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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス端末とフェムトノードとの間で通信する方法であって、
　フェムトノードからアクセス端末に既知の信号を送信することであって、前記既知の信
号が、前記アクセス端末によって基準信号と比較されるように構成された、送信すること
と、
　前記フェムトノードから前記アクセス端末に第１のメッセージを送信することであって
、前記第１のメッセージが、前記フェムトノードを一意に識別する識別子を備える、送信
することと、
　前記フェムトノードによって第２のメッセージを受信することであって、前記第２のメ
ッセージが、マクロノードから前記フェムトノードへの前記アクセス端末のハンドインを
可能にする情報を備え、前記フェムトノードが、前記識別子に少なくとも部分的に基づい
てハンドインターゲットとして識別される、受信することと、
　前記第２のメッセージに応答して前記アクセス端末と通信することと
を備える方法。
【請求項２】
　前記フェムトノードによって前記識別子をフェムトスイッチから受信することをさらに
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のメッセージを送信することは、前記第１のメッセージを周期的にブロードキ
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ャストすることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のメッセージを受信することは、前記第２のメッセージを前記マクロノードか
ら受信することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のメッセージを受信することは、前記第２のメッセージをフェムトスイッチか
ら受信することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記既知の信号は、前記アクセス端末における受信時に、前記基準信号と比較すること
によって前記既知の信号の信号強度を判断するためのパイロット信号を備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　前記識別子は、前記フェムトノードをフェムトスイッチに関連付ける第１の値と、前記
フェムトスイッチをモバイル交換センタに関連付ける第２の値とを備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項８】
　前記識別子は、アクセスポイント識別子、フェムト機器識別子、イーサネットメディア
アクセス制御アドレス、セクタ識別子、基地局識別子、およびインターネットプロトコル
アドレスのうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記マクロノードは、第１のエリア内で前記アクセス端末に通信カバレッジを与えるよ
うに構成され、前記フェムトノードは、第２のエリア内で前記アクセス端末に通信カバレ
ッジを与えるように構成され、前記第１のエリアが前記第２のエリアよりも大きい、請求
項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記フェムトノード、前記アクセス端末、および前記マクロノードは、トランシーバを
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　送信機であって、
　　アクセス端末に既知の信号を送信することであって、前記既知の信号は、前記送信機
をフェムトノード送信機として識別し、前記既知の信号は、前記アクセス端末によって基
準信号と比較されるように構成された、送信することと、
　　前記アクセス端末に識別子を送信することであって、前記識別子は前記送信機を一意
に識別する、送信することと、を行うように構成された送信機と、
　メッセージを受信するように構成された受信機であって、前記メッセージは、マクロノ
ードから前記送信機および前記受信機への前記アクセス端末のハンドインを可能にする情
報を備え、前記送信機および前記受信機は、前記識別子に少なくとも部分的に基づいてハ
ンドインターゲットとして識別される、受信機と、
　前記メッセージに応答して前記送信機および／または前記受信機と前記アクセス端末と
の間に通信リンクを確立するように構成された処理回路と
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項１２】
　前記受信機は、前記識別子をフェムトスイッチから受信するようにさらに構成された、
請求項１１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１３】
　前記送信機は、前記識別子を周期的にブロードキャストするように構成された、請求項
１１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１４】
　前記受信機は、前記メッセージを前記マクロノードから受信するように構成された、請
求項１１に記載のワイヤレス通信装置。
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【請求項１５】
　前記受信機は、前記メッセージをフェムトスイッチから受信するように構成された、請
求項１１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１６】
　前記既知の信号は、前記アクセス端末における受信時に、前記基準信号と比較すること
により前記既知の信号の信号強度を判断するためのパイロット信号を備える、請求項１１
に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１７】
　前記識別子は、前記送信機および前記受信機をフェムトスイッチに関連付ける第１の値
と、前記フェムトスイッチをモバイル交換センタに関連付ける第２の値とを備える、請求
項１１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１８】
　前記識別子は、アクセスポイント識別子、フェムト機器識別子、イーサネットメディア
アクセス制御アドレス、セクタ識別子、基地局識別子、およびインターネットプロトコル
アドレスのうちの少なくとも１つを備える、請求項１１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１９】
　前記マクロノードは、第１のエリア内で前記アクセス端末に通信カバレッジを与えるよ
うに構成され、前記送信機および前記受信機は、第２のエリア内で前記アクセス端末に通
信カバレッジを与えるように構成され、前記第１のエリアは前記第２のエリアよりも大き
い、請求項１１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２０】
　前記アクセス端末および前記マクロノードは、トランシーバを備える、請求項１１に記
載のワイヤレス通信装置。
【請求項２１】
　フェムトノードからアクセス端末に既知の信号を送信することをコンピュータに行わせ
るためのコードであって、前記既知の信号は、前記アクセス端末によって基準信号と比較
されるように構成された、コードと、
　前記フェムトノードから前記アクセス端末に第１のメッセージを送信することをコンピ
ュータに行わせるためのコードであって、前記第１のメッセージは、前記フェムトノード
を一意に識別する識別子を備える、コードと、
　前記フェムトノードによって第２のメッセージを受信することをコンピュータに行わせ
るためのコードであって、前記第２のメッセージは、マクロノードから前記フェムトノー
ドへの前記アクセス端末のハンドインを可能にする情報を備え、前記フェムトノードは、
前記識別子に少なくとも部分的に基づいてハンドインターゲットとして識別される、コー
ドと、
　前記第２のメッセージに応答して前記アクセス端末と通信することをコンピュータに行
わせるためのコードと
を備えるコンピュータ可読媒体
を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　前記フェムトノードによって前記識別子をフェムトスイッチから受信することをコンピ
ュータに行わせるためのコードをさらに備える、請求項２１に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項２３】
　前記第１のメッセージを送信することをコンピュータに行わせるための前記コードは、
前記第１のメッセージを周期的にブロードキャストすることをコンピュータに行わせるた
めのコードを備える、請求項２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２４】
　前記第２のメッセージを受信することをコンピュータに行わせるための前記コードは、
前記第２のメッセージを前記マクロノードから受信することをコンピュータに行わせるた
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めのコードを備える、請求項２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２５】
　前記第２のメッセージを受信することをコンピュータに行わせるための前記コードは、
前記第２のメッセージを前記フェムトスイッチから受信することをコンピュータに行わせ
るためのコードを備える、請求項２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２６】
　前記既知の信号は、前記アクセス端末における受信時に、前記基準信号と比較すること
により、前記既知の信号の信号強度を判断するためのパイロット信号を備える、請求項２
１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２７】
　前記識別子は、前記フェムトノードをフェムトスイッチに関連付ける第１の値と、前記
フェムトスイッチをモバイル交換センタに関連付ける第２の値とを備える、請求項２１に
記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２８】
　前記識別子は、アクセスポイント識別子、フェムト機器識別子、イーサネットメディア
アクセス制御アドレス、セクタ識別子、基地局識別子、およびインターネットプロトコル
アドレスのうちの少なくとも１つを備える、請求項２１に記載のコンピュータプログラム
製品。
【請求項２９】
　前記マクロノードは、第１のエリア内で前記アクセス端末に通信カバレッジを与えるよ
うに構成され、前記フェムトノードは、第２のエリア内で前記アクセス端末に通信カバレ
ッジを与えるように構成され、前記第１のエリアは前記第２のエリアよりも大きい、請求
項２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３０】
　前記フェムトノード、前記アクセス端末、および前記マクロノードは、トランシーバを
備える、請求項２１に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項３１】
　アクセス端末に既知の信号を送信し、前記アクセス端末に識別子を送信するための手段
であって、前記既知の信号は、前記送信手段をフェムトノード送信手段として識別し、前
記既知の信号は、前記アクセス端末によって基準信号と比較されるように構成され、前記
識別子は前記送信手段を一意に識別する、送信するための手段と、
　メッセージを受信するための手段であって、前記メッセージは、マクロノードから前記
送信手段および前記受信手段への前記アクセス端末のハンドインを可能にする情報を備え
、前記送信手段および前記受信手段は、前記識別子に少なくとも部分的に基づいてハンド
インターゲットとして識別される、受信するための手段と、
　前記メッセージに応答して前記送信手段および前記受信手段並びに前記アクセス端末の
間に通信リンクを確立するための手段と
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項３２】
　前記識別子をフェムトスイッチから受信するための手段をさらに備える、請求項３１に
記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３３】
　前記識別子を送信することは、前記識別子を周期的にブロードキャストすることを備え
る、請求項３１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３４】
　前記メッセージを受信することは、前記メッセージを前記マクロノードから受信するこ
とを備える、請求項３１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３５】
　前記メッセージを受信することは、前記メッセージをフェムトスイッチから受信するこ
とを備える、請求項３１に記載のワイヤレス通信装置。
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【請求項３６】
　前記既知の信号は、前記アクセス端末における受信時に、前記基準信号と比較すること
により前記既知の信号の信号強度を判断するためのパイロット信号を備える、請求項３１
に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３７】
　前記識別子は、前記送信手段および前記受信手段をフェムトスイッチに関連付ける第１
の値と、前記フェムトスイッチをモバイル交換センタに関連付ける第２の値とを備える、
請求項３１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３８】
　前記識別子は、アクセスポイント識別子、フェムト機器識別子、イーサネットメディア
アクセス制御アドレス、セクタ識別子、基地局識別子、およびインターネットプロトコル
アドレスのうちの少なくとも１つを備える、請求項３１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３９】
　前記マクロノードは、第１のエリア内で前記アクセス端末に通信カバレッジを与えるよ
うに構成され、前記送信手段および前記受信手段は、第２のエリア内で前記アクセス端末
に通信カバレッジを与えるように構成され、前記第１のエリアは前記第２のエリアよりも
大きい、請求項３１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４０】
　前記アクセス端末および前記マクロノードは、トランシーバを備える、請求項３１に記
載のワイヤレス通信装置。
【請求項４１】
　フェムトノードから所定の信号を受信することと、
　前記フェムトノードから第１のメッセージを受信することであって、前記第１のメッセ
ージは、前記フェムトノードを一意に識別する識別子を備える、受信することと
を行うように構成された受信機と、
　前記受信した所定の信号を基準信号と比較することに少なくとも部分的に基づいて、前
記受信した所定の信号の信号強度を判断することと、
　前記第１のメッセージから前記識別子を得ることと
を行うように構成された処理回路と、
　前記識別子をマクロノードに送信するように構成された送信機であって、前記フェムト
ノードは、前記識別子に少なくとも部分的に基づいてハンドインターゲットとして識別さ
れ、前記受信機は、第２のメッセージを受信するようにさらに構成され、前記第２のメッ
セージは、前記マクロノードから前記フェムトノードへの前記送信機および前記受信機の
ハンドインを可能にする情報を備え、前記処理回路は、前記第２のメッセージに応答して
前記送信機および／または前記受信機と前記フェムトノードとの間に通信リンクを確立す
るようにさらに構成された、送信機と、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項４２】
　前記受信機は、前記第２のメッセージを前記マクロノードから受信するように構成され
た、請求項４１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４３】
　前記受信機は、前記第２のメッセージを前記フェムトノードから受信するように構成さ
れた、請求項４１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４４】
　前記既知の信号はパイロット信号を備える、請求項４１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４５】
　前記識別子は、前記フェムトノードをフェムトスイッチに関連付ける第１の値と、前記
フェムトスイッチをモバイル交換センタに関連付ける第２の値とを備える、請求項４１に
記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４６】
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　前記識別子は、アクセスポイント識別子、フェムト機器識別子、イーサネットメディア
アクセス制御アドレス、セクタ識別子、基地局識別子、およびインターネットプロトコル
アドレスのうちの少なくとも１つを備える、請求項４１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４７】
　前記マクロノードは、第１のエリア内で前記受信機および前記送信機に通信カバレッジ
を与えるように構成され、前記フェムトノードは、第２のエリア内で前記受信機および前
記送信機に通信カバレッジを与えるように構成され、前記第１のエリアは前記第２のエリ
アよりも大きい、請求項４１に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４８】
　前記フェムトノードおよび前記マクロノードは、トランシーバを備える、請求項４１に
