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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】サービスリダイレクションメッセージ（ＳＲＤ
Ｍ）を用いてマクロネットワークとフェムトセルネット
ワークとの間において通信デバイスをリダイレクトする
方法を提供する。
【解決手段】通信デバイスは、ネットワークに登録し、
ネットワークは、フェムトセルネットワークへの通信デ
バイスの加入状態を決定する。加入が確認された場合、
ＳＲＤＭを用いて、システムは、フェムトセルネットワ
ークによって用いられる通信周波数にデバイスをリダイ
レクトする。ＳＲＤＭを受信次第、通信デバイスは、Ｓ
ＲＤＭにおいて指定される通信周波数に同調する。シス
テムは、マクロネットワークによって用いられるＣＤＭ
Ａ（符号分割多元接続）チャネルを分離することができ
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信デバイスから登録メッセージを受信することと、
　フェムトセルネットワークへの通信デバイス加入状態を決定することと、
　前記通信デバイスの前記加入状態に基づいて第１の通信周波数に再同調するように前記
通信デバイスに命令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイス
に送信すること、とを備える、通信のための方法。
【請求項２】
　前記第１の通信周波数に再同調することは、前記通信デバイスが前記第１の周波数にお
いて展開されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記通信デバイスが前記
フェムトセルを取得するのを可能にすることを備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　マクロネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能な第１の組のＣ
ＤＭＡチャネルを生成することと、
　前記マクロネットワーク又は前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記
通信デバイスが利用可能な第２の組のＣＤＭＡチャネルを生成することと、
　前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能な第
３の組のＣＤＭＡチャネルを生成すること、とをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の通信周波数は、前記第１又は前記第２の組のＣＤＭＡチャネルからの通信周
波数であり、それにより、前記通信デバイスが前記第１又は第２の組のＣＤＭＡチャネル
からでない通信周波数にハッシュすることによって生じるループに入るのを防止する請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
　ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
　前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて再同調するため
の１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づく請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指
定される請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに加入していることを前記加入状態が示すときに前記フェムトセルネットワー
クによって用いられるＣＤＭＡチャネルを指定する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記
フェムトセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって
用いられるＣＤＭＡチャネルを指定する請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記通信デバイスの前記加入状態にかかわらず前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに登録するのを可能にすることをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークである請求項３に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
　１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
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　０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
　ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備える
請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　コンピュータプログラム製品であって、
　通信をリダイレクトすることをコンピュータに行わせるためにコンピュータによって読
み取り可能な媒体内に埋め込まれ、
　通信デバイスから登録メッセージを受信することを前記コンピュータに行わせる第１の
コンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、
　フェムトセルネットワークへの通信デバイス加入状態を決定することを前記コンピュー
タに行わせる第２のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、
　前記通信デバイスの前記加入状態に基づいて第１の通信周波数に再同調するように前記
通信デバイスに命令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイス
に送信することを前記コンピュータに行わせる第３のコンピュータによって読み取り可能
なプログラムコードと、備えるコンピュータによって読み取り可能なプログラムコード関
数、を有する前記コンピュータによって読み取り可能な媒体を備える、コンピュータプロ
グラム製品。
【請求項１３】
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記通信デバイスが前記第１の周波
数において展開されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記第１の周波数
における前記通信デバイスが前記フェムトセルを取得するのを可能にすることを前記コン
ピュータに行わせる第４のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードをさら
に備える請求項１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４】
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、
　マクロネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能な第１の組のＣ
ＤＭＡチャネルを生成することを前記コンピュータに行わせる第４のコンピュータによっ
て読み取り可能なプログラムコードと、
前記マクロネットワーク又は前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記通
信デバイスが利用可能な第２の組のＣＤＭＡチャネルを生成することを前記コンピュータ
に行わせる第５のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、さらに備え
、
　前記第１の通信周波数は、前記第１又は前記第２の組からの通信周波数であり、それに
より、前記通信デバイスが権限を付与されない通信周波数にハッシュすることによってル
ープに入るのを防止される請求項１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１５】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
　ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
　前記通信デバイスが再同調し及び１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて取
得を試みるための１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャ
ネル数は、ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づく請求項１２に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項１６】
　前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指
定される請求項１４に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記
フェムトセルネットワークへの加入を示すときに前記フェムトセルネットワークのみによ
って用いられるＣＤＭＡチャネルを指定する請求項１４に記載のコンピュータプログラム
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製品。
【請求項１８】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記
フェムトセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって
用いられるＣＤＭＡチャネルを指定する請求項１４に記載のコンピュータプログラム製品
。
【請求項１９】
　前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、
前記フェムトセルネットワークへの前記通信デバイスの前記加入状態にかかわらずフェム
トセルのカバレッジに入った時点で前記通信デバイスを前記フェムトセルネットワークに
登録することを前記コンピュータに行わせる第４のコンピュータによって読み取り可能な
プログラムコードをさらに備える請求項１２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２０】
　前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークである請求項１４に記載の
コンピュータプログラム製品。
【請求項２１】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
　１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
　０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
　ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備える
請求項１５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　通信デバイスから登録メッセージを受信するための手段と、
　フェムトセルネットワークへの通信デバイス加入状態を決定するための手段と、
　前記通信デバイスの前記加入状態に基づいて第１の通信周波数に再同調するように前記
通信デバイスに命令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイス
に送信するための手段と、を備える、通信をリダイレクトするための装置。
【請求項２３】
　マクロネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能なＣＤＭＡチャ
ネルの第１のリストを生成するための手段と、
前記マクロネットワーク又は前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記通
信デバイスが利用可能なＣＤＭＡチャネルの第２のリストを生成するための手段と、をさ
らに備え、前記第１の通信周波数は、前記第１又は第２のリストからの通信周波数であり
、それにより、前記通信デバイスが前記第１又は前記第２のリストに含まれていない権限
が付与されていない通信周波数にハッシュすることによってループに入るのを防止される
請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
　ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
　前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて再同調するため
の１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づく請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指
定される請求項２１に記載の装置。
【請求項２６】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに加入していることを前記通信デバイスの前記加入状態が示すときに前記フェ
ムトセルネットワークのみによって用いられるＣＤＭＡチャネルを指定する請求項１９に
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記載の装置。
【請求項２７】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記
フェムトセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって
用いられるＣＤＭＡチャネルを指定する請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　前記サービスリダイレクションメッセージを送信する前に前記加入状態にかかわらず前
記通信デバイスをフェムトセルネットワークに登録するための手段をさらに備える請求項
２２に記載の装置。
【請求項２９】
　前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークである請求項２３に記載の
装置。
【請求項３０】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
　１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
　０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
　ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備える
請求項２１に記載の装置。
【請求項３１】
　通信デバイスをマクロネットワークに登録することと、
　前記マクロネットワークからサービスリダイレクションメッセージを受信することと、
　前記サービスリダイレクションメッセージ内の情報に基づいて第１の通信周波数に再同
調すること、とを備える、通信のための方法。
【請求項３２】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
　ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
