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(57)【要約】
カバレージ及びキャパシティー最適化（ＣＣＯ）アルゴ
リズムを適用する自己最適化ネットワーク（ＳＯＮ）の
ような無線ネットワークにおけるカバレージ最適化のた
めの情報を生成及び交換する。集中型のカバレージと比
較して分散型のカバレージを容易にする。少なくとも一
つの外部エンティティーとの通信が確立され、該少なく
とも一つの外部エンティティー（ユーザ装置又は基地局
）からカバレージ関連測定結果が受信される。そして、
上記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パ
ラメータが自己最適化される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散カバレージ最適化を容易にする方法において、該方法は、
　少なくとも一つの外部エンティティーとの通信を確立することと、
　前記少なくとも一つの外部エンティティーからカバレージ関連測定結果を受信すること
と、
　前記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化すること
を含む方法。
【請求項２】
　前記少なくとも一つの外部エンティティーは、無線端末である請求項１の方法。
【請求項３】
　前記カバレージ関連測定結果を収集するように、前記無線端末を設定することを更に含
む請求項２の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの外部エンティティーは、基地局である請求項１の方法。
【請求項５】
　前記確立することは、前記基地局とのバックホール・コネクションを容易にすることを
含む請求項４の方法。
【請求項６】
　前記カバレージ関連測定に基づいて、カバレージ・レポートを生成することを更に含む
請求項１の方法。
【請求項７】
　前記カバレージ・レポートに含ませるために、カバレージ関連統計のセットを確認する
ことを更に含み、
　前記カバレージ関連統計のセットは、前記カバレージ関連測定結果にわたって計算され
る請求項６の方法。
【請求項８】
　前記カバレージ関連統計のセットは、カバレージ品質、受信電力、受信干渉電力、ユー
ザ装置送信電力、セル・ジオメトリー又は経路損失のうちの少なくとも一つに関連する請
求項７の方法。
【請求項９】
　前記受信干渉電力は、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力である請求項８の
方法。
【請求項１０】
　前記カバレージ関連測定結果にわたって、平均値、最大値又は最小値のうちの少なくと
も一つを計算することを更に含む請求項７の方法。
【請求項１１】
　前記計算することは、基準信号受信電力、基準信号受信品質、基準信号強度表示又はユ
ーザ装置送信電力のうちの少なくとも一つにわたって、前記平均値、前記最大値又は前記
最小値のうちの少なくとも一つを計算することを含む請求項１０の方法。
【請求項１２】
　前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度表示のうちの少な
くとも一つは、サービング・セルに関連する請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度表示のうちの少な
くとも一つは、近隣セルに関連する請求項１１の方法。
【請求項１４】
　前記計算することは、セル・ジオメトリー、セルにおける経路損失又はユーザ装置の信
号対雑音比要求量のうちの少なくとも一つを平均することを含む請求項１０の方法。
【請求項１５】
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　前記計算することは、少なくとも一つの近隣セルに関連する干渉係数を計算することを
含む請求項１０の方法。
【請求項１６】
　前記カバレージ・レポートは、少なくとも一つのセルにより提供されるカバレージに関
連する請求項６の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つのセルは、近隣セルである請求項１６の方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも一つのセルは、拡張した近隣セルである請求項１６の方法。
【請求項１９】
　前記カバレージ・レポートは、サービング・セルからの閾値数のホップの範囲内の拡張
した近隣セルのセットに関連するカバレージ情報を含むために、ネットワーク・エンティ
ティーにより設定可能である請求項１８の方法。
【請求項２０】
　前記カバレージ・レポートを基地局へ通信することを更に含む請求項６の方法。
【請求項２１】
　前記カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリーズに含まれ、
　前記通信することは、期間に基づいて、前記カバレージ・レポートのシリーズをレポー
トすることを含む請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記期間は、ネットワーク・エンティティーにより設定可能である請求項２１の方法。
【請求項２３】
　トリガー・イベントを検出することを更に含み、
　前記通信することは、前記トリガー・イベントに基づく請求項２０の方法。
【請求項２４】
　前記トリガー・イベントは、前記カバレージ・レポートのためのリクエストである請求
項２３の方法。
【請求項２５】