記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４９】
　アクセス端末のためのワイヤレス通信方法であって、
　フェムトノードから所定の信号を受信することと、
　前記受信した所定の信号を基準信号と比較することに少なくとも部分的に基づいて、前
記受信した所定の信号の信号強度を判断することと、
　前記フェムトノードから第１のメッセージを受信することであって、前記第１のメッセ
ージは、前記フェムトノードを一意に識別する識別子を備える、受信することと、
　前記第１のメッセージから前記識別子を得ることと、
　前記識別子をマクロノードに送信することであって、前記フェムトノードは、前記識別
子に少なくとも部分的に基づいてハンドインターゲットとして識別される、送信すること
と、
　第２のメッセージを受信することであって、前記第２のメッセージは、前記マクロノー
ドから前記フェムトノードへの前記送信および前記受信のハンドインを可能にする情報を
備える、受信することと、
　前記第２のメッセージに応答して前記アクセス端末と前記フェムトノードとの間に通信
リンクを確立することと、
を備えるワイヤレス通信方法。
【請求項５０】
　フェムトノードから所定の信号を受信するための手段と、
　前記受信した所定の信号を基準信号と比較することに少なくとも部分的に基づいて、前
記受信した所定の信号の信号強度を判断するための手段と、
　前記フェムトノードから第１のメッセージを受信するための手段であって、前記第１の
メッセージは、前記フェムトノードを一意に識別する識別子を備える、受信するための手
段と、
　前記第１のメッセージから前記識別子を得るための手段と、
　前記識別子をマクロノードに送信するための手段であって、前記フェムトノードは、前
記識別子に少なくとも部分的に基づいてハンドインターゲットとして識別される、送信す
るための手段と、
　第２のメッセージを受信するための手段であって、前記第２のメッセージは、前記マク
ロノードから前記フェムトノードへの前記送信および前記受信のハンドインを可能にする
情報を備える、受信するための手段と、
　前記第２のメッセージに応答して前記フェムトノードとの通信リンクを確立するための
手段と、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項５１】
　フェムトノードから所定の信号を受信することをコンピュータに行わせるためのコード
と、
　前記受信した所定の信号を基準信号と比較することに少なくとも部分的に基づいて、前
記受信した所定の信号の信号強度を判断することをコンピュータに行わせるためのコード
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と、
　前記フェムトノードから第１のメッセージを受信することをコンピュータに行わせるた
めのコードであって、前記第１のメッセージは、前記フェムトノードを一意に識別する識
別子を備える、コードと、
　前記第１のメッセージから前記識別子を得ることをコンピュータに行わせるためのコー
ドと、
　前記識別子をマクロノードに送信することをコンピュータに行わせるためのコードであ
って、前記フェムトノードは、前記識別子に少なくとも部分的に基づいてハンドインター
ゲットとして識別される、コードと、
　第２のメッセージを受信することをコンピュータに行わせるためのコードであって、前
記第２のメッセージは、前記マクロノードから前記フェムトノードへの前記送信および前
記受信のハンドインを可能にする情報を備える、コードと、
　前記第２のメッセージに応答して前記フェムトノードとの通信リンクを確立することを
コンピュータに行わせるためのコードと、
を備えるコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる
、２００８年７月１５日に出願されたAir-Interface Enhancements for Femto Cells & S
elf Organizing Networksと題する米国特許仮出願第６１／０８１，００６号の優先権を
主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、接続された呼中にマクロノー
ドからフェムトノードへのハンドオフを可能にするためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　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。高速なマ
ルチメディアデータサービスの需要が急速に増大するにつれて、向上したパフォーマンス
をもつ効率的でロバストな通信システムを実装することが課題となっている。
【０００４】
　現在展開されている携帯電話ネットワークに加えて、ユーザの家に設置され、既存のブ
ロードバンドインターネット接続を使用して屋内ワイヤレスカバレッジをモバイルユニッ
トに与えることができる新しいクラスの小さい基地局が出現した。そのようなパーソナル
小型基地局は、一般に、アクセスポイント基地局、または、代替的に、ホームノードＢ（
ＨＮＢ）またはフェムトノードとして知られている。典型的には、そのような小型基地局
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事業者の
ネットワークに接続される。複数のフェムトノードは、従来のマクロノードのカバレッジ
エリア中で、個人ユーザによって展開され得る。このタイプの展開は、マクロノードから
特定のフェムトノードに呼をハンドオフすることを複雑にすることがあり得る。マクロノ
ードからフェムトノードに呼をハンドオフする方法を調整することが望ましいことがある
。
【発明の概要】
【０００５】
　一実施形態では、アクセス端末とフェムトノードとの間で通信する方法が提供される。
本方法は、フェムトノードからアクセス端末に既知の信号を送信することであって、既知
の信号が、アクセス端末によって基準信号と比較されるように構成された、送信すること
を備える。本方法は、フェムトノードからアクセス端末に第１のメッセージを送信するこ
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とをさらに備える。第１のメッセージは、フェムトノードを一意に識別する識別子を備え
る。本方法は、フェムトノードによって第２のメッセージを受信することをさらに備える
。第２のメッセージは、マクロノードからフェムトノードへのアクセス端末のハンドイン
を可能にする情報を備える。フェムトノードは、上記識別子に少なくとも部分的に基づい
てハンドインターゲットとして識別される。本方法は、第２のメッセージに応答してアク
セス端末と通信することをさらに備える。
【０００６】
　別の実施形態では、ワイヤレス通信装置が提供される。本装置は、アクセス端末に既知
の信号を送信するように構成された送信機であって、既知の信号が、その送信機をフェム
トノード送信機として識別し、既知の信号が、アクセス端末によって基準信号と比較され
るように構成された、送信機を備える。送信機は、アクセス端末に識別子を送信するよう
にさらに構成され、その識別子は送信機を一意に識別する。本装置は、メッセージを受信
するように構成された受信機であって、そのメッセージが、マクロノードから送信機およ
び受信機へのアクセス端末のハンドインを可能にする情報を備える、受信機をさらに備え
る。送信機および受信機は、上記識別子に少なくとも部分的に基づいてハンドインターゲ
ットとして識別される。本装置は、上記メッセージに応答して送信機および／または受信
機とアクセス端末との間に通信リンクを確立するように構成された処理回路をさらに備え
る。
【０００７】
　さらなる実施形態では、コンピュータプログラム製品が提供される。本コンピュータプ
ログラム製品はコンピュータ可読媒体を備える。コンピュータ可読媒体は、フェムトノー
ドからアクセス端末に既知の信号を送信することをコンピュータに行わせるためのコード
であって、既知の信号が、アクセス端末によって基準信号と比較されるように構成された
、コードを備える。本コンピュータプログラム製品は、フェムトノードからアクセス端末
に第１のメッセージを送信することをコンピュータに行わせるためのコードであって、第
１のメッセージが、フェムトノードを一意に識別する識別子を備える、コードをさらに備
える。本コンピュータプログラム製品は、フェムトノードによって第２のメッセージを受
信することをコンピュータに行わせるためのコードであって、第２のメッセージが、マク
ロノードからフェムトノードへのアクセス端末のハンドインを可能にする情報を備える、
コードをさらに備える。フェムトノードは、上記識別子に少なくとも部分的に基づいてハ
ンドインターゲットとして識別される。本コンピュータプログラム製品は、第２のメッセ
ージに応答してアクセス端末と通信することをコンピュータに行わせるためのコードをさ
らに備える。
【０００８】
　別の実施形態では、ワイヤレス通信装置が提供される。本ワイヤレス通信装置は、アク
セス端末に既知の信号を送信し、アクセス端末に識別子を送信するための手段であって、
既知の信号が、上記送信手段をフェムトノード送信手段として識別し、既知の信号が、ア
クセス端末によって基準信号と比較されるように構成され、上記識別子が上記送信手段を
一意に識別する、送信するための手段を備える。本ワイヤレス通信装置は、メッセージを
受信するための手段であって、そのメッセージが、マクロノードから上記送信手段および
上記受信手段へのアクセス端末のハンドインを可能にする情報を備える、受信するための
手段をさらに備える。上記送信手段および上記受信手段は、上記識別子に少なくとも部分
的に基づいてハンドインターゲットとして識別される。本ワイヤレス通信装置は、上記メ
ッセージに応答して上記送信手段および上記受信手段とアクセス端末との間に通信リンク
を確立するための手段をさらに備える。
【０００９】
　別の実施形態では、ワイヤレス通信装置が提供される。本装置は、フェムトノードから
所定の信号を受信するように構成された受信機を備える。受信機は、フェムトノードから
第１のメッセージを受信するようにさらに構成され、第１のメッセージは、フェムトノー
ドを一意に識別する識別子を備える。本装置は、受信した所定の信号を基準信号と比較す
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ることに少なくとも部分的に基づいて、受信した所定の信号の信号強度を判断するように
構成された処理回路をさらに備える。処理回路は、第１のメッセージから上記識別子を得
るようにさらに構成される。本装置は、上記識別子をマクロノードに送信するように構成
された送信機をさらに備える。フェムトノードは、上記識別子に少なくとも部分的に基づ
いてハンドインターゲットとして識別される。受信機は、第２のメッセージを受信するよ
うにさらに構成され、第２のメッセージは、マクロノードからフェムトノードへの送信機
および受信機のハンドインを可能にする情報を備える。処理回路は、第２のメッセージに
応答して送信機および／または受信機とフェムトノード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。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、例示的なワイヤレス通信ネットワークを示す図である。
【図２】図２は、２つ以上の通信ネットワークの例示的な相互動作を示す図である。
【図３】図３は、図２に示す例示的なフェムトノードの機能ブロック図。である
【図４】図４は、図２に示す例示的なアクセス端末の機能ブロック図である。
【図５】図５は、図２に示す例示的なマクロノードの機能ブロック図である。
【図６】図６は、図２に示す例示的なモバイル交換センタの機能ブロック図である。
【図７】図７は、図２に示す例示的なマクロフェムトインターネットワーキング機能の機
能ブロック図である。
【図８】図８は、図２に示すフェムトノードによって使用する例示的なアクセスポイント
識別（ＡＰＩＤＭ）メッセージを示す図である。
【図９】図９は、図２に示すマクロノードからフェムトノードへのハンドオフを実行する
ための例示的なプロセスのフローチャートである。
【図１０】図１０は、たとえば、図１および図２に示すワイヤレス通信ネットワークの例
示的なカバレッジエリアを示す図である。
【図１１】図１１は、図２に示す別の例示的なノードと別の例示的なアクセス端末との機
能ブロック図である。
【図１２】図１２は、図２に示すさらに別の例示的なフェムトノードの機能ブロック図で
ある。
【図１３】図１３は、図２に示すさらに別の例示的なアクセス端末の機能ブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示のような働きをするこ
と」を意味するために使用する。本明細書で「例示的」と記載されたいかなる実施形態も
、必ずしも他の実施形態よりも好ましいまたは有利であると解釈すべきではない。本明細
書で説明する技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（Ｔ
ＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（
ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワーク
などのような様々なワイヤレス通信ネットワークに対して使用できる。「ネットワーク」
および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡネットワーク
は、ユニバーサル地上波無線接続（Universal Terrestrial Radio Access：ＵＴＲＡ）、
ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ
（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規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、
移動体通信用グローバルシステム（Global System for Mobile Communications：ＧＳＭ
（登録商標））などの無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１
６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装することがで
きる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、ユニバーサル移動体通信システム（Un
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iversal Mobile Telecommunication System：ＵＭＴＳ）の一部である。ロングターム・
エボリューション（Long Term Evolution：ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴ
Ｓの今度のリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳおよびＬＴＥは
、「3rd Generation Partnership Project」（３ＧＰＰ）という名称の組織からの文書に
記載されている。ｃｄｍａ２０００は、「3rd Generation Partnership Project 2」（３
ＧＰＰ２）という名称の組織からの文書に記載されている。これらの様々な無線技術およ
び規格は当技術分野で知られている。
【００１２】
　シングルキャリア変調および周波数領域等化を利用するシングルキャリア周波数分割多
元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、１つの技法である。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステ
ムと同様の性能および本質的に同じ全体的な複雑さを有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、そ
の特有のシングルキャリア構造のためにより低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有す
る。ＳＣ－ＦＤＭＡは特に、より低いＰＡＰＲが送信電力効率の点でモバイル端末に大幅
な利益を与えるアップリンク通信において大きい注目を引いている。それは現在、３ＧＰ
Ｐロングターム・エボリューション（ＬＴＥ）、またはＥｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡにおけ
るアップリンク多元接続方式に関する実用的な前提である。
【００１３】
　いくつかの態様では、マクロスケールのカバレッジ（たとえば、一般にマクロセルネッ
トワークと呼ばれる、３Ｇネットワークなどの広域セルラーネットワーク）、およびより
小さいスケールのカバレッジ（たとえば、住居ベースまたは建築物ベースのネットワーク
環境）を含むネットワーク中で、本明細書の教示を採用することができる。アクセス端末
（「ＡＴ」）がそのようなネットワーク中を移動するとき、アクセス端末は、あるロケー
ションでは、マクロカバレッジを与えるアクセスノード（「ＡＮ」）によってサービスさ
れ、他のロケーションでは、より小さいスケールのカバレッジを与えるアクセスノードに
よってサービスされることがある。いくつかの態様では、より小さいカバレッジノードを
使用して、（たとえば、よりロバストなユーザ経験のために）増分キャパシティの増大と
、屋内カバレッジと、様々なサービスとを与えることができる。本明細書での説明では、
比較的大きいエリアにわたるカバレッジを与えるノードを、マクロノードと呼ぶ。比較的
小さいエリア（たとえば、住居）にわたるカバレッジを与えるノードを、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るカバレ
