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(57)【要約】
　インテリジェント妨害器を使って無線ネットワークを
検出及び妨害することは、信号源がライセンスされてい
ない信号源であると判定することと、前記インテリジェ
ント妨害器をライセンスされていない信号源と同期する
ことと、前記ライセンスされていない信号源に関連づけ
られたプロトコル信号の時間及び周波数を判定すること
と、前記プロトコル信号の前記時間及び前記周波数に従
って妨害信号を送信することと、を含む。無線ネットワ
ークを検出及び妨害するシステムは、第１インテリジェ
ント妨害器、及び前記第１インテリジェント妨害器に結
合されたインテリジェント検出及び妨害サーバー（ＩＤ
ＪＳ）を有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インテリジェント妨害器を使って無線ネットワークを検出及び妨害する方法であって、
　前記方法は、
　信号源がライセンスされていない信号源であると判定することと、
　前記インテリジェント妨害器をライセンスされていない信号源と同期することと、
　前記ライセンスされていない信号源に関連づけられたプロトコル信号の時間及び周波数
を判定することと、
　前記プロトコル信号の前記時間及び前記周波数に従って妨害信号を送信することと、を
含む、方法。
【請求項２】
　前記信号源が前記ライセンスされていない信号源であると判定することは、
　前記信号源から信号を受信することと、
　前記ライセンスされていない信号源で認証プロトコルを行い、前記認証プロトコルが失
敗することと、を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記信号源が前記ライセンスされていない信号源であると判定することは、
　前記信号源から受信した信号の特徴を判定することと、
　前記受信した信号の前記特徴が、所定のデータベースにあるかどうか判定することと、
　前記受信した信号の前記特徴が前記データベースにない時、前記信号源を前記ライセン
スされていない信号源として分類することと、を有し、
　前記特徴は１つまたは複数の位置、周波数、又は識別子を含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項４】
　前記信号源が前記ライセンスされていない信号源であると判定することは、
　前記受信した信号の前記特徴が前記データベースにあり前記特徴がライセンスされた信
号源に関連づけられていない時、前記信号源を前記ライセンスされていない信号源として
分類することを更に有する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記特徴は、チャンネル・センター周波数又はチャンネル帯域を含む、請求項３に記載
の方法。
【請求項６】
　前記識別子は、公衆ランドモバイルネットワークＩＤ（ＰＬＭＮ　ＩＤ）、モバイルカ
ントリーコード（ＭＣＣ）、モバイルネットワークコード（ＭＮＣ）、トラッキングエリ
アコード（ＴＡＣ）、又はＥ－ＵＴＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）を含む、請求
項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記妨害信号を送信することは、
　前記プロトコル信号の前記時間又は前記周波数の変更を検出することと、
　前記プロトコル信号の前記時間及び前記周波数の前記変更に従って妨害信号を送信する
ことと、を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ライセンスされていない信号源は、携帯電話無線基地局である、請求項１に記載の
方法。
【請求項９】
　前記妨害信号を送信することは、
　アップリンク（ＵＬ）妨害信号を送信することを有し、
　前記ＵＬ妨害信号は、１つまたは複数の物理的ランダム・アクセス・チャンネル（ＰＲ
ＡＣＨ）ノイズ信号、偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号、又はエッジノイズ信号を含む、
請求項８に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記妨害信号を送信することは、
　ダウンリンク（ＤＬ）妨害信号を送信することを有し、
　前記ＤＬ妨害信号は、１つまたは複数のダウンリンクチャンネル・センター（ＤＬＣＣ
）ノイズ信号、偽のプライマリ同期信号（ＰＳＳ）、偽のセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）
、又は偽のブロードキャスト・チャンネル（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＢＣ
Ｈ）信号を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記妨害信号を送信することは、
　第１サブフレーム及び第６サブフレーム以外のＬＴＥフレームのサブフレームで前記偽
のＰＳＳ又は前記偽のＳＳＳを送信すること、第１サブフレーム以外のＬＴＥフレームの
サブフレームで前記偽のＢＣＨ信号を送信すること、又はその組み合わせを有する、請求
項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記方法は、
　前記ライセンスされていない信号源への又は前記ライセンスされていない信号源からの
期待される送信の時間及び周波数を判定することを更に有し、
　前記妨害信号を送信することは、前記ライセンスされていない信号源への又は前記ライ
センスされていない信号源からの前記期待される送信の周波数及び時間に対応する時間及
び周波数で前記妨害信号を送信することを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記プロトコル信号の前記時間及び前記周波数に従って前記妨害信号を送信することは
、
　前記インテリジェント妨害器に関連づけられたＲＦパス損失に従って複数のインテリジ
ェント妨害器から前記インテリジェント妨害器を選択することと、
　前記インテリジェント妨害器を使って妨害信号を送信することと、を有する、請求項１
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記インテリジェント妨害器は、第１インテリジェント妨害器であり、及び前記妨害信
号を送信することは、
　複数のインテリジェント妨害器から前記第１インテリジェント妨害器を選択することと
、
　前記複数のインテリジェント妨害器から第２インテリジェント妨害器を選択することと
、
　前記第１インテリジェント妨害器を使って、ダウンリンク（ＤＬ）妨害信号を送信する
ことと、
　前記第２インテリジェント妨害器を使って、アップリンク（ＵＬ）妨害信号を送信する
ことと、
を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　無線ネットワークを検出及び妨害するシステムであって、
　前記システムは、
　第１インテリジェント妨害器と、
　前記第１インテリジェント妨害器に結合されるインテリジェント検出及び妨害サーバー
（ＩＤＪＳ）と、を有し、
　前記ＩＤＪＳは、プロセッサーと、コンピューター実行可能な命令が記録される一時的
ではないコンピューター読み取り可能な媒体とを有し、
　前記命令は、前記プロセッサーによって実行される時、
　前記第１インテリジェント妨害器から信号源に関連づけられた第１情報を受信するステ
ップと、
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　前記第１情報を使って、信号源がライセンスされていない信号であると判定するステッ
プと、
　前記ライセンスされていない信号源を妨害する第１命令を前記第１インテリジェント妨
害器に送信するステップと、を行う、システム。
【請求項１６】
　前記システムは無線装置を更に有し、
　行われる前記ステップは、更に、前記無線装置から前記信号源に関連づけられた第２情
報を受信することを含み、
　信号源がライセンスされていない信号源であると判定することは、前記第１情報及び前
記第２情報を使う、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　行われる前記ステップは、更に、第２インテリジェント妨害器に前記ライセンスされて
いない信号源を妨害する第２命令を送信することを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１及び第２命令の一方は、アップリンクチャンネルのみを妨害する命令を含み、
前記第１及び第２命令の他方は、ダウンリンクチャンネルのみを妨害する命令を含む、
　請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１命令は、前記ライセンスされていない信号源への又は前記ライセンスされてい
ない信号源からの通信が発生すると期待される時間及び周波数においてのみ妨害信号を送
信する命令を含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第１命令は、妨害信号の周波数、妨害信号のタイミング、妨害信号のシンボル、又
はその組み合わせを周期的に変える命令を含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１命令は、前記ライセンスされていない信号源に関連づけられた１つまたは複数
のプロトコル信号を妨害する命令を含む、
　請求項１５に記載のシステム。
【請求項２２】
　無線ネットワークを検出及び妨害するシステムであって、
　前記システムは、
　インテリジェント検出及び妨害サーバー（ＩＤＪＳ）と、
　前記ＩＤＪＳに結合されたインテリジェント妨害器と、を有し、
　前記インテリジェント妨害器は、送信機、受信機、プロセッサー及びコンピューター実
行可能な命令が記録される一時的ではないコンピューター読み取り可能な媒体を有し、前
記プロセッサーによって実行される時、前記命令は、
　信号源から信号を受信するステップと、
　前記信号を使って前記信号源に関連づけられた情報を判定するステップと、
　前記信号源に関連づけられた前記情報を送信するステップと、
　命令を受信し、前記命令が前記信号源を妨害する命令を含む時、前記命令に含まれる前
記信号源及び情報に関連づけられた前記情報を使って妨害信号を生成及び送信するステッ
プと、を行う、システム。
【請求項２３】
　前記ステップを行うことは、更に、アップリンクチャンネルのみを妨害する前記妨害命
令を生成及び送信する、又はダウンリンクチャンネルのみを妨害する前記妨害命令を生成
及び送信することを含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記ステップを行うことは、更に、前記ライセンスされていない信号源への又は前記ラ
イセンスされていない信号源からの通信が発生すると期待される時間及び周波数において
のみ前記妨害信号を生成及び送信することを含む、請求項２２に記載のシステム。
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【請求項２５】
　前記ステップを行うことは、更に、妨害信号の周波数、妨害信号のタイミング、妨害信
号のシンボル、又はその組み合わせを周期的に変えることを含む、請求項２２に記載のシ
ステム。
【請求項２６】
　前記妨害信号は、前記ライセンスされていない信号源に関連づけられた１つまたは複数
のプロトコル信号を妨害する、請求項２２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本発明は、２０１３年１月２２日に出願された米国仮出願第６１／７５５，４３２号の
優先権を主張し、全ての目的において上記出願の全てが援用される。
【背景技術】
【０００２】
　無線スペクトラムは、限られたリソースであり、無線ネットワーク事業者が使用するに
は、ライセンスを取得するのが一般的である。ある地理的領域の中で１つまたは複数の周
波数バンドの使用を許可する無線スペクトラムライセンスの料金は、高くなりうる。
【０００３】
　しかしながら、そのようなライセンスが法律で要求される周波数バンド及び領域で、し
ばしば、一部の無線ネットワーク事業者はライセンスを取得することなく操業する。この
ような無線スペクトラムのライセンスされていない使用は、無線スペクトラムのライセン
スされた使用に干渉することがある。
【０００４】
　無線スペクトラムの使用に関して、別の干渉の潜在的源は、妨害である。妨害とは、通
信を妨げる又は品質低下させるようにする信号の送信を意味する。無線スペクトラムのラ