　セルにおける負荷を監視することを更に含み、
　前記検出することは、前記負荷が閾値を超えるかどうかについて判定することを含む請
求項２３の方法。
【請求項２６】
　分散カバレージ最適化を容易にするように構成される装置において、
　メモリに記憶されたコンピュータ実行可能なコンポーネントを実行するように構成され
るプロセッサを含み、該コンポーネントは、
　少なくとも一つの外部エンティティーから少なくとも一つのカバレージ関連測定結果を
受信するように構成される通信コンポーネントと、
　前記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自
己最適化するように構成される最適化コンポーネントとを含む装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも一つの外部エンティティーは、無線端末である請求項２６の装置。
【請求項２８】
　前記通信コンポーネントは、設定データを前記無線端末へ提供するように更に構成され
、
　前記設定データは、前記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果を収集するように前
記無線端末を設定する請求項２７の装置。
【請求項２９】
　前記少なくとも一つの外部エンティティーは、基地局である請求項２６の装置。
【請求項３０】
　前記通信コンポーネントは、前記基地局とのバックホール・コネクションを容易にする
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ように更に構成される請求項２９の装置。
【請求項３１】
　前記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果に基づいて、カバレージ・レポートを提
供するように構成される計算コンポーネント更に含む請求項２６の装置。
【請求項３２】
　前記計算コンポーネントは、前記カバレージ・レポートに含ませるために、カバレージ
関連統計のセットを判定するように更に構成され、
　前記カバレージ関連統計のセットは、前記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果に
わたって計算される請求項３１の装置。
【請求項３３】
　前記カバレージ関連統計のセットは、カバレージ品質、受信電力、受信干渉電力、ユー
ザ装置送信電力、セル・ジオメトリー又は経路損失のうちの少なくとも一つに関連する請
求項３２の装置。
【請求項３４】
　前記受信干渉電力は、特定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力である請求項３３
の装置。
【請求項３５】
　前記計算コンポーネントは、前記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果にわたって
、平均値、最大値又は最小値のうちの少なくとも一つを計算するように更に構成される請
求項３２の装置。
【請求項３６】
　前記計算コンポーネントは、基準信号受信電力、基準信号受信品質、基準信号強度表示
又はユーザ装置送信電力のうちの少なくとも一つにわたって、前記平均値、前記最大値又
は前記最小値のうちの少なくとも一つを計算するように更に構成される請求項３５の装置
。
【請求項３７】
　前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度表示のうちの少な
くとも一つは、サービング・セルに関連する請求項３６の装置。
【請求項３８】
　前記基準信号受信電力、前記基準信号受信品質又は前記基準信号強度表示のうちの少な
くとも一つは、近隣セルに関連する請求項３６の装置。
【請求項３９】
　前記計算コンポーネントは、セル・ジオメトリー、セルにおける経路損失又はユーザ装
置の信号対雑音比要求量のうちの少なくとも一つの平均を実行するように更に構成される
請求項３５の装置。
【請求項４０】
　前記計算コンポーネントは、少なくとも一つの近隣セルに関連する干渉係数を計算する
ように更に構成される請求項３５の装置。
【請求項４１】
　前記カバレージ・レポートは、少なくとも一つのセルにより提供されるカバレージに関
連する請求項３１の装置。
【請求項４２】
　前記少なくとも一つのセルは、近隣セルである請求項４１の装置。
【請求項４３】
　前記少なくとも一つのセルは、拡張した近隣セルである請求項４１の装置。
【請求項４４】
　前記カバレージ・レポートは、サービング・セルからの閾値数のホップの範囲内の拡張
した近隣セルのセットに関連するカバレージ情報を含むために、ネットワーク・エンティ
ティーにより設定可能である請求項４３の装置。
【請求項４５】
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　前記通信コンポーネントは、前記カバレージ・レポート基地局へ通信するように更に構
成される請求項３１の装置。
【請求項４６】
　前記カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリーズに含まれ、
　前記通信コンポーネントは、期間に基づいて、前記カバレージ・レポートのシリーズを
レポートするように更に構成される請求項４５の装置。
【請求項４７】
　前記期間は、ネットワーク・エンティティーにより設定可能である請求項４６の装置。
【請求項４８】
　トリガー・イベントを検出するように構成されるトリガー・コンポーネントを更に含み
、
　前記通信コンポーネントは、前記トリガー・イベントに基づいて、前記カバレージ・レ