　前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて再同調するため
の１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づく請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指
定される請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに加入していることを加入状態が示すときに前記フェムトセルネットワークの
みによって用いられるＣＤＭＡチャネル又はチャネル（複数）を指定する請求項３２に記
載の方法。
【請求項３５】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの加入状態が前記フェ
ムトセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって用い
られる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定する請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークである請求項３１に記載の
方法。
【請求項３７】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
　１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
　０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
　ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備える
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請求項３２に記載の方法。
【請求項３８】
　通信デバイスをマクロネットワークに登録するための手段と、
　前記マクロネットワークからサービスリダイレクションメッセージを受信するための手
段と、
　前記サービスリダイレクションメッセージ内の情報に基づいて第１の通信周波数に同調
するための手段と、を備え、それにより、前記通信デバイスが前記第１の周波数において
展開されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記通信デバイスが前記フェ
ムトセルを取得するのを可能にする、通信装置。
【請求項３９】
前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
　ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
　前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて同調するための
１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記Ｎ
ＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づく請求項３８に記載の通信装置。
【請求項４０】
　前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指
定される請求項３９に記載の通信装置。
【請求項４１】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに加入していることを前記通信デバイスの加入状態が示すときに前記フェムト
セルネットワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定する
請求項３９に記載の通信装置。
【請求項４２】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに加入していないことを前記通信デバイスの加入状態が示すときに前記マクロ
ネットワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定する請求
項３９に記載の通信装置。
【請求項４３】
　コンピュータプログラム製品であって、
　通信をリダイレクトすることをコンピュータに行わせるためにコンピュータによって読
み取り可能な媒体内に埋め込まれ、
　通信デバイスをマクロネットワークに登録することを前記コンピュータに行わせる第１
のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、
　前記マクロネットワークから受信されたサービスリダイレクションメッセージを処理す
ることを前記コンピュータに行わせる第２のコンピュータによって読み取り可能なプログ
ラムコードと、
　前記サービスリダイレクションメッセージ内の情報に基づいて第１の通信周波数に同調
することを前記コンピュータに行わせる第３のコンピュータによって読み取り可能なプロ
グラムコードと、を備え、それにより、前記通信デバイスが前記第１の周波数において展
開されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記通信デバイスが前記フェム
トセルを取得するのを可能にする、コンピュータによって読み取り可能なプログラムコー
ド関数、を有する前記コンピュータによって読み取り可能な媒体を備える、コンピュータ
プログラム製品。
【請求項４４】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
　ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
　前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて同調するための
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１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記Ｎ
ＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づく請求項４３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４５】
　前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指
定される請求項４３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４６】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに加入していることを前記通信デバイスの加入状態が示すときに前記フェムト
セルネットワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定する
請求項４３に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネ
ットワークに加入していないことを前記通信デバイスの加入状態が示すときにマクロネッ
トワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定する請求項４
３に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に基づく優先権の主張
　本特許出願は、"Service Redirection Approach to Femtocell Discovery"（フェムト
セル発見に対するサービスリダイレクション手法）という題名を有し、これの譲受人に対
して譲渡され及びここにおいて参照されることによって明示でここに組み入れられている
、仮特許出願番号６０／７９７，８０２（出願日：２００７年１０月１２日）に対する優
先権を主張するものである。
【０００２】
　本特許出願は、概して、無線通信に関するものである。本特許出願は、より具体的には
、通信デバイスのサービスリダイレクション技法に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　様々なタイプの通信（例えば、音声、データ、マルチメディアサービス、等）を複数の
ユーザに提供することを目的として無線通信システムが広範囲にわたって配備されている
。高速なマルチメディアデータサービスの需要が急増するのに応じて、性能が向上した、
効率的で強固な通信システムを実装するという難題が存在する。
【０００４】
　近年においては、ユーザは、固定されたラインによる通信の代わりに移動通信を使用し
始めており、高い音声品質、信頼できるサービス、及び低価格をますます要求するように
なってきている。現在設置されている携帯電話ネットワークに加えて、ユーザの家庭に設
置すること及び既存のブロードバンドインターネット接続を用いて屋内の無線カバレッジ
をモバイルユニットに提供することができる新たなクラスの小型基地局が出現してきてい
る。このようなパーソナルの超小型基地局は、概して、フェムトセル（ｆｅｍｔｏｃｅｌ
ｌ）ネットワーク基地局、フェムト基地局（ｆＢＳ）、アクセスポイント（ＡＰ）基地局
、ホームノードＢ（ＨＮＢ）ユニット、又は基地局トランシーバシステム（ＢＴＳ）と呼
ばれる。典型的には、フェムトセルは、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ）ルータ又はケー
ブルモデムを介してインターネット及びモバイルオペレータのネットワークに接続される
。
【０００５】
　フェムトセルは、マクロセルラー基地局によるサポートが弱いか又は利用できない場所
（例えば、屋内、遠隔の所在地、等）へのセルラーアクセスを可能にするが、マクロセル
ラーカバレッジが適切である場合においても、顧客がフェムトセルを使用するときには、
例えばマクロセルラーネットワークと比較してより有利なアカウンティングがセルラーサ
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ービス通信プロバイダによって提供されることに起因してどのような場所にも配置可能で
ある。フェムトセルは、ブロードバンドバックホールリンク、例えば、デジタル加入者ラ
イン（ＤＳＬ）、ケーブルインターネットアクセス、Ｔ１／Ｔ３、等、を介して無線サー
ビスプロバイダに接続し、典型的な基地局機能、例えば、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）
技術、無線ネットワークコントローラ、ゲートウェイサポートノードサービス、を提供す
る小型基地局として説明することができる。これは、セルラー／ユーザデバイス又はハン
ドセット、又はユーザ装置とも呼ばれるユーザデバイス又はアクセス端末が、フェムトセ
ルに接続して無線通信サービスを利用するのを可能にする。ユーザデバイスは、例えば、
携帯電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルド計
算デバイス、衛星無線、ナビゲーションデバイス、ＰＤＡ、及び／又は無線通信システム
を通じて通信するためのその他の適切なデバイスを含むことができることが注目される。
【０００６】
　ユーザデバイスがフェムトセルネットワーク基地局の位置を特定するための既知の方法
は、好適ローミングリスト（ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ｒｏａｍｉｎｇ　ｌｉｓｔ）（ＰＲＬ
）を用いることである。ＰＲＬは、ユーザデバイス内に格納される。フェムトセルネット
ワーク基地局を見つけるためには、ユーザデバイスは、ＰＲＬ内において識別されたフェ
ムトセルネットワーク基地局を探さなければならない。この探索は、典型的には、ユーザ
デバイスによって３分ごとに行われる。この方法は、大量の電力を消費し、その結果ユー
ザデバイスのバッテリ時間を短くする可能性がある。他の方法は、パイロットビーコンを
用いる方法であり、これらのパイロットビーコンは、フェムトセル周波数以外のシステム
のすべての周波数において送信しなければならない。パイロットビーコンは、数多くの問
題を有しており、非フェムトセル端末にとってのカバレッジホールの発生と、過剰な電力
の使用と、マクロネットワークに対するさらなる干渉と、を含む。従って、必要なことは
、上述される欠点を被ることなしにマクロネットワーク又はフェムトセルネットワークに
ユーザデバイスをリダイレクトするためのシステム及び方法である。
【発明の概要】
【０００７】
　以下は、１つ以上の実施形態についての基本的な理解を可能にすることを目的としてこ
れらの実施形態の単純化された概要を示すものである。この概要は、すべての企図される
実施形態を広範囲にわたって概説したものではなく、さらに全実施形態の主要な又は極め
て重要な要素を識別すること及びいずれかの又はすべての実施形態の適用範囲を詳細に説
明することのいずれも意図されていない。それの唯一の目的は、後述される発明を実施す
るための形態の準備段階として１つ以上の実施形態の幾つかの概念を単純な形で提示する
ことである。
【０００８】
　１つ以上の実施形態及び対応するその開示により、通信デバイスを他の通信周波数にリ
ダイレクトすることに関係させて方法及びシステムが説明される。前記方法は、フェムト
セルネットワークへの通信デバイス加入状態を決定することと、前記通信デバイスの前記
加入状態に基づいて第１の通信周波数（Ｆ１）に再同調するように前記通信デバイスに命
令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイスに送信することと
、前記通信デバイスが再同調するように命令される対象となる前記第１の通信周波数にお
いて前記通信デバイスを登録することであって、これは、リダイレクション時における前
記通信デバイスの所在場所に依存してマクロセルラーシステム又はフェムトセルによって
サービスを提供できることと、前記登録がフェムトセルである場合は、前記加入状態が前
記フェムトセルネットワークへの権限を付与されたアクセスであることを示すときにはあ
らゆる後続するページングメッセージを前記周波数Ｆ１において前記通信デバイスに送信
するように前記フェムトセルネットワークに命令すること、とを含むことができる。
【０００９】
　一実施形態においては、前記方法は、前記マクロネットワークにアクセスするために前
記通信デバイスが利用可能なＣＤＭＡ（符号分割多元接続）チャネルの第１のリストを生
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成するための命令と、前記フェムトセルネットワーク又は前記マクロネットワークのうち
の前記周波数Ｆ１に関する部分にアクセスするために前記通信デバイスが利用可能なＣＤ
ＭＡチャネルの第２のリストを生成するための命令と、をさらに含むことができる。この
ようにして、前記通信デバイスは、前記周波数Ｆ１と異なる通信周波数にハッシュバック
（ｈａｓｈｉｎｇ　ｂａｃｋ）し、そしてその後に前記周波数Ｆ１にリダイレクトされる
ことによってループに入るのを防止される。
【００１０】
　前記サービスリダイレクションメッセージは、それがリダイレクトされている対象であ
るデバイスはＣＤＭＡシステムであることを示す情報と、どれだけの数の周波数（チャネ
ル）が潜在的なリダイレクションターゲットであるかを指定する情報（ＮＵＭ＿ＣＨＡＮ
Ｓフィールド）と、前記通信デバイスが、１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用
いて、適切なチャネルが見つかるまで再同調を試みるための１つ以上のＣＤＭＡチャネル
を指定する情報と、を含むことができ、前記ＣＤＭＡチャネル数は、前記ＮＵＭ＿ＣＨＡ
ＮＳフィールドにおいて指定される。前記通信デバイスを再同調するための前記第１の通