イセンスされた使用及びライセンスされていない使用の両方は、妨害を受けやすいことが
ある。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示の実施形態は、１つまたは複数のインテリジェント妨害器を使って無線ネットワ
ークを検出及び妨害するシステム及び方法を含む。
【０００６】
　インテリジェント妨害器を使って無線ネットワークを検出及び妨害する方法の実施形態
は、信号源がライセンスされていない信号源であると判定することと、インテリジェント
妨害器をライセンスされていない信号源と同期することと、ライセンスされていない信号
源に関連づけられたプロトコル信号の時間及び周波数を判定することと、プロトコル信号
の時間及び周波数に従って妨害信号を送信する、ことと、を含む。
【０００７】
　ある実施形態においては、信号源がライセンスされていない信号源であると判定するこ
とは、信号源から信号を受信することと、ライセンスされていない信号源で認証プロトコ
ルを行うこととを有し、認証プロトコルが失敗する、ことを含む。
【０００８】
　ある実施形態においては、信号源がライセンスされていない信号源であると判定するこ
とは、信号源から受信した信号の特徴を判定することと、受信した信号の特徴が、所定の
データベースにあるかどうか判定することと、受信した信号の特徴がデータベースにない
時、信号源をライセンスされていない信号源として分類することと、を有し、特徴は１つ
または複数の位置、周波数、又は識別子含む。
【０００９】
　ある実施形態においては、信号源がライセンスされていない信号源であると判定するこ
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とは、更に、受信した信号の特徴がデータベースにあり特徴がライセンスされた信号源に
関連づけられていない時、信号源をライセンスされていない信号源として分類する、こと
を含む。ある実施形態においては、特徴は、チャンネル・センター周波数又はチャンネル
帯域を含む。ある実施形態においては、識別子は、公衆ランドモバイルネットワークＩＤ
（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　ＩＤ、ＰＬＭＮ　ＩＤ）、
モバイルカントリーコード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ、ＭＣＣ）、モバ
イルネットワークコード（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄｅ、ＭＮＣ）、トラッ
キングエリアコード（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｃｏｄｅ、ＴＡＣ）、又はＥ－ＵＴ
ＲＡＮセルグローバルＩＤ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　ＩＤ、ＥＣＧＩ
）を含む。
【００１０】
　ある実施形態においては、妨害信号を送信することは、プロトコル信号の時間又は周波
数の変更を検出し、プロトコル信号の時間及び周波数の変更に従って妨害信号を送信する
、ことを含む。
【００１１】
　ある実施形態においては、ライセンスされていない信号源は、携帯電話無線基地局であ
る。
【００１２】
　ある実施形態においては、妨害信号を送信することは、アップリンク（ＵＬ）妨害信号
を送信する、ことを含む。ＵＬ妨害信号は、１つまたは複数の物理的ランダム・アクセス
・チャンネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅ、ＰＲＡ
ＣＨ）ノイズ信号、偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号、又はエッジノイズ信号を含む。
【００１３】
　ある実施形態においては、妨害信号を送信することは、ダウンリンク（ＤＬ）妨害信号
を送信する、ことを含む。ＤＬ妨害信号は、１つまたは複数のダウンリンクチャンネル・
センター（ＤＬＣＣ）ノイズ信号、偽のプライマリ同期信号（ＰＳＳ）、偽のセカンダリ
同期信号（ＳＳＳ）、又は偽のブロードキャスト・チャンネル（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ、ＢＣＨ）信号を含む。
【００１４】
　ある実施形態においては、妨害信号を送信することは、第１サブフレーム及び第６サブ
フレーム以外のＬＴＥフレームのサブフレームで偽のＰＳＳ又は偽のＳＳＳを送信するこ
と、第１サブフレーム以外のＬＴＥフレームのサブフレームで偽のＢＣＨ信号を送信する
こと、又はその組み合わせ、を含む。
【００１５】
　ある実施形態においては、方法は、更に、ライセンスされていない信号源への又はライ
センスされていない信号源からの期待される送信の時間及び周波数を判定し、ライセンス
されていない信号源への又はライセンスされていない信号源からの期待される送信の周波
数及び時間に対応する時間及び周波数で妨害信号を送信すること、を含む。
【００１６】
　ある実施形態においては、プロトコル信号の時間及び周波数に従って妨害信号を送信す
ることは、インテリジェント妨害器に関連づけられたＲＦパス損失に従って複数のインテ
リジェント妨害器からインテリジェント妨害器を選択し、インテリジェント妨害器を使っ
て妨害信号を送信する、ことを含む。
【００１７】
　ある実施形態においては、インテリジェント妨害器は、第１インテリジェント妨害器で
あり、及び妨害信号を送信することは、複数のインテリジェント妨害器から第１インテリ
ジェント妨害器を選択し、複数のインテリジェント妨害器から第２インテリジェント妨害
器を選択し、第１インテリジェント妨害器を使って、ダウンリンク（ＤＬ）妨害信号を送
信し、第２インテリジェント妨害器を使って、アップリンク（ＵＬ）妨害信号を送信する
、ことを含む。
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【００１８】
　無線ネットワークを検出及び妨害するシステムの実施形態は、第１インテリジェント妨
害器と、第１インテリジェント妨害器に結合されるインテリジェント検出及び妨害サーバ
ー（ＩＤＪＳ）と、を有し、ＩＤＪＳは、プロセッサー及びコンピューター実行可能な命
令が記録される一時的ではないコンピューター読み取り可能な媒体とを有し、プロセッサ
ーによって実行される時、命令は、第１インテリジェント妨害器から信号源に関連づけら
れた第１情報を受信するステップと、第１情報を使って、信号源がライセンスされていな
い信号であると判定するステップと、ライセンスされていない信号源を妨害する第１命令
を第１インテリジェント妨害器に送信するステップと、を行う。
【００１９】
　ある実施形態においては、システムは、無線装置、を更に有し、行われるステップは、
更に、無線装置から信号源に関連づけられた第２情報を受信することを含み、信号源がラ
イセンスされていない信号源であると判定することは、第１情報及び第２情報を使う。
【００２０】
　ある実施形態においては、行われるステップは、更に、第２インテリジェント妨害器に
ライセンスされていない信号源を妨害する第２命令を送信することを含む。
【００２１】
　ある実施形態においては、第１及び第２命令の一方は、アップリンクチャンネルのみを
妨害する命令を含み、第１及び第２命令の他方は、ダウンリンクチャンネルのみを妨害す
る命令を含む。
【００２２】
　ある実施形態においては、第１命令は、ライセンスされていない信号源への又はライセ
ンスされていない信号源からの通信が発生すると期待される時間及び周波数においてのみ
妨害信号を送信する命令を含む。
【００２３】
　ある実施形態においては、第１命令は、妨害信号の周波数、妨害信号のタイミング、妨
害信号のシンボル、又はその組み合わせを周期的に変える命令を含む。
【００２４】
　ある実施形態においては、第１命令は、ライセンスされていない信号源に関連づけられ
た１つまたは複数のプロトコル信号を妨害する命令を含む。
【００２５】
　無線ネットワークを検出及び妨害するシステムの実施形態は、インテリジェント検出及
び妨害サーバー（ＩＤＪＳ）と、ＩＤＪＳに結合されたインテリジェント妨害器と、を有
し、インテリジェント妨害器は、送信機、受信機、プロセッサー及びコンピューター実行
可能な命令が記録される一時的ではないコンピューター読み取り可能な媒体とを有し、プ
ロセッサーによって実行される時、命令は、信号源から信号を受信し、信号を使って信号
源に関連づけられた情報を判定し、信号源に関連づけられた情報を送信し、命令を受信し
、命令が信号源を妨害する命令を含む時、命令に含まれる信号源及び情報に関連づけられ
た情報を使って妨害信号を生成及び送信する。
【００２６】
　ある実施形態においては、ステップを行うことは、更に、アップリンクチャンネルのみ
を妨害する妨害命令を生成及び送信する、又はダウンリンクチャンネルのみを妨害する妨
害命令を生成及び送信することを含む、
【００２７】
　ある実施形態においては、ステップを行うことは、更に、ライセンスされていない信号
源への又はライセンスされていない信号源からの通信が発生すると期待される時間及び周
波数においてのみ妨害信号を生成及び送信することを含む。
【００２８】
　ある実施形態においては、ステップを行うことは、更に、妨害信号の周波数、妨害信号
のタイミング、妨害信号のシンボル、又はその組み合わせを周期的に変えることを含む。
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【００２９】
　ある実施形態においては、妨害信号は、ライセンスされていない信号源に関連づけられ
た１つまたは複数のプロトコル信号を妨害する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　図１は、ある実施形態に従った、インテリジェント妨害システムを示す。
【００３１】
　図２は、ある実施形態に従った、インテリジェント妨害器のブロック図である。
【００３２】
　図３は、ある実施形態に従った、インテリジェント検出及び妨害サーバー（Ｉｎｔｅｌ
ｌｉｇｅｎｔ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｊａｍｍｉｎｇ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＩＤＪＳ
）のブロック図である。
【００３３】
　図４は、ロング・ターム・エボリューション（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ、ＬＴＥ）フレームの構造を示す。
【００３４】
　図５は、ＬＴＥダウンリンク（ＤＬ）サブフレームの構造を示す。
【００３５】
　図６は、ＬＴＥアップリンク（ＵＬ）サブフレームの構造を示す。
【００３６】
　図７は、ある実施形態に従った、ライセンスされていない無線ネットワークの妨害のプ
ロセスを示す。
【００３７】
　図８は、ある実施形態に従った、ＵＬ妨害信号を生成するプロセスを示す。
【００３８】
　図９は、ある実施形態に従った、ＤＬ妨害信号を生成するプロセスを示す。
【００３９】
　図１０～１３は、ある実施形態に従った、ＤＬ妨害信号を含むＬＴＥフレームを示す。
【００４０】
　図１４は、ある実施形態に従った、インテリジェント妨害システムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　下記の詳細な説明において、説明の部分を構成する添付される図面が参照される。詳細
な説明に記載される例示的実施形態、図面、及び請求項は、制限的であるとは意図されな
い。ここに示される主題の趣旨又は範囲から逸脱することなく、他の実施形態が用いられ
てもよく、また他の変更がなされてもよい。ここに一般的に記載されて図面に示される本
開示の様態は、様々に異なる構成に、配置、置き換え、組み合わせ、分割、及び設計され
てもよいと解されるべきである。
【００４２】
　本発明は、プロセス、装置、システム、物質の組成物、コンピューター読み取り可能な
記憶媒体に具現化されたコンピューター・プログラム製品、及び／又はプロセッサーに結
合されたメモリーに記憶された及び／又は提供される命令を実行するように構成されたプ
ロセッサーなどのプロセッサーを含む、非常に多くの方法で実装されることができる。一
般的に、プロセスに開示されるステップの順番は、発明の範囲内で変更されてもよい。特
に明記しない限り、タスクを行うように構成されていると説明されるプロセッサー又はメ
モリーなどのコンポーネントは、任意の時間にタスクを行うように一時的に構成された一
般的なコンポーネント又はタスクを行うように製造された特定のコンポーネントとして実
