきいモビリティ以下である場合、前記アクセス端末
は前記第１の搬送波に割り当てられる、〔１〕に記載の方法。
　　〔７〕
　前記アクセス端末のモビリティがしきいモビリティ以上である場合、前記アクセス端末
は前記第２の搬送波に割り当てられる、〔１〕に記載の方法。
　　〔８〕
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、〔１〕に記載の方法。
　　〔９〕
　前記制限されたアクセスノードはフェムトノードおよび／またはピコノードを備える、
〔１〕に記載の方法。
　　〔１０〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定するように構成された
モード判定器と；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てるように構成され、さらに、前記アクセ
ス端末を前記割り当てられた搬送波を使用するように構成するように構成された搬送波選
択器と；
　を備えた装置。
　　〔１１〕
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、〔１０〕に記載の装置。
　　〔１２〕
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、〔１０〕に記載の装置。
　　〔１３〕
　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、〔１０〕
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に記載の装置。
　　〔１４〕
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、〔１０〕に記載の装置。
　　〔１５〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定するための手段と；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てるための手段と；
　前記アクセス端末を、前記割り当てられた搬送波を使用するように構成するための手段
と；
　を備えた装置。
　　〔１６〕
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、〔１５〕に記載の装置。
　　〔１７〕
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、〔１５〕に記載の装置。
　　〔１８〕
　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、〔１５〕
に記載の装置。
　　〔１９〕
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、〔１５〕に記載の装置。
　　〔２０〕
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
アクセス端末がアクティブであるかアイドル状態であるかを判定することと；
　前記判定に基づいて、前記アクセス端末を、制限されたアクセスノード用に指定された
第１の搬送波に、または第２の搬送波に割り当てることと；
　前記アクセス端末を、前記割り当てられた搬送波を使用するように構成することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備える、コンピュータプログラム製品。
　　〔２１〕
　前記アクセス端末がアイドル状態である場合、前記アクセス端末は前記第２の搬送波に
割り当てられる、〔２０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔２２〕
　前記アクセス端末がアクティブである場合、前記アクセス端末は前記第１の搬送波に割
り当てられる、〔２０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔２３〕
　前記搬送波の前記割当ては、前記アクセス端末のモビリティにさらに基づく、〔２０〕
に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔２４〕
　前記制限されたアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データア
クセス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供し
ないように制限される、〔２０〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔２５〕
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信することと；
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　前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信することと；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断することと；
　を備えた方法。
　　〔２６〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、〔２５〕に記載の方法。
　　〔２７〕
　前記第１の組の信号が、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔２６〕に記載の方法。
　　〔２８〕
　前記判断することは、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前
記切替えを実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、〔２５〕に記載の方法。
　　〔２９〕
　前記搬送波切替えを実行するアクセス端末が前記第１のアクセスノードとアクティブに
通信している場合、前記搬送波切替えは、アクティブなハンドオフを備える、〔２５〕に
記載の方法。
　　〔３０〕
　前記搬送波切替えを実行するアクセス端末が前記第１のアクセスノード上でアイドリン
グ状態である場合、前記搬送波切替えは、前記第２の搬送波上で前記信号をスキャンする
ことを備える、〔２５〕に記載の方法。
　　〔３１〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔２５〕に記載の方法。
　　〔３２〕
　前記第２のアクセスノードは、フェムトノードまたはピコノードを備える、〔２５〕に
記載の方法。
　　〔３３〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するように構成され
、前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信するようにさら
に構成された受信機と；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断するように構成された搬送波
選択器と；
　を備えた装置。
　　〔３４〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、〔３３〕に記載の装置。
　　〔３５〕
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔３４〕に記載の装置。
　　〔３６〕
　前記判断することは、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前
記切替えを実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、〔３３〕に記載の装置。
　　〔３７〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔３３〕に記載の装置。
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　　〔３８〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信し、前記第１の搬送
波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信するための手段と；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断するための手段と；
　を備えた装置。
　　〔３９〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、〔３８〕に記載の装置。
　　〔４０〕
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔３９〕に記載の装置。
　　〔４１〕
　前記判断は、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前記切替え
を実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断することをさ
らに備える、〔３８〕に記載の装置。
　　〔４２〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔３８〕に記載の装置。
　　〔４３〕
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信することと；
　前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから第２の組の信号を受信することと；
　前記第２の組の信号に基づいて、第２の搬送波上で前記第１のアクセスノードから信号
を受信するために搬送波切替えを実行すべきかどうかを判断することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備えた、コンピュータプログラム製品。
　　〔４４〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号にさらに基づく、〔４３〕に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
　　〔４５〕
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔４４〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔４６〕
　前記判断することは、前記第２の組の信号に基づいて、前記第２のアクセスノードが前
記切替えを実行するアクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、〔４３〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔４７〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔４３〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔４８〕
　ワイヤレス通信の方法であって、