信周波数は、ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの第１のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィール
ドによって指定することができる。さらに、前記サービスリダイレクションメッセージは
、前記デバイスがリダイレクトされた対象である周波数を取得するのが不成功であった場
合に元周波数において再同調すべきであることを示す、１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿Ｉ
Ｆ＿ＦＡＩＬフィールドを含むことができる。さらに、前記サービスリダイレクションメ
ッセージは、通常のリダイレクションタイプを示す０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿Ｔ
ＹＰＥフィールドと、ＣＤＭＡバンドクラスを示すＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、
を含むことができる。
【００１１】
　この発明のさらに他の実施形態により、通信デバイスを他の通信周波数にリダイレクト
するように構成されたシステムが提供される。前記システムは、フェムトセルネットワー
クへの通信デバイス加入状態を決定するための手段と、前記通信デバイスの前記加入状態
に基づいて第１の通信周波数（Ｆ１）に再同調するように前記通信デバイスに命令するた
めのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイスに送信するための手段と、
すべての後続するページングメッセージを前記Ｆ１周波数において前記通信デバイスに送
信するように前記ネットワークに命令するための手段と、を備える。
【００１２】
　この発明のさらに他の実施形態により、通信をリダイレクトすることをコンピュータに
行わせるためにコンピュータによって使用可能な媒体内に埋め込まれ、フェムトセルネッ
トワークへの通信デバイス加入状態を決定することを前記コンピュータに行わせる第１の
コンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、前記通信デバイスの前記加入
状態に基づいて第１の通信周波数（Ｆ１）に再同調するように前記通信デバイスに命令す
るためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイスに送信することを前記
コンピュータに行わせる第２のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと
、すべての後続するページングメッセージを前記周波数Ｆ１において前記通信デバイスに
送信するように前記ネットワークに命令することを前記コンピュータに行わせる第３のコ
ンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、を備えるコンピュータによって
読み取り可能なプログラムコード関数、を有する前記コンピュータによって使用可能な媒
体を備える、コンピュータプログラム製品。
【００１３】
　この発明のさらに他の実施形態により、通信デバイスの通信を異なる通信チャネルにリ
ダイレクトするための方法が提供され、通信デバイスをマクロネットワークに登録し、前
記マクロネットワークからサービスリダイレクションメッセージを受信し、前記サービス
リダイレクションメッセージ内の情報に基づいて第１の通信周波数（Ｆ１）に再同調し、
及びすべての後続するページングメッセージを前記通信周波数Ｆ１において受信する手順
を含む。
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【００１４】
　上記の目的及び関連する目的を完遂させるために、前記１つ以上の実施形態は、以下に
おいて十分に説明され、請求項において特に強調される特徴を備える。以下の説明及び添
付図面は、前記１つ以上の実施形態の一定の例示的側面を詳細に説明するものである。し
かしながら、これらの側面は、様々な実施形態の原理を採用することができる様々な方法
のうちのほんの幾つかを示すにすぎず、説明される実施形態は、すべての該側面及びその
同等の側面を含むことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　この発明は、１つ以上の様々な実施形態により、以下の図を参照して詳細に説明される
。図面は、例示することのみを目的として提供され、この発明の典型的な実施形態又は実
施形態例を単に記述するにすぎない。これらの図面は、読者によるこの発明の理解を容易
にするために提供されるものであり、この発明の広さ、適用範囲、及び適用性のいずれも
制限するとはみなされないものとする。例示を明確及び容易にすることを目的として、こ
れらの図面は、必ずしも一定の縮尺で作成されていないことが注目されるべきである。
【図１】この発明を実装することができる典型的環境を示した図である。
【図２】この発明の様々な実施形態による典型的無線通信システムを示した図である。
【図３】この発明の実施形態によるサービスリダイレクションのためのシステム及び方法
を実装することができる典型的環境を示した図である。
【図４】この発明の実施形態によるＳＲＤＭメッセージの図形表示である。
【図５】この発明のシステム及び方法を実装できるようにするために用いられる動作流れ
図である。
【図６】この発明のシステム及び方法を実装できるようにするために用いられる動作流れ
図である。
【図７】この発明のシステム及び方法を実装できるようにするために用いられる動作流れ
図である。
【図８】この発明の実施形態による、通信デバイスのサービスリダイレクションのための
典型的装置を示した図である。
【図９】この発明の実施形態による、通信デバイスのサービスリダイレクションのための
典型的装置を示した図である。
【００１６】
　図は、包括的であること及びこの発明を開示される正確な形態に限定することのいずれ
も意図されない。この発明は、修正及び変更を加えて実践可能であること、及びこの発明
は、請求項及びその同等物のみによって制限されることが理解されるべきである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　今度は、様々な実施形態が図面を参照して説明され、図面全体にわたり類似の要素には
類似の参照符号が付される。以下の記述においては、説明を目的として、１つ以上の実施
形態の徹底的な理解を可能にするための数多くの具体的な詳細が示される。しかしながら
、該実施形態は、これらの具体的な詳細なしで実践可能であることが明らかであろう。そ
の他の例においては、１つ以上の実施形態の説明を容易にするためによく知られた構造及
びデバイスはブロック図に示される。この発明を詳細に説明する前に、この発明を実装す
ることができる環境例を説明するのが有用である。１つの該環境例が図１に示される。
【００１８】
　図１は、幾つかのユーザをサポートするために好適化されて様々な開示される実施形態
及び側面を実装することができる典型的な無線通信環境又はシステムを示す。図１に示さ
れるように、一例として、システム１００は、複数のマクロセル１０２、例えばマクロセ
ル１０２Ａ乃至１０２Ｃ、のための通信を提供する。システムは、非常に多数のフェムト
セルネットワーク基地局１０４（例えば、フェムトセルネットワーク基地局１０４Ａ乃至
１０４Ｆ）をさらに備える。ＡＴ１０６Ａ乃至１０６Ｋを含む様々なＡＴ１０６をシステ
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ム１００全体にわたって分散させることができる。各ＡＴ１０６は、ＡＴがアクティブで
あるかどうか及びＡＴが例えばソフトハンドオフ状態であるかどうかに依存して、ある所
定の時点において順方向リンク及び／又は逆方向リンクで１つ以上のフェムトセルネット
ワーク基地局１０４と又は１つ以上のマクロ基地局１０２と通信することができる。無線
通信システム１００は、広範な地理上の地域にわたってサービスを提供することができ、
例えば、マクロセル１０２Ａ乃至１０２Ｃは、各々が、近隣の数ブロック又は農村地帯に
おける数平方マイルを網羅することができる。
【００１９】
　今度は図２を参照し、無線通信システム２００が、ここにおいて提示される様々な実施
形態により示される。システム２００は、複数のアンテナグループを含むことができる基
地局２０２を備える。例えば、１つのアンテナグループは、アンテナ２０４と２０６とを
含むことができ、他のグループは、アンテナ２０８と２１０とを備えることができ、さら
なるグループは、アンテナ２１２と２１４とを含むことができる。各アンテナグループに
関して２つのアンテナが示される。しかしながら、各グループに関してこれよりも多い又
は少ないアンテナを利用可能である。当業者によって理解されることになるように、基地
局２０２は、送信機チェーンと受信機チェーンとをさらに含むことができ、これらのチェ
ーンの各々は、信号の送信及び受信と関連づけられた複数の構成要素（例えば、プロセッ
サ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナ、等）を備えること
ができる。基地局２０２は、１つ以上のＡＴ、例えばＡＴ２１６及びＡＴ２２２、と通信
することができる。
【００２０】
　図２において示されるように、ＡＴ２１６は、アンテナ２１２及び２１４と通信状態に
あり、アンテナ２１２及び２１４は、順方向リンク２１８を通じてＡＴ２１６に情報を送
信し、逆方向リンク２２０を通じてＡＴ２１６から情報を受信する。さらに、ＡＴ２２２
は、アンテナ２０４及び２０６と通信状態にあり、アンテナ２０４及び２０６は、順方向
リンク２２４を通じてＡＴ２２２に情報を送信し、逆方向リンク２２６を通じてＡＴ２２
２から情報を受信する。周波数分割複信（ＦＤＤ）システムにおいては、順方向リンク２
１８は、逆方向リンク２２０によって用いられる周波数帯域と異なる周波数帯域を利用す
ることができ、順方向リンク２２４は、例えば逆方向リンク２２６によって採用される周
波数帯域と異なる周波数帯域を採用することができる。さらに、時分割複信（ＴＤＤ）シ
ステムにおいては、順方向リンク２１８及び逆方向リンク２２０は、共通の周波数帯域を
利用することができ、順方向リンク２２４及び逆方向リンク２２６は、共通の周波数帯域
を利用することができる。
【００２１】
　各アンテナグループ及び／又はそれらのアンテナが通信するように指定されたエリアは
、基地局２０２のセクターと呼ぶことができる。例えば、アンテナグループは、基地局２
０２によって網羅されたエリアのセクターに所在するＡＴに通信するように設計すること
ができる。順方向リンク２１８及び２２４を通じての通信において、基地局２０２の送信
アンテナは、ＡＴ２１６及び２２２のための順方向リンク２１８及び２２４の信号対雑音
比を向上させるためにビーム形成を利用することができる。さらに、基地局２０２は関連
づけられたカバレッジ全体にランダムに散在するＡＴ２１６及び２２２に送信するために
ビーム形成を利用する一方で、近隣セル内のＡＴは、単一のアンテナを通じて全ＡＴに送
信する基地局と比較してより低い干渉であることができる。さらに、ＡＴ２１６及び２２
２は、一例においてはピアツーピア又はアドホック技術を用いて互いに直接通信すること
ができる。
【００２２】
　基地局２０２の同様の機能をフェムトセルネットワーク基地局２２８及び２３０に実装
可能であり、これらは、より狭い場所、例えば住居又はオフィスビル、に配置することが
できる。前述されるように、フェムトセルネットワーク基地局は、フェムトセル又はホー
ムノードＢ（ＨＮＢ）ユニットとも呼ばれ、例えばＤＳＬ、ケーブル、Ｔ１／Ｔ３、等を
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通じての無線サービスプロバイダへのブロードバンドバックホールリンクを有することが
でき、１つ以上のＡＴに無線通信サービスを提供することができる。示されるように、フ
ェムトセルネットワーク基地局２２８は、順方向リンク２３４を通じて１つ以上のＡＴ２
３２と通信することができ、基地局２０２と同様に逆方向リンク２３６を通じてＡＴ２３
２から通信を受信することができる。
【００２３】
　一例により、フェムトセルネットワーク基地局２３０は、無線通信アクセスを提供する
ために配置することができる。フェムトセルネットワーク基地局２３０は、ブロードバン
ドバックホールリンク、オーバーザエアにおける１つ以上の異種のフェムトセル又はマク
ロセル、等を介して無線サービスアクセスプロバイダに接続することができる。フェムト
セルネットワーク基地局２３０は、配置された時点で、周囲のフェムトセル（例えば、フ
ェムトセルネットワーク基地局２２８）及びマクロセル（例えば、基地局２０２又はその
セクター／セル）との干渉を回避するために、任意選択で、自己構成すること、又は概し
て手作業／人間による介在なしにマクロ－セルラーシステムの援助を受けて構成すること
ができる。この点に関して、フェムトセルネットワーク基地局２３０は、基地局２０２及
び異種のフェムトセルネットワーク基地局２２８、例えばＡＴ２１６、２２２、及び２３
２、から信号を受信することができる。信号は、異種のフェムトセルネットワーク基地局
２２８及び／又は基地局２０２によって利用される構成パラメータを決定するためにフェ
ムトセルネットワーク基地局２３０によって利用できるオーバーヘッドシステムメッセー
ジであることができる。
【００２４】
　構成パラメータは、同様の環境構成のためにフェムトセルネットワーク基地局２３０に
よって決定することができる。さらに、これらのパラメータは、フェムトセルネットワー
ク基地局２３０が干渉を軽減するために異なるパラメータを選択するようにするために決
定して利用することができる。これらのパラメータは、例えば、フェムトセルネットワー
ク基地局２２８、基地局２０２、及び／又は実質的にその他のあらゆる周囲の送信機のた
めのチャネル識別子（例えば、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）チャネルＩＤ）、パイロッ
ト疑似雑音（ＰＮ）オフセット、等、を含むことができる。フェムトセルネットワーク基
地局２３０は、周囲のフェムトセル及びマクロセルと干渉しないようにするために、チャ
ネル識別子、パイロットＰＮオフセット、等を適宜自己構成すること（又は上述されるよ
うにセルラーシステムの援助を受けて自動的に構成すること）ができる。さらに、フェム
トセルネットワーク基地局２３０は、フェムトセルネットワーク基地局２３０と通信中の
デバイスに関するハードハンドオフ及びソフトハンドオフを容易にするための周囲のフェ
ムトセル及びマクロセルの近隣リストを作成するためにこの情報を利用することができる
。フェムトセルネットワーク基地局２３０は、例えば、タイミング、所在場所、等を決定
するために例えばフェムトセルネットワーク基地局２２８及び／又は基地局２０２からＲ
Ｆ信号を受信するために好適化できることが注目される。
【００２５】
　図３は、この発明のシステム及び方法をこの発明の１つ以上の実施形態により実装する
ことができる他の環境例３００を示す。今度は図３を参照し、環境３００は、ユーザデバ
イス３０５Ａ－Ｂと、基地局３１０と、フェムトセルネットワーク基地局３１５と、マク
ロネットワーク３２０と、ブロードバンド又はＩＳＰネットワーク３２５と、ネットワー
クコア３３０と、基地局コントローラ（ＢＳＣ）又は無線ネットワークコントローラ（Ｒ
ＮＣ）３３２と、モバイル交換センター（ＭＳＣ）３３４と、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ
）３４０と、を含む。動作においては、ユーザデバイス３０５Ａは、様々な通信規格、例
えばＣＤＭＡｏｎｅ、ＣＤＭＡ２０００、Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域ＣＤＭＡで、ユニバーサ
ル移動通信システム（ＵＭＴＳ）とも呼ばれる）を用いることができる通信インタフェー