ッジを与える（たとえば、商業建築物内のカバレッジを与える）ノードを、ピコノードと
呼ぶ。
【００１４】
　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を、それぞれ
、マクロセル、フェムトセル、またはピコセルと呼ぶ。いくつかの実装形態では、各セル
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。
【００１５】
　様々な適用例では、マクロノード、フェムトノード、またはピコノードを指すために他
の用語を使用することがある。たとえば、マクロノードを、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こと
がある。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ことがある。
【００１６】
　図１は、例示的なワイヤレス通信ネットワーク１００を示す。ワイヤレス通信ネットワ
ーク１００は、何人かのユーザ間の通信をサポートするように構成される。ワイヤレス通
信ネットワーク１００は、１つまたは複数のセル１０２、たとえば、セル１０２ａ～１０
２ｇなどに分割できる。セル１０２ａ～１０２ｇ中の通信カバレッジは、１つまたは複数
のノード１０４、たとえば、ノード１０４ａ～１０４ｇなどによって与えることができる
。各ノード１０４は、対応するセル１０２に通信カバレッジを与えることができる。ノー
ド１０４は、複数のアクセス端末（ＡＴ）、たとえば、ＡＴ１０６ａ～１０６ｌなどと対
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話することができる。
【００１７】
　各ＡＴ１０６は、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つまたは複数のノード１０４と通信することができる。ＦＬは、ノー
ドからＡＴへの通信リンクである。ＲＬは、ＡＴからノードへの通信リンクである。ノー
ド１０４は、たとえば、適切なワイヤードまたはワイヤレスインターフェースによって相
互接続でき、互いに通信することが可能である。したがって、各ＡＴ１０６は、１つまた
は複数のノード１０４を介して別のＡＴ１０６と通信することができる。たとえば、ＡＴ
１０６ｊは、次のようにＡＴ１０６ｈと通信することができる。ＡＴ１０６ｊがノード１
０４ｄと通信することができる。次いで、ノード１０４ｄはノード１０４ｂと通信するこ
とができる。次いで、ノード１０４ｂはＡＴ１０６ｈと通信することができる。したがっ
て、ＡＴ１０６ｊとＡＴ１０６ｈとの間に通信が確立される。
【００１８】
　ワイヤレス通信ネットワーク１００は広い地理的領域にわたってサービスを提供するこ
とができる。たとえば、セル１０２ａ～１０２ｇは、近隣内の数ブロックまたは地方環境
における数平方マイルのみをカバーすることがある。一実施形態では、各セルは、１つま
たは複数のセクタ（図示せず）にさらに分割できる。
【００１９】
　上述のように、ノード１０４は、そのカバレッジエリア内で、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の通信ネットワークへのアクセスをアクセス端末（ＡＴ
）１０６に与えることができる。
【００２０】
　ＡＴ１０６は、通信ネットワークを介してボイスまたはデータを送信および受信するた
めにユーザによって使用されるワイヤレス通信装置（たとえば、携帯電話、ルータ、パー
ソナルコンピュータ、サーバなど）とすることができる。アクセス端末（ＡＴ）は、本明
細書では、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、または端末装置と呼ばれることもある
。図示のように、ＡＴ１０６ａ、１０６ｈ、および１０６ｊはルータを備える。ＡＴ１０
６ｂ～１０６ｇ、１０６ｉ、１０６ｋ、および１０６ｌは携帯電話を備える。ただし、Ａ
Ｔ１０６ａ～１０６ｌの各々は、任意の好適な通信装置を備えることができる。
【００２１】
　図２は、２つ以上の通信ネットワークの例示的な相互動作を示す。ＡＴ２２０が、ＡＴ
２２１などの別のＡＴから情報を送信し、そこから情報を受信することが望ましいことが
ある。図２は、ＡＴ２２０がＡＴ２２１と通信することができる方法を示している。図２
に示すように、マクロノード２０５は、マクロエリア２３０内のアクセス端末に通信カバ
レッジを与えることができる。たとえば、ＡＴ２２０はメッセージを生成し、それをマク
ロノード２０５に送信することができる。そのメッセージは、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）に関係する情報を備えることがで
きる。ＡＴ２２０はワイヤレスリンクを介してマクロノード２０５と通信することができ
る。
【００２２】
　また、マクロノード２０５は、通信ネットワーク２５０中で動作するモバイル交換セン
タ（ＭＳＣ）２５２などのＭＳＣと通信することができる。たとえば、マクロノード２０
５は、ＡＴ２２０から受信したメッセージをＭＳＣ２５２に送信することができる。一般
に、ＭＳＣ２５２は、最初に、マクロノード２０５を介してＡＴ２２０から受信したメッ
セージを受信することによってＡＴ２２０とＡＴ２２１との間の通信を可能にすることが
できる。ＭＳＣ２５２は、フェムトノードを介して最終的にＡＴ２２１に送信するために
、そのメッセージをマクロフェムトインターネットワーキング機能（ＭＦＩＦ）２５４な
どのＭＦＩＦに送信することができる。ＭＦＩＦは、フェムトコンバージェンスサーバ（
ＦＣＳ）、ＭＳＣ／ＭＳＣｅ、またはフェムトスイッチと呼ばれることもある。マクロノ
ード２０５とＭＳＣ２５２はワイヤードリンクを介して通信することができる。たとえば
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、直接ワイヤードリンクは光ファイバまたはイーサネット（登録商標）リンクを備えるこ
とができる。マクロノード２０５とＭＳＣ２５２は、共同設置してもよく、異なるロケー
ションに展開してもよい。
【００２３】
　また、ＭＳＣ２５２は、マクロフェムトインターネットワーキング機能（ＭＦＩＦ）２
５４と通信することができる。一般に、ＭＦＩＦ２５４は、最初に、マクロノード２０５
およびＭＳＣ２５２を介してＡＴ２２０からメッセージを受信することによってそのＡＴ
２２０とＡＴ２２１との間の通信を可能にすることができる。次いで、ＭＦＩＦ２５４は
、ＡＴ２２１に送信するために、そのメッセージをフェムトノードにルーティングするこ
とができる。ＭＳＣ２５２とＭＦＩＦ２５４は、上述のように直接ワイヤードリンクを介
して通信することができる。ＭＳＣ２５２とＭＦＩＦ２５４は、共同設置してもよく、異
なるロケーションに展開してもよい。
【００２４】
　また、ＭＦＩＦ２５４は、インターネット２４０（および／または別の適切なワイドエ
リアネットワーク）と通信することができる。一般に、インターネット２４０は、最初に
、マクロノード２０５、ＭＳＣ２５２、およびＭＦＩＦ２５４を介してＡＴ２２０からメ
ッセージを受信することによってＡＴ２２０とＡＴ２２１との間の通信を可能にすること
ができる。次いで、インターネット２４０は、ＡＴ２２１に送信するために、そのメッセ
ージをフェムトノード２１２などのフェムトノードに送信することができる。ＭＦＩＦ２
５４は、上述のように、ワイヤードまたはワイヤレスリンクを介してインターネット２４
０と通信することができる。
【００２５】
　また、インターネット２４０は、フェムトノード２１０、２１２などのフェムトノード
と通信することができる。フェムトノード２１２は、フェムトエリア２１７内でＡＴ２２
０への通信カバレッジを与えることによって、ＡＴ２２０とＡＴ２２１との間の通信を可
能にすることができる。たとえば、フェムトノード２１２は、ＡＴ２２０において発生す
るメッセージを、マクロノード２０５、ＭＳＣ２５２、ＭＦＩＦ２５４、およびインター
ネット２４０を介して受信することができる。次いで、フェムトノード２１２はフェムト
エリア２１７中のＡＴ２２１にそのメッセージを送信することができる。フェムトノード
２１２はワイヤレスリンクを介してＡＴ２２１と通信することができる。
【００２６】
　上述のように、マクロノード２０５、ＭＳＣ２５２、ＭＦＩＦ２５４、インターネット
２４０、およびフェムトノード２１２は、ＡＴ２２０とＡＴ２２１との間に通信リンクを
形成するように相互動作することができる。たとえば、ＡＴ２２０はメッセージを生成し
、それをマクロノード２０５に送信することができる。次いで、マクロノード２０５は、
そのメッセージをＭＳＣ２５２に送信することができる。その後、ＭＳＣ２５２は、その
メッセージをＭＦＩＦ２５４に送信することができる。次いで、ＭＦＩＦ２５４は、その
メッセージをインターネット２４０に送信することができる。次いで、インターネット２
４０は、そのメッセージをフェムトノード２１２に送信することができる。次いで、フェ
ムトノード２１２は、そのメッセージをＡＴ２２１に送信することができる。同様に、Ａ
Ｔ２２１からＡＴ２２０への逆の経路をたどることができる。
【００２７】
　一実施形態では、フェムトノード２１０、２１２は、個人消費者によって展開され、家
庭、アパート、オフィスビルなどの中に配置されることがある。フェムトノード２１０、
２１２は、所定のセルラー伝送帯域を利用して、フェムトノード２１０、２１２の所定の
範囲（たとえば、１００ｍ）内にあるＡＴと通信することができる。一実施形態では、フ
ェムトノード２１０、２１２は、デジタル加入者回線（たとえば、非対称ＤＳＬ（ＡＤＳ
Ｌ）、高データレートＤＳＬ（ＨＤＳＬ）、超高速ＤＳＬ（ＶＤＳＬ）などを含むＤＳＬ
）、インターネットプロトコル（ＩＰ）トラフィックを搬送するＴＶケーブル、電力線を
介したブロードバンド（ＢＰＬ）接続、または他のリンクなど、インターネットプロトコ
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ル（ＩＰ）接続を通してインターネット２４０と通信することができる。別の実施形態で
は、フェムトノード２１０、２１２は直接リンクを介してＭＦＩＦ２５４と通信すること
ができる。
【００２８】
　上述のように、複数のフェムトノード２１０、２１２は、マクロエリア２３０内に展開
されることがある。マクロエリア２３０中での複数のフェムトノード２１０、２１２の展
開により、マクロノード２０５からフェムトノード２１０に呼をハンドオフするプロセス
を改善することが望ましくなることがある。たとえば、ＡＴ２２２は、マクロノード２０
５と通信することによって呼を開始することができる。しかしながら、ＡＴ２２２がその
呼中に移動すると、マクロノード２０５がその呼をフェムトノード２１０にハンドオフす
ることが有利であることがある。一例では、フェムトノード２１０は、マクロノード２０
５によって与えられるカバレッジが劣化し始める、マクロエリア２３０のエッジに配置さ
れることがある。しかしながら、同じエリアにおいて、フェムトエリア２１５中のフェム
トノード２１０によって与えられるカバレッジが強いことがある。したがって、マクロノ
ード２０５がＡＴ２２２をフェムトノード２１０にハンドインすることが望ましいことが
ある。カバレッジの劣化を緩和することに加えて、他の理由で、マクロノード２０５がフ
ェムトノード２１０にハンドインすることが望ましいことがある。たとえば、マクロノー
ド２０５は、多数のＡＴに通信カバレッジを与えることができる。ＡＴをフェムトノード
にハンドインすることによってＡＴ通信トラフィックの一部をマクロノード２０５からオ
フロードすることが、全体的なシステムパフォーマンスにとって有益であることがある。
いずれの場合も、フェムトノード２１２および他のフェムトノードが存在することがある
ので、マクロノード２０５からハンドインするプロセスでは、フェムトノード２１０、２
１２のうちのどちらが、意図されたハンドインターゲットであるかを識別することが必要
になることがある。マクロエリア２３０内で追加のフェムトノードを展開するとき、ハン
ドインプロセス中にフェムトノードを識別する方法を改善することが望ましいことがある
。
【００２９】
　一実施形態では、フェムトノード２１０および／またはマクロノード２０５はパイロッ
ト信号をブロードキャストすることができる。パイロット信号は、ＡＴ（たとえば、ＡＴ
２２２）においてフェムトノード２１０および／またはマクロノード２０５から受信した
信号の強度を判断するための既知の信号を備えることができる。実際の受信したパイロッ
ト信号は、信号品質を判断するために、ＡＴ２２２において基準信号と比較することがで
きる。たとえば、基準信号は、実際の受信したパイロット信号を比較する際に使用する波
形またはウェーブシーケンスとすることができる。フェムトノード２１０および／または
マクロノード２０５から受信した信号の強度は、Ｅcp／Ｉo比（パイロット信号エネルギ
ー対干渉信号エネルギー比）または信号対雑音比を備えることができる。また、パイロッ
ト信号はオフセット擬似雑音（ＰＮ）ショートコードを備えることができる。オフセット
ＰＮショートコードは、ノードおよび／またはノードタイプ（たとえば、フェムトノード
、マクロノード、ピコノード）を識別するコードまたは数字のシーケンスを備えることが
できる。オフセットＰＮショートコードは、ＰＮオフセットが適用されたＰＮショートコ
ードを備えることができる。ＰＮオフセットは、ＰＮショートコードに適用される、本当
のネットワーク同期時間からの遅延を示すことができる。一実施形態では、ノードのすべ
てが、同じＰＮショートコードを使用することがある。ただし、ノードによって、そのＰ
Ｎショートコードに異なるＰＮオフセットを適用することがある。したがって、ＰＮオフ
セットはオフセットＰＮショートコードに直接相関し、「ＰＮオフセット」および「オフ
セットＰＮショートコード」という用語は、本明細書では互換的に使用できる。一実施形
態では、ＰＮオフセットは、パイロット信号を送信するノードのタイプ（たとえば、フェ
ムトノード、マクロノード、ピコノード）を識別するために使用できる。たとえば、フェ
ムトノードを識別するためにＰＮオフセットの特定のセットを予約することができる。し
かしながら、使用できるＰＮオフセットの数が、マクロエリア２３０内のフェムトノード
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の数よりも少ないことがある。たとえば、フェムトノードが使用するための５１２個の一
意のＰＮオフセットをとっておくことができる。しかしながら、５１２個を超えるフェム
トノードがマクロエリア２３０内に展開されることがある。その結果、マクロエリア２３
０内の複数のフェムトノードが、同じＰＮオフセットを使用することがある。
【００３０】
　一例では、マクロノード２０５などのマクロノードと通信している、ＡＴ２２２などの
ＡＴは、フェムトノード２１０などのフェムトノードからパイロット信号を受信すること
ができる。ＡＴ２２２は、パイロット信号からＰＮオフセットおよび信号強度を判断し、
これらの値をマクロノード２０５に報告するように構成できる。受信信号強度およびＰＮ
オフセットに基づいて、マクロノード２０５は、フェムトノード２１０へのハンドインが
行われるべきであることを判断することができる。たとえば、マクロノード２０５とＡＴ
２２２との間の信号の強度、雑音レベル、信号対雑音比、最大データレート、スループッ
ト、誤り率、および他のハンドオフ基準により、ＡＴ２２２をフェムトノード２１０にハ
ンドインすることが正当化されることを、マクロノード２０５は判断することができる。
しかしながら、フェムトノード２１０によって使用されるＰＮオフセットは一意でないこ
とがあるので、ＡＴ２２２からマクロノード２０５に送信された情報は、フェムトノード
２１０を一意に識別するには不十分であることがある。
【００３１】
　上記の例についてはＰＮオフセットに関して説明したが、そのような例は説明のために
使用したものであり、限定的なものとして解釈すべきではない。本システムおよび方法は
、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）およびロングターム・エボリューション
（ＬＴＥ）などの他の通信規格に等しく適用可能である。たとえば、ＵＭＴＳシステムで
は、フェムトノードによって使用されるスクランブリングコード（ＳＣ）が、フェムトノ
ードを一意に識別するには不十分であることがある識別子として働くことがある。同様に
、ＬＴＥシステムでは、フェムトノードによって使用される物理セル識別子が、フェムト
ノードを一意に識別するには不十分であることがある識別子として働くことがある。各場
合において、フェムトノードを一意に識別するために追加情報が必要になることがある。
【００３２】
　マクロノード２０５からフェムトノード２１０にハンドインすることを可能にするため
に、フェムトノード２１０のＰＮオフセット以外の情報を使用して、フェムトノード２１
０を一意に識別することができる。一例では、フェムトノード２１０は、フェムトノード
またはアクセスポイント識別メッセージ（ＡＰＩＤＭ）を生成し送信することができる。
ＡＰＩＤＭメッセージは、パイロット信号とは別々に、たとえば、異なるチャネルにおい
て送信できる。フェムトノード２１０はＡＰＩＤＭメッセージ中にＭＳＣ識別子（ＭＳＣ
　ＩＤ）を含めることができる。ＭＳＣ　ＩＤは、あるフェムトノードに関連付けられた
複数のＭＦＩＦのうちの１つを示すために、そのフェムトノードに割り当てることができ
る。たとえば、ＭＦＩＦ２５４を識別するＭＳＣ　ＩＤがフェムトノード２１０に割り当
てられているとすれば、そのＭＳＣ　ＩＤは、ＭＦＩＦ２５４がフェムトノード２１０に
関連付けられていることを判断するためにＭＳＣ２５２によって使用される値を備えるこ
とができる。ＭＳＣ２５２は、ＭＳＣ　ＩＤ値を特定のＭＦＩＦに関係付けるデータ構造
、たとえば、リストまたはテーブルを維持することができる。したがって、ＭＳＣ２５２