装されてもよい。ここに用いられるように、「プロセッサー」という単語は、コンピュー
ター・プログラム命令などのデータを処理するように構成された１つまたは複数の装置、
回路、及び／又はプロセッシング・コアを意味する。
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【００４３】
　実施形態の詳細な説明が、発明の趣旨を示す添付の図とともに下記に提供される。その
ような実施形態に関連して本発明が説明されるが、本発明はどの実施形態にも限定されな
い。発明の範囲は、請求項によってのみ限定され、発明は、多くの置き換え、変形、及び
均等なものを包含する。発明の完全な理解を提供するために、下記の説明において多くの
具体的な詳細が述べられる。それらの詳細は、例示のために提供されるものであり、本発
明は、それらの具体的な詳細の一部又は全てがなくても、特許請求の範囲に従って実施す
ることができる。明確さの目的のため、発明が不必要に不明瞭にされないように、本発明
に関連する技術分野で知られている技術物は、詳細に説明されていない。
【００４４】
　本発明の実施形態に従ったシステム、装置、及び方法は、無線通信ネットワークの無線
装置をインテリジェントに検出及び妨害する様々な様態を実装してもよい。様態は、無線
装置の運用を検出すること、無線装置を妨害するかどうか判断すること、及び無線装置と
の通信を妨げるか品質低下させる信号を生成することを含むことができる。
【００４５】
　下記の説明は、本発明の様々な様態がどのように実装されうるかについての例を含む。
その例は、主にロング・ターム・エボリューション（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ、ＬＴＥ）技術を採用する無線通信システムの文脈において本発明を議論するもの
であるが、当業者は、ここに示される教示及び開示を参照して、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）、Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ
）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、及びＷｉＭａｘ（商標）などの携帯電話無線技術を含む他
の無線技術でも本発明の実施形態が動作しうるということを理解するだろう。
【００４６】
　図１は、ある実施形態に従った、無線スペクトラムのライセンス可能な部分を使った幾
つかの基地局を含む無線ネットワーク環境１００を示す。基地局は、第１のライセンスさ
れたＥｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）１０４ａ及び第２のライセンスされ
たｅＮｏｄｅＢ　１０４ｂを含む。ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂは、携帯
電話無線基地局であり、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、及びフェムトセルで使用
されてもよい。ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂは、ライセンスの下、無線ス
ペクトラムのライセンス可能な部分を使用する。
【００４７】
　ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４は、無線通信サービスを第１ユーザー・イクイッ
プメント（ＵＥ）１１６ａ及び第２ＵＥ１１６ｂに提供する。無線通信サービスは、音声
サービス及び／又はデータサービスを含む。
【００４８】
　ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４は、データ通信ネットワーク１１２に接続される
。データ通信ネットワーク１１２は、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂが互い
に任意のものと通信したり無線ネットワーク制御サーバー１１８と通信したりすることを
可能にする通信サービスを提供する。データ通信ネットワーク１１２は、有線及び／又は
無線通信リンクを含む。データ通信ネットワーク１１２は、バックホール部分を含んでい
てもよい。データ通信ネットワーク１１２は、スイッチ、ルーター、ゲートウェイ、ファ
イヤーウォール、及び／又はその他のネットワークキング装置を含んでいてもよい。ある
実施形態においては、データ通信ネットワーク１１２は、インターネットに結合される。
【００４９】
　ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂ、データ通信ネットワーク１１２、無線ネ
ットワークコントローラー１１８、及びＵＥ１１６ａ～ｂは、共に動作して、ライセンス
された無線システム１２０を形成する。無線ネットワークコントローラー１１８は、ライ
センスされた無線システム１２０のコンポーネントの動作を管理及び制御するよう動作す
る。ある実施形態においては、無線ネットワークコントローラー１１８は、ｅＮｏｄｅＢ
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と関連づけられる。
【００５０】
　ライセンスされた無線システム１２０の中で、信号は、ダウンリンク（ＤＬ）チャンネ
ルを使って、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂから送信され、ＵＥ１１６ａ～
ｂによって受信される。また、信号は、アップリンク（ＵＬ）チャンネルを使って、ＵＥ
１１６ａ－ｃから送信、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂによって受信される
。
【００５１】
　図１に示される基地局は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０も含む。ライセ
ンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０は、無線スペクトラムのライセンス可能な部分を使
うことがライセンスされずに、無線スペクトラムのライセンス可能な部分を使用するライ
センスされていない信号源である。ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０は、携帯
電話無線基地局であり、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、及びフェムトセルで使用
されてもよい。
【００５２】
　ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０は、無線通信サービスを第３のＵＥ１３４
ａ及び第４のＵＥ１３４ｂに提供する。ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０及び
ｔｈｅ　ＵＥ１３４ａ～ｂは、共に動作して、ライセンスされていない無線システム１４
０を形成する。ライセンスされていない無線システム１４０は、ライセンスされた無線シ
ステム１２０と同じ地理的領域で動作してもよいし、又は、ライセンスされた無線システ
ム１２０によってカバーされた地理的領域の外の孤立した地理的領域で動作してもよい。
【００５３】
　ライセンスされていない無線システム１４０の動作は、競合するユーザーの中で無線ス
ペクトラムを割り当てるライセンス供与機関の能力に干渉し、ライセンス供与機関が収入
を得ることに干渉するかも可能性がある。更に、もし、１つまたは複数のＵＥ１１６が知
らずのうちにライセンスされていない無線システム１４０に接続すれば、ライセンスされ
ていない無線システム１４０の動作は、セキュリティ違反（中間者攻撃（ｍａｎ－ｉｎ－
ｔｈｅ－ｍｉｄｄｌｅ　ａｔｔａｃｋ）など）を許してしまうかもしれない。
【００５４】
　更に、もし、ライセンスされていない無線システム１４０の一部分が、ライセンスされ
た無線システム１２０の一部分と同じ領域で動作するならば、ライセンスされていない無
線システム１４０は、同じ領域内においてライセンスされた無線システム１２０の動作の
品質を下げるか動作を妨げるかもしれない。例えば、もし、ライセンスされたｅＮｏｄｅ
Ｂ１０４ａ及びライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０の両方からの信号が第１ＵＥ
１１６ａに届くならば、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０からの信号が、ライ
センスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａからの信号を第１ＵＥ１１６ａが受信することを干渉
するか又は妨げるかもしれない。同じ領域は、地理的領域であってもよい。ある実施形態
においては、地理的領域は、ある構造内の領域である。
【００５５】
　第１インテリジェント妨害器１２２ａ及び第２インテリジェント妨害器１２２ｂが、無
線ネットワーク環境１００において展開され、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３
０の動作を検出、特定、及び品質を低下させる又は無効にすることが可能である。
【００５６】
　インテリジェント妨害器１２２ａ～ｂは、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０
を妨害することにより、つまり、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０及びＵＥ１
３４ａ～ｂの間での通信に干渉する妨害信号を送信することにより、ライセンスされてい
ないｅＮｏｄｅＢ１３０の動作の品質を低下させるか無効にすることが可能である。妨害
信号は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１３０からのＤＬ通信に干渉、及び／又は
ＵＥ１３４ａ～ｂからのＵＬ通信に干渉することができる。
【００５７】
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　第１インテリジェント妨害器１２２ａは、第１のライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４
ａの範囲の中にあり、従って、第１インテリジェント妨害器１２２ａは、第１のライセン
スされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａを使ってデータ通信ネットワーク１１２と無線で通信する
ことができる。第２インテリジェント妨害器１２２ｂは、例えば、インターネットサービ
スプロバイダー（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ、ＩＳＰ）によ
って提供される接続などの有線通信リンクを使って、データ通信ネットワーク１１２と通
信することができる。その結果、インテリジェント妨害器１２２ａ～ｂの両方は、ライセ
ンスされた無線システム１２０に接続したインテリジェント検出及び妨害サーバー（ＩＤ
ＪＳ）１２４を含むライセンスされた無線システム１２０の他の要素と互いに通信するこ
とができる。
【００５８】
　ＩＤＪＳ１２４は、データ通信ネットワーク１１２への有線通信リンクを使って無線シ
ステム１２０に接続しているように示される。あるいは、ＩＤＪＳ１２４は、１つまたは
複数のライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４への無線通信リンクを使うなどによって、ラ
イセンスされた無線システム１２０に無線で接続してもよい。
【００５９】
　ある実施形態においては、ＩＤＪＳ１２４、無線ネットワークコントローラー１１８、
ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂ、インテリジェント妨害器１２２ａ～ｂのい
ずれか、更に、ＵＥ１１６ａ～ｂのいずれかは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）Ｗｉｎ
ｄｏｗｓ（登録商標）、Ｍａｃ　ＯＳ（登録商標）、Ｇｏｏｇｌｅ（登録商標）Ｃｈｒｏ
ｍｅ（登録商標）、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、Ｕｎｉｘ（登録商標）を含み、これらに限
定されないよく知られたあらゆるオペレーティング・システム、又は、Ｓｙｍｂｉａｎ（