ポートを通信するように更に構成される請求項４５の装置。
【請求項４９】
　前記トリガー・イベントは、前記カバレージ・レポートのためのリクエストである請求
項４８の装置。
【請求項５０】
　前記トリガー・コンポーネントは、セルにおけるロードが閾値を超えるかどうか判定す
るように更に構成される請求項４８の装置。
【請求項５１】
　分散カバレージ最適化を容易にするコンピュータ・プログラム製品において、
　少なくとも一つのコンピュータに、
　少なくとも一つの外部エンティティーとの通信を確立させ、
　前記少なくとも一つの外部エンティティーから少なくとも一つのカバレージ関連測定結
果を受信させ、
　前記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自
己最適化させるためのコードを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含むコンピュ
ータ・プログラム製品。
【請求項５２】
　前記コードは、更に、前記少なくとも一つのコンピュータに、前記少なくとも一つのカ
バレージ関連測定結果に基づいて、カバレージ・レポートを提供させる請求項５１のコン
ピュータ・プログラム製品。
【請求項５３】
　前記コードは、更に、前記少なくとも一つのコンピュータに、前記カバレージ・レポー
トに含ませるために、カバレージ関連統計のセットを判定させ、
　前記カバレージ関連統計のセットは、前記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果に
わたって計算される請求項５２のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項５４】
　前記コードは、更に、前記少なくとも一つのコンピュータに、前記少なくとも一つのカ
バレージ関連測定結果にわたって、平均値、最大値又は最小値のうちの少なくとも一つを
計算させる請求項５３のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項５５】
　前記コードは、更に、前記少なくとも一つのコンピュータに、前記カバレージ・レポー
ト基地局へ通信させる請求項５２のコンピュータ・プログラム製品。
【請求項５６】
　分散カバレージ最適化を容易にするように構成される装置において、該装置は、
　少なくとも一つの外部エンティティーとの通信を確立するための手段と、
　前記少なくとも一つの外部エンティティーからカバレージ関連測定結果を受信するため
の手段と、
　前記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化するため
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の手段とを含む装置。
【請求項５７】
　前記カバレージ関連測定に基づいて、カバレージ・レポートを生成するための手段を更
に含む請求項５６の装置。
【請求項５８】
　前記カバレージ・レポートは、少なくとも一つのセルにより提供されるカバレージに関
連する請求項５７の装置。
【請求項５９】
　前記カバレージ・レポートに含ませるために、カバレージ関連統計のセットを確認する
ための手段を更に含み、
　前記カバレージ関連統計のセットは、前記カバレージ関連測定結果にわたって計算され
る請求項５７の装置。
【請求項６０】
　前記カバレージ関連統計のセットは、カバレージ品質、受信電力、受信干渉電力、ユー
ザ装置送信電力、セル・ジオメトリー又は経路損失のうちの少なくとも一つに関連する請
求項５９の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　この出願は、２００９年５月８日付け提出された「Method and Apparatus for Generat
ing and Exchanging Information for Coverage Optimization in Wireless Networks」
と題された米国仮出願第６１／１７６，６４４号の優先権を主張する。当該出願は、参照
によってその全体が本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　（技術分野）
　以下の説明は、一般に無線通信に関し、より詳しくは分散カバレージ最適化を容易にす
るための情報を生成及び交換するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　様々なタイプの通信コンテンツ（例えば、ボイス、データなど）を提供するために無線
通信システムが広く配備される。これらのシステムは、利用可能なシステム資源（例えば
バンド幅及び送信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートするこ
とができる多元接続システムであり得る。そのようなマルチアクセス・システムの例は、
符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数
分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）
システム及び直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　通常、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末のための通信を同時にサポートす