は、ＭＳＣ　ＩＤを受信したとき、そのＭＳＣ　ＩＤに関連付けられたＭＦＩＦに情報を
送信すべきであることを判断することができる。また、ＡＰＩＤＭメッセージはセル識別
子（セルＩＤ）を備えることができる。セルＩＤは、特定のＭＦＩＦに関連付けられた複
数のフェムトノードの中から、あるフェムトノードを一意に識別するために、そのフェム
トノードに割り当てることができる。たとえば、セルＩＤは、ＭＦＩＦ２５４に関連付け
られたフェムトノード２１０と、フェムトノード２１２と、他のフェムトノード（図示せ
ず）との間においてフェムトノード２１０を一意に識別するためにＭＦＩＦ２５４によっ
て使用される値を備えることができる。ＭＦＩＦ２５４は、セルＩＤ値を特定のフェムト
ノードに関係付けるデータ構造、たとえば、リストまたはテーブルを維持することができ



(15) JP 5108150 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

る。したがって、ＭＦＩＦ２５４は、セルＩＤを受信したとき、そのセルＩＤに関連付け
られたフェムトノードに情報を送信すべきであることを判断することができる。
【００３３】
　以下で詳細に説明するように、ＭＳＣ　ＩＤとセルＩＤの両方を含むＡＰＩＤＭメッセ
ージを使用すると、ハンドインターゲット、たとえば、フェムトノード２１０を識別する
のに十分であることがある。たとえば、ＡＴ２２２またはマクロノード２０５は、マクロ
ノード２０５からフェムトノード２１０へのハンドインが望ましいことを判断することが
できる。しかしながら、フェムトノード２１０は、フェムトノード２１２と同じＰＮオフ
セットを使用することがある。したがって、ＡＴ２２２は、そのＰＮオフセットをマクロ
ノード２０５に供給することによってフェムトノード２１０をＡＴ２２２のターゲットと
して識別することができないことがある。この例では、フェムトノード２１０は、ＭＳＣ
　ＩＤおよびセルＩＤなどの識別情報をＡＰＩＤＭメッセージ中に含めるように構成でき
る。ＡＴ２２２は、このＡＰＩＤＭメッセージを受信し、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを
抽出することができる。次いで、ＡＴ２２２はＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをマクロノー
ド２０５に送信することができる。一実施形態では、ＡＴ２２２は、ＡＰＩＤＭを受信す
ることに応答してＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをマクロノード２０５に送信するように構
成できる。代替的に、ＡＴ２２２は、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを条件付きで送信する
ように構成できる。たとえば、上述のように、ＡＴ２２２は、ＡＰＩＤＭに加えてフェム
トノード２１０からパイロット信号を受信することができる。ＡＴ２２２は、受信したパ
イロット信号の性質に基づいてＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをマクロノード２０５に送信
するように構成できる。たとえば、ＡＴ２２２は、パイロット信号の信号強度が、あまり
に低いか、またはさもなければハンドインが望ましくないことを示した場合、ＭＳＣ　Ｉ
ＤおよびセルＩＤを送信しないように構成できる。代替的に、ＡＴ２２２は、ＰＮオフセ
ットにより、フェムトノード２１０が、ＡＴ２２２が通信することを許可されていないネ
ットワークに属することが示された場合、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをマクロノード２
０５に送信しないように構成できる。しかしながら、ＡＴ２２２は、ハンドオフが望まし
く、許可されていることを判断した場合、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをマクロノード２
０５に送信するように構成できる。別の実施形態では、ＡＴ２２２はフェムトノード２１
０の検出の指示をマクロノード２０５に送信することができる。その検出指示に基づいて
、マクロノード２０５は、フェムトノード２１０へのハンドインが望ましいことを判断す
ることができる。次いで、マクロノード２０５は、ＡＴ２２２からフェムトノード２１０
についての情報を要求することによって検出指示に応答することができる。次いで、ＡＴ
２２２は、たとえば、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを含む識別情報をマクロノード２０５
に送信することができる。マクロノード２０５は、ハンドインが望ましいことを判断し、
ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを受信すると、次いで、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをＭＳ
Ｃ２５２に送信することができる。ＭＳＣ２５２は、ＭＳＣ　ＩＤを利用して、セルＩＤ
をＭＦＩＦ２５４にパスすべきであることを判断することができる。次いで、ＭＳＣ２５
２は、セルＩＤをＭＦＩＦ２５４に送信することができる。ＭＦＩＦ２５４は、セルＩＤ
を利用して、フェムトノード２１０を所望のハンドインのターゲットとして識別すること
ができる。フェムトノード２１０がハンドインターゲットとして識別されると、ハンドイ
ンプロセスが進行することができる。たとえば、マクロノード２０５から発生するハンド
イン要求を、ＭＳＣ２５２を介してＭＦＩＦ２５４にパスすることができる。ＭＦＩＦ２
５４はハンドイン要求をフェムトノード２１０に送信することができる。フェムトノード
２１０は、その要求を受け付けて、肯定応答をＭＦＩＦ２５４に送信することができる。
ＭＦＩＦ２５４は、ＭＳＣ２５２を介して肯定応答をマクロノード２０５にフォワーディ
ングすることができる。次いで、マクロノード２０５は、ＡＴ２２２にフェムトノード２
１０にハンドインするように命令することができる。別の例では、マクロノード２０５は
、ワイヤレスリンク（図示せず）またはインターネット２４０などのワイヤードリンクを
介して、生成されたハンドオフ要求または他のハンドオフ命令をフェムトノード２１０に
直接送信することができる。
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【００３４】
　上記の例についてはＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤに関して説明したが、そのような例は
説明のために使用したものであり、限定的なものとして解釈すべきではない。ＭＳＣ　Ｉ
ＤおよびセルＩＤを使用することは、既存のネットワークインフラストラクチャ構成要素
、たとえば、ＡＴ、マクロノード、ＭＳＣ、およびＭＦＩＦとインターフェースするため
に有利であることがある。さらに、他のタイプの識別子を使用することもできる。これら
の識別子は、アクセスポイント識別子、フェムト機器識別子、イーサネットメディアアク
セス制御アドレス、セクタ識別子、基地局識別子、インターネットプロトコルアドレス、
またはフェムトノード２１０を一意に識別するために使用できる他のタイプの識別子を含
むことができる。
【００３５】
　図３は、図２に示す例示的なフェムトノード２１０の機能ブロック図である。図２に関
して上記で説明したように、フェムトノード２１０は、ＡＴ２２２にＡＰＩＤＭメッセー
ジを供給することによって、マクロノード２０５からフェムトノード２１０へのハンドイ
ンを可能にすることができる。フェムトノード２１０は、ＡＴ２２２にＡＰＩＤＭメッセ
ージなどのアウトバウンドワイヤレスメッセージを送信するように構成されたワイヤレス
ネットワークインターフェース３１０を備えることができる。また、ワイヤレスネットワ
ークインターフェース３１０は、ＡＴ２２２からインバウンドワイヤレスメッセージを受
信することができる。ワイヤレスネットワークインターフェース３１０はプロセッサ３２
０に結合できる。プロセッサ３２０は、ワイヤレスネットワークインターフェース３１０
を介してＡＴ２２２から来るかまたはＡＴ２２２に行くＡＰＩＤＭメッセージとインバウ
ンドおよびアウトバウンドワイヤレスメッセージとを処理するように構成できる。プロセ
ッサ３２０はまた、フェムトノード２１０の他の構成要素を制御するように構成できる。
プロセッサ３２０はさらにワイヤードネットワークインターフェース３３０に結合できる
。ワイヤードネットワークインターフェース３３０は、インターネット２４０にアウトバ
ウンドワイヤードメッセージをパスし、インターネット２４０からインバウンドワイヤー
ドメッセージを受信するように構成できる。ワイヤードネットワークインターフェース３
３０は、処理のためにインバウンドワイヤードメッセージをプロセッサ３２０にパスする
ことができる。プロセッサ３２０は、ワイヤードアウトバウンドメッセージを処理し、そ
れを送信のためにワイヤードネットワークインターフェース３１０にパスすることができ
る。
【００３６】
　プロセッサ３２０は、さらに、１つまたは複数のバスを介してメモリ３４０に結合でき
る。プロセッサ３２０は、メモリ３４０から情報を読み取るか、またはメモリ３４０に情
報を書き込むことができる。たとえば、メモリ３４０は、処理の前に、処理中に、または
処理の後に、インバウンド、またはアウトバウンドメッセージを記憶するように構成でき
る。特に、メモリ３４０は、ＡＰＩＤＭメッセージを記憶するように構成できる。プロセ
ッサ３２０はメッセージフォーマッタ３５０にも結合できる。メッセージフォーマッタ３
５０は、マクロノード２０５からフェムトノード２１０へのハンドインを可能にするため
に使用されるＡＰＩＤＭメッセージを生成するように構成できる。上述のように、マクロ
ノード２０５からフェムトノード２１０にＡＴ２２０をハンドインするプロセスにおいて
、複数のフェムトノード２１０、２１２の存在はＡＰＩＤＭメッセージに依拠することが
ある。図２に関して上記で説明したように、ＡＰＩＤＭメッセージはＭＳＣ　ＩＤおよび
セルＩＤを備えることができる。メッセージフォーマッタ３５０は、生成されたＡＰＩＤ
Ｍメッセージがワイヤレスネットワークインターフェース３１０を介してＡＴ２２２に送
信される前に、任意の追加の処理のために、そのＡＰＩＤＭメッセージをプロセッサ３２
０にパスすることができる。メッセージフォーマッタ３５０はまた、メッセージのフォー
マット（message formatting）において使用する情報を記憶するかまたは取り出すために
、メモリ３４０に直接結合できる。一実施形態では、処理され、フォーマットされたＡＰ
ＩＤＭメッセージは、ワイヤレスネットワークインターフェース３１０によって送信する
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かまたは周期的にブロードキャストし、たとえば、ＡＴ２２２などのＡＴによって受信す
ることができる。
【００３７】
　ワイヤレスネットワークインターフェース３１０はアンテナとトランシーバとを備える
ことができる。そのトランシーバは、それぞれＡＴ２２２に行くかまたはＡＴ２２２から
来るワイヤレスアウトバウンド／インバウンドメッセージを変調／復調するように構成で
きる。ワイヤレスアウトバウンド／インバウンドメッセージは、そのアンテナを介して送
信／受信することができる。そのアンテナは、１つまたは複数のチャネルを介して、ＡＴ
２２２に／からアウトバウンド／インバウンドワイヤレスメッセージを送信および／また
は受信するように構成できる。アウトバウンド／インバウンドメッセージは、ボイスおよ
び／またはデータのみの情報（本明細書では「データ」と総称する）を備えることができ
る。ワイヤレスネットワークインターフェース３１０は、受信したデータを復調すること
ができる。ワイヤレスネットワークインターフェース３１０は、ワイヤレスネットワーク
インターフェース３１０を介してフェムトノード２１０から送信すべきデータを変調する
ことができる。プロセッサ３２０は、送信すべきデータを与えることができる。
【００３８】
　ワイヤードネットワークインターフェース３３０はモデムを備えることができる。その
モデムは、インターネット２４０に行くかまたはインターネット２４０から来るアウトバ
ウンド／インバウンドワイヤードメッセージを変調／復調するように構成できる。ワイヤ
ードネットワークインターフェース３３０は、受信したデータを復調することができる。
復調されたデータはプロセッサ３２０に送信できる。ワイヤードネットワークインターフ
ェース３３０は、ワイヤードネットワークインターフェース３３０を介してフェムトノー
ド２１０から送信すべきデータを変調することができる。プロセッサ３２０は、送信すべ
きデータを与えることができる。
【００３９】
　メモリ３４０は、様々なレベルが様々な容量およびアクセス速度を有するマルチレベル
階層キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを備えることができる。メモリ３４０はま
た、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、または不揮発性記憶装置
を備えることができる。記憶装置は、ハードドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）また
はデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）などの光ディスク、フラッシュメモリ、フロッピー
（登録商標）ディスク、磁気テープ、およびＺｉｐドライブを含むことができる。
【００４０】
　別個に説明したが、フェムトノード２１０に関して説明した機能ブロックは別個の構造
要素である必要がないことを諒解されたい。たとえば、プロセッサ３２０およびメモリ３
４０を単一のチップにおいて実施することができる。プロセッサ３２０は、追加、または
代替として、プロセッサレジスタなどのメモリを含むことができる。同様に、機能ブロッ
クのうちの１つまたは複数、または様々なブロックの機能の部分を、単一のチップにおい
て実施することができる。代替的に、特定のブロックの機能を２つ以上のチップ上に実装
することができる。
【００４１】
　プロセッサ３２０およびメッセージフォーマッタ３５０など、フェムトノード２１０に
関して説明した機能ブロックのうちの１つまたは複数および／または機能ブロックの１つ
または複数の組合せは、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）、また
は他のプログラマブル論理装置、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウ
ェア構成要素、あるい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
意の好適な組合せとして実施できる。フェムトノード２１０に関して説明した機能ブロッ
クのうちの１つまたは複数および／または機能ブロックの１つまたは複数の組合せは、コ
ンピュータ装置の組合せ、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通信と連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるい
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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。
【００４２】
　図４は、図２に示す例示的なアクセス端末２２２の機能ブロック図である。上記で説明
したように、ＡＴ２２２は携帯電話とすることができる。ＡＴ２２２は、フェムトノード
２１０からＡＩＰＤＭメッセージを受信し、ＡＰＩＤＭメッセージ中の識別情報をマクロ
ノード２０５にパスすることによって、マクロノード２０５からフェムトノード２１０へ
のハンドインを可能にするために使用できる。
【００４３】
　ＡＴ２２２は、情報を、記憶、送信のために、および／またはＡＴ２２２の他の構成要
素の制御のために、処理するように構成されたプロセッサ４０５を備えることができる。
プロセッサ４０５はさらにメモリ４１０に結合できる。そのプロセッサは、メモリ４１０
から情報を読み取るか、またはメモリ４１０に情報を書き込むことができる。メモリ４１
０は、処理の前に、処理中に、または処理の後に、メッセージを記憶するように構成でき
る。特に、メモリ４１０は、ＡＰＩＤＭメッセージおよび付随する識別情報を記憶するよ
うに構成できる。プロセッサ４０５はワイヤレスネットワークインターフェース４１５に
も結合できる。ワイヤレスネットワークインターフェース４１５は、フェムトノード２１
０またはマクロノード２０５からインバウンドワイヤレスメッセージを受信し、そこにア
ウトバウンドワイヤレスメッセージを送信するように構成できる。インバウンドワイヤレ
スメッセージは、処理のためにプロセッサ４０５にパスすることができる。プロセッサ４
０５は、アウトバウンドワイヤレスメッセージを処理し、送信のためにアウトバウンドワ
イヤレスメッセージをワイヤレスネットワークインターフェース４１５にパスすることが
できる。
【００４４】
　プロセッサ４０５はメッセージインタープリタ４２０にも結合できる。フェムトノード
２１０からワイヤレスネットワークインターフェース４１５において受信したインバウン
ドワイヤレスメッセージは、プロセッサ４０５にパスし、また、追加の処理のために、プ
ロセッサ４０５によってメッセージインタープリタ４２０にパスすることができる。たと
えば、メッセージインタープリタ４２０は、上述のようにＡＴ２２２をハンドインターゲ
ットとして識別する際に使用するためにＡＰＩＤＭメッセージからＭＳＣ　ＩＤおよびセ
ルＩＤを抽出するように構成できる。メッセージインタープリタ４２０は、追加の処理の