登録商標）、Ｐａｌｍ（登録商標）、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ（登録商標）、Ｇｏ
ｏｇｌｅ（登録商標）Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）、Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｉｎｕｘ（登録商
標）などを含むよく知られたいずれかのモバイルオペレーティングシステムを実行するよ
うに構成されてもよい。ＩＤＪＳ１２４、無線ネットワークコントローラー１１８、ｅＮ
ｏｄｅＢ１０４ａ～ｂ、及びインテリジェント妨害器１２２ａ～ｂのいずれかは、任意の
数の一般的なサーバー、デスクトップ、ラップトップ、及びパーソナルコンピューティン
グ装置を採用してよい。
【００６０】
　ある実施形態においては、ＵＥ１１６ａ～ｂ又はＵＥ１３４ａ～ｂのいずれかは、ＧＳ
Ｍ、ＵＭＴＳ、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（商標）、ＬＴＥ（商標）Ａｄｖａｎｃｅｄ、ＷｉＭＡ
Ｘ（商標）などを含むが、それに限定されない、一般的な無線データ通信技術を採用する
ことができる無線通信性能を有する一般的なモバイルコンピューティング装置（例えば、
ラップトップコンピュータ、タブレットコンピューター、デスクトップコンピューター、
無線ホットスポット装置、無線モデム、携帯電話、携帯ゲーム機、電子書籍装置、個人用
音楽プレーヤー、ＭｉＦｉ（商標）装置、ビデオ・レコーダーなど）のいかなる組み合わ
せに関連づけられてもよい。ＵＥ１１６ａ～ｂ又はＵＥ１３４ａ～ｂは、無線装置である
。
【００６１】
　ある実施形態においては、無線ネットワークコントローラー１１８は、ＩＤＪＳ１２４
を含む。
【００６２】
　ＩＪＤＳ１２４及びインテリジェント妨害器１２２ａ～ｂは、ライセンスされた無線シ
ステム１２０によってそれらに提供される通信リソースとともに、インテリジェント妨害
システムを形成する。インテリジェント妨害システムは、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ
１０４ａ～ｂ、ＵＥ１１６ａ～ｂ、及び無線ネットワークコントローラー１１８のいずれ
か又は全てを更に含んでもよい。ある実施形態においては、ＩＪＤＳ１２４の要素は、ラ
イセンスされたｅＮｏｄｅＢ１０４ａ～ｂに含まれる。
【００６３】
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　図２は、図１に示されるインテリジェント妨害器１２２ａ－ｂのいずれかを示しうる開
示の実施形態に従った、インテリジェント妨害器２２２のブロック図を示す。インテリジ
ェント妨害器２２２のある実施形態はポータブルであり、手又はバックパックで持ち運ぶ
ものであってよく、又はインテリジェント妨害器２２２の実施形態は、車、船舶、航空機
、係留された風船、遠隔操作された無人飛行機（Ｕｎｍａｎｎｅｄ　Ａｅｒｉａｌ　Ｖｅ
ｈｉｃｌｅ、ＵＡＶ）、又は自律飛行ＵＡＶに、取り付けられる又は組み込まれてもよい
。ある実施形態においては、インテリジェント妨害器２２２は、ライセンスされていない
無線装置を探すために、地理的領域で運搬されてもよい。
【００６４】
　インテリジェント妨害器２２２は、インテリジェント妨害器コントローラー２０４、無
線インターフェース２１０、有線インターフェース２１４、第１及び第２受信機２２０ａ
及び２２０ｂ、第１及び第２送信機２２４ａ及び２２４ｂ、通信アンテナ２１２、第１及
び第２受信アンテナ２２６ａ及び２２６ｂ、及び第１～第３送信アンテナ２２８ａ～２２
８ｃを含む。
【００６５】
　示されるように、アンテナ２２６ａ～ｂは、受信機２２０ａ～ｂに接続され、アンテナ
２２８ａ－ｃは、送信機２２４ａ～ｂに接続される。ある実施形態においては、１つまた
は複数のアンテナが、デュープレクサー／ダイプレクサー及び当該技術分野で知られるそ
の他の技術を使ってアンテナへの信号とアンテナからの信号を合成及び分離するために、
送信及び受信機能の両方のために使われてもよい。
【００６６】
　ある実施形態においては、受信機２２０ａ～ｂ及び／又は送信機２２４ａ～ｂは、複数
のアンテナに接続されてもよく、指向性をもって信号を受信又は送信するためにビームフ
ォーミングを使ってもよい。ある実施形態においては、第２送信機２２４ｂは、ライセン
スされていないｅＮｏｄｅＢ又はＵＥに妨害信号をフォーカスするために、第２送信アン
テナ２２８ｂ及び第３送信アンテナ２２８ｃを使ってビームフォーミングを行っても良い
。ある実施形態においては、第２送信機２２４ｂは、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢへの
及び／又はライセンスされたｅＮｏｄｅＢからの通信に対する妨害信号の効果を減少させ
るために、ビームフォーミングを用いてもよい。
【００６７】
　受信機２２０ａ～ｂは、それぞれ、受信アンテナ２２６ａ～ｂからの無線周波数（ＲＦ
）信号を受信する。受信機２２０ａ～ｂは、ｅＮｏｄｅＢ及びＵＥなどの無線装置からの
送信に同期して受信するために、ＲＦ信号を処理する。
【００６８】
　インテリジェント妨害器コントローラー２０４は、インテリジェント妨害器２２２を制
御するコンピューティングリソースを含む。コンピューティングリソースは、Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ　Ｕｎｉｔ（ＣＰＵ）２３０、揮発性ランダムアクセスメモリ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）２３２、及び／又は不揮発性ラ
ンダムアクセスメモリ（Ｎｏｎ－Ｖｏｌａｔｉｌｅ　ＲＡＭ、ＮＶＲＡＭ）２３４を含む
。当業者は、インテリジェント妨害器コントローラー２０４が、バス、アダプター、及び
入力／出力装置などの図２に図示されないアイテムを更に含んでも良いことを理解するで
あろう。
【００６９】
　インテリジェント妨害器コントローラー２０４は、受信機２２０ａ～ｂから受信された
伝送についての情報を受信する。ある実施形態においては、インテリジェント妨害器コン
トローラー２０４は、ＲＡＭ２３２、ＮＶＲＡＭ２３４、又はより一般的には、一時的で
はないコンピューター読み取り可能な媒体に記憶されるファームウェア及び／又はソフト
ウェア・コンポーネントを含む。インテリジェント妨害器コントローラー２０４の動作は
、ＣＰＵ２３０を使ってファームウェア及び／又はソフトウェアを実行することを含む。
【００７０】
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　インテリジェント妨害器コントローラー２０４は、図２に示される第１ＵＳＩＭ２０８
ａ及び第２のＵＳＩＭ２０８ｂなどの１つまたは複数のユニバーサル・サブスクライバー
・アイデンティティ・モジュール（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）を更に含む。ＵＳＩＭ２０８ａ～ｂは、暗号化アプリケーシ
ョンモジュール及び関連付けられた証明書などの認証機関を含む。ＵＳＩＭ２０８ａ～ｂ
は、更に、ネットワークアイデンティティ情報を含む。従って、インテリジェント妨害器
２２２は、無線ネットワークの複数のネットワークアイデンティティを提示することがで
きる。
【００７１】
　第１送信機２２４ａは、インテリジェント妨害器コントローラー２０４から第１送信機
出力信号を受信し、第１送信アンテナ２２８ｂを使って第１ＲＦ出力信号を送信する。第
２送信機２２４ｂは、インテリジェント妨害器コントローラー２０４から第２送信機出力
信号を受信し、第２送信アンテナ２２８ｂ及び第３送信アンテナ２２８ｃを使って第２の
ＲＦ出力信号を送信する。第１ＲＦ出力信号及び第２のＲＦ出力信号は、妨害信号を含む
。ある実施形態においては、第２のＲＦ出力信号を送信する第２送信機２２４ｂは、第２
のＲＦ出力信号をビームフォーミングすることを含む。
【００７２】
　無線インターフェース２１０及び有線インターフェース２１６は、インテリジェント妨
害器コントローラー２０４に接続され、インテリジェント妨害器コントローラー２０４及
びライセンスされた無線システム１２０の間の通信を提供するように動作する。
【００７３】
　無線インターフェース２１０は、アンテナ２１２を使ってデータ通信ネットワークに無
線通信を提供する。無線インターフェースは、１つまたは複数のＷｉＦｉアダプター、Ｗ
ｉＭａｘアダプター、ＬＴＥ無線サブシステム、衛星通信サブシステム、空間伝搬光通信
インターフェース、及び／又は、他の適した無線通信インターフェースを含んでいてもよ
い。
【００７４】
　ある実施形態においては、無線インターフェース２１０は第１受信機２２０ａを含み、
アンテナ２１２は第１アンテナ２２６ａを含む。ある実施形態においては、無線インター
フェース２１０は、第１送信機２２４ａ及び／又は第２送信機２２４ｂを含み、アンテナ
２１２は、１つまたは複数の第１～第３送信アンテナ２２８ａ～２２８ｃを含む。
【００７５】
　有線インターフェース２１６は、１つまたは複数のイーサネット（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ）
アダプター、ユニバーサル・シリアル・バス（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕ
ｓ、ＵＳＢ）アダプター、ペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト（Ｐｅｒｉ
ｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ、ＰＣＩ）アダプター、
ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓアダプター、光ファイバー通信インターフェース、及び／又は　
その他の適したインターフェースを含む。
【００７６】
　開示の様々な実施形態に従って、インテリジェント妨害器コントローラー２０４は、そ
れが行うことができるプロセスによって定義されうる存在及び機能を有する。従って、イ
ンテリジェント妨害器コントローラー２０４に対応する概念エンティティは、開示の実施
形態に関連づけられたプロセスの性能によって定義されてもよい。従って、実施形態によ
って、インテリジェント妨害器コントローラー２０４は、物理的装置及び／又はＲＡＭ２
３２又はＮＶＲＡＭ２３４のような一時的ではないコンピューター読み取り可能な媒体に
記憶されるソフトウェア・コンポーネントであってもよい。
【００７７】
　ある実施形態においては、ｅＮｏｄｅＢは、図２に示されるインテリジェント妨害器２
２２などのインテリジェント妨害器を含む。インテリジェント妨害器は、全体又は一部が
、例えば、アンテナ、受信機、送信機、プロセッサー、及び／又は一時的ではないコンピ
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ューター読み取り可能な媒体などの、ｅＮｏｄｅＢに通常存在するリソースによって構成
されてもよい。ある実施形態においては、ｅＮｏｄｅＢのインテリジェント妨害器２２２
は、コンピューター読み取り可能な記憶媒体に実現されるコンピューター・プログラム製
品を含み、ｅＮｏｄｅＢのプロセッサーによって実行される。
【００７８】
　図３は、図２のインテリジェント妨害器２２２ともに使用でき、図１のＩＤＪＳ１２４
を表し得る、開示の実施形態に従ったＩＤＪＳ３２４のブロック図を示す。ＩＤＪＳ３２
４は、データベース３４０、サーバーコントローラー３４４、及びネットワークインター
フェース３４８を含む。
【００７９】
　ＩＤＪＳ３２４の実施形態は、ポータブル及び人間が運ぶものであってよく、又はＩＤ
ＪＳ３２４の実施形態は、車、バン、船舶、航空機、係留された風船、遠隔操作された無
人飛行機（Ｕｎｍａｎｎｅｄ　Ａｅｒｉａｌ　Ｖｅｈｉｃｌｅ、ＵＡＶ）、又は自律飛行
ＵＡＶに搭載されてもよい。
【００８０】
　データベース３４０は、ｅＮｏｄｅＢに関連づけられる情報を含む。ｅＮｏｄｅＢに関
連づけられる情報は、地理的情報、ｅＮｏｄｅＢ識別子、無線スペクトラム情報、及びラ
イセンシング情報を含んでいてもよい。
【００８１】
　ある実施形態においては、データベース３４０は、ネットワークインターフェース３４
８を使ってアクセスされる１つまたは複数のリモート・データベースを含む。ある実施形
態においては、データベースは、ライセンスされた無線ネットワーク事業者によって提供
される。ある実施形態においては、ＩＤＪＳ３２４は、リモート・データベースから受信
される最近の及び／又は一般的に使われる情報のキャッシュを含む。
【００８２】