ス３０７、又はその他の適切な無線通信インタフェースを介して基地局３１０にデータを
送信し及び基地局３１０からデータを受信する。基地局３１０は、通信インタフェース３
０７を介してマクロネットワーク３２０とも通信状態にある。システム３００は、第３世
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代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）（Ｒｅｌ９９、Ｒｅｌ５、Ｒｅｌ６、Ｒｅ
ｌ７、等）技術、及び３ＧＰＰ２（１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｌ０、ＲｅｖＡ、
ＲｅｖＢ、等）技術、及びその他の既知の及び関連する技術において動作するように構成
可能であることがさらに注目される。
【００２６】
　マクロネットワーク３３０からの信号は、ネットワークコア３３０においてネットワー
クコントローラによって受信される。配備された通信ネットワークのタイプに依存して、
ネットワークコントローラは、ＲＮＣ、改修されたＲＮＣ、ＵＭＡ（ウルトラワイドバン
ドメディアアクセス）ネットワークコントローラ（ＵＮＡ）、又はセッション開始プロト
コル（ＳＩＰ）ゲートウェイであることができる。米国において共通して配備される既存
のインフラストラクチャ例においては、基地局３１０は、ＲＮＣ３３２と動作上の通信（
ｏｐｅｒａｔｉｖｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）状態にある。
【００２７】
　ＲＮＣ３３２は、音声呼、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、及びその他のサー
ビス（例えば、会議のための電話、ＦＡＸ及び回線交換データ）を処理する責任を有する
モバイル交換センター（ＭＳＣ）３３４又は類似のサービスデリバリノードと動作上の通
信状態にあることができる。ＭＳＣ３３４は、エンドツーエンド接続を設定及び解除する
こと、呼中における移動性及びハンドオーバーに関する要求を処理すること、課金及びリ
アルタイムでの前払いアカウントのモニタリングを取り扱うこと、等ができる。
【００２８】
　ＭＳＣ３３４は、特定のエリア内に入っている又はローミングしているネットワーク加
入者のビジタロケーションレジスタ（ＶＬＲ）３３６又は同様の一時的データベースを含
むこと、又はビジタロケーションレジスタ（ＶＬＲ）３３６又は同様の一時的データベー
スと通信状態にあることができる。ＶＬＲ３３６は、レジストリ（示されていない）と動
作上の通信状態にあることができ、レジストリは、概して、オペレータのネットワークを
用いる権限を付与された携帯電話加入者の詳細事項を含むデータベースを備えることがで
きる。例えば、レジストリは、グローバル移動通信システム（ＧＳＭ（登録商標））コア
ネットワークの例示的状況におけるホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）を備えること
ができる。
【００２９】
　ＭＳＣ３３４は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）３４０、公衆移動通信ネットワーク（Ｐ
ＬＭＮ）、又はその他の同様のネットワークと動作上の通信状態にあることができる。こ
のようにして、ネットワークコア３３０は、これらのネットワークのうちの１つに接続さ
れたエンドユーザに対して音声及びデータサービスを配送することができる。システム３
００は、容量を増大させるためにＭＳＣ３３４と動作上の通信状態にある追加のＭＳＣ及
びレジストリ（示されていない）を含むように規模を拡大することができる。
【００３０】
　図３に示されるように、ユーザデバイス３０５Ｂは、音声及び非音声データを転送する
ためにインターネットバックホールサービス３２５を用いるように構成可能なフェムトセ
ルネットワーク基地局３１５を介してネットワークコア３３０と通信する。ブロードバン
ドバックホールサービスは、インターネット、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ）サービス
、ケーブルインターネットサービス、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）、プレーンオールドテレフォンシステム（ＰＯＴＳ）、又は
その他の適切なブロードバンドネットワークであることができる。ユーザデバイス３０５
Ｂは、通信リンク３０９を介して基地局３１５と通信し、通信リンク３０９は、リンク３
０７に類似するＲＦ通信インタフェース、例えば、ＣＤＭＡ２０００、Ｗ－ＣＤＭＡ、Ｗ
ｉＭＡＸ、又はＬＴＥ、であることができる。一実施形態においては、システム３００の
通信リンク３０７及び３０９は、同じである（すなわち、両方ともＣＤＭＡ２０００ＲＦ
インタフェースである）。公衆ネットワークは、有線又は無線を問わず、いずれかの既知
の規格、例えば、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、キャンパスエリアネットワーク
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（ＣＡＮ）、都市圏ネットワーク（ＭＡＮ）、等、を利用するあらゆる通信ネットワーク
を備えることができることが注目される。公衆ネットワークは、無線ローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）、例えば、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ、８
０２．１１ｎ、等を含むことができることがさらに注目される。ＷＡＮマクロセルは、ウ
ルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、
全世界マイクロ波アクセス相互運用性（ＷｉＭＡｘ）、等に基づくことができる。システ
ム３００は、同じ一般的な地理上のエリア内に配置されたＷＡＮマクロセル又はフェムト
セルを備えることができ、フェムトセルは、ＷＡＮシステムと同じ搬送波を再使用する。
ＷＡＮシステムは、レガシー技術、例えばｃｄｍａ２０００、を用いることができ、他方
、フェムトシステムは、同じ技術又は新技術、例えば、フェムトセルネットワーク基地局
の動作をより効率的にサポートするｃｄｍａ２０００の進化バージョン、を用いることが
できる。
【００３１】
　フェムトセルネットワーク基地局３１５は、通信リンク３１１を用いてネットワーク３
２５を通じてデータを転送するように構成することができる。配備されているシステムの
タイプに依存して、通信リンク３１１は、ＶｏＩＰ（ボイスオーバーＩＰ）、ｌｕｂ　ｏ
ｖｅｒ　ＩＰ（ｌｕｂは、音声及び／又は非音声データをカプセル化するように及びネッ
トワーク３２５を通じてトンネリングされるインターネットプロトコルとしてシグナリン
グするように設計された標準的なトランスポートプロトコルである）、ＵＭＡシグナリン
グ、ＳＩＰシグナリング、又はその他の適切な通信ネットワークプロトコルを用いること
ができる。
【００３２】
　マクロネットワーク３２０から受信されたデータと同様に、ネットワークコア３３０は
、適切なネットワークコントローラを用いてネットワーク３２５から受信されたデータを
処理する。コアネットワーク３３０によって用いられるネットワークコントローラのタイ
プは、フェムトセルネットワーク基地局３１５の内部に配置されたフェムトセルトランシ
ーバのアーキテクチャに依存する。例えば、ＩＰ　ＲＡＮ（無線アクセスネットワーク）
及びＳＩＰ／ＩＭＳ、等の様々なフェムトセルアーキテクチャが存在する。ＩＰ　ＲＡＮ
アーキテクチャ内には、ネットワークコア又はフェムトセルネットワーク基地局のいずれ
か、又はネットワークコアとフェムトセルネットワーク基地局（すなわち、基地局３１５
）の両方、において異なるハードウェアアーキテクチャを要求する様々なフェムトセルソ
リューション、例えば、改修されたＲＮＣ、コンセントレータ、崩壊されたスタック（ｃ
ｏｌｌａｐｓｅｄ　ｓｔａｃｋｅｄ）（等）が存在する。
【００３３】
　フェムトセルネットワークは、２つのシナリオで展開する（ｄｅｐｌｏｙ）ことができ
る。第１のシナリオは、フェムトセルネットワーク専用の周波数又は周波数（複数）を用
いるシナリオである。これは、フェムトセルネットワークによって用いられる周波数はフ
ェムトセルネットワーク専用でありマクロネットワークによって用いられないことを意味
する。第２の展開シナリオは、周波数再使用シナリオであり、同じ周波数がフェムトセル
ネットワーク及びマクロネットワークの両方によって用いられる。この展開シナリオにお
いては、複数の基地局（例えば、フェムトセルネットワーク基地局及びマクロ基地局）が
同じ周波数又は周波数（複数）を用いることができる。これは、ネットワークオペレータ
が追加の周波数帯域幅を使用せずにより多くのユーザデバイスにサービスを提供するのを
可能にする。マクロネットワークは、非常に高いコストを要する可能性がある免許が付与
されたＲＦスペクトルにおいて動作するため、周波数再使用によるコスト節約は膨大にな
ることが可能である。
【００３４】
　いずれの展開シナリオにおいても、ユーザデバイスは、マクロネットワーク、フェムト
セルネットワーク、又はその両方のネットワークの周波数を取得した時点でこれらのネッ
トワークに登録することが必要になる場合がある。一シナリオにおいて、ユーザデバイス
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の電源が最初に投入されたときには、ユーザデバイスは、マクロネットワーク用の周波数
をデフォルトにすることができる。概して、ユーザデバイス３０５は、関連づけられたフ
ェムトセルネットワークによって用いられる周波数（又はＣＤＭＡチャネル）等の他の周
波数に向けられないかぎりマクロ周波数にとどまる。マクロネットワークＣＤＭＡチャネ
ル及びフェムトセルネットワークＣＤＭＡチャネルは、同じ周波数を共有可能であるが、
通信チャネル分離方式を利用することが注目されるべきである。
【００３５】
　他のシナリオにおいては、ユーザデバイスは、フェムトセル周波数に同調させることが
できるが、そのフェムトセルネットワークを用いる権限は有していない。この場合は、ユ
ーザデバイス３０５は、非フェムトセルシステム（例えば、マクロネットワーク）が展開
される他の周波数にリダイレクトすることができる。任意選択で、ユーザデバイス３０５
は、フェムトセルネットワークに登録するためにフェムトセルネットワークへの一時的ア
クセスを認めることができるが、その後は非フェムトセル周波数にリダイレクトされる。
【００３６】
　システム３００において、ユーザデバイス３０５は、サービスリダイレクションメッセ
ージ（ＳＲＤＭ）を用いて１つの周波数から他の周波数に（例えば、マクロネットワーク
のみによって用いられる周波数からマクロネットワークとフェムトセルネットワークの両
方によって用いられる周波数に）リダイレクトすることができる。ＳＲＤＭは、ネットワ
ークコアによって又は基地局、例えばフェムトセル基地局又はマクロ基地局、によってユ
ーザデバイスに送出することができる。図４は、この発明の１つ以上の実施形態によりこ
の発明の方法及びシステムによって実装することができるＳＲＤＭの内容を示すＳＲＤＭ
テーブル４００の図形表示である。テーブル４００は、主ＳＲＤＭテーブル４０５と、リ
ダイレクションレコードタイプテーブル４１０と、ＣＤＭＡリダイレクションサブフィー
ルドテーブル４２０と、を含む。一実施形態において、システム３００は、ＳＲＤＭ４０
０を実装するように構成される。
【００３７】
　ＳＲＤＭテーブル４０５、４１０、及び４２０は、ネットワークコアによってユーザデ
バイス３０５に送信されるＳＲＤＭ内に埋め込まれたフィールドを含む。ＳＲＤＭテーブ
ルに含まれる情報は、ネットワークコアにおいて又は基地局（例えば、フェムトセルネッ
トワーク基地局又はマクロネットワーク基地局）において又はシステム内のその他の適切
な場所において生成することができる。一実施形態においては、ＳＲＤＭは、基地局によ
って送信される。示されるように、ＳＲＤＭテーブル４０５は、次のフィールド、すなわ
ち、ＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬと、ＤＥＬＥＴＥ＿ＴＭＳＩと、ＲＥＤＩＲＥＣＴ＿
ＴＹＰＥと、ＲＥＣＯＲＤ＿ＴＹＰＥと、を含む。これらのフィールドの各々は、参照さ
れることによってここに組み入れられている第３世代パートナーシッププロジェクト２（
３ＧＰＰ２）文書Ｃ．Ｓ０００５－０、ｖｅｒｓｉｏｎ３．０、Ｊｕｎｅ１５，２０００
において詳細に説明される。
【００３８】
ＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドは、１のビット長を有し、‘０’又は‘１’の
値を有することができる。ユーザデバイス３０５が、サービスを入手するのに失敗した時
点で向けられている元であるシステムに戻ることを要求される場合は、このフィールドは
‘１’に設定される。その他の場合は、このフィールドは‘０’に設定される。一実施形
態においては、ＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドは、‘１’に設定される。
【００３９】
　ＤＥＬＥＴＥ＿ＴＭＳＩフィールドも‘１’のビット長を有する。このフィールドは、
ユーザデバイス３０５がユーザデバイス３０５に割り当てられたＴＭＳＩ（一時的移動局
アイデンティティ）を削除することを要求される場合に‘１’に設定される。その他の場
合は、このフィールドは、‘０’に設定される。一実施形態においては、ＤＥＬＥＴＥ＿
ＴＭＳＩフィールドは、‘０’に設定される。代替として、このフィールドは、‘１’に
設定可能である。
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【００４０】
　ＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドは、１のビット長を有する他のインジケータフ
ィールドである。このフィールドは、リダイレクションタイプが通常である場合は‘０’
に設定される。一実施形態においては、ＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドは、‘０
’に設定される。
【００４１】
　ＲＥＣＯＲＤ＿ＴＹＰＥフィールドは、８ビットのビット長を有する。このフィールド
の値は、テーブル４１０のサブフィールドのうちの１に対応する。一実施形態においては
、このフィールドは、‘００００００１０’の値を有する。これは、ユーザデバイス３０
５がＣＤＭＡシステムにリダイレクト中であることを意味する。テーブル４１０において
示されるように、ユーザデバイス３０５は、アナログシステム、ＴＡＣＳ（トータルアク
セス通信システム）アナログシステム、又はＪＴＡＣＳ（Ｊａｐａｎ　ＴＡＣＳ）アナロ
グシステム、又は他の通信システムにリダイレクトすることも可能である。
【００４２】
　ＲＥＣＯＲＤ＿ＴＹＰＥフィールドが‘００００００１０’の値を有するときには、Ｓ
ＲＤＭは、ＳＲＤＭテーブル４２０に示されるＣＤＭＡリダイレクションサブフィールド
を含むように構成される。示されるように、テーブル４２０は、次のサブフィールド、す
なわち、ＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳと、ＥＸＰＥＣＴＥＤ＿ＳＩＤと、ＥＸＰＥＣＴＥＤ＿Ｎ
ＩＤと、ＲＥＳＥＲＶＥＤ（予約）と、ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳと、ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮと、