ために、ＭＳＣ　ＩＤ値およびセルＩＤ値ならびに他の情報をプロセッサ４０５にパスす
ることができる。メッセージインタープリタ４２０はまた、マクロノード２０５から受信
した要求メッセージ中の情報を解釈することができる。たとえば、上述のように、マクロ
ノード２０５は、フェムトノード２１０に関する追加情報を要求する要求メッセージをＡ
Ｔ２２２に送信することができる。特に、マクロノード２０５はＭＳＣ　ＩＤおよびセル
ＩＤを要求することができる。メッセージインタープリタ４２０は、この要求メッセージ
を処理し、その要求メッセージに応答するための情報をプロセッサ４０５に供給すること
ができる。メッセージインタープリタ４２０はまた、メッセージ解釈において使用する情
報を記憶するかまたは取り出すために、メモリ４１０に結合できる。
【００４５】
　プロセッサ４０５はメッセージフォーマッタ４２５にも結合できる。メッセージフォー
マッタ４２５は、ワイヤレスネットワークインターフェース４１５によって送信すべきア
ウトバウンドワイヤレスメッセージを生成するかまたはフォーマットすることができる。
たとえば、メッセージフォーマッタ４２５は、フェムトノード２１０に関連付けられたＭ
ＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをマクロノード２０５へのアウトバウンドワイヤレスメッセー
ジ中に含めるように構成できる。上述のように、メッセージフォーマッタ４２５は、フェ
ムトノード２１０からＡＰＩＤＭメッセージを受信することに応答してＭＳＣ　ＩＤおよ
びセルＩＤをアウトバウンドワイヤレスメッセージ中に含めるように構成できる。代替的
に、メッセージフォーマッタ４２５は、マクロノード２０５から要求メッセージを受信す
ることに応答してＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをアウトバウンドワイヤレスメッセージ中
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に含めるように構成できる。いずれの場合も、ワイヤレスアウトバウンドメッセージは、
ワイヤレスネットワークインターフェース４１５によってマクロノード２０５に送信する
ために、メッセージフォーマッタ４２５によってプロセッサ４０５にパスすることができ
る。次いで、マクロノード２０５は、上述のように、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを含む
、アウトバウンドワイヤレスメッセージ中の情報を使用して、ハンドインターゲットの識
別を可能にすることができる。メッセージフォーマッタ４２５は、メッセージフォーマッ
トにおいて使用する情報を記憶するかまたは取り出すために、メモリ４１０に直接結合で
きる。
【００４６】
　ワイヤレスネットワークインターフェース４１５はアンテナとトランシーバとを備える
ことができる。そのトランシーバは、フェムトノード２１０およびマクロノード２０５に
行くかまたはそこから来るアウトバウンド／インバウンドワイヤレスメッセージを変調／
復調するように構成できる。アウトバウンド／インバウンドワイヤレスメッセージは、そ
のアンテナを介して送信／受信することができる。そのアンテナは、１つまたは複数のチ
ャネルを介してフェムトノード２１０およびマクロノード２０５と通信するように構成で
きる。アウトバウンド／インバウンドワイヤレスメッセージは、ボイスおよび／またはデ
ータのみの情報（本明細書では「データ」と総称する）を備えることができる。ワイヤレ
スネットワークインターフェース４１５は、受信したデータを復調することができる。ワ
イヤレスネットワークインターフェース４１５は、ワイヤレスネットワークインターフェ
ース４１５を介してＡＴ２２２から送信すべきデータを変調することができる。プロセッ
サ４０５は、送信すべきデータを与えることができる。
【００４７】
　メモリ４１０は、様々なレベルが様々な容量およびアクセス速度を有するマルチレベル
階層キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを備えることができる。メモリ４１０はま
た、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、または不揮発性記憶装置
を備えることができる。記憶装置は、ハードドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）また
はデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）などの光ディスク、フラッシュメモリ、フロッピー
ディスク、磁気テープ、およびＺｉｐドライブを含むことができる。
【００４８】
　別個に説明したが、アクセス端末２２２に関して説明した機能ブロックは別個の構造要
素である必要がないことを諒解されたい。たとえば、プロセッサ４０５およびメモリ４１
０を単一のチップにおいて実施することができる。プロセッサ４０５は、追加、または代
替として、プロセッサレジスタなどのメモリを含むことができる。同様に、機能ブロック
のうちの１つまたは複数、または様々なブロックの機能の部分を、単一のチップにおいて
実施することができる。代替的に、特定のブロックの機能を２つ以上のチップ上に実装す
ることができる。
【００４９】
　プロセッサ４１０、メッセージインタープリタ４２０、およびメッセージフォーマッタ
４２５など、ＡＴ２２２に関して説明した機能ブロックのうちの１つまたは複数および／
または機能ブロックの１つまたは複数の組合せは、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）、または他のプログラマブル論理装置、個別ゲートまたはトランジス
タロジック、個別ハードウェア構成要素、あるい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好適な組合せとして実施できる。ＡＴ２２２に関して説明
した機能ブロックのうちの１つまたは複数および／または機能ブロックの１つまたは複数
の組合せは、コンピュータ装置の組合せ、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通信と連携する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。
【００５０】
　図５は、図２に示す例示的なマクロノード２０５の機能ブロック図である。図２に関し
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て上記で説明したように、マクロノード２０５は基地局とすることができる。マクロノー
ド２０５はまた、ＡＴ２２２から識別情報を受信し、その識別情報をＭＳＣ２５２に送信
することによって、マクロノード２０５からフェムトノード２１０へのハンドインを可能
にすることができる。マクロノード２０５は、ＡＴ２２２からインバウンドワイヤレスメ
ッセージを受信し、ＡＴ２２２にアウトバウンドワイヤレスメッセージを送信するように
構成されたワイヤレスネットワークインターフェース５１０を備えることができる。ワイ
ヤレスネットワークインターフェース５１０はプロセッサ５２０に結合できる。プロセッ
サ５２０は、ワイヤレスネットワークインターフェース５１０を介してＡＴ２２２から来
るかまたはＡＴ２２２に行くインバウンドおよびアウトバウンドワイヤレスメッセージを
処理するように構成できる。プロセッサ５２０はまた、マクロノード２０５の他の構成要
素を制御するように構成できる。プロセッサ５２０はさらにワイヤードネットワークイン
ターフェース５３０に結合できる。ワイヤードネットワークインターフェース５３０は、
ＭＳＣ２５２からインバウンドワイヤードメッセージを受信し、ＭＳＣ２５２にアウトバ
ウンドワイヤードメッセージを送信するように構成できる。ワイヤードネットワークイン
ターフェース５３０は、インバウンドワイヤードメッセージを受信し、処理のためにイン
バウンドワイヤードメッセージをプロセッサ５２０にパスすることができる。プロセッサ
５２０は、アウトバウンドワイヤードメッセージを処理し、ＭＳＣ２５２に送信するため
にアウトバウンドワイヤードメッセージをワイヤードネットワークインターフェース５３
０にパスすることができる。
【００５１】
　プロセッサ５２０は、さらに、１つまたは複数のバスを介してメモリ５４０に結合でき
る。プロセッサ５２０は、メモリ５４０から情報を読み取るか、またはメモリ５４０に情
報を書き込むことができる。メモリ５４０は、インバウンドまたはアウトバウンドの、ワ
イヤードまたはワイヤレスメッセージを処理する際に使用する情報を記憶するように構成
できる。メモリ５４０はまた、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤなどの識別情報を記憶するよ
うに構成できる。プロセッサ５２０はメッセージインタープリタ５４５にも結合できる。
そのプロセッサは、処理のために、インバウンドワイヤードおよびワイヤレスメッセージ
をメッセージインタープリタ５４５にパスすることができる。メッセージインタープリタ
５４５は、ワイヤレスネットワークインターフェース５１０において受信したインバウン
ドワイヤレスメッセージから情報を抽出するように構成できる。たとえば、ＡＴ２２２か
ら受信したインバウンドワイヤレスメッセージは、上述のように、ＭＳＣ　ＩＤおよびセ
ルＩＤなどの識別情報を備えることができる。メッセージインタープリタ５４５は、ＡＴ
２２２によって供給されたインバウンドワイヤレスメッセージからＭＳＣ　ＩＤ値および
セルＩＤ値を抽出することができる。メッセージインタープリタ５４５は、追加の処理の
ために、この識別情報をプロセッサ５２０にパスすることができる。別の例では、ＡＴ２
２０からのインバウンドワイヤレスメッセージは、ＡＴ２２０がフェムトノード２１０を
検出したという指示を備えることができる。メッセージインタープリタ５４５は、インバ
ウンドワイヤレスメッセージを処理し、インバウンドワイヤレスメッセージに応答して追
加情報を要求するための情報をプロセッサ５２０に供給するように、構成できる。この追
加情報は、フェムトノード２１０のＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを備えることができる。
メッセージインタープリタ５４５はまた、メッセージ解釈において使用する情報を記憶す
るかまたは取り出すために、メモリ５４０に直接結合できる。
【００５２】
　プロセッサ５２０はメッセージフォーマッタ５５０にも結合できる。メッセージフォー
マッタ５５０は、アウトバウンドワイヤードまたはワイヤレスメッセージを生成するよう
に構成できる。メッセージフォーマッタ５５０は、生成されたアウトバウンドワイヤード
またはワイヤレスメッセージをプロセッサ５２０にパスするようにさらに構成できる。プ
ロセッサ５２０は、送信のためにアウトバウンドワイヤードまたはワイヤレスメッセージ
をワイヤードネットワークインターフェース５３０またはワイヤレスネットワークインタ
ーフェース５１０にパスすることができる。ワイヤードネットワークインターフェース５
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３０は、アウトバウンドワイヤードメッセージをＭＳＣ２５２に送信することができる。
上述のように、アウトバウンドワイヤードメッセージは、フェムトノード２１０のための
ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを備えることができる。メッセージフォーマッタ５５０はア
ウトバウンドワイヤレスメッセージをプロセッサ５２０にパスすることができる。プロセ
ッサ５２０は、ＡＴ２２２に送信するためにアウトバウンドワイヤレスメッセージをワイ
ヤレスネットワークインターフェース５１０にパスすることができる。説明したように、
アウトバウンドワイヤレスメッセージは、フェムトノード２１０の識別情報の要求を備え
ることができる。メッセージフォーマッタ５５０はまた、メッセージフォーマットにおい
て使用する情報を記憶するかまたは取り出すために、メモリ５４０に直接結合できる。
【００５３】
　ワイヤレスネットワークインターフェース５１０はアンテナとトランシーバとを備える
ことができる。そのトランシーバは、ＡＴ２２２に行くかまたはＡＴ２２２から来るアウ
トバウンド／インバウンドワイヤレスメッセージを変調／復調するように構成できる。イ
ンバウンド／アウトバウンドワイヤレスメッセージは、そのアンテナを介して送信／受信
することができる。そのアンテナは、１つまたは複数のチャネルを介して、マクロノード
２０５からアウトバウンド／インバウンドワイヤレスメッセージを送信および／または受
信するように構成できる。アウトバウンド／インバウンドワイヤレスメッセージは、ボイ
スおよび／またはデータのみの情報（本明細書では「データ」と総称する）を備えること
ができる。ワイヤレスネットワークインターフェース５１０は、受信したデータを復調す
ることができる。ワイヤレスネットワークインターフェース５１０は、ワイヤレスネット
ワークインターフェース５１０を介してマクロノード２０５から送信すべきデータを変調
することができる。プロセッサ５２０は、送信すべきデータを与えることができる。
【００５４】
　ワイヤードネットワークインターフェース５３０はモデムを備えることができる。その
モデムは、ＭＳＣ２５２に行くかまたはＭＳＣ２５２から来るアウトバウンド／インバウ
ンドワイヤードメッセージを変調／復調するように構成できる。ワイヤードネットワーク
インターフェース５３０は、当技術分野で知られている方法を使用して１つまたは複数の
ワイヤード規格に従って、受信したデータを復調することができる。復調されたデータは
プロセッサ５２０に送信できる。ワイヤードネットワークインターフェース５３０は、当
技術分野で知られている方法を使用して１つまたは複数のワイヤード規格に従って、ワイ
ヤードネットワークインターフェース５３０を介してマクロノード２０５から送信すべき
データを変調することができる。プロセッサ５２０は、送信すべきデータを与えることが
できる。
【００５５】
　メモリ５４０は、様々なレベルが様々な容量およびアクセス速度を有するマルチレベル
階層キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを備えることができる。メモリ５４０はま
た、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、または不揮発性記憶装置
を備えることができる。記憶装置は、ハードドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）また
はデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）などの光ディスク、フラッシュメモリ、フロッピー
ディスク、磁気テープ、およびＺｉｐドライブを含むことができる。
【００５６】
　別個に説明したが、マクロノード２０５に関して説明した機能ブロックは別個の構造要
素である必要がないことを諒解されたい。たとえば、プロセッサ５２０およびメモリ５４
０を単一のチップにおいて実施することができる。プロセッサ５２０は、追加、または代
替として、プロセッサレジスタなどのメモリを含むことができる。同様に、機能ブロック
のうちの１つまたは複数、または様々なブロックの機能の部分を、単一のチップにおいて
実施することができる。代替的に、特定のブロックの機能を２つ以上のチップ上に実装す
ることができる。
【００５７】
　プロセッサ５２０、メッセージインタープリタ５４５、メッセージフォーマッタ５５０
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など、マクロノード２０５に関して説明した機能ブロックのうちの１つまたは複数および
／または機能ブロックの１つまたは複数の組合せは、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）、または他のプログラマブル論理装置、個別ゲートまたはトランジ
スタロジック、個別ハードウェア構成要素、あるい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好適な組合せとして実施できる。マクロノード２０５に
関して説明した機能ブロックのうちの１つまたは複数および／または機能ブロックの１つ
または複数の組合せは、コンピュータ装置の組合せ、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通信と連携する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。
【００５８】
　図６は、図２に示す例示的なモバイル交換センタ（ＭＳＣ）２５２の機能ブロック図で
ある。図２に関して上記で説明したように、ＭＳＣ２５２は、マクロノード２０５とＭＦ
ＩＦ２５４との間のメッセージをルーティングするように構成されたルータとして動作す
ることができる。さらに、ＭＳＣ２５２は、ＭＳＣ　ＩＤに基づいて、フェムトノード２
１０に関連付けられたＭＦＩＦを識別することによって、フェムトノード２１０などのハ
ンドインターゲットを識別するのを助けるように構成できる。ＭＳＣ２５２は、マクロノ
ード２０５またはＭＦＩＦ２５４からインバウンドメッセージを受信し、そこにアウトバ
ウンドメッセージを送信するように構成されたネットワークインターフェース６１０を備
えることができる。ネットワークインターフェース６１０はプロセッサ６２０に結合でき
る。プロセッサ６２０は、ネットワークインターフェース６１０によって受信されるイン
バウンドメッセージ、およびネットワークインターフェース６１０によって送信されるア
ウトバウンドメッセージを処理するように構成できる。プロセッサ６２０は、さらに、１
つまたは複数のバスを介してメモリ６２５に結合できる。プロセッサ６２０は、メモリ６