　サーバーコントローラー３４４は、ＩＤＪＳ３２４を制御するコンピューティングリソ
ースを含む。コンピューティングリソースは、プロセッサー又はＣｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｏｒ　Ｕｎｉｔ（ＣＰＵ）３３０、ＲＡＭ３３２、及びＮＶＲＡＭ３３４を含む
。当業者は、サーバーコントローラー３４４が、バス、アダプター、及び入力／出力装置
などの図３に図示されないアイテムを更に含んでも良いことを理解するであろう。
【００８３】
　サーバーコントローラー３４４は、データベース３４０の情報を読み取り及び書き込み
する。サーバーコントローラー３４４は、ネットワークインターフェース３４８を使って
コマンド及び情報を送信及び受信する。サーバーコントローラー３４４の動作は、ＣＰＵ
３３０を使って、ＲＡＭ３３２又はＮＶＲＡＭ３２４などの一時的ではないコンピュータ
ー読み取り可能な媒体に含まれるコンピューター命令を実行することを含む。
【００８４】
　サーバーコントローラー３４４は、ＵＳＩＭ３０８を更に有する。ＵＳＩＭ３０８は、
暗号化アプリケーションモジュール及び関連付けられた証明書などの認証機関を含む。Ｕ
ＳＩＭ３０８は、更に、ネットワークアイデンティティ情報を含む。ある実施形態におい
ては、ＵＳＩＭ３０８は、エミュレーションされたＵＳＩＭである。
【００８５】
　ある実施形態においては、ＩＤＪＳ３２４は、ＵＳＩＭを使って行われる認証のための
認証レポートを含むログを含み、それぞれのレポートは、認証プロトコルが成功して完了
したかどうかの表示を含む。ＵＳＩＭは、インテリジェント妨害器及び／又はＵＥのＵＳ
ＩＭであってもよい。ある実施形態においては、サーバーコントローラー３４４は、ＵＳ
ＩＭを含まない。
【００８６】
　開示の様々な実施形態に従って、サーバーコントローラー３４４は、それが行うことが
できるプロセスによって定義されうる存在及び機能を有する。従って、サーバーコントロ
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ーラー３４４に対応する概念エンティティは、開示の実施形態に関連づけられたプロセス
の性能によって定義されてもよい。従って、実施形態によって、サーバーコントローラー
３４４は、物理的装置及び／又はＲＡＭ３３２又はＮＶＲＡＭ３３４のような一時的では
ないコンピューター読み取り可能な媒体に記憶されるソフトウェア・コンポーネントであ
ってもよい。
【００８７】
　ネットワークインターフェース３４８は、サーバーコントローラー３４４とネットワー
ク環境１００におけるその他の装置の間の通信を提供する。ネットワークインターフェー
ス３４８は、有線又は無線ネットワークインターフェースであることができ、有線又は無
線ネットワークインターフェースは、１つまたは複数のイーサネット（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ
）アダプター、ユニバーサル・シリアル・バス（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂ
ｕｓ、ＵＳＢ）アダプター、ペリフェラル・コンポーネント・インターコネクト（Ｐｅｒ
ｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ、ＰＣＩ）アダプター
、ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓアダプター、ＷｉＦｉアダプター、ＷｉＭａｘアダプター、Ｌ
ＴＥ無線サブシステム、衛星通信サブシステム、光ファイバー又は空間伝搬光通信インタ
ーフェース、及び／又は他の適したインターフェースを含む。
【００８８】
　図４～６は、ＬＴＥ送信要素の構造を示し、インテリジェント妨害器２２２及びＩＤＪ
Ｓ３２４の動作のコンテキストを提供する。
【００８９】
　図４は、ＬＴＥフレーム４００を示す。ＬＴＥフレーム４００は、１０ミリ秒の長さで
あり、第１～第１０のサブフレーム４０４ａ～４０４ｊを含む。それぞれのサブフレーム
は、１ミリ秒の長さを有する。
【００９０】
　ＬＴＥフレーム４００は、無線ネットワークの装置へ同期、接続、リソース割り当てを
する複数のプロトコル信号を含む。プロトコル信号は、ＬＴＥフレーム４００の中の時間
及び周波数に送信される。当業者は、ここに示される教示及び開示を参照して、ｅＮｏｄ
ｅＢ及び／又はＵＥから受信した信号を使ってＬＴＥフレーム４００のプロトコル信号の
ための時間及び周波数をどのように決めるかを理解するだろう。
【００９１】
　下記の図５に示されるように、ＤＬ通信の最中にｅＮｏｄｅＢによって送信されるプロ
トコル信号は、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）、及びブ
ロードキャスト・チャンネル（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＢＣＨ）信号を含
む。下記の図６に示されるように、ＵＬ通信の最中にＵＥによって送信されるプロトコル
信号は、物理的ランダム・アクセス・チャンネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＲＡＣＨ）信号及び物理的アップリンク制御チャンネル
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＵＣＣＨ）信
号を含む。
【００９２】
　図５は、ＤＬ通信の最中にＬＴＥフレーム４００に含まれうるＤＬサブフレーム５０４
を示す。ＤＬ通信は、ＤＬチャンネルを使う。ＤＬサブフレーム５０４は、第１スロット
５０６ａ及び第２スロット５０６ｂを含み、それぞれは、５００マイクロ秒の長さである
。ＬＴＥフレーム４００の中のスロットは、数値で指定される。例えば、スロット０は、
第１サブフレーム４０４ａの中の第１スロットであり、スロット１は、第１サブフレーム
４０４ａの中の第２スロットであり、スロット２は、第２のサブフレーム４０４ｂの中の
第１スロットである。
【００９３】
　ＤＬサブフレーム５０４は、それぞれが周波数を有する複数のサブキャリアを使った直
交周波数分割多重（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ、ＯＦＤＭ）を使って送信される。第１スロット５０６ａ及び第
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２スロット５０６ｂのそれぞれの１２個の隣接するサブキャリアのセットは、リソースブ
ロック（ＲＢ）を形成する。
【００９４】
　第１ＲＢグループ５０８ａは、第１スロット５０６ａに６個のＲＢを有し、６個のＲＢ
は７２個のセンター・サブキャリアを含む。第２のＲＢグループ５０８ｂは、第２スロッ
ト５０６ａに６個のＲＢを有し、６個のＲＢは７２個のセンター・サブキャリアを含む。
【００９５】
　第１ＲＢグループ５０８ａは、初期同期及びセル・アイデンティフィケーションに関す
る情報を有するプライマリ同期信号（ＰＳＳ）５１０を含む。第１ＲＢグループ５０８ａ
もまた、セル・アイデンティフィケーション及びサイクリックプレフィックス（ｃｙｃｌ
ｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ　ｌｅｎｇｔｈ）に関する情報を有するセカンダリ同期信号（ＳＳＳ
）５１４を含む。ＰＳＳ５１０及びＳＳＳ５１４は、ＤＬ通信の最中のＬＴＥフレーム４
００の第１サブフレーム４０４ａの第１スロット及び第６サブフレーム４０４ｆの第１ス
ロット（つまり、スロット０及び１０）に位置する。
【００９６】
　ＰＳＳ５１０及びＳＳＳ５１４は、ＵＥによって行われる初期アクセスプロシージャで
使われる。初期アクセスプロシージャにおいて、ＵＥは、サブフレーム、スロット、及び
シンボル同期を行い、ＰＳＳ５１０を使ったＤＬチャンネルのセンター周波数を判定する
。ＵＥは、ＳＳＳ５１４を使ってフレーム同期を行う。また、ＵＥは、ＰＳＳ５１０及び
ＳＳＳ５１４の両方を使って物理層セルアイデンティティ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅ
ｒ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＰＣＩ）を判定する。ＵＥは、ＰＣＩを使って、チャ
ンネル・エスティメーション、セル選択及び再選択、及びハンドオーバープロシージャに
関する基準信号ＲＳのＬＴＥフレーム４００内の位置を判定する。
【００９７】
　第２のＲＢグループ５０８ｂは、ブロードキャスト・チャンネル（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ
　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＢＣＨ）信号５１８を含む。ＢＣＨ信号５１８は、マスター情報ブロ
ック（ＭＩＢ）を含む。ＢＣＨ信号５１８は、ＤＬ通信の最中のＬＴＥフレーム４００の
第１サブフレーム４０４ａの第１スロット（つまり、スロット０）に見つけられる。
【００９８】
　ＵＥは、ＢＣＨ信号５１８に含まれるＭＩＢを使って、ＤＬシステム帯域、物理ハイブ
リッド自動再送要求（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅ
ａｔ　ｒｅＱｕｅｓｔ、ＡＲＱ）インディケーター・チャンネル（Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　
Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＨＩＣＨ）構造、及び上位８ビットのシステムフレーム番号を判定す
る。ＵＥは、タイミング基準としてのシステムフレーム番号を使用する。
【００９９】
　図６は、ＵＬ通信の最中のＬＴＥＦＤＤフレーム４００に含まれうるＵＬサブフレーム
６０４を示す。ＵＬ通信は、ＵＬチャンネルを使う。ＵＬサブフレーム６０４は、第１ス
ロット５０６ａ及び第２スロット５０６ｂを含み、それぞれは、５００マイクロ秒の長さ
である。
【０１００】
　ＵＬサブフレーム６０４は、それぞれが周波数を有する複数のサブキャリアを使ったＯ
ＦＤＭを使って送信される。第１スロット６０６ａ及び第２スロット６０６ｂのそれぞれ
の１２個の隣接するサブキャリアのセットは、リソースブロック（ＲＢ）を形成する。
【０１０１】
　ＰＲＡＣＨ６１０は、ｅ第１スロット６０６ａ及び第２スロット６０６ｂのそれぞれに
６個の隣接するＲＢを有する。例えば、ＵＥがセルのｅＮｏｄｅＢにセルの中でのその存
在を最初に合図する時など、非同期モードでネットワークにアクセスするためにＰＲＡＣ
Ｈ６１０が使われる。ＰＲＡＣＨ６１０も、タイミングを同期するのに使われる。ＤＬチ
ャンネルを通じて事前に受信した信号は、どのＲＢがＰＲＡＣＨ６１０のために使われる
か決め、異なるｅＮｏｄｅＢがＰＲＡＣＨのために異なるＲＢを使うかもしれない。
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【０１０２】
　ＵＬサブフレーム６０４は、複数の物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＣＣＨ）
を含み、それぞれは、ＵＬチャンネル帯域のエッジの近くに位置するＲＢの一対を有する
。従って、例えば、第１ＰＵＣＣＨは、第１上位ＲＢ６０８ａ１及び第１下位ＲＢ６０８
ａ２を含み、第２のＰＵＣＣＨは、第１上位ＲＢ６０８ｂ１及び第１下位ＲＢ６０８ｂ２
を含む。ＰＵＣＣＨのそれぞれの上位及び下位ＲＢは、サブフレーム６０４の異なるスロ
ットにある。それぞれのＰＵＣＣＨの上位ＲＢは、センター・サブキャリアの上にあり、
それぞれのＰＵＣＣＨの下位ＲＢはセンター・サブキャリアの下にある。
【０１０３】
　それぞれのＰＵＣＣＨは、ハイブリッド（Ｈｙｂｒｉｄ）ＡＲＱ信号、チャンネル品質
インディケーター（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＣＱＩ）信
号、マルチプル・イン及びマルチプル・アウト（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｉｎ　ａｎｄ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ－Ｏｕｔ、ＭＩＭＯ）フィードバック信号、及び／又はＵＬ通信のスケジュ
ーリング・リクエストを含む。ＰＵＣＣＨは、常にチャンネル帯域のエッジの近くにある
ＲＢを使用するため、ＵＬチャンネル帯域の中央の近くのＲＢを使う信号よりも、ＰＵＣ
ＣＨは、より簡単に妨害されうる。
【０１０４】