　第１のアクセスノードにおいて、アクセス端末が第１の搬送波上で前記第１のアクセス
ノードから受信した第１の組の信号に関する情報を受信することと；
　前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから受信した第２の組
の信号に関する情報を受信することと；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
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うかを判断することと；
　を備えた方法。
　　〔４９〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、〔４８〕
に記載の方法。
　　〔５０〕
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔４９〕に記載の方法。
　　〔５１〕
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、〔４８〕に記載の方法。
　　〔５２〕
　前記アクセス端末が前記第１のアクセスノードとアクティブに通信している場合、前記
搬送波切替えは、アクティブなハンドオフを備える、〔４８〕に記載の方法。
　　〔５３〕
　前記アクセス端末が前記第１のアクセスノード上でアイドリング状態である場合、前記
搬送波切替えは、前記第２の搬送波上で前記信号をスキャンすることを備える、〔４８〕
に記載の方法。
　　〔５４〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔４８〕に記載の方法。
　　〔５５〕
　前記第２のアクセスノードは、フェムトノードまたはピコノードを備える、〔４８〕に
記載の方法。
　　〔５６〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末が第１の搬送波上で第１のアクセスノードから受信した第１の組の信号に
関する情報を受信するように構成され、前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２の
アクセスノードから受信した第２の組の信号に関する情報を受信するようにさらに構成さ
れた受信機と；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
うかを判断するように構成された搬送波選択器と；
　を備えた装置。
　　〔５７〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、〔５６〕
に記載の装置。
　　〔５８〕
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔５７〕に記載の装置。
　　〔５９〕
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、〔５６〕に記載の装置。
　　〔６０〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔５６〕に記載の装置。
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　　〔６１〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　アクセス端末が第１の搬送波上で第１のアクセスノードから受信した第１の組の信号に
関する情報を受信し、前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードか
ら受信した第２の組の信号に関する情報を受信するための手段と；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
うかを判断するための手段と；
　を備えた装置。
　　〔６２〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、〔６１〕
に記載の装置。
　　〔６３〕
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔６２〕に記載の装置。
　　〔６４〕
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、〔６１〕に記載の装置。
　　〔６５〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔６１〕に記載の装置。
　　〔６６〕
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　アクセス端末が第１の搬送波上で第１のアクセスノードから受信した第１の組の信号に
関する情報を受信することと；
　前記アクセス端末が前記第１の搬送波上で第２のアクセスノードから受信した第２の組
の信号に関する情報を受信することと；
　前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記アクセス端末に第２の搬送波上
で前記第１のアクセスノードから信号を受信させるために搬送波切替えを起動すべきかど
うかを判断することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備えた、コンピュータプログラム製品。
　　〔６７〕
　前記判断することは、前記第１の組の信号に関する前記情報にさらに基づく、〔６６〕
に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔６８〕
　前記第１の組の信号は、前記第１のアクセスノードに関連する搬送波対干渉波比がしき
い値以下であることを示す、〔６７〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔６９〕
　前記判断することは、前記第２の組の信号に関する前記情報に基づいて、前記第２のア
クセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードであることを判断する
ことをさらに備える、〔６６〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔７０〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔６６〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔７１〕
　ワイヤレス通信の方法であって、



(43) JP 2012-239183 A 2012.12.6

　第１の搬送波上で少なくとも１つの第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信す
ることと；
　位置情報を決定することと；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断することと；
　を備えた方法。
　　〔７２〕
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、〔７１〕に記載の方法。
　　〔７３〕
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行することをさらに備える、〔７１
〕に記載の方法。
　　〔７４〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔７１〕に記載の方法。
　　〔７５〕
　前記第２のアクセスノードは、フェムトノードまたはピコノードを備える、〔７１〕に
記載の方法。
　　〔７６〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するように構成され
た受信機と；
　位置情報を決定するように構成された位置決定器と；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断するように構成された探索コントローラと；
　を備えた装置。
　　〔７７〕
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、〔７６〕に記載の装置。
　　〔７８〕
　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行するように構成されたハンドオフ
コントローラをさらに備える、〔７６〕に記載の装置。
　　〔７９〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔７６〕に記載の装置。
　　〔８０〕
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信するための手段と；
　位置情報を決定するための手段と；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断するための手段と；
　を備えた装置。
　　〔８１〕
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、〔８０〕に記載の装置。
　　〔８２〕
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　前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって好ましいアクセスノードである
場合、前記第２のアクセスノードへのハンドオフを実行するための手段をさらに備える、
〔８０〕に記載の装置。
　　〔８３〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔８０〕に記載の装置。
　　〔８４〕
　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であって、前記コンピュー
タ可読媒体は、
　第１の搬送波上で第１のアクセスノードから第１の組の信号を受信することと；
　位置情報を決定することと；
　前記決定された位置情報に基づいて、第２の搬送波上で第２のアクセスノードからの第
２の組の信号を探索すべきかどうかを判断することと；
　をコンピュータに実行させるためのコードを備えた、コンピュータプログラム製品。
　　〔８５〕
　前記位置情報の前記決定は、前記第１の組の信号を受信するアクセス端末の地理的位置
を決定することを備える、〔８４〕に記載のコンピュータプログラム製品。
　　〔８６〕
　前記コンピュータ可読媒体は、前記第２のアクセスノードが前記アクセス端末にとって
好ましいアクセスノードである場合、前記コンピュータに前記第２のアクセスノードへの
ハンドオフを実行させるためのコードをさらに備える、〔８４〕に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
　　〔８７〕
　前記第２のアクセスノードは、少なくとも１つのノードにシグナリング、データアクセ
ス、登録、ページング、およびサービスからなる群のうちの少なくとも１つを提供しない
ように制限される、〔８４〕に記載のコンピュータプログラム製品。
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