２５から情報を読み取るか、またはメモリ６２５に情報を書き込むことができる。メモリ
６２５は、処理の前に、処理中に、または処理の後に、インバウンドおよびアウトバウン
ドメッセージを記憶するように構成できる。特に、メモリ６２５は、上述のＭＳＣ　ＩＤ
およびセルＩＤを記憶するように構成できる。
【００５９】
　プロセッサ６２０はさらにルーティングユニット６３０に結合できる。プロセッサ６２
０は、追加の処理のためにインバウンドメッセージをルーティングユニット６３０にパス
することができる。ルーティングユニット６３０は、インバウンドメッセージを分析して
、インバウンドメッセージの内容に少なくとも部分的に基づいて１つまたは複数の宛先を
判断することができる。たとえば、インバウンドメッセージは、フェムトノード２１０の
ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤを含むことができる。ルーティングユニット６３０は、ＭＳ
Ｃ　ＩＤを分析し、フェムトノード２１０がＭＦＩＦ２５４に関連付けられていることを
判断することができる。ルーティングユニット６３０は、ルーティング決定を行うことを
可能にするために、メモリ６２５に直接結合できる。たとえば、メモリ６２５は、ＭＳＣ
　ＩＤ値をＭＦＩＦのためのアドレスまたは他の識別子に関連付ける情報を含んでいるデ
ータ構造、たとえば、リストまたはテーブルを記憶することができる。ルーティングユニ
ット６３０は、ＭＳＣ　ＩＤを使用して、メモリ６２５中で、あるＭＦＩＦのための識別
子を検索するように構成できる。ルーティングユニット６３０はまた、セルＩＤおよび他
の情報を送信すべき先のＭＦＩＦ２５４のためのアドレスまたは他の識別子などの情報を
プロセッサ６２０に供給するように構成できる。プロセッサ６２０は、ルーティングユニ
ット６３０からのこの情報を使用してアウトバウンドメッセージを生成するように構成で
きる。プロセッサ６２０は、ＭＦＩＦ２５４に送信するためにアウトバウンドメッセージ
をネットワークインターフェース６１０にパスすることができる。
【００６０】
　ネットワークインターフェース６１０はモデムを備えることができる。そのモデムは、
アウトバウンド／インバウンドメッセージを変調／復調するように構成できる。ネットワ
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ークインターフェース６１０は、それに応じて受信したデータを復調することができる。
復調されたデータはプロセッサ６２０に送信できる。ネットワークインターフェース６１
０は、ＭＳＣ２５２から送信すべきデータを変調することができる。送信すべきデータは
プロセッサ６２０から受信できる。
【００６１】
　メモリ６２５は、様々なレベルが様々な容量およびアクセス速度を有するマルチレベル
階層キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを備えることができる。メモリ６２５はま
た、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、または不揮発性記憶装置
を備えることができる。記憶装置は、ハードドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）また
はデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）などの光ディスク、フラッシュメモリ、フロッピー
ディスク、磁気テープ、およびＺｉｐドライブを含むことができる。
【００６２】
　別個に説明したが、ＭＳＣ２５２に関して説明した機能ブロックは別個の構造要素であ
る必要がないことを諒解されたい。たとえば、プロセッサ６２０およびメモリ６２５を単
一のチップにおいて実施することができる。プロセッサ６２０は、追加、または代替とし
て、プロセッサレジスタなどのメモリを含むことができる。同様に、機能ブロックのうち
の１つまたは複数、または様々なブロックの機能の部分を、単一のチップにおいて実施す
ることができる。代替的に、特定のブロックの機能を２つ以上のチップ上に実装すること
ができる。
【００６３】
　プロセッサ６２０およびルーティングユニット６３０など、ＭＳＣ２５２に関して説明
した機能ブロックのうちの１つまたは複数および／または機能ブロックの１つまたは複数
の組合せは、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）、または他のプロ
グラマブル論理装置、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要
素、あるい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好適な
組合せとして実施できる。ＭＣＳ２５２に関して説明した機能ブロックのうちの１つまた
は複数および／または機能ブロックの１つまたは複数の組合せは、コンピュータ装置の組
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通信と連携する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。
【００６４】
　図７は、図２に示す例示的なマクロフェムトインターネットワーキング機能の機能ブロ
ック図である。図２に関して上記で説明したように、ＭＦＩＦ２５４は、インターネット
２４０を介してＭＳＣ２５２とフェムトノード２１０との間のメッセージをルーティング
するように構成されたフェムトスイッチとして動作する。さらに、ＭＦＩＦ２５４は、セ
ルＩＤに基づいてフェムトノード２１０などのハンドインターゲットを識別するのを助け
るように構成できる。ＭＦＩＦ２５４は、インターネット２４０を介してＭＳＣ２５２ま
たはフェムトノード２１０からインバウンドメッセージを受信し、そこにアウトバウンド
メッセージを送信するように構成されたネットワークインターフェース７１０を備えるこ
とができる。ネットワークインターフェース７１０はプロセッサ７２０に結合できる。プ
ロセッサ７２０は、インバウンドおよびアウトバウンドメッセージを処理するように構成
できる。プロセッサ７２０は、さらに、１つまたは複数のバスを介してメモリ７２５に結
合できる。プロセッサ７２０は、メモリ７２５から情報を読み取るか、またはメモリ７２
５に情報を書き込むことができる。メモリ７２５は、処理の前に、処理中に、または処理
の後に、インバウンドおよびアウトバウンドメッセージを記憶するように構成できる。特
に、メモリ７２５は、上述のセルＩＤを記憶するように構成できる。
【００６５】
　プロセッサ７２０はさらにルーティングユニット７３０に結合できる。プロセッサ７２
０は、追加の処理のためにインバウンドメッセージをルーティングユニット７３０にパス
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することができる。ルーティングユニット７３０は、インバウンドメッセージを分析して
、インバウンドメッセージの内容に少なくとも部分的に基づいて１つまたは複数の宛先を
判断することができる。たとえば、インバウンドメッセージはセルＩＤを備えることがで
きる。ルーティングユニット７３０は、セルＩＤを分析し、フェムトノードがそのセルＩ
Ｄに関連付けられていることを判断することができる。ルーティングユニット７３０は、
ルーティング決定を行うことを可能にするために、メモリ７２５に直接結合できる。たと
えば、メモリ７２５は、セルＩＤ値をフェムトノードのためのアドレスまたは他の識別子
に関連付ける情報を含んでいるデータ構造、たとえば、リストまたはテーブルを記憶する
ことができる。ルーティングユニット７３０は、セルＩＤを使用して、メモリ７２５中で
、あるフェムトノードのための識別子を検索するように構成できる。ルーティングユニッ
ト７３０は、ハンドインターゲットであるフェムトノードのためのアドレスまたは他の識
別子などの情報をプロセッサ７２０に供給するように構成できる。プロセッサ７２０は、
ルーティングユニット７３０からのこの情報を使用してアウトバウンドメッセージを生成
するように構成できる。プロセッサ７２０は、インターネット２４０またはＭＳＣ２５２
に送信するためにアウトバウンドメッセージをネットワークインターフェース７１０にパ
スすることができる。
【００６６】
　ネットワークインターフェース７１０はモデムを備えることができる。そのモデムは、
ＭＦＩＦ２５４に行くかまたはＭＦＩＦ２５４から来るアウトバウンド／インバウンドメ
ッセージを変調／復調するように構成できる。ネットワークインターフェース７１０は、
受信したデータを復調することができる。復調されたデータはプロセッサ７２０に送信で
きる。ネットワークインターフェース７１０は、ＭＳＣ２５２から送信すべきデータを変
調することができる。送信すべきデータはプロセッサ７２０から受信できる。
【００６７】
　メモリ７２５は、様々なレベルが様々な容量およびアクセス速度を有するマルチレベル
階層キャッシュを含む、プロセッサキャッシュを備えることができる。メモリ７２５はま
た、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、他の揮発性記憶装置、または不揮発性記憶装置
を備えることができる。記憶装置は、ハードドライブ、コンパクトディスク（ＣＤ）また
はデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）などの光ディスク、フラッシュメモリ、フロッピー
ディスク、磁気テープ、およびＺｉｐドライブを含むことができる。
【００６８】
　別個に説明したが、ＭＦＩＦ２５４に関して説明した機能ブロックは別個の構造要素で
ある必要がないことを諒解されたい。たとえば、プロセッサ７２０およびメモリ７２５を
単一のチップにおいて実施することができる。プロセッサ７２０は、追加、または代替と
して、プロセッサレジスタなどのメモリを含むことができる。同様に、機能ブロックのう
ちの１つまたは複数、または様々なブロックの機能の部分を、単一のチップにおいて実施
することができる。代替的に、特定のブロックの機能を２つ以上のチップ上に実装するこ
とができる。
【００６９】
　プロセッサ７２０およびルーティングユニット７３０など、ＭＦＩＦ２５４に関して説
明した機能ブロックのうちの１つまたは複数および／または機能ブロックの１つまたは複
数の組合せは、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）、または他のプ
ログラマブル論理装置、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成
要素、あるい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好適
な組合せとして実施できる。ＭＦＩＦ２５４に関して説明した機能ブロックのうちの１つ
または複数および／または機能ブロックの１つまたは複数の組合せは、コンピュータ装置
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通信と連携する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。
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【００７０】
　図８に、図２に示すフェムトノード２１０が使用する例示的なアクセスポイント識別メ
ッセージ（ＡＰＩＤＭ）８００を示す。図２に関して上記で説明したように、フェムトノ
ード２１０は、ハンドインターゲットの識別を可能にするためのＭＳＣ　ＩＤおよびセル
ＩＤを含むＡＰＩＤＭメッセージ８００を生成するように構成できる。ＡＰＩＤＭメッセ
ージ８００は関連付けタイプフィールド８１０を備えることができる。関連付けタイプフ
ィールド８１０は３ビットを備える。関連付けタイプフィールド８１０は、フェムトノー
ド２１０がＡＴ２２２などのＡＴと有することができる関係のタイプを示すために使用で
きる。たとえば、関連付けタイプフィールド８１０の値は、ＡＴ２２２がフェムトノード
２１０と自由に通信することが可能であることを示すことができる。代替の値は、ＡＴ２
２２がシグナリング情報を自由に受信するが、他のサービスを受信することはできないこ
とを示すことができる。別の値は、フェムトノード２１０と通信することを明示的に許可
されたＡＴのみがサービスを受信することができることを示すことができる。他の関連付
けタイプのために、関連付けタイプフィールド８１０の他の値を使用することができる。
【００７１】
　ＡＰＩＤＭメッセージ８００は複数の識別子フィールドをさらに備えることができる。
たとえば、ＡＰＩＤＭメッセージ８００は、１５ビットを備えるシステム識別情報（ＳＩ
Ｄ）フィールド８２０と、１６ビットを備えるネットワーク識別情報（ＮＩＤ）フィール
ド８３０と、可変ビット数を備えるフェムトノードまたはアクセスポイント識別情報（Ａ
Ｐ＿ＩＤ）フィールド８５０とを備えることができる。一実施形態では、ＡＰ＿ＩＤフィ
ールド８５０の長さを、別個のフィールドにおいてＡＰＩＤＭメッセージ８００中に含め
ることができる。たとえば、ＡＰ＿ＩＤの長さをＡＰ＿ＩＤ＿ＬＥＮフィールド８４０に
おいて符号化することができる。ＳＩＤフィールド８２０、ＮＩＤフィールド８３０、お
よびＡＰ＿ＩＤフィールド８５０をひとまとめにして考えると、特定のフェムトノードの
ためのグローバル一意識別子を定義することができる。ＡＴ２２２は、識別子フィールド
８２０、８３０、８５０のうちの１つまたは複数を使用して、フェムトノード２１０と通
信しようと試みるべきか否かを判断するように構成できる。たとえば、上述のように、Ａ
Ｔ２２２は、通信すべきフェムトノードのホワイトリスト、または回避すべきフェムトノ
ードのブラックリストを維持することができる。１つまたは複数の識別子をそれらのリス
トと比較することによって、ＡＴ２２２は、ＡＴ２２２にサービスを求めるべきか否かを
迅速に判断することができる。ＡＰＩＤＭメッセージ８００はＡＰ＿ＩＤ＿ＭＡＳＫフィ
ールド８６０をさらに備えることができる。一実施形態では、ＡＰ＿ＩＤ＿ＭＡＳＫフィ
ールド８６０は８ビットを備えることができる。ＡＰ＿ＩＤ＿ＭＡＳＫフィールド８６０
は、単一の所有者または組織に関連付けられた複数のフェムトノードを識別するためのマ
スクとして使用できる。
【００７２】
　ＡＰＩＤＭメッセージはＭＳＣ＿ＩＤフィールド８７０をさらに備えることができる。
一実施形態では、ＭＳＣ＿ＩＤフィールドは２４ビットを備えることができる。上述のよ
うに、ＭＳＣ＿ＩＤフィールド８７０は、ハンドインターゲットの識別を可能にするため
に使用されるＭＳＣ　ＩＤ値を含むことができる。ＭＳＣ　ＩＤ値は、フェムトノード２
１０に関連付けられたＭＦＩＦ２５４を識別するためにＭＳＣ２５２によって使用できる
。ＭＳＣ　ＩＤを使用して、ＭＳＣ２５２は、ハンドインプロセスを可能にするための情
報をＭＦＩＦ２５４にルーティングすることができる。
【００７３】
　ＡＰＩＤＭメッセージはＣＥＬＬ＿ＩＤフィールド８８０をさらに備えることができる
。一実施形態では、ＣＥＬＬ＿ＩＤフィールド８８０は１６ビットを備えることができる
。上述のように、ＣＥＬＬ＿ＩＤフィールド８８０は、ハンドインターゲットの識別を可
能にするために使用されるセルＩＤ値を含むことができる。セルＩＤ値は、フェムトノー
ド２１０をハンドインターゲットとして識別するためにＭＦＩＦ２５４によって使用でき
る。セルＩＤを使用して、ＭＦＩＦ２５４は、ハンドインプロセスを可能にするための情
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報をフェムトノード２１０にルーティングすることができる。
【００７４】
　ＡＰＩＤＭメッセージ８００は、可変長の追加の任意選択フィールド８９０をさらに備
えることができる。これらの任意選択フィールド８９０は、他のシグナリング目的または
システム拡張のために使用できる。ＡＰＩＤＭメッセージ８００はハンドインターゲット
の識別を可能にするためのメッセージの例示的な実施形態であることを諒解されよう。メ
ッセージ中のフィールドの順序およびメッセージ中のフィールドの長さは、一例として与
えたものであり、実装の考慮事項に対応するために改変することができる。さらに、いく
つかのフィールドを追加してもよく、メッセージから除去してもよい。
【００７５】
　図９は、図２に示すマクロノードからフェムトノードへのハンドオフを実行するための
例示的なプロセスのフローチャートである。図２に関して上記で説明したように、プロセ
ス９００は、ハンドインプロセス中にフェムトノードを識別するのを助けるために使用で
きる。ハンドインを可能にするために、ステップ９０５に示すように、フェムトノード２
１０が、第１および第２の識別子を備える識別メッセージを生成する。上述のように、識
別メッセージは、図８に示すＡＰＩＤＭメッセージを備えることができる。さらに、第１
の識別子はＭＳＣ　ＩＤを備えることができ、第２の識別子はセルＩＤを備えることがで
きる。一実施形態では、フェムトノード２１０は、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをＭＦＩ
Ｆ２５４から受信することができる。別の実施形態では、フェムトノード２１０は、ＭＳ
Ｃ　ＩＤおよびセルＩＤをマクロノード２０５から受信するように構成できる。フェムト
ノード２１０は、ＭＳＣ　ＩＤおよびセルＩＤをメモリに記憶するように構成できる。一
実施形態では、フェムトノード２１０は、識別メッセージを一度生成し、その生成された
メッセージを、繰り返した後の使用のためにメモリに記憶することができる。代替的に、
フェムトノード２１０は、周期的にまたは送信ごとに、新しい識別メッセージを生成する
ことができる。フェムトノード２１０が識別メッセージを生成した後、ステップ９１０に
示すように、フェムトノード２１０は識別メッセージをアクセス端末（ＡＴ）２２２に送