　図７は、図１に示されるＩＤＪＳ１２４及び１つまたは複数のインテリジェント妨害器
１２２を含むインテリジェント妨害システムなどのインテリジェント妨害システムを使っ
た、ライセンスされていない無線ネットワークを検出及び妨害するプロセス７００の実施
形態のフローチャートである。
【０１０５】
　Ｓ７０４において、ＩＤＪＳは、インテリジェント妨害器へスニフコマンド信号を送信
することによりｅＮｏｄｅＢを検索することを開始する。スニフコマンド信号がインテリ
ジェント妨害器によって受信されると、インテリジェント妨害器は、ＲＦ信号を受信する
ことにより、ｅＮｏｄｅＢを検索することを開始する。ある実施形態においては、ＩＤＪ
Ｓは、１つまたは複数の追加的なインテリジェント妨害器、１つまたは複数のｅＮｏｄｅ
Ｂ、１つまたは複数のＵＥ、又はその組み合わせに、スニフコマンドを送信してもよい。
【０１０６】
　Ｓ７０８において、インテリジェント妨害器は、ＬＴＥフレームを含むＲＦ信号を受信
することにより信号源を検出する。受信されたＬＴＥフレームは、受信されたＤＬサブフ
レームを含む。インテリジェント妨害器は、受信したＤＬサブフレームのＰＳＳ、ＳＳＳ
、及び／又はＢＣＨを使って、シンボル、スロット、サブフレーム、及び／又はフレーム
同期を行い、システム情報ブロック（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃ
ｋ、ＳＩＢ）に関する情報を含む受信されたＬＴＥフレームの源についての情報を判定す
る。
【０１０７】
　ある実施形態においては、インテリジェント妨害器は、また、受信されたＲＦを信号の
強さ及び／又は方向を使って、受信されたＬＴＥフレームの源についての情報を判定する
。
【０１０８】
　Ｓ７１２において、インテリジェント妨害器は、Ｓ７０８で集められた情報をＩＤＪＳ
に送信する。ある実施形態においては、その情報は、受信されたＲＦ信号から取られたサ
ンプルを含む。ある実施形態においては、ＵＥ及び／又はｅＮｏｄｅＢは、また、受信さ
れたＬＴＥフレームに関する情報をＩＤＪＳに送信する。ある実施形態においては、ＩＤ
ＪＳに送信される情報は、ＬＴＥフレームを含むＲＦを信号が受信されなかったという情
報を含む。
【０１０９】
　Ｓ７１６において、受信されたＬＴＥフレームの源の場所が推定される。受信されたＬ
ＴＥフレームの源の場所を推定することは、１つまたは複数のインテリジェント妨害器、
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１つまたは複数のＵＥｓ１つまたは複数のｅＮｏｄｅＢｓ、又はその組み合わせからの情
報を使うことを含む。源の場所を推定することは、受信した信号の方向に従った三角測量
及び／又は受信した信号の特徴に基づく三辺測量を使うことを含む。
【０１１０】
　受信されたＬＴＥフレームの源の場所を推定するのに使う情報は、信号パワー、信号方
向、信号伝搬時間、チャンネル・エスティメーション・パラメーター、信号の不在、干渉
メトリック、又はその組み合わせを含んでいてもよい。源の場所を推定するのに使う情報
は、グローバル・ポジショニング・システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　
Ｓｙｓｔｅｍ、ＧＰＳ）で判定されたインテリジェント妨害器の場所ライセンスされたｅ
ＮｏｄｅＢからの情報などの、情報源の位置を更に含んでもよい。
【０１１１】
　Ｓ７１８において、受信されたＬＴＥフレームの源は、ＬＴＥ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｋｅｙ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ（ＡＫＡ）プロトコルなどの認証プロト
コルに従って認証される。ある実施形態においては、自律的又はＩＤＪＳによる指示によ
って、インテリジェント妨害器の１つまたは複数のＵＳＩＭを使うことを含む１つまたは
複数のインテリジェント妨害器を使って、認証プロトコルが行われてもよい。ＩＤＪＳに
含まれるＵＳＩＭ又はエミュレーションされたＵＳＩＭを使って１つまたは複数のインテ
リジェント妨害器、１つまたは複数のＵＥ、又はその組み合わせを使って、認証プロトコ
ルが行われてもよい。ある実施形態においては、認証プロトコルを行うのに使われるＵＳ
ＩＭ又はエミュレーションされたＵＳＩＭは、ライセンスされた無線ネットワーク事業者
によって提供される。
【０１１２】
　ある実施形態においては、認証プロトコルは、受信されたＬＴＥフレームの源からのネ
ットワーク認証トークン（ＡＵＴＮ）を受信しＵＳＩＭ又はエミュレーションされたＵＳ
ＩＭを使って受信されたＡＵＴＮを認証することを含む。もし、ＡＵＴＮがタイムリーに
受信されなかったり認証が失敗したりした場合は、認証プロトコルは失敗し、従って、受
信されたＬＴＥフレームの源は認証されない。
【０１１３】
　Ｓ７２０において、もし、受信されたＬＴＥフレームの源が認証されなければ、ＬＴＥ
フレームの源は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢとしてカテゴライズされ、プロセ
ス７００は、Ｓ７３０に進む。そうでなければ、受信されたＬＴＥフレームの源は、認証
されたｅＮｏｄｅＢとしてカテゴライズされ、プロセス７００は、Ｓ７２２に進む。
【０１１４】
　Ｓ７２２において、データベースは、認証されたｅＮｏｄｅＢに関する情報について検
索される。データベースは、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢｓに関する情報を含む。デー
タベースは、事前に検出されたライセンスされていないｅＮｏｄｅＢに関する情報も含ん
でいてよい。
【０１１５】
　ライセンスされたｅＮｏｄｅＢｓ又はライセンスされていないｅＮｏｄｅＢに関する情
報は、位置情報、無線スペクトラム情報、及び／又はＬＴＥ識別子情報を含む。ＬＴＥ識
別子情報は、例えば、公衆ランドモバイルネットワークＩＤ（ＰＬＭＮ　ＩＤ）、モバイ
ルカントリーコード（ＭＣＣ）、モバイルネットワークコード（ＭＮＣ）、トラッキング
エリアコード（ＴＡＣ）、及び／又はＥ－ＵＴＲＡＮセルグローバルＩＤ（ＥＣＧＩ）な
どのｅＮｏｄｅＢ識別子を含む。
【０１１６】
　Ｓ７２４において、Ｓ７２２で行われた検索の結果に従って、認証されたｅＮｏｄｅＢ
はライセンスされたｅＮｏｄｅＢであるかどうか、判定される。例えば、推定された位置
及び／又は認証されたｅＮｏｄｅＢに関する他の情報が、登録された位置及び／又はライ
センスされたｅＮｏｄｅＢとデータベースで関連づけられた他の情報に対応する時、認証
されたｅＮｏｄｅＢは、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢであると判定される。他の例にお
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いては、推定された位置及び／又は認証されたｅＮｏｄｅＢに関する他の情報が、ライセ
ンスされていないｅＮｏｄｅＢとデータベースで関連づけられた位置及び／又は他の情報
に対応する時、認証されたｅＮｏｄｅＢは、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢではないと判
定される。
【０１１７】
　認証されたｅＮｏｄｅＢがライセンスされたｅＮｏｄｅＢではないと判定される時、プ
ロセス７００は、Ｓ７２８に進む。そうでなければ、認証されたｅＮｏｄｅＢはライセン
スされていないｅＮｏｄｅＢとしてカテゴライズされ、プロセス７００は、Ｓ７３０に進
む。
【０１１８】
　Ｓ７２８において、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢと判定された源に関連づけられた情
報がログされる。ライセンスされたｅＮｏｄｅＢをロギングすることは、ライセンスされ
たｅＮｏｄｅＢの動作パラメーターをアップデートすることを含む、データベースでライ
センスされたｅＮｏｄｅＢに関連づけられた情報をアップデートすることを含む。
【０１１９】
　Ｓ７３０において、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢであると判定されたソースが
レポートされる。レポートすることは、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢに関する情
報をライセンスされた無線ネットワーク事業者及び／又は政府機関に送信することを含む
。ある実施形態においては、レポートすることは、データベースでライセンスされていな
いｅＮｏｄｅＢに関連づけられた情報を記録及び／又はアップデートすることを含め、上
述したＳ７２８に説明したのと似た様態で、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢをロギ
ングすることを含む。
【０１２０】
　Ｓ７３２において、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＵＬチャンネルを妨害する
かどうか判定される。ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＵＬチャンネルを妨害する
かどうかの判定は、ＵＬ妨害の期待される有効性、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ又はそ
れと通信する無線装置にＵＬ妨害が及ぼす期待される効果、及び／又はインテリジェント
妨害器の性能に従って行われてよい。
【０１２１】
　ある実施形態においては、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＵＬチャンネルを妨
害するかどうか、ＩＤＪＳが判定する。ＩＤＪＳがＵＬチャンネルを妨害すると判定する
時、ＩＤＪＳは、１つまたは複数のインテリジェント妨害器にＵＬチャンネルを妨害する
ように命令する。
【０１２２】
　Ｓ７３４において、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢへのＵＬ通信に特に構成され
たＵＬ妨害信号が生成されて送信される。ある実施形態においては、ＩＤＪＳによって送
信される命令への応答として、１つまたは複数のインテリジェント妨害器によってＵＬ妨
害信号が送信される。ＵＬ妨害信号は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＵＬチャ
ンネルで送信される。
【０１２３】
　Ｓ７３６において、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＤＬチャンネルを妨害する
かどうか判定される。ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＤＬチャンネルを妨害する
かどうかの判定は、ＤＬ妨害の期待される有効性、ライセンスされたｅＮｏｄｅＢ又はそ
れと通信する無線装置にＤＬ妨害が及ぼす期待される効果、及び／又はインテリジェント
妨害器の性能に従って行われてよい。
【０１２４】
　ある実施形態においては、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＤＬチャンネルを妨
害するかどうかの判定は、ライセンスされた無線システム装置が送信をしないと期待され
る沈黙時間の間に、１つまたは複数のインテリジェント妨害器がＵＥからのＵＬ送信を検
出したかどうかを判定することを含む。沈黙時間の間にＵＬ送信を検出することは、１つ
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または複数のインテリジェント妨害器の近くのＵＥがライセンスされていないｅＮｏｄｅ
Ｂと通信しようと試みているかもしれないことを示す。沈黙時間の間にＵＬ送信が検出さ
れる時、１つまたは複数のインテリジェント妨害器は、ＤＬ妨害信号を生成するように命
令されてもよい。
【０１２５】
　ある実施形態においては、ＩＤＪＳは、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＤＬチ
ャンネルを妨害するかどうか判定する。ＩＤＪＳがＤＬチャンネルを妨害すると判定する
時、ＩＤＪＳは１つまたは複数のインテリジェント妨害器にＤＬチャンネルを妨害するよ
うに命令する。
【０１２６】
　Ｓ７３８において、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢとの通信を妨げるか品質低下
させるように構成されたＤＬ妨害信号が生成される。ある実施形態においては、ＩＤＪＳ