第２のＲＥＳＥＲＶＥＤフィールドと、を含む。前述されるように、ＳＲＤＭに含まれる
情報は、ネットワークコアにおいて又は基地局、例えばフェムトセルネットワーク基地局
又はマクロネットワーク基地局、において生成することができる。
【００４３】
　ＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドは、ユーザデバイス３０５がリダイレクト中であるＣ
ＤＭＡバンドクラスに設定される。ＥＸＰＥＣＴＥＤ＿ＳＩＤフィールドは、意図される
リダイレクションの先であるネットワークのＳＩＤである。リダイレクションが無条件で
あるか又はターゲットネットワークのＳＩＤが不明である場合は、ネットワークは、この
フィールドを‘０’に設定する。同様に、ＥＸＰＥＣＴＥＤ＿ＮＩＤは、ターゲットネッ
トワークの特定のネットワークアイデンティティによってリダイレクションの完了に条件
を設定するために用いられる。リダイレクションがターゲットネットワークアイデンティ
ティに関して無条件である場合は、フィールドは‘６５５３５’に設定される。ＲＥＳＥ
ＲＶＥＤフィールドは、典型的には‘００００’に設定されるが、その他の値を有するこ
とができる。
【００４４】
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドは、ＳＲＤＭ内のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドの発生数
を示す。ユーザデバイスが接続を試みるときの各ＣＤＭＡチャネルに関して、関連づけら
れた一意のＣＤＭＡチャネル識別子がＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドにおいて提供される
。例えば、ユーザデバイスが接続の取得を試みるために４つの利用可能なＣＤＭＡチャネ
ルが存在する場合は、各々が一意のチャネル識別子を有する４つの別々のＣＤＭＡ＿ＣＨ
ＡＮフィールドが存在することになる。
【００４５】
一実施形態においては、ユーザデバイス３０５が上記のパラメータを有するＳＲＤＭを受
信したときには、ＳＲＤＭによって示された新しい周波数に再同調することができる。Ｓ
ＲＤＭの実行が成功した時点で、ユーザデバイス３０５は、新しい周波数において自己を
登録し、その周波数においてページングメッセージの有無をリッスン（ｌｉｓｔｅｎ）す
る。ネットワーク、例えばフェムトセルネットワーク、に適切に登録後は、システムは、
新しい周波数においてユーザデバイス３０５にページングメッセージを送出することをフ
ェムトセルネットワークに行わせる。
【００４６】
前述されるように、周波数再使用フェムトセル展開シナリオにおいては、ユーザデバイス
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は、マクロシステムにおいてアイドル状態であることができる。フェムトセルに加入して
いるユーザデバイスは、上述されるように、フェムトセルによっても用いられる周波数に
同調されていることになり、ＳＲＤＭメッセージによってリダイレクトされている。ユー
ザデバイス３０５が現在サービスを提供中のマクロセルのパイロットよりも強いフェムト
セルからのパイロット信号強度を検出したときには、ユーザデバイスは、アイドルハンド
オフを行い、フェムトセルのモニタリングを開始することができる。ユーザデバイス３０
５は、フェムトセルからシステムパラメータメッセージを受信する。ユーザデバイス３０
５は、システムパラメータメッセージ内のＳＩＤ／ＮＩＤ値を、アイドルハンドオフ開始
前にモニタリングしていたマクロネットワークのＳＩＤ／ＮＩＤ値と比較することができ
る。ＳＩＤ／ＮＩＤに関する２組の値がマッチしない場合は、ユーザデバイス３０５は、
フェムトセルネットワークに登録することができる。一実施形態においては、登録が要求
される。ユーザデバイス３０５は、フェムトセルカバレッジエリアからマクロセルカバレ
ッジエリアに移動するときと同様の方法でアイドルハンドオフを行う。専用フェムトセル
展開シナリオにおいて、マクロネットワークは、一実施形態においては、システムリダイ
レクションを周期的に行うように構成することができ、ＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフ
ィールドが“１”に設定される。このようにして、サービスリダイレクションが失敗した
（例えば、ユーザデバイス３０５がフェムトセルのカバレッジエリア外に所在する）場合
は、ユーザデバイス３０５は、マクロセルラーシステム及びその現在の周波数に戻る。
【００４７】
図５は、この発明の一実施形態による動作流れ図５００を示す。動作流れ図５００は、ネ
ットワークコアにおいて又は基地局（例えば、マクロ基地局又はフェムトセル基地局）に
おいて実装可能であることが注目されるべきである。今度は図５を参照して、動作流れ図
５００は、ステップ５０５において開始し、ステップ５０５において、ネットワークは、
ユーザデバイス３０５等のユーザデバイスから登録メッセージを受信する。ステップ５１
０において、ネットワークは、ユーザデバイス３０５によって使用中の現在の通信（ＦＤ

ＥＶＩＣＥ）周波数を決定する。概して、ユーザデバイス３０５は、ＦＤＥＶＩＣＥ周波
数を用いてネットワークに自己を登録する。
【００４８】
ステップ５１５において、ネットワークは、ユーザデバイス３０５の加入を確認し、ユー
ザデバイス３０５がフェムトセルネットワークに加入しているかどうかを決定する。これ
は、例えばユーザデバイス３０５の識別番号を用いて行うことができる。次に、ネットワ
ークは、ステップ５２０及び５２２において、ＦＤＥＶＩＣＥ周波数が、マクロセルとフ
ェムトセルの両方が展開される再使用周波数であるかどうかを決定する。システムは、２
つ以上の再使用周波数を有することが可能であることが注目されるべきである。
【００４９】
経路５２１を参照し、ユーザデバイス３０５がフェムトセルに加入しており、ユーザデバ
イス３０５の現在の通信（ＦＤＥＶＩＣＥ）周波数が、フェムトセルが展開される周波数
である場合は、ネットワークは、ユーザデバイス３０５を現在の周波数に残し、サービス
リダイレクションメッセージは送信されない。しかしながら、ステップ５２０において、
ＦＤＥＶＩＣＥ周波数が、フェムトセルが展開される周波数でないことが決定された場合
は、ネットワークは、ステップ５４０において、フェムトセル及びマクロセルの両ネット
ワークによって用いられる共通周波数（再使用周波数）にリダイレクトするためのＳＲＤ
Ｍをユーザデバイスに送信する。これは、ユーザデバイス３０５が、フェムトセルネット
ワークのカバレッジエリア内に入るごとにマクロネットワーク基地局の代わりにフェムト
セルネットワーク基地局を介してネットワークコアと通信するのを可能にする。このよう
にして、ユーザデバイス３０５は、フェムトセルシステムを用いるためにあらゆる有利な
アカウンティング方式を利用することができ、これは、マクロネットワークにおけるエア
トラフィックを低減させるのに同時に役立つ。
【００５０】
ユーザデバイス３０５が、マクロネットワークからのサービスリダイレクションコマンド
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を実行中に、又はフェムトセルへのアイドルハンドインを実行した時点で付近のフェムト
セルネットワークからシステムパラメータメッセージを受信する周波数再使用実施形態に
おいては、ユーザデバイス３０５は、フェムトセルネットワークのＳＩＤ／ＮＩＤ値をマ
クロネットワークのＳＩＤ／ＮＩＤ値と比較するように構成される。２つの値がマッチし
ない場合は、ユーザデバイス３０５は、フェムトセルネットワークに登録しなければなら
ない。ユーザデバイス３０５がフェムトセルネットワークカバレッジエリア外に所在する
ときには、ユーザデバイス３０５は、フェムトセルによっても用いられる周波数において
マクロネットワーク上にとどまることができる。
【００５１】
ステップ５４０において、ネットワークは、フェムトセルネットワークのみによって用い
られる周波数にユーザデバイス３０５をリダイレクトすることも可能である。これは、専
用フェムトセル展開シナリオと呼ばれる。このシナリオにおいては、マクロネットワーク
は、システムリダイレクションを周期的に実行するように構成することができ、ＲＥＴＵ
ＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドが‘１’に設定される。このようにして、ユーザデバイ
ス３０５がフェムトセルカバレッジエリア外に所在するときにサービスリダイレクション
が失敗した場合は、ユーザデバイス３０５は、現在の又はデフォルトの周波数に戻る。ユ
ーザデバイス３０５がフェムトセルのカバレッジエリア内に入った時点で、それは、ＳＲ
ＤＭを成功裏に完了することによってフェムトセルを取得する。
【００５２】
今度は経路５２３を参照し、ユーザデバイス３０５がフェムトセルに加入をしておらず及
びＦＤＥＶＩＣＥ周波数が、フェムトセルが展開される周波数でない場合は、ネットワー
クは、ユーザデバイス３０５を引き続き現在の周波数にとどめ、サービスリダイレクショ
ンメッセージは送信されない。しかしながら、ステップ５２２において、ＦＤＥＶＩＣＥ

周波数が、フェムトセルが展開される同じ周波数であることが決定された場合は、ネット
ワークは、ステップ５３０において、マクロセルのみが展開される周波数にユーザデバイ
ス３０５をリダイレクトするためのＳＲＤＭをユーザデバイス３０５に送信する。
【００５３】
経路５２７は、ユーザデバイス３０５がフェムトセル周波数において動作中であるがフェ
ムトセルに加入していない典型的シナリオ又はユーザデバイス３０５が特定のフェムトセ
ルにアクセスするための適切な権限を有さない典型的シナリオを示す。これが生じたとき
には、ユーザデバイス３０５は、他の非フェムトセル周波数にリダイレクトされる。ユー
ザデバイス３０５が概してフェムトセルに加入しているが特定のフェムトセルへのアクセ
ス権を有さない（例えば、フェムトセルが特定の世帯の構成員及び特に権限が付与された
デバイスに制限される）場合は、ネットワークは、ユーザデバイスがフェムトセルにおい
て登録し（従って着呼の場合にページングできるようにする）のを許可できるが、呼が行
われたとき（例えば、着信するかユーザデバイス３０５から発生したとき）には、マクロ
ネットワークによってしか展開されない他の周波数からのチャネル資源がシステムによっ
て割り当てられる。このようにして、ユーザデバイス３０５は、マクロネットワークとフ
ェムトセルネットワークとの間において連続的にリダイレクトされるループ内に入るのを
防止される。
【００５４】
ユーザデバイス３０５が一般的なフェムトセルアクセス権を有しておらず、マクロネット
ワーク及びフェムトセルネットワークによって共有される周波数を使用中である場合は、
ネットワークは、マクロセルのみが動作する他の周波数にユーザデバイス３０５をリダイ
レクトすることができる。
【００５５】
図６は、この発明の一実施形態によるフェムトセルに加入したユーザデバイスの動作流れ
図６００（例えば、携帯電話、ＰＤＡ、等）及びその一方でのサービスリダイレクション
ルーチンの実行を示す。動作流れ図６００は、システムのユーザデバイス（例えば、ユー
ザデバイス３０５）側において実装できることが注目されるべきである。次に図６を参照
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し、動作流れ図６００は、ステップ６０５において開始し、ステップ６０５において、ユ
ーザデバイス、例えばユーザデバイス３０５、は、ネットワークコアに登録する。登録は
、とりわけ、ユーザデバイス３０５が現在通信のために使用中である周波数をネットワー
クが決定するのを可能にする。
【００５６】
ユーザデバイス３０５がネットワークに登録された時点で、ユーザデバイス３０５は、ス
テップ６１０において他の周波数にリダイレクトする必要がある場合はサービスリダイレ
クションメッセージを受信する。
【００５７】
ステップ６１５において、サービスリダイレクションメッセージがユーザデバイス３０５
によって受信された時点で、それは、サービスリダイレクションメッセージによって示さ
れた周波数に再同調する。例えば、フェムトセルに加入している通信デバイスは、リダイ
レクトされ、フェムトセル及びマクロセルによって共有される周波数に再同調する。ステ
ップ６２０において、ユーザデバイス３０５は、フェムトセルによって用いられる周波数
におけるページングメッセージの有無を確認するために新周波数におけるページングチャ
ネルを受動的にモニタリングする。
【００５８】
図７は、この発明の一実施形態によりネットワークコア又は基地局において実装すること
ができる動作流れ図７００を示す。動作流れ図７００は、ステップ７０５において開始し
、ステップ７０５において、基地局によってサポートされる各チャネル又は周波数に関し
てＣＤＭＡチャネルリストが生成される。一実施形態においては、ネットワークは、２つ
の別々のＣＤＭＡチャネルリストを維持することができる。一方のチャネルリストは、マ
クロセルネットワークのみによって用いられる周波数を含み、他方のチャネルリストは、
フェムトセルネットワーク及びマクロネットワークによって共有される１つの周波数を含
む。ネットワークは、２つ以上の周波数を共有周波数（又は再使用周波数）としてフェム
トセルネットワーク及びマクロネットワークの両方が用いるようにすることができるが、
以下の本文においては、単一の共有周波数を例として用いることが注目されるべきである
。
【００５９】
概して、レガシー基地局においては、基地局がサポートする各チャネル周波数において共
通のＣＤＭＡチャネルリストがブロードキャストされる。これは、チャネル周波数が再使
用周波数、専用フェムトセル周波数、又は専用マクロセル周波数のいずれであるかにかか
わらず、各々のすべてのチャネル周波数において同じＣＤＭＡチャネルリストがブロード
キャストされることを意味する。一実施形態においては、基地局３１０又は３１５は、様
々な基地局及び動作周波数において別々のＣＤＭＡチャネルリスト、例えば、（１）各フ
ェムトセルにおいてブロードキャストされ、そのフェムトセルの動作周波数を含む第１の
ＣＤＭＡチャネルリストメッセージ、（２）フェムトセルによって再使用される周波数又
は周波数（複数）において全マクロセルにおいてブロードキャストされ、フェムトセル及
びマクロセルの両方によって再使用される周波数又は周波数（複数）を含む第２のＣＤＭ
Ａチャネルリストメッセージ、及び（３）残りのマクロセル周波数の各々においてマクロ
セルによってブロードキャストされ、マクロセルのみによって使用中である周波数を含む
第３のＣＤＭＡチャネルリストメッセージ、をブロードキャストするように構成される。
例えば、チャネル周波数Ｆ１が、フェムトセルネットワーク及びマクロセルネットワーク
の両方が展開される再使用周波数であり、さらに周波数Ｆ２乃至Ｆ１０はマクロセルのみ
によって用いられる展開について検討すると、フェムトセル基地局３１５は、‘Ｆ１’の
みを含むＣＤＭＡチャネルリストメッセージを周波数Ｆ１においてブロードキャストする
ように構成される。ステップ７１０を参照。この例を続けると、マクロ基地局３１０は、
同じく‘Ｆ１’のみを含むＣＣＬＭを周波数Ｆ１においてブロードキャストし、他方、マ
クロ基地局３１０の残りの周波数はすべて、ＣＤＭＡチャネル周波数‘Ｆ２、Ｆ３，．．
．、Ｆ１０’をブロードキャストするように構成される。この手法を用いることで、アイ
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ドルモードにあるユーザデバイスは、周波数Ｆ１にリダイレクトされたときに、アイドル
モードにとどまり（周波数Ｆ２乃至Ｆ１０のうちの１つにリハッシュ（ｒｅｈａｓｈｉｎ
ｇ）しない）、同様に、周波数Ｆ２乃至Ｆ１０のうちのいずれかにあるユーザデバイスは
、Ｆ１にハッシュせずに、これらの９つの周波数のうちの１つに同調する。