信する。上述のように、フェムトノード２１０は一定の間隔をおいて識別メッセージを送
信することができる。代替的に、フェムトノード２１０は、ＡＴ２２２の存在を検出する
ことに応答して、または別の刺激に応答して、識別メッセージを送信することができる。
上述のように、フェムトノード２１０は、ＡＴ２２２にパイロット信号をも送信すること
ができる。一実施形態では、パイロット信号と識別メッセージは、異なる論理チャネル上
でＡＴ２２２に送信できる。フェムトノード２１０が識別メッセージを送信した後、ステ
ップ９１５に示すように、ＡＴ２２２は識別メッセージを受信する。上述のように、ＡＴ
２２２は、受信した識別メッセージを処理して、第１および第２の識別子を得ることがで
きる。識別メッセージを受信した後、ステップ９２０に示すように、ＡＴ２２２は第１お
よび第２の識別子をマクロノード２０５に送信する。上述のように、ＡＴ２２２は、第１
および第２の識別子をフェムトノード２１０から受信することに応答して、第１および第
２の識別子をマクロノード２０５に送信することができる。別の例では、ＡＴ２２２は、
１つまたは複数のハンドオフ基準に基づいて第１および第２の識別子をマクロノード２０
５に送信することができる。代替的に、ＡＴ２２２は、フェムトノード２１０に関する情
報を求める、マクロノード２０５からの要求に応答して、第１および第２の識別子をマク
ロノード２０５に送信することができる。ＡＴ２２２が第１および第２の識別子をマクロ
ノード２０５に送信した後、ステップ９２５に示すように、マクロノード２０５は第１お
よび第２の識別子を受信する。上述のように、マクロノード２０５はまた、１つまたは複
数のハンドオフ基準に基づいて、フェムトノード２１０へのハンドオフを進めることを判
断することができる。マクロノード２０５が第１および第２の識別子を受信した後、ステ
ップ９３０に示すように、マクロノード２０５は第１および第２の識別子をモバイル交換
センタ（ＭＳＣ）２５２に送信する。次いで、ステップ９３５に示すように、ＭＳＣ２５
２は第１および第２の識別子をマクロノード２０５から受信する。
【００７６】
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　第１および第２の識別子を受信した後、ステップ９４０に示すように、ＭＳＣ２５２は
、第１の識別子に少なくとも部分的に基づいて、フェムトノード２１０に関連付けられた
マクロフェムトインターネットワーキング機能（ＭＦＩＦ）２５４を識別する。上述のよ
うに、第１の識別子はＭＳＣ　ＩＤとすることができ、ＭＳＣ２５２は、特定のＭＦＩＦ
を特定のＭＳＣ　ＩＤに関連付けるデータ構造、たとえば、リストまたはテーブルを維持
することができる。ＭＳＣ２５２は、フェムトノード２１０によって供給されたＭＳＣ　
ＩＤを使用して、フェムトノード２１０に関連付けられたＭＦＩＦ２５４を識別すること
ができる。ＭＳＣ２５２が第１の識別子に基づいてＭＦＩＦ２５４を識別した後、ステッ
プ９４５に示すように、ＭＳＣ２５２は第２の識別子をＭＦＩＦ２５４に送信する。次い
で、ステップ９５０に示すように、ＭＦＩＦ２５４は第２の識別子を受信する。第２の識
別子を受信した後、ステップ９５５に示すように、ＭＦＩＦ２５４は第２の識別子に少な
くとも部分的に基づいてフェムトノード２１０を識別する。上述のように、第２の識別子
はセルＩＤを備えることができ、ＭＦＩＦ２５４は、特定のフェムトノードを特定のセル
ＩＤに関連付けるデータ構造、たとえば、リストまたはテーブルを維持することができる
。ＭＦＩＦ２５４は、フェムトノード２１０によって供給されたセルＩＤを使用して、フ
ェムトノード２１０を識別することができる。そのＭＦＩＦがフェムトノード２１０を識
別した後、ステップ９６０に示すように、マクロノード２０５からフェムトノード２１０
へのハンドインを行う。上述のように、ハンドインを行うことは、マクロノード２０５と
、ＭＳＣ２５２と、ＭＦＩＦ２５４と、インターネット２４０と、フェムトノード２１０
と、ＡＴ２２２との間のメッセージの送信および受信を備えることができる。たとえば、
マクロノード２０５から発生するハンドイン要求を、ＭＳＣ２５２を介してＭＦＩＦ２５
４にパスすることができる。そのＭＦＩＦはハンドイン要求をフェムトノード２１０に送
信することができる。フェムトノード２１０は、その要求を受け付けて、肯定応答をＭＦ
ＩＦ２５４に送信することができる。ＭＦＩＦ２５４は、ＭＳＣ２５２を介して肯定応答
をマクロノード２０５にフォワーディングすることができる。次いで、マクロノード２０
５は、ＡＴ２２２にフェムトノード２１０にハンドインするように命令することができる
。代替的に、マクロノード２０５は、ハンドインを可能にするためにフェムトノード２１
０と直接通信することができる。
【００７７】
　図１０は、たとえば、図１および図２に示すワイヤレス通信ネットワークの例示的なカ
バレッジエリアを示す。カバレッジエリア１０００は、図２に関して上記で説明したよう
に、ＡＴ２２０が通信ネットワーク２５０にアクセスすることができる１つまたは複数の
地理的エリアを備えることができる。図示のように、カバレッジエリア１０００は、いく
つかのトラッキングエリア１００２（またはルーティングエリアまたは位置登録エリア）
を備える。各トラッキングエリア１００２は、図２に関して上記で説明したマクロエリア
２３０と同様のものとすることができる、いくつかのマクロエリア１００４を備える。こ
こで、トラッキングエリア１００２Ａ、１００２Ｂ、および１００２Ｃに関連付けられた
カバレッジのエリアは太線によって輪郭を描かれて示され、マクロエリア１００４は六角
形によって表されている。トラッキングエリア１００２は、図２に関して上記で説明した
フェムトエリア２３０と同様のものとすることができる、フェムトエリア１００６をも備
えることができる。この例では、フェムトエリア１００６の各々（たとえば、フェムトエ
リア１００６Ｃ）は、マクロエリア１００４（たとえば、マクロエリア１００４Ｂ）内に
示されている。ただし、フェムトエリア１００６は、完全にマクロエリア１００４内にあ
るわけではないことがあることを諒解されたい。実際問題として、多数のフェムトエリア
１００６を所与のトラッキングエリア１００２またはマクロエリア１００４とともに画定
することができる。また、１つまたは複数のピコエリア（図示せず）を所与のトラッキン
グエリア１００２またはマクロエリア１００４内に画定することができる。
【００７８】
　再び図２を参照すると、フェムトノード２１０の所有者は、たとえば、３Ｇモバイルサ
ービスなど、通信ネットワーク２５０（たとえば、モバイル運営者コアネットワーク）を
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介して提供される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２２
２は、マクロ環境（たとえば、マクロエリア）と、より小さいスケールの（たとえば、住
居、フェムトエリア、ピコエリアなど）ネットワーク環境との両方で動作することが可能
であることがある。言い換えれば、アクセス端末２２２の現在のロケーションに応じて、
アクセス端末２２２は、マクロノード２０５によって、またはフェムトノードのセットの
うちのいずれか１つ（たとえば、フェムトノード２１０、２１２）によって、通信ネット
ワーク２５０にアクセスすることができる。たとえば、加入者は、自宅の外にいるときは
マクロノード（たとえば、ノード２０５）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２１０）によってサービスされる。フェムトノード２１０
は既存のアクセス端末２２２と後方互換性があるものとすることができることをさらに諒
解されたい。
【００７９】
　フェムトノード２１０は、単一の周波数を介して、または、代替として、複数の周波数
を介して通信することができる。特定の構成に応じて、単一の周波数、あるいは複数の周
波数のうちの１つまたは複数は、マクロノード（たとえば、ノード２０５）によって使用
される１つまたは複数の周波数と重複することがある。
【００８０】
　一実施形態では、アクセス端末２２２は、特定の（たとえば、好適な）フェムトノード
（たとえば、アクセス端末２２２のホームフェムトノード）の通信レンジ内にあるときは
いつでもそのフェムトノードに接続するように構成できる。たとえば、アクセス端末２２
２は、フェムトエリア２１５内にあるとき、フェムトノード２１０のみと通信することが
できる。
【００８１】
　別の実施形態では、アクセス端末２２１は、ノードと通信しているが、（たとえば、好
適ローミングリストにおいて定義された）好適なノードとは通信していない。本実施形態
では、アクセス端末２２１は、ベターシステムリセレクション（「ＢＳＲ」）を使用して
、好適なノード（たとえば、好適なフェムトノード２１０）を探索し続けることができる
。ＢＳＲは、より良いシステムが現在利用可能であるかどうかを判断するための、利用可
能なシステムの周期的走査を備える方法を備えることができる。ＢＳＲは、利用可能な好
適なシステムに関連しようと試みることをさらに備えることができる。アクセス端末２２
２は、ＢＳＲを、１つまたは複数の特定の帯域および／またはチャネルにわたる走査に限
定することができる。好適なフェムトノード２１０を発見すると、アクセス端末２２２は
、フェムトエリア２１５内で通信ネットワーク２５０にアクセスするために通信するため
のフェムトノード２１０を選択する。
【００８２】
　一実施形態では、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のみに提供
することができる。そのようなノードは「制限された」または「限定」ノードと呼ばれる
ことがある。制限されたフェムトノードを備えるワイヤレス通信ネットワークでは、マク
ロノードと、フェムトノード（たとえば、フェムトノード２１０）の定義されたセットと
によってのみ、所与のアクセス端末にサービスすることができる。他の実装形態では、ノ
ードは、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できる。
【００８３】
　一実施形態では、（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、アクセス端末の制限されたプロビジョニングされたセットにサー
ビスを提供するノードである。このセットは、必要に応じて、追加のまたはより少ないア
クセス端末を含むように、一時的にまたは恒久的に変更できる。いくつかの態様では、限
定加入者グループ（「ＣＳＧ」）は、アクセス端末の共通のアクセス制御リスト（たとえ
ば、アクセス端末の制限されたプロビジョニングされたセットのリスト）を共有するアク
セスノード（たとえば、フェムトノード）のセットとして定義できる。領域中のすべての
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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ことがある。
【００８４】
　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は様々な関係が存在
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／または登録について制限された）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し、その上で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し、ま
たはその上で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し
、またはその上で動作することを許可されないフェムトノードを指す。
【００８５】
　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
フェムトノードへの一時的アクセスをもつアクセス端末を指す。外来アクセス端末は、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ため
の許可を有しないアクセス端末を指す。
【００８６】
　便宜のために、本明細書の開示では、フェムトノードに関係する様々な機能について説
明する。ただし、ピコノードは、同じまたは同様の機能をより大きいカバレッジエリアに
提供することができ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。
【００８７】
　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
時にサポートすることができる。上述のように、各アクセス端末は、順方向リンクおよび
逆方向リンク上の送信を介して１つまたは複数のノードと通信することができる。順方向
リンク（またはダウンリンク）は、ノードからアクセス端末への通信リンクを指し、逆方
向リンク（またはアップリンク）は、アクセス端末からノードへの通信リンクを指す。こ
の通信リンクは、単一入力単一出力システム、多入力多出力（「ＭＩＭＯ」）システム、
または何らかの他のタイプのシステムを介して確立できる。
【００８８】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために複数（ＮＴ個）の送信アンテナと複数（ＮＲ
個）の受信アンテナとを採用する。ＮＴ個の送信アンテナとＮＲ個の受信アンテナとによ
って形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルと呼ばれることもあるＮＳ個の独立チ
ャネルからなることができ、ここで、ＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ，ＮＲ｝である。ＮＳ個の独立
チャネルの各々は１つの次元に対応する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによっ
て生成された追加の次元数が利用された場合、ＭＩＭＯシステムは改善されたパフォーマ
ンス（たとえば、より高いスループットおよび／またはより大きい信頼性）を与えること
ができる。
【００８９】
　ＭＩＭＯシステムは時分割複信（「ＴＤＤ」）および周波数分割複信（「ＦＤＤ」）を
サポートすることができる。ＴＤＤシステムでは、順方向および逆方向リンク送信が同一
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、複数のアンテナが装置（たとえば、ノード、
アクセス端末など）において利用可能であるとき、その装置は順方向リンク上で送信ビー
ムフォーミング利得を抽出することが可能になる。
【００９０】
　本明細書の教示は、少なくとも１つの他の装置（たとえば、ノード、アクセス端末など
）と通信するための様々な構成要素を採用する装置に組み込むことができる。
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【００９１】
　図１１は、図２に示す別の例示的なノードと別の例示的なアクセス端末との機能ブロッ
ク図である。図示のように、ＭＩＭＯシステム１１００は、ワイヤレス装置１１１０（た
とえば、フェムトノード２１０、２１２、マクロノード２０５など）とワイヤレス装置１
１５０（たとえば、ＡＴ２２２）とを備える。装置１１１０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１１１２から送信（「ＴＸ」）データプロ
セッサ１１１４に供給される。
【００９２】
　一実施形態では、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１１１４は、符号化データを与えるために、そのデータストリー
ム用に選択された特定の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、インターリーブする。
【００９３】
　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、既知の方法で処理され、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でき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
ボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方式（たとえば、
ＢＰＳＫ、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レート、符号化、および変調は、
プロセッサ１１３０によって実行される命令によって判断できる。データメモリ１１３２
は、プロセッサ１１３０または装置１１１０の他の構成要素によって使用されるプログラ
ムコード、データ、および他の情報を記憶することができる。
【００９４】
　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１１２
０に供給され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１１２０はさらに（たとえば、ＯＦＤＭ用に）
その変調シンボルを処理することができる。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１１２０
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」）１１２２
Ａ～１１２２Ｔに供給する。いくつかの態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１１２０は
、データストリームのシンボルと、シンボルの送信元のアンテナとにビームフォーミング
重みを付加する。
【００９５】