によって送信される命令への応答として、インテリジェント妨害器によってＤＬ妨害信号
が生成される。ＤＬ妨害信号は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＤＬチャンネル
で送信される。
【０１２７】
　妨害信号は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢによって使われるＬＴＥ同期信号及
び／又はＬＴＥ制御チャンネルに関連づけられたサブキャリアの周波数に対応する周波数
を有してもよい。ＬＴＥ同期信号は、ＰＳＳ及びＳＳＳを含む。ＬＴＥ制御チャンネルは
、ＵＬチャンネルのＰＲＡＣＨ、１つまたは複数のＰＵＣＣＨｓ、及びＤＬチャンネルの
ＢＣＨを含む。
【０１２８】
　ある実施形態においては、他の無線ネットワーク装置が送信すると期待される時間にお
いてのみ、及び／又は他の無線ネットワーク装置が使うと期待される周波数においてのみ
、妨害信号は送信される。ある実施形態においては、ライセンスされていないｅＮｏｄｅ
ＢのＤＬチャンネルで送信されるリソース割り当て情報に従って、ライセンスされていな
いｅＮｏｄｅＢへの又はライセンスされていないｅＮｏｄｅＢからの期待される送信の時
間及び周波数に対応する時間及び周波数において妨害信号を、インテリジェント妨害器が
送信する。
【０１２９】
　ある実施形態においては、第１インテリジェント妨害器は、ライセンスされていないｅ
ＮｏｄｅＢのＵＬチャンネルを妨害するように命令され、第２インテリジェント妨害器は
、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＤＬチャンネルを妨害するように命令される。
第１インテリジェント妨害器は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢへの近さに応じて
選択されてもよい。第２インテリジェント妨害器は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅ
Ｂとの通信においてＵＥへの近さに応じて選択されてもよい。
【０１３０】
　ある実施形態においては、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢへのＲＦパス損失が最
も低いインテリジェント妨害器が、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＵＬチャンネ
ルに対する妨害信号を送信するのに使われる。ある実施形態においては、ライセンスされ
ていないｅＮｏｄｅＢとの通信においてＵＥへのＲＦパス損失が最も低いインテリジェン
ト妨害が、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢのＤＬチャンネルに対する妨害信号の送
信に使われる。
【０１３１】
　図８は、ある実施形態に従った、ＵＬ妨害信号の生成及び送信のプロセス８００の実施
形態を示す。プロセス８００は、図７のプロセス７００のＳ７３４に対応する。
【０１３２】
　Ｓ８０４において、ｅＮｏｄｅＢは、ｅＮｏｄｅＢに関連づけられた情報を判定するよ
うにモニターされる。モニターはＲＦ信号を受信することを含み、それはＬＴＥフレーム
を含むＲＦ信号であってもよい。
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【０１３３】
　ｅＮｏｄｅＢに関連づけられた情報は、ＤＬチャンネル・センター周波数、ＤＬチャン
ネル帯域、地理的位置、ＲＦ信号強度、ＲＦ信号方向、フレーム開始時間、ＭＩＢ情報、
プロトコル信号の時間、プロトコル信号の周波数、又はその組み合わせであってもよい。
【０１３４】
　様々な実施形態において、ＰＵＣＣＨ、ＰＲＡＣＨ、又はＰＵＣＣＨ及びＰＲＡＣＨの
両方が妨害されてもよい。ＰＲＡＣＨは、ＰＲＡＣＨノイズ信号、偽のＰＲＡＣＨプリア
ンブル、又はその両方を使って、妨害されてもよい。ある実施形態においては、ＰＵＣＣ
Ｈ又はＰＲＡＣＨを妨害するのに使われない信号を生成するプロセスＳ８００の部分は、
実行されない。
【０１３５】
　ＰＵＣＣＨを妨害するには、Ｓ８１０において、１つまたは複数のＰＵＣＣＨに関連づ
けられたエッジ周波数が判定される。ＰＵＣＣＨは、ＵＬチャンネルのエッジの近くのＲ
ＢつまりＵＬチャンネルの下部及び上部に近い周波数を有するサブキャリアを含むＲＢを
使うので、ある実施形態においては、エッジ周波数の対が、１つまたは複数のＰＵＣＣＨ
のそれぞれに判定される。
【０１３６】
　Ｓ８１４において、エッジノイズ信号が、Ｓ８１０で特定されるエッジ周波数で生成さ
れる。エッジノイズ信号は、ホワイトノイズ信号、ピンクノイズ信号、ブラウニアンノイ
ズ信号、又はその他の種類のノイズ信号であってもよい。エッジノイズ信号は、ＵＬ妨害
信号である。
【０１３７】
　ＰＲＡＣＨの妨害については、Ｓ８２０において、ＰＲＡＣＨの周波数に対応する妨害
周波数が、ｅＮｏｄｅＢに関連づけられた情報を使って判定される。もし、Ｓ７０４でキ
ャプチャされた情報がｅＮｏｄｅＢがＰＲＡＣＨの周波数を変更したと示すならば、妨害
周波数がそれに従って変更される。
【０１３８】
　Ｓ８２６において、ＰＲＡＣＨノイズ信号が、妨害周波数において生成される。ＰＲＡ
ＣＨノイズ信号は、ホワイトノイズ信号、ピンクノイズ信号、ブラウニアンノイズ信号、
又はその他の種類のノイズ信号を含む。ＰＲＡＣＨノイズ信号は、ＵＬ妨害信号である。
【０１３９】
　Ｓ８２８において、妨害周波数において偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号が生成される
。偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号は、ｅＮｏｄｅＢによって使われるＰＲＡＣＨプリア
ンブルに類似する。偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号は、ｅＮｏｄｅＢのＰＲＡＣＨ検出
失敗率を増加するように構成される。偽のＰＲＡＣＨノイズプリアンブルは、ＵＬ妨害信
号である。
【０１４０】
　ある実施形態においては、偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号は、ｅＮｏｄｅＢに、プリ
アンブルＩＤ、タイミング調整、テンポラリセルー無線ネットワークテンポラリ識別子（
Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｆｉｅ、ＴＣ－ＲＮＴＩ）、及びスケジューリング許可とともにランダムアク
セス応答メッセージを生成させるように構成される。
【０１４１】
　ある実施形態においては、偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号のシーケンス及び／又はタ
イミングは変更される。ＰＲＡＣＨプリアンブル信号のシーケンス及び／又はタイミング
の変更は、偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号が偽の信号であるとｅＮｏｄｅＢによって判
定されることを防ぐように構成される。ＰＲＡＣＨプリアンブル信号のシーケンス及び／
又はタイミングの変更は、所定の間隔又はｅＮｏｄｅＢに関連づけられた情報に従って、
発生してもよい。例えば、ｅＮｏｄｅＢが偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号に応答しなく
なることを含め、偽のＰＲＡＣＨプリアンブル信号へのｅＮｏｄｅＢの応答に変更が発生



(22) JP 2016-514381 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

する時、変更が発生する。
【０１４２】
　Ｓ８３０において、１つまたは複数のＵＬ妨害送信時間がＵＬ妨害信号に対して決めら
れる。１つまたは複数のＵＬ妨害送信時間は、ｅＮｏｄｅＢに関連づけられた情報に従っ
て決められる。
【０１４３】
　ある実施形態においては、ＵＬ妨害送信時間は、ＵＬ送信のためにｅＮｏｄｅＢによっ
てＵＥに割り当てられる１つまたは複数の時間に対応する。ＵＥに割り当てられる１つま
たは複数の時間のそれぞれは、ＵＬ制御送信又はＵＬデータ送信のためでありえる。
【０１４４】
　ある実施形態においては、１つまたは複数の目的のＵＥのみを妨害するために、１つま
たは複数の目的のＵＥに割り当てられた時間のみがＵＬ妨害送信時間として使われる。更
に、ＵＬ妨害信号の周波数が、１つまたは複数の目的のＵＥに割り当てられる周波数によ
って決められてもよい。ある実施形態においては、ｅＮｏｄｅＢによって１つまたは複数
の目的のＵＥへ割り当てられる１つまたは複数のＰＵＣＣＨの周波数に対応する周波数を
有するＵＬ妨害信号のみが使われる。
【０１４５】
　Ｓ８３４において、Ｓ８１４、８２６、又は８２８において生成された１つまたは複数
のＵＬ妨害信号が、１つまたは複数のＵＬ妨害送信時間において送信される。ある実施形
態においては、１つまたは複数の送信されたＵＬ妨害信号が、指向性アンテナを使って又
は複数のアンテナを使ってビームフォーミングを行うことによって、ｅＮｏｄｅＢに向け
られる。
【０１４６】
　図９は、ある実施形態に従ったＤＬ妨害信号の生成と送信のプロセス９００を示す。プ
ロセス９００は、図７のプロセス７００のＳ７３８に対応する。
【０１４７】
　Ｓ９０４において、ｅＮｏｄｅＢに関連づけられたシステム情報が判定される。判定さ
れたシステム情報は、ｅＮｏｄｅＢのチャンネル帯域及びチャンネル・センター周波数を
含む。判定されたシステム情報は、ｅＮｏｄｅＢからの送信に妨害信号を同期させること
に関する。ある実施形態においては、システム情報を判定することは、システム情報を周
期的にトラッキングすることを含む。
【０１４８】
　Ｓ９１０において、ｅＮｏｄｅＢに関連づけられたシステム情報に従って、ダウンリン
クチャンネル・センター（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｃｅｎｔｅｒ、ＤＬＣＣ
）ノイズ信号が生成される。ＤＬＣＣノイズ信号は、ＤＬチャンネルの中央の７２個のサ
ブキャリアの周波数に対応する周波数を含む。ＤＬＣＣノイズ信号の周波数は、ホワイト
ノイズ、ピンクノイズ、又はブラウニアンノイズを使って変調される。
【０１４９】
　Ｓ９２４において、１つまたは複数の偽のＰＳＳ信号が生成される。それぞれのＰＳＳ
信号は、偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号であり、ＬＴＥフレームのサブフレームのＲＢ
に位置する複数のＰＳＳシンボルを含む。それぞれの偽のＰＳＳ信号のＲＢは、正当なＰ
ＳＳ信号によって使われるＲＢに対応する。それぞれの偽のＰＳＳ信号のＰＳＳシンボル
及び／又はサブフレームは、ＵＥが偽のＰＳＳ信号を偽であると認識してしまうことを防
ぐために、周期的に変更されてもよい。
【０１５０】
　ある実施形態においては、偽のＰＳＳ信号のサブフレームは、正当なＰＳＳ信号によっ
て使われるサブフレームに対応する。ある実施形態においては、ｅＮｏｄｅＢからの送信
を受信するＵＥがＬＴＥフレーム境界を正しく検出しない確率を増やすために、偽のＰＳ
Ｓ信号のサブフレームは、正当なＰＳＳ信号によって使われないサブフレームに対応する
。
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【０１５１】
　Ｓ９３４において、１つまたは複数の偽のＳＳＳ信号が生成される。それぞれの偽のＳ
ＳＳ信号は偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号であり、ＬＴＥフレームのサブフレームのＲ
Ｂに位置する複数のＳＳＳシンボルを含む。それぞれの偽のＳＳＳ信号のＲＢは、正当な
ＳＳＳ信号によって使われるＲＢに対応する。それぞれの偽のＳＳＳ信号のＳＳＳシンボ
ル及び／又はサブフレームは、ＵＥが偽のＳＳＳ信号を偽であると認識してしまうことを
防ぐために、周期的に変更されてもよい。
【０１５２】
　ある実施形態においては、偽のＳＳＳ信号のサブフレームは、正当なＳＳＳ信号によっ
て使われるサブフレームに対応する。ある実施形態においては、ｅＮｏｄｅＢからの送信
を受信するＵＥがＬＴＥフレーム境界を正しく検出しない確率を増やすために、偽のＳＳ
Ｓ信号のサブフレームは、正当なＳＳＳ信号によって使われないサブフレームに対応する
。
【０１５３】
　Ｓ９４４において、１つまたは複数の偽のＢＣＨ信号が生成される。それぞれの偽のＧ
ＣＨ信号は偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号であり、ＬＴＥフレームのサブフレームのＲ