【００６０】
説明されるＣＣＬＭ構成の方法で、ユーザデバイス３０５は、ＳＲＤＭメッセージによっ
て異なる周波数に送信されたときにループに入るのを防止される。例えば、フェムトセル
に加入しているユーザデバイス３０５が周波数Ｆ１にリダイレクトされた場合は、その周
波数リストにおけるＣＣＬＭはＦ１のみをリストに記載し、Ｆ２乃至Ｆ１０は記載しない
ため、ユーザデバイスはその周波数にとどまる。
【００６１】
図８を参照し、この発明の一実施形態によりユーザデバイスの通信サービスを１つの通信
ネットワークから他の通信ネットワークにリダイレクトするための典型的装置８００が提
供される。示されるように、装置８００は、ユーザデバイス３０５等のユーザデバイスか
ら登録メッセージを受信するための手段８１０と、ユーザデバイス３０５の現在の通信（
ＦＤＥＶＩＣＥ）周波数を決定するための手段８１５と、フェムトセルネットワークへの
ユーザデバイス３０５の加入を決定するための手段８２０と、フェムトセルネットワーク
が展開される周波数にユーザデバイス３０５をリダイレクトするための手段８３０と、マ
クロネットワークが展開される周波数にユーザデバイス３０５をリダイレクトするための
手段８３５と、を含む。
【００６２】
装置８００は、別々のＣＤＭＡチャネルリストを生成するための手段８４０と、マクロシ
ステム基地局３１０の特定のチャネル周波数の各々における個別のＣＤＭＡチャネルリス
ト、及びフェムトセルシステム基地局３１５の個別のＣＤＭＡチャネルリストをブロード
キャストするための手段８４５と、をさらに含む。手段８４０において、第１のリストは
、マクロネットワークのみによって用いられるＣＤＭＡチャネルを含み、第２のリストは
、マクロネットワーク及びフェムトセルネットワークの両方によって用いられるＣＤＭＡ
チャネルを含み、第３のリストは、フェムトセルによって用いられるＣＤＭＡチャネルを
含む。一実施形態においては、第２のリストは、フェムトセルネットワーク及びマクロセ
ルネットワークの両方が展開される単独の周波数のみを含み、第３のリストは、第２のリ
ストと同じである。手段８４０において、第１のリストは、ユーザデバイス３０５がその
ＣＤＭＡチャネルリスト内の周波数のうちのいずれかを用いて最初にシステムを取得する
場合はマクロネットワークリストに記載される周波数のみにハッシュすることをユーザデ
バイス３０５に行わせる。同様に、手段８４０において、一実施形態においてその単独の
周波数を有する第２のリストに適用されるときには、第２のリストに記載された周波数上
に、すなわちフェムトセルネットワークによって用いられる周波数上に、ユーザデバイス
をとどまらせる。
【００６３】
装置８００は、バス８０５又はその他の同様の通信カップリングを介して手段８１０乃至
８４５と動作上の通信状態にあることができるプロセッサ８５５を含むことができる。さ
らに、装置８００は、バス８０５、等を介して装置８００のその他の構成要素に動作可能
な形で結合することができる任意選択のコンピュータによって読み取り可能な媒体又はメ
モリデバイス８５０を含むことができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体又は
メモリデバイス８５０は、手段８１０乃至８４５又はここにおいて開示される方法のいず
れかのプロセス及び動作を実行するためのコンピュータによって読み取り可能な命令及び
データを格納するために好適化することができる。装置８００は、装置８００のその他の
構成要素に動作可能な形で結合されたトランシーバ８７０を含むこともできる。独立型受
信機及び／又は独立型送信機をトランシーバ８７０の代わりに又はトランシーバ８７０と
関係させて用いることができる。
【００６４】
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図９を参照し、この発明の一実施形態によるユーザデバイスのサービスリダイレクション
のための典型的装置９００が提供される。装置９００は、ユーザデバイスをマクロネット
ワーク、ネットワークコア、又はフェムトセルネットワークに登録するための手段９１０
と、それらのネットワークのうちの１つからサービスリダイレクションメッセージを受信
するための手段９１５と、手段９１５において指定された周波数（例えば、フェムトセル
が展開される周波数）にユーザデバイス３０５を再同調させるための手段９２０と、新周
波数においてページングチャネルをモニタリングする（例えば、フェムトセルネットワー
クからのページングメッセージの有無をモニタリングする）ための手段９２５と、を含む
。
【００６５】
装置９００は、バス９０５又はその他の同様の通信カップリングを介して手段９１０、９
１５、９２０、及び９２５と動作上の通信状態にあることができるプロセッサ９５５を含
むことができる。さらに、装置９００は、バス９０５、等を介して装置９００のその他の
構成要素に動作可能な形で結合することができる任意選択のコンピュータによって読み取
り可能な媒体又はメモリデバイス９５０を含むことができる。コンピュータによって読み
取り可能な媒体又はメモリデバイス９５０は、手段９１０、９１５、９２０、及び９２５
、又はここにおいて開示される方法のいずれかのプロセス及び動作を実行するためのコン
ピュータによって読み取り可能な命令及びデータを格納するために好適化することができ
る。装置９００は、装置９００のその他の構成要素に動作可能な形で結合されたトランシ
ーバ９７０も含むことができる。独立型受信機及び／又は独立型送信機をトランシーバ９
７０の代わりに又はトランシーバ９７０と関係させて用いることができる。
【００６６】
この出願は、この発明の特定の例を説明する一方で、当業者は、発明の概念から逸脱する
ことなしにこの発明の変形形態を案出することができる。例えば、ここにおける教示は、
回線交換ネットワーク要素を参照するが、パケット交換領域ネットワーク要素に対しても
等しく適用可能である。“典型的な”という表現は、ここでは、“１つの例、事例、又は
実例”を意味するために用いられる。ここにおいて“典型的な”として説明されるいずれ
の実施形態も、その他の実施形態よりも好ましい又は有利であるとは必ずしも解釈すべき
ではない。
【００６７】
　ここにおいて説明される１つ以上の側面により、説明される複数の周辺のフェムトセル
及び／又はマクロセルに関する通信パラメータを決定することについての推論を行えるこ
とが理解されるであろう。ここにおいて用いられる“推論する”又は“推論”という表現
は、概して、システム、環境、及び／又はユーザの状態をイベント及び／又はデータを介
して取得された一組の観察事項から推量するか又は推論するプロセスを指す。推論は、特
定の状況又は行動を識別するために採用することができるか、又は例えば状態に関する確
率分布を生成することができる。推論は、確率論的、すなわち、データ及びイベントの考
慮に基づいた対象状態に関する確率分布の計算であることができる。推論は、より高いレ
ベルのイベントを一組のイベント及び／又はデータから組み立てるために採用される技法
を指すこともできる。該推論の結果として、新しいイベント又は行動が一組の観察された
イベント及び／又は格納されたイベントデータから構築されることになり、これらのイベ
ントが時間的に接近した形で相互に関連しているかどうか、及びこれらのイベント及びデ
ータが１つ又は幾つかのイベント及びデータ源からのものであるかどうかを問わない。
【００６８】
この明細書において用いられる表現及び句、及びその変形は、別途明記されない限り、制
限するのではなく無制限であると解釈されるべきである。上記の例として、“含む”とい
う表現は、“制限することなしに含む”こと、等を意味すると解釈されるべきであり、“
例”という表現は、包括的でも制限的でもなく説明の対象となる項目の典型例を提供する
ために用いられ、“１つの”（ “ａ”又は“ａｎ” ）は、“少なくとも１つの”、“１
つ以上の” 、等を意味すると解釈すべきであり、“従来の”、“伝統的な”、“通常の
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”、“標準的な”、“既知の”、等の形容詞及び同様の意味を有する表現は、説明される
項目を所定の期間に制限する又は所定の時点において入手可能な品目に制限するものであ
るとは解釈されるべきでなく、代わりに、現在又は将来のいずれかの時点において利用可
能になるか又は知ることができる従来の、伝統的な、通常の、又は標準的な技術を包含す
ると解釈されるべきである。同様に、この明細書が当業者にとって明確であるか又は当業
者に知られる技術を意味する場合は、該技術は、現在又は将来のいずれかの時点において
当業者にとって明確であるか又は当業者に知られる技術を包含する。
【００６９】
接続詞“及び”によって連結される項目群は、これらの項目のうちのあらゆる１つがその
項目群内に存在することを要求するものであるとは解釈されるべきでなく、むしろ、明確
に別記されない限り“及び／又は”であると解釈されるべきである。同様に、接続詞“又
は”によって連結される項目群は、その項目群内において互いに排他的であることを要求
するとは解釈されるべきでなく、むしろ、明確に別記されない限り“及び／又は”である
と解釈されるべきである。さらに、この発明の品目、要素又は構成要素は、単数形で説明
又は請求することができるが、単数形に限定されることが明記されない限り複数形もその
適用範囲内であることが企図される。
【００７０】
幾つかの例における拡大語句、例えば“１つ以上の”、“少なくとも１つの”、“限定さ
れることなしに”、等の存在は、該拡大語句が存在しない例においてはより狭い事例が意
図されるか又は要求されるとは解釈されるべきでない。
【００７１】
さらに、ここにおいて示される様々な実施形態は、典型的なブロック図、フローチャート
及びその他の例を用いて説明される。この明細書を読んだ後に当業者に明らかになるよう
に、例示される実施形態及びその様々な代替実施形態は、示される例に限定されることな
しに実装することができる。例えば、ブロック図及びその付随する説明は、特定の体系又
は構成を要求するとは解釈されるべきでない。
【００７２】
この出願において用いられる場合における、“構成要素”、“モジュール”、“システム
”、等の用語は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合
わせ、ソフトウェア、実行中のソフトウェアのいずれであるかにかかわらず、コンピュー
タに関連するエンティティを意味することが意図される。例えば、構成要素は、限定され
ることなしに、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、エクセキ
ュータブル、実行スレッド、プログラム、及び／又はコンピュータであることができる。
一例として、計算デバイスにおいて実行中のアプリケーション及びその計算デバイスの両
方が構成要素であることができる。プロセス及び／又は実行スレッド内には１つ以上の構
成要素が常駐することができ、構成要素は、１つのコンピュータ上に局在化する及び／又
は２つ以上のコンピュータ間で分散させることができる。さらに、これらの構成要素は、
様々なデータ構造が格納されている様々なコンピュータによって読み取り可能な媒体から
実行可能である。これらの構成要素は、ローカル及び／又は遠隔プロセスによって、例え
ば１つ以上のデータパケット（例えば、ローカルシステム又は分散型システム内の他の構
成要素と対話中の、及び／又はインターネット等のネットワークを通じて信号を用いてそ
の他のシステムと対話中の構成要素からのデータ）を有する信号に従って通信することが
できる。
【００７３】
ここにおいて開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序又は階層は、典型的手法
の一例であることが理解される。設計上の選好に基づき、プロセスにおけるステップの特
定の順序又は階層は、この開示の適用範囲内にとどまりつつ再編可能であることが理解さ
れる。添付される方法の請求項は、様々なステップの要素を例示的順序で提示するもので
あり、提示される特定の順序又は階層に限定されることは意味しない。
【００７４】
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当業者は、情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すこと
ができることを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることがあ
るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電流
、電磁波、磁場、磁気粒子、光学場、光学粒子、又はそのあらゆる組合せによって表すこ
とができる。
【００７５】
ここにおいて開示される例と関係させて説明される様々な例示的論理ブロック、モジュー
ル、回路、方法及びアルゴリズムは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、は
両方の組み合わせとして実装できることを当業者はさらに理解するであろう。ハードウェ
アとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するため、上記においては、様々な例示的構
成要素、ブロック、モジュール、回路、方法及びアルゴリズムが、各々の機能の観点で一
般的に説明されている。該機能がハードウェアとして又はソフトウェアとして実装される
かは、全体的システムに対する特定の用途上の及び設計上の制約事項に依存する。当業者
は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様々な形で実装することができる
が、これらの実装決定は、この発明の適用範囲からの逸脱を生じさせるものであるとは解
釈されるべきでない。　
さらに、ここにおいては、様々な実施形態がユーザデバイスと関係させて説明される。ユ
ーザデバイスは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、遠隔局、遠
隔端末、アクセス端末（ＡＴ）、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザーエージ
ェント、ユーザデバイス、又はユーザ装置と呼ぶことも可能である。ユーザデバイスは、
携帯電話、コードレスフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）フォン、ワイヤレス
ローカルループ（ＷＬＬ）局、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、無線接続能
力を有するハンドヘルドデバイス、計算デバイス、又は無線モデムに接続されたその他の
処理デバイスであることができる。さらに、ここでは、様々な実施形態が基地局と関係さ
せて説明される。基地局は、ユーザデバイスとの通信のために利用することができ及びア
クセスポイント、ノードＢ、エボルブドノードＢ（ｅＮｏｄｅ　Ｂ又はｅＮＢ）、基地ト
ランシーバ局（ＢＴＳ）又はその他の用語で呼ぶことも可能である。
【００７６】
　さらに、ここにおいて説明される様々な側面又は特徴は、標準的なプログラミング及び
／又はエンジニアリング技法を用いて製造方法、製造装置、又は製造品として実装するこ
とができる。ここにおいて用いられる“製造品”という表現は、コンピュータによって読
み取り可能なデバイス、キャリヤ、又は媒体からアクセス可能なコンピュータプログラム
を包含することが意図される。例えば、コンピュータによって読み取り可能な媒体は、磁
気記憶装置（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリッ
プ）と、光学ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルバーサタイルデ
ィスク（ＤＶＤ））と、スマートカードと、フラッシュメモリデバイス（例えば、消去可