　各トランシーバ１１２２は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、１つ
または複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ信号を調整（たとえば、増
幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信する
のに適した変調信号を与える。次いで、トランシーバ１１２２Ａ～１１２２ＴからのＮＴ
個の変調信号は、それぞれ、ＮＴ個のアンテナ１１２４Ａ～１１２４Ｔから送信される。
【００９６】
　装置１１５０では、送信された変調信号はＮＲ個のアンテナ１１５２Ａ～１１５２Ｒに
よって受信され、各アンテナ１１５２からの受信信号は、それぞれのトランシーバ（「Ｘ
ＣＶＲ」）１１５４Ａ～１１５４Ｒに供給される。各トランシーバ１１５４は、それぞれ
の受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート）し、調整
された信号をデジタル化して、サンプルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対
応する「受信」シンボルストリームを与える。
【００９７】
　次いで、受信（「ＲＸ」）データプロセッサ１１６０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１１５４からＮＲ個の受信シンボルストリームを受信し、処理
して、ＮＴ個の「検出」シンボルストリームを与える。次いで、ＲＸデータプロセッサ１
１６０は、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、データ
ストリーム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１１６０によ
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って実行される処理は、装置１１１０においてＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１１２０および
ＴＸデータプロセッサ１１１４によって実行される処理を補足するものである。
【００９８】
　プロセッサ１１７０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
周期的に判断する。プロセッサ１１７０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１１７２は、プロセッサ１１７０また
は装置１１５０の他の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および他
の情報を記憶することができる。
【００９９】
　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ことができる。次いで、逆方向リンクメッセージはＴＸデー
タプロセッサ１１３８によって処理される。また、ＴＸデータプロセッサ１１３８は、デ
ータソース１１３６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受信する。
変調器１１８０はデータストリームを変調する。さらに、トランシーバ１１５４Ａ～１１
５４Ｒは、データストリームを調整し、データストリームを装置１１１０に返送する。
【０１００】
　装置１１１０では、装置１１５０からの変調信号はアンテナ１１２４によって受信され
る。さらに、トランシーバ１１２２は変調信号を調整する。復調器（「ＤＥＭＯＤ」）１
１４０は変調信号を復調する。ＲＸデータプロセッサ１１４２は、復調された信号を処理
し、装置１１５０によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出する。次いで、プロ
セッサ１１３０は、ビームフォーミング重みを判断するためにどのプリコーディング行列
を使用すべきかを判断する。さらに、プロセッサ１１３０は、抽出されたメッセージを処
理する。
【０１０１】
　さらに、装置１１１０および／または装置１１５０は、本明細書で教示する干渉制御動
作を実行する１つまたは複数の構成要素を備えることができる。たとえば、干渉（「ＩＮ
ＴＥＲ」）制御構成要素１１９０は、プロセッサ１１３０および／または装置１１１０の
他の構成要素と協働して、本明細書で教示する別の装置（たとえば、装置１１５０）との
間で信号を送信／受信することができる。同様に、干渉制御構成要素１１９２は、プロセ
ッサ１１７０および／または装置１１５０の他の構成要素と協働して、別の装置（たとえ
ば、装置１１１０）との間で信号を送信／受信することができる。各装置１１１０および
１１５０について、記載の構成要素のうちの２つ以上の機能が単一の構成要素によって提
供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干渉制御構成要素１１９
０およびプロセッサ１１３０の機能を提供することができる。さらに、単一の処理構成要
素が干渉制御構成要素１１９２およびプロセッサ１１７０の機能を提供することができる
。
【０１０２】
　（たとえば、添付の図の１つまたは複数に関して）本明細書で説明した機能は、いくつ
かの態様では、添付の特許請求の範囲において同様に指定された「手段」機能に対応する
ことがある。図１２及び図１３を参照すると、装置１２００、および１３００が、一連の
相互に関連する機能モジュールとして表されている。
【０１０３】
　図１２は、図２に示すさらに別の例示的なフェムトノードの機能ブロック図である。図
示のように、フェムトノード２１０は、処理モジュール１２０５と、記憶モジュール１２
１０と、通信モジュール１２１５と、メッセージフォーマットモジュール１２２０と、受
信モジュール１２３０と、送信モジュール１２３１とを備えることができる。処理モジュ
ール１２０５は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するプロセ
ッサに対応することがある。記憶モジュール１２１０は、少なくともいくつかの態様では
、たとえば、本明細書で説明するメモリに対応することがある。通信モジュールは、少な
くともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するプロセッサに対応することが
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ある。メッセージフォーマットモジュール１２２０は、少なくともいくつかの態様では、
たとえば、本明細書で説明するメッセージフォーマッタに対応することがある。受信モジ
ュール１２３０は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するワイ
ヤードまたはワイヤレスネットワークインターフェースに対応することがある。送信モジ
ュール１２３１は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するワイ
ヤードまたはワイヤレスネットワークインターフェースに対応することがある。
【０１０４】
　図１３は、図２に示すさらに別の例示的なアクセス端末の機能ブロック図である。図示
のように、ＡＴ２２２は、処理モジュール１３０５と、記憶モジュール１３１０と、フォ
ーマットモジュール１３１５と、取得モジュール１３２０と、比較モジュール１３２５と
、受信モジュール１３４０と、送信モジュール１３４１と、通信モジュール１３４５とを
備えることができる。処理モジュール１３０５は、少なくともいくつかの態様では、たと
えば、本明細書で説明するプロセッサに対応することがある。記憶モジュール１３１０は
、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するメモリに対応すること
がある。フォーマットモジュール１３１５は、少なくともいくつかの態様では、たとえば
、本明細書で説明するメッセージフォーマッタに対応することがある。取得モジュール１
３２０は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するメッセージイ
ンタープリタに対応することがある。比較モジュール１３２５は、少なくともいくつかの
態様では、たとえば、本明細書で説明するメッセージインタープリタに対応することがあ
る。受信モジュール１３４０は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で
説明するワイヤレスネットワークインターフェースに対応することがある。送信モジュー
ル１３４１は、少なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するワイヤレ
スネットワークインターフェースに対応することがある。通信モジュール１３４５は、少
なくともいくつかの態様では、たとえば、本明細書で説明するプロセッサに対応すること
がある。
【０１０５】
　図１２及び図１３のモジュールの機能は、本明細書の教示に合致する様々な方法で実装
できる。いくつかの態様では、これらのモジュールの機能は、１つまたは複数の電気構成
要素として実装できる。いくつかの態様では、これらのブロックの機能は、１つまたは複
数のプロセッサ構成要素を含む処理システムとして実装できる。いくつかの態様では、こ
れらのモジュールの機能は、たとえば、１つまたは複数の集積回路（たとえば、ＡＳＩＣ
）の少なくとも一部分を使用して実装できる。本明細書で説明するように、集積回路は、
プロセッサ、ソフトウェア、他の関連した構成要素、またはそれらの何らかの組合せを含
むことができる。これらのモジュールの機能は、本明細書で教示する何らかの他の方法で
実装することもできる。
【０１０６】
　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
な方法として使用できる。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
要素のみが使用できること、または第１の要素が何らかの方法で第２の要素に先行しなけ
ればならないことを意味するものではない。また、別段の規定がない限り、要素のセット
は１つまたは複数の要素を備えることがある。さらに、明細書または特許請求の範囲にお
いて使用される「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」という形式の用語は、「Ａ
またはＢまたはＣ、あるいはこれらの要素の任意の組合せ」を意味する。
【０１０７】
　本明細書で提示する実施形態および他の実施形態については、さらに添付の付録におい
てより詳細に説明されている。本明細書では本発明の特定の例について説明しているが、
当業者なら、発明の概念を逸脱することなく本発明の変形物を考案することができる。た
とえば、本明細書の教示は、回路交換ネットワーク要素について言及しているが、パケッ
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ト交換ドメインネットワーク要素に等しく適用可能である。
【０１０８】
　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を使用しても表すことができ
ることを、当業者なら理解されよう。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、光学場または光学粒子、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。
【０１０９】
　さらに、本明細書で開示した例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、回路、方法およびアルゴリズムは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェ
ア、または両方の組合せとして実装できることを、当業者は理解されよう。ハードウェア
とソフトウェアのこの互換性を明確に説明するために、様々な例示的な構成要素、ブロッ
ク、モジュール、回路、方法、およびアルゴリズムについて、概してそれらの機能に関し
て上記で説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとし
て実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そ
のような実装の決定は、本発明の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【０１１０】
　本明細書で開示した例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（ＦＰＧＡ）または他のプロ
グラマブル論理装置、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要
素、あるい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、コンピュータ装置組合
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、Ｄ
ＳＰ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。
【０１１１】
　本明細書で開示した例に関して説明した方法またはアルゴリズムは、直接ハードウェア
で、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で、またはそれらの２つの組
合せで実施できる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯ
Ｍ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、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶
媒体中に常駐することができる。記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み
取り、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。プロセッサおよび記憶媒体は
ＡＳＩＣ中に常駐することができる。
【０１１２】
　１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明した機能はハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装できる。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、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の
媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、
コンピュータによってアクセス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または他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置または他の磁気記憶
装置、あるいは命令またはデータ構造の形の所望のプログラムコードを搬送または記憶す
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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、任意の他の媒体を備えること
ができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソ
フトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線
（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、
ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、
光ファイバケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波な
どのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク（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（di
sc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピーデ
ィスク（disk）およびブルーレイディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、
データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザで光学的に再生する。上
記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【０１１３】
　開示した例の前述の説明は、当業者が本発明を実施または使用できるようにするために
与えたものである。これらの例の様々な修正は、当業者には容易に明らかになるものであ
り、本明細書で定義した一般原理は、本発明の趣旨または範囲から逸脱することなく他の
例に適用できる。したがって、本発明は、本明細書で示した例に限定されるものではなく
、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲が与えられるべきで
ある。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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