Ｂに位置する複数のシンボルを含む。それぞれの偽のＢＣＨ信号のＲＢは、正当なＢＣＨ
信号によって使われるＲＢに対応する。
【０１５４】
　ある実施形態においては、偽のＢＣＨ信号のサブフレームは、正当なＢＣＨ信号によっ
て使われるサブフレームに対応する。ある実施形態においては、ｅＮｏｄｅＢからの送信
を受信するＵＥがＬＴＥフレーム境界を正しく検出しない確率を増やすために、偽のＢＣ
Ｈ信号のサブフレームは、正当なＢＣＨ信号によって使われないサブフレームに対応する
。
【０１５５】
　Ｓ９５０において、偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号及びＤＬＣＣノイズ信号の１つま
たは複数のＤＬ妨害送信時間が決められる。
【０１５６】
　ある実施形態においては、ＤＬ妨害送信時間は、ｅＮｏｄｅＢに関連づけられたダウン
リンク制御チャンネルからのリソース割り当て情報に従って判定される。ＤＬ妨害送信時
間は、ＵＥへのダウンリンク・シェアード・データチャンネル（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈ
ａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＤＬ－ＳＣＨ）でデータを送信するためにｅＮｏ
ｄｅＢによって使われる時間に対応する。
【０１５７】
　ある実施形態においては、ＤＬ妨害送信時間は、ＵＥのアクティビティに従って決めら
れる。ＤＬ妨害送信時間は、ｅＮｏｄｅＢへのＵＥによるＵＬ送信の検出に続く時間であ
る。
【０１５８】
　Ｓ９５４において、偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号及びＤＬＣＣノイズ信号は、ＤＬ
妨害信号を生成するために、ＤＬ妨害送信時間に従って結合される。様々な実施形態にお
いて、１つまたは複数のＤＬＣＣノイズ信号、１つまたは複数の偽のＰＳＳ、１つまたは
複数の偽のＳＳＳ、１つまたは複数の偽のＢＣＨ、又は組み合わせが、ＤＬ妨害信号を生
成するために結合される。
【０１５９】
　例えば、ＤＬ妨害信号は、１つまたは複数のＤＬＣＣノイズ信号のみ、１つまたは複数
の偽のＰＳＳ信号のみ、１つまたは複数のＰＳＳ信号及び１つまたは複数の偽のＳＳＳ信
号のみ、などを含んでいてもよい。ある実施形態においては、ＤＬ妨害信号に含まれない
信号を生成するプロセスＳ９００の部分は実行されない。
【０１６０】
　Ｓ９５８において、１つまたは複数のＤＬ妨害信号は、１つまたは複数のＤＬ妨害送信
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時間で送信される。ある実施形態においては、送信されたＤＬ妨害信号は、指向性アンテ
ナを使って又は複数のアンテナを使ってビームフォーミングを行うことによって、ｅＮｏ
ｄｅＢに向けられる。ある実施形態においては、１つまたは複数のインテリジェント妨害
器は、インテリジェント妨害器のＵＥへの近さに応じてＤＬ妨害信号を送信するように選
択される。
【０１６１】
　図１０～１３は、ＬＴＥフレームのＤＬ妨害信号の位置の実施形態を示す。
【０１６２】
　図１０は、第１の偽のＰＳＳ信号１０１０ａ及び第２の偽のＰＳＳ信号１０１０ｂを含
むＬＴＥフレーム１０００を示す。ＬＴＥフレーム１０００は、第１～第１０のサブフレ
ーム１００４ａ～１００４ｊを含み、それぞれのサブフレームは、第１スロット及び第２
スロットから構成される。
【０１６３】
　偽のＰＳＳ信号１０１０ａ及び１０１０ｂは、正当なＰＳＳ信号によって使われるＲＢ
に対応するＲＢにある。つまり、第１の偽のＰＳＳ信号１０１０ａは、第１サブフレーム
１００４ａの第１スロットのＤＣサブキャリアを除く６２個のセンター・サブキャリアを
含む６個のＲＢにあり、第２の偽のＰＳＳ信号１０１０ｂは、第６サブフレーム１００４
ｆの第１スロットの７２個のセンター・サブキャリアを含む６個のＲＢにある。
【０１６４】
　図１１は、第１の偽のＳＳＳ信号１１１４ａ及び第２の偽のＳＳＳ信号１１１４ｂを含
むＬＴＥフレーム１１００を示す。ＬＴＥフレーム１１００は、第１～第１０のサブフレ
ーム１１０４ａ～１１０４ｊを有し、それぞれのサブフレームは、第１スロット及び第２
スロットから構成される。ＬＴＥフレーム１１００は、更に、第１の偽のＰＳＳ信号１１
１０ａ及び第２の偽のＰＳＳ信号１１１０ｂを含む。
【０１６５】
　偽のＳＳＳ信号１１１４ａ及び１１１４ｂは、正当なＳＳＳ信号によって使われるＲＢ
に対応するＲＢにある。つまり、第１の偽のＳＳＳ信号１１１４ａは、第１サブフレーム
１１０４ａの第１スロットのＤＣサブキャリアを除く６２個のセンター・サブキャリアを
含む６個のＲＢにあり、第２の偽のＳＳＳ信号１１１４ｂは、第６サブフレーム１１０４
ｆの第１スロットのＤＣサブキャリアを除く６２個のセンター・サブキャリアを含む６個
のＲＢにある。
【０１６６】
　図１２は、偽のＢＣＨ信号１２１８を含むＬＴＥフレーム１２００を示す。ＬＴＥフレ
ーム１２００は、第１～第１０のサブフレーム１２０４ａ～１２０４ｊを有し、それぞれ
のサブフレームは、第１スロット及び第２スロットで構成される。ＬＴＥフレーム１２０
０は、更に、第１の偽のＰＳＳ信号１２１０ａ、第２の偽のＰＳＳ信号１２１０ｂ、第１
の偽のＳＳＳ信号１２１４ａ、及び第２の偽のＳＳＳ信号１２１４ｂを含む。
【０１６７】
　偽のＢＣＨ信号１２１８は、正当なＢＣＨ信号によって使われるＲＢに対応するＲＢに
ある。つまり、偽のＢＣＨ信号１２１８は、第１サブフレーム１２０４ａの第２スロット
の７２個のセンター・サブキャリアを含む６個のＲＢにある。
【０１６８】
　図１３は、複数の偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号を含むＬＴＥフレーム１３００を示
す。ＬＴＥフレーム１３００は、第１～第１０のサブフレーム１３０４ａ～１３０４ｊを
有し、それぞれのサブフレームは、第１スロット及び第２スロットで構成される。
【０１６９】
　ＬＴＥフレーム１３００の偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号は、第１～第５の偽のＰＳ
Ｓ信号１３１０ａ～１３１０ｅ、第１～第５の偽のＳＳＳ信号１３１４ａ～１３１４ｅ、
及び第１～第３の偽のＢＣＨ信号１３１８ａ～１３１８ｃを含む。
【０１７０】
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　ＬＴＥフレーム１３００の偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号は、対応する正当な信号に
関連づけられたＲＢ位置に対応するそれぞれのサブフレームのＲＢに位置する。しかし、
第３の偽のＰＳＳ信号１３１０ｃ及び第３の偽のＳＳＳ信号１３１４ｃ以外のＬＴＥフレ
ーム１３００の偽のＤＬシンク（ｓｙｎｃ）信号の全ては、対応する正当な信号によって
使われるサブフレーム以外のサブフレームに位置する。従って、送信された時に、ＬＴＥ
フレーム１３００は、その他の事の中でもとりわけＬＴＥフレーム１３００を受信するＵ
Ｅが正しいフレーム境界を検出しない確率を増やすことによって、ＤＬチャンネルを妨害
する。
【０１７１】
　図１４は、ある実施形態に従った、インテリジェント妨害システム１４０２を示す。イ
ンテリジェント妨害システム１４０２は、無線ネットワーク環境１４００で動作する。無
線ネットワーク環境１４００は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０及びライ
センスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０と通信するＵＥ１４３４を含む。
【０１７２】
　ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０は、無線通信サービスをＵＥ１４３４に
提供する。ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０及びＵＥ１４３４は、共に動作
して、ライセンスされていない無線システムを形成する。ライセンスされていない無線シ
ステム１４０は、ライセンスされた無線システムによってカバーされた地理的領域の外の
孤立した地理的領域で動作してもよい。
【０１７３】
　ＩＤＪＳ１４２４、第１インテリジェント妨害器１４２２ａ、及び第２インテリジェン
ト妨害器１４２２ｂは、無線ネットワーク環境１４００において展開される。ＩＤＪＳ１
４２４は、図３に示されるＩＤＪＳ３２４を含んでいてもよく、インテリジェント妨害器
１４２２ａ～ｂのそれぞれは、図２に示されるインテリジェント妨害器２２２を含んでい
てもよい。
【０１７４】
　インテリジェント妨害器１４２２ａ～ｂは、ネットワーク１４１２を使ってＩＤＪＳ１
４２４と通信する。ネットワーク１４１２は、有線、無線、及び光データ通信リンクの１
つまたは複数を含んでいてもよい。有線のデータ通信リンクは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ、ＵＳ
Ｂ、ＩＥＥＥ－４８８、ＰＣＩ、ＰＣＩ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、コントローラー・エリア・ネ
ットワーク（Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＣＡＮ）、Ｉｎｔｅｒ
－Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ（Ｉ２Ｃ）、Ｓｅｒｉａｌ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒ
ａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＳＰＩ）、及びＲＳ－４８５を含む。無線データ通信リンク
は、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭａｘ、携帯電話、マイクロウェーブ、衛星データ通信リンクを含
む。光データ通信リンクは、光ファイバー及び空間伝搬光データ通信リンクを含む。ある
実施形態においては、ネットワーク１４１２は、インターネットの一部分を含む。
【０１７５】
　ある実施形態においては、１つまたは複数のＩＤＪＳ１４２４及びインテリジェント妨
害器１４２２ａ～ｂは、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０によって提供され
る又はライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０を通じてアクセスされる、無線通信
サービスの使用を許可するＵＳＩＭ又はエミュレーションされたＵＳＩＭを含む。例えば
、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢとＵＥ１４３４の間の通信を妨害しながらライセ
ンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０通じてＩＤＪＳ１４２４と通信するために、第２
インテリジェント妨害器１４２２ｂはＵＥ１４３４を装ってもよい。そのような実施形態
において、ネットワーク１４１２はライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０を含む
。
【０１７６】
　ＩＪＤＳ１４２４及びインテリジェント妨害器１４２２ａ～ｂは、ネットワーク１４１
２によってそれらに提供される通信リソースとともに、インテリジェント妨害システム１
４０２を形成する。インテリジェント妨害システム１４０２は、上述された図７～９にそ
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れぞれ示された１つまたは複数のプロセス７００、８００及び９００を行う。従って、イ
ンテリジェント妨害システム１４０２は、ライセンスされていないｅＮｏｄｅＢ１４３０
の動作を検出、特定、及び品質を低下させる又は無効にすることが可能である。
【０１７７】
　開示の教示は、様々な形態で実装されることができる。従って、この開示は特定の例を
含むが、図面、明細書、及び下記の請求項を検討することにより他の変形が明らかとなる
ため、開示の真の範囲はそのように限定されるべきではない。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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