能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、カード、スティック、キードライ
ブ）と、を含むことができるが、これらに限定されない。さらに、ここにおいて説明され
る様々な記憶媒体は、情報を格納するための１つ以上のデバイス及び／又はその他の機械
によって読み取り可能な媒体を表すことができる。“機械によって読み取り可能な媒体”
という表現は、限定されることなしに、無線チャネルと、命令及び／又はデータを格納、
内蔵、及び／又は搬送することができるその他の様々な媒体と、を含むことができる。
【００７７】
ここにおいて説明される技法は、様々な無線通信システム、例えば、符号分割多元接続（
ＣＤＭＡ）、多搬送波ＣＤＭＡ（ＭＣ－ＣＤＭＡ）、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、
高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ＋）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数
分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、単搬送波周波数領
域多重（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、及びその他の多元接続システム／技法、に関して用いること
ができる。用語“システム”及び“ネットワーク”は、互換可能な形で用いることができ
る。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ２００
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０、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、Ｗ－ＣＤＭＡ及び／又はＣＤＭ
Ａのその他の変形を含むことができる。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９
５及びＩＳ－８５６規格を網羅する。ＴＤＭＡシステムは、グローバル移動体通信システ
ム（ＧＳＭ）等の無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２
．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡ及びＥ
－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロ
ング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用し、ダウンリンクに
おいてＯＦＤＭＡ及びアップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭＡを採用する、近い将来リリー
スされる予定のＵＭＴＳである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ及びＧＳＭ
は、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）という名称の組織から発行
された文書において説明されている。ＣＤＭＡ２０００及びＵＭＢは、“第３世代パート
ナーシッププロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の組織から発行された文書におい
て説明されている。ここにおいて説明される無線通信システムは、１つ以上の規格、例え
ば、ＩＳ－９５、ｃｄｍａ２０００、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、
等を実装できることがさらに注目される。
【００７８】
ここにおいて開示される例に関係して説明される様々な例示的な論理ブロック、モジュー
ル、及び回路は、ここにおいて説明される機能を果たすように設計された汎用プロセッサ
、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）、その他のプログラミング可能な論理デバイス
、ディスクリートゲートロジック、ディスクリートトランジスタロジック、ディスクリー
トハードウェア構成要素、又はそのあらゆる組合せ、とともに実装又は実行することがで
きる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができるが、代替においては、従
来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシン
であってもよい。プロセッサは、計算装置の組合せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロ
プロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する１
つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はその他のあらゆる該コンフィギュレーショ
ンとの組合せ、として実装することもできる。
【００７９】
ここにおいて開示される例と関係させて説明される方法又はアルゴリズムは、ハードウェ
ア内において直接、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において、又
はその２つの組み合わせにおいて具現化することができる。ソフトウェアモジュールは、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、ＥＰＲＯＭ、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、レ
ジスタ、ハードディスク、取り外し可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当業において知ら
れるその他の形態の記憶媒体に常駐することができる。記憶媒体は、プロセッサに結合さ
せ、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出すようにすること及び記憶媒体に情報を書き
込むようにすることができる。代替においては、記憶媒体は、プロセッサと一体化させる
ことができる。プロセッサ及び記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に常駐することができる。
【００８０】
１つ以上の典型的実施形態において、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、又はその組み合わせにおいて実装することができる。ソフトウェアにお
いて実装される場合は、これらの機能は、コンピュータによって読み取り可能な媒体に格
納すること又は１つ以上の命令又は符号として送信することができる。コンピュータによ
って読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体と、１つの場所から他の場所へのコン
ピュータプログラムの転送を容易にするあらゆる媒体を含む通信媒体との両方を含む。記
憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能なあらゆる利用可能な媒体であることがで
きる。一例として、及び制限することなしに、該コンピュータによって読み取り可能な媒
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体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその他の光学ディスクストレー
ジ、磁気ディスクストレージ又はその他の磁気記憶デバイス、又はコンピュータによって
アクセス可能な命令又はデータ構造の形態で希望されるプログラムコードを搬送又は格納
するために用いることができるその他の媒体、を備えることができる。さらに、いずれの
接続もコンピュータによって読み取り可能な媒体と適切に呼ばれる。例えば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、より対線、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ
）、又は無線技術、例えば、赤外線、無線、及びマイクロ波、を用いてウェブサイト、サ
ーバ、又はその他の遠隔ソースから送信される場合は、該同軸ケーブル、光ファイバーケ
ーブル、より対線、ＤＳＬ、又は無線技術、例えば赤外線、無線、及びマイクロ波、は、
媒体の定義の中に含まれる。ここにおいて用いられるときのディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉ
ｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レーザーディスク（登録商標）
（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）
（ｄｉｓｃ）と、フロッピーディスク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイディスク（ｄｉｓｃ）
と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通常はデータを磁気的に複製し、ｄｉｓｃは、レーザー
を用いて光学的にデータを複製する。上記の組合せも、コンピュータによって読み取り可
能な媒体の適用範囲に含まれるべきである。
【００８１】
開示される例に関する上記説明は、当業者がこの発明を製造又は使用できるようにするこ
とを目的とする。これらの例に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明確になるで
あろう。ここにおいて定められる一般原理は、この発明の精神及び適用範囲を逸脱しない
形でその他の例に対しても適用することができる。以上のように、この発明は、ここにお
いて示される例に限定されることが意図されるものではなく、ここにおいて開示される原
理及び斬新な特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月8日(2014.10.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信デバイスから登録メッセージを受信することと、
　フェムトセルネットワークへの前記通信デバイスの加入状態を決定することと、
　前記通信デバイスの前記加入状態に基づいて第１の通信周波数に再同調するように前記
通信デバイスに命令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイス
に送信すること、とを備える、通信のための方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
開示される例に関する上記説明は、当業者がこの発明を製造又は使用できるようにするこ
とを目的とする。これらの例に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明確になるで
あろう。ここにおいて定められる一般原理は、この発明の精神及び適用範囲を逸脱しない
形でその他の例に対しても適用することができる。以上のように、この発明は、ここにお
いて示される例に限定されることが意図されるものではなく、ここにおいて開示される原
理及び斬新な特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべきである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
通信デバイスから登録メッセージを受信することと、
フェムトセルネットワークへの通信デバイス加入状態を決定することと、
前記通信デバイスの前記加入状態に基づいて第１の通信周波数に再同調するように前記通
信デバイスに命令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイスに
送信すること、とを備える、通信のための方法。
［Ｃ２］
前記第１の通信周波数に再同調することは、前記通信デバイスが前記第１の周波数におい
て展開されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記通信デバイスが前記フ
ェムトセルを取得するのを可能にすることを備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ３］
マクロネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能な第１の組のＣＤ
ＭＡチャネルを生成することと、
前記マクロネットワーク又は前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記通
信デバイスが利用可能な第２の組のＣＤＭＡチャネルを生成することと、
前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能な第３
の組のＣＤＭＡチャネルを生成すること、とをさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ４］
前記第１の通信周波数は、前記第１又は前記第２の組のＣＤＭＡチャネルからの通信周波
数であり、それにより、前記通信デバイスが前記第１又は第２の組のＣＤＭＡチャネルか
らでない通信周波数にハッシュすることによって生じるループに入るのを防止するＣ３に
記載の方法。
［Ｃ５］
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前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて再同調するための
１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記Ｎ
ＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づくＣ１に記載の方法。
［Ｃ６］
前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指定
されるＣ３に記載の方法。
［Ｃ７］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに加入していることを前記加入状態が示すときに前記フェムトセルネットワーク
によって用いられるＣＤＭＡチャネルを指定するＣ１に記載の方法。
［Ｃ８］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記フ
ェムトセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって用
いられるＣＤＭＡチャネルを指定するＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］
前記通信デバイスの前記加入状態にかかわらず前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに登録するのを可能にすることをさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークであるＣ３に記載の方法。
［Ｃ１１］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備えるＣ
５に記載の方法。
［Ｃ１２］
コンピュータプログラム製品であって、
通信をリダイレクトすることをコンピュータに行わせるためにコンピュータによって読み
取り可能な媒体内に埋め込まれ、
通信デバイスから登録メッセージを受信することを前記コンピュータに行わせる第１のコ
ンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、
フェムトセルネットワークへの通信デバイス加入状態を決定することを前記コンピュータ
に行わせる第２のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、
前記通信デバイスの前記加入状態に基づいて第１の通信周波数に再同調するように前記通
信デバイスに命令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイスに
送信することを前記コンピュータに行わせる第３のコンピュータによって読み取り可能な
プログラムコードと、備えるコンピュータによって読み取り可能なプログラムコード関数
、を有する前記コンピュータによって読み取り可能な媒体を備える、コンピュータプログ
ラム製品。
［Ｃ１３］
前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、前記通信デバイスが前記第１の周波数
において展開されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記第１の周波数に
おける前記通信デバイスが前記フェムトセルを取得するのを可能にすることを前記コンピ
ュータに行わせる第４のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードをさらに
備えるＣ１２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１４］
前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、
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マクロネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能な第１の組のＣＤ
ＭＡチャネルを生成することを前記コンピュータに行わせる第４のコンピュータによって
読み取り可能なプログラムコードと、
前記マクロネットワーク又は前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記通
信デバイスが利用可能な第２の組のＣＤＭＡチャネルを生成することを前記コンピュータ
に行わせる第５のコンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、さらに備え
、
前記第１の通信周波数は、前記第１又は前記第２の組からの通信周波数であり、それによ
り、前記通信デバイスが権限を付与されない通信周波数にハッシュすることによってルー
プに入るのを防止されるＣ１２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１５］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
前記通信デバイスが再同調し及び１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて取得
を試みるための１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネ
ル数は、ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づくＣ１２に記載のコンピュータプログラム
製品。
［Ｃ１６］
前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指定
されるＣ１４に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１７］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記フ
ェムトセルネットワークへの加入を示すときに前記フェムトセルネットワークのみによっ
て用いられるＣＤＭＡチャネルを指定するＣ１４に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１８］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記フ
ェムトセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって用
いられるＣＤＭＡチャネルを指定するＣ１４に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ１９］
前記コンピュータによって読み取り可能な媒体は、
前記フェムトセルネットワークへの前記通信デバイスの前記加入状態にかかわらずフェム
トセルのカバレッジに入った時点で前記通信デバイスを前記フェムトセルネットワークに
登録することを前記コンピュータに行わせる第４のコンピュータによって読み取り可能な
プログラムコードをさらに備えるＣ１２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２０］
前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークであるＣ１４に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
［Ｃ２１］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備えるＣ
１５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２２］
通信デバイスから登録メッセージを受信するための手段と、
フェムトセルネットワークへの通信デバイス加入状態を決定するための手段と、
前記通信デバイスの前記加入状態に基づいて第１の通信周波数に再同調するように前記通
信デバイスに命令するためのサービスリダイレクションメッセージを前記通信デバイスに
送信するための手段と、を備える、通信をリダイレクトするための装置。
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［Ｃ２３］
マクロネットワークにアクセスするために前記通信デバイスが利用可能なＣＤＭＡチャネ
ルの第１のリストを生成するための手段と、
前記マクロネットワーク又は前記フェムトセルネットワークにアクセスするために前記通
信デバイスが利用可能なＣＤＭＡチャネルの第２のリストを生成するための手段と、をさ
らに備え、前記第１の通信周波数は、前記第１又は第２のリストからの通信周波数であり
、それにより、前記通信デバイスが前記第１又は前記第２のリストに含まれていない権限
が付与されていない通信周波数にハッシュすることによってループに入るのを防止される
Ｃ２２に記載の装置。
［Ｃ２４］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて再同調するための
１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記Ｎ
ＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づくＣ２２に記載の装置。
［Ｃ２５］
前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指定
されるＣ２１に記載の装置。
［Ｃ２６］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに加入していることを前記通信デバイスの前記加入状態が示すときに前記フェム
トセルネットワークのみによって用いられるＣＤＭＡチャネルを指定するＣ１９に記載の
装置。
［Ｃ２７］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの前記加入状態が前記フ
ェムトセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって用
いられるＣＤＭＡチャネルを指定するＣ１９に記載の装置。
［Ｃ２８］
前記サービスリダイレクションメッセージを送信する前に前記加入状態にかかわらず前記
通信デバイスをフェムトセルネットワークに登録するための手段をさらに備えるＣ２２に
記載の装置。
［Ｃ２９］
前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークであるＣ２３に記載の装置。
［Ｃ３０］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備えるＣ
２１に記載の装置。
［Ｃ３１］
通信デバイスをマクロネットワークに登録することと、
前記マクロネットワークからサービスリダイレクションメッセージを受信することと、
前記サービスリダイレクションメッセージ内の情報に基づいて第１の通信周波数に再同調
すること、とを備える、通信のための方法。
［Ｃ３２］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて再同調するための
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１つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記Ｎ
ＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づくＣ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］
前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指定
されるＣ３２に記載の方法。
［Ｃ３４］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに加入していることを加入状態が示すときに前記フェムトセルネットワークのみ
によって用いられるＣＤＭＡチャネル又はチャネル（複数）を指定するＣ３２に記載の方
法。
［Ｃ３５］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスの加入状態が前記フェム
トセルネットワークへの非加入を示すときに前記マクロネットワークのみによって用いら
れる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定するＣ３２に記載の方法。
［Ｃ３６］
前記マクロネットワークは、ＣＤＭＡに基づくネットワークであるＣ３１に記載の方法。
［Ｃ３７］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
１の値を有するＲＥＴＵＲＮ＿ＩＦ＿ＦＡＩＬフィールドと、
０の値を有するＲＥＤＩＲＥＣＴ＿ＴＹＰＥフィールドと、
ＣＤＭＡバンドクラスを指定するＢＡＮＤ＿ＣＬＡＳＳフィールドと、をさらに備えるＣ
３２に記載の方法。
［Ｃ３８］
通信デバイスをマクロネットワークに登録するための手段と、
前記マクロネットワークからサービスリダイレクションメッセージを受信するための手段
と、
前記サービスリダイレクションメッセージ内の情報に基づいて第１の通信周波数に同調す
るための手段と、を備え、それにより、前記通信デバイスが前記第１の周波数において展
開されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記通信デバイスが前記フェム
トセルを取得するのを可能にする、通信装置。
［Ｃ３９］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて同調するための１
つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記ＮＵ
Ｍ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づくＣ３８に記載の通信装置。
［Ｃ４０］
前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指定
されるＣ３９に記載の通信装置。
［Ｃ４１］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに加入していることを前記通信デバイスの加入状態が示すときに前記フェムトセ
ルネットワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定するＣ
３９に記載の通信装置。
［Ｃ４２］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに加入していないことを前記通信デバイスの加入状態が示すときに前記マクロネ
ットワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定するＣ３９
に記載の通信装置。
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［Ｃ４３］
コンピュータプログラム製品であって、
通信をリダイレクトすることをコンピュータに行わせるためにコンピュータによって読み
取り可能な媒体内に埋め込まれ、
通信デバイスをマクロネットワークに登録することを前記コンピュータに行わせる第１の
コンピュータによって読み取り可能なプログラムコードと、
前記マクロネットワークから受信されたサービスリダイレクションメッセージを処理する
ことを前記コンピュータに行わせる第２のコンピュータによって読み取り可能なプログラ
ムコードと、
前記サービスリダイレクションメッセージ内の情報に基づいて第１の通信周波数に同調す
ることを前記コンピュータに行わせる第３のコンピュータによって読み取り可能なプログ
ラムコードと、を備え、それにより、前記通信デバイスが前記第１の周波数において展開
されるフェムトセルのカバレッジエリアに入った時点で前記通信デバイスが前記フェムト
セルを取得するのを可能にする、コンピュータによって読み取り可能なプログラムコード
関数、を有する前記コンピュータによって読み取り可能な媒体を備える、コンピュータプ
ログラム製品。
［Ｃ４４］
前記サービスリダイレクションメッセージは、
前記通信デバイスをＣＤＭＡシステムにリダイレクトするための情報と、
ＮＵＭ＿ＣＨＡＮＳフィールドを指定する情報と、
前記通信デバイスが１つ以上のＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドを用いて同調するための１
つ以上のＣＤＭＡチャネルを指定する情報と、を備え、ＣＤＭＡチャネル数は、前記ＮＵ
Ｍ＿ＣＨＡＮＳフィールドに基づくＣ４３に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４５］
前記第１の通信周波数は、前記ＣＤＭＡ＿ＣＨＡＮフィールドのうちの１つによって指定
されるＣ４３に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４６］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに加入していることを前記通信デバイスの加入状態が示すときに前記フェムトセ
ルネットワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定するＣ
４３に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４７］
前記サービスリダイレクションメッセージは、前記通信デバイスが前記フェムトセルネッ
トワークに加入していないことを前記通信デバイスの加入状態が示すときにマクロネット
ワークのみによって用いられる１つまたは複数のＣＤＭＡチャネルを指定するＣ４３に記
載のコンピュータプログラム製品。
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