ることができる。各々の端末は、順方向及び逆方向リンク上での伝送を介して１又は複数
の基地局と通信する。順方向リンク（又はダウンリンク）は基地局から端末への通信リン
クを指し、逆方向リンク（又はアップリンク）は端末から基地局への通信リンクを指す。
この通信リンクは、単一入力単一出力、多重入力単一出力又は多重入力多重出力（ＭＩＭ
Ｏ）システムを介して確立され得る。
【０００５】
　ＭＩＭＯシステムは、データ伝送のために複数の（ＮＴ個の）送信アンテナ及び複数の
（ＮＲ個の）受信アンテナを使用する。ＮＴ個の送信アンテナ及びＮＲ個の受信アンテナ
により形成されるＭＩＭＯチャネルは、ＮＳ個の独立したチャネル（それは空間チャネル
とも呼ばれる）に分解され得る。ここで、ＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ，ＮＲ｝である。ＮＳ個の
独立したチャネルの各々は、次元に対応する。複数の送信及び受信アンテナにより作成さ
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れる更なる次元が利用される場合、ＭＩＭＯシステムは、向上されたパフォーマンス（例
えば、より高いスループット及び／又はより大きな信頼性）を提供することができる。
【０００６】
　ＭＩＭＯシステムは、時分割双方向（ＴＤＤ）及び周波数分割双方向（ＦＤＤ）システ
ムをサポートする。ＴＤＤシステムにおいて、順方向及び逆方向リンク伝送は、相互関係
原則が逆方向リンク・チャネルから順方向リンク・チャネルを推定することを可能にする
ように、同一の周波数領域上にある。これは、アクセスポイントにおいて複数のアンテナ
が利用できるときに、アクセスポイントが順方向リンク上の送信ビームフォーミング利得
（transmit beamforming gain）を抽出するのを可能にする。
【０００７】
　無線通信における特定の発展（transmit beamforming gain）は、カバレージ及びキャ
パシティーを向上させることに向けられた。実際に、十分な品質のサービング・セル・カ
バレージを提供すること及びネットワーク・キャパシティーを拡張することは、ネットワ
ークオペレータにより実行されるネットワーク最適化アクティビティーの非常に望ましい
目標（objectives）である。ネットワークにおけるカバレージ及びキャパシティー最適化
（coverage and capacity optimization）（ＣＣＯ）のコストを削減する方法を模索する
ことは、オペレータの投資収益率（Return on Investment）（ＲＯＩ）にとって特に重要
である。したがって、自己最適化ネットワーク（ＳＯＮ）キャパシティーの標準化が、３
ＧＰＰにおいて現在続行されている。ここで、ＣＣＯは、３ＧＰＰにおいて標準化されて
いるＳＯＮ使用可能なネットワーク（SON-capable networks）の大きな機能性のうちの一
つである。とはいえ、現在のＳＯＮ使用可能なネットワークは、それらがそのような自己
最適化を実行することを集中型のインフラストラクチャーにあまりに重く依存するので、
しばしば非効率的である。それゆえ、より効率的なＳＯＮ使用可能なネットワークを容易
にするための方法及び装置を開発することは望ましいであろう。
【０００８】
　上記の現在の無線通信システムの不備（deficiencies）は、単に従来のシステムの問題
の幾つかの概要を提供することを意図されており、網羅的（exhaustive）であることを意
図されていない。従来のシステムに関連する他の問題及び本明細書で説明される様々な非
制限的な実施形態の対応する利点は、以下の説明のレビューの上で更に明らかになり得る
。
【発明の概要】
【０００９】
　以下は、そのような実施形態の基本的な理解を提供するために、１又は複数の実施形態
の簡略化された概要を示す。この概要は、すべての予期される実施形態の外延的な概要で
あるというわけではなく、また、すべての実施形態の鍵となる又は重要な要素を識別する
ことも、一部又は全部の実施形態の範囲を線引きすることも、いずれも意図されていない
。その唯一の目的は、後で示されるより詳しい説明への前置きとして１又は複数の実施形
態の幾つかの概念を簡略化された形で提示することである。
【００１０】
　１又は複数の実施形態及びその対応する開示に従って、無線ネットワークにおけるカバ
レージ最適化のための情報を生成及び交換することに関連して様々な態様が説明される。
一つの態様において、分散カバレージ最適化を容易にするための方法及びコンピュータ・
プログラム製品が開示される。そのような実施形態の中で、少なくとも一つの外部エンテ
ィティーとの通信が確立され、上記少なくとも一つの外部エンティティーからカバレージ
関連測定結果が受信される。そして、上記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ
・パラメータが自己最適化される。
【００１１】
　他の態様において、分散カバレージ最適化を容易にするように構成される装置が開示さ
れる。そのような実施形態の中で、該装置は、メモリに記憶されたコンピュータ実行可能
なコンポーネントを実行するように構成されるプロセッサを含む。上記コンピュータ実行
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可能なコンポーネントは、通信コンポーネント及び最適化コンポーネントを含む。この実
施形態について、上記通信コンポーネントは、少なくとも一つの外部エンティティーから
少なくとも一つのカバレージ関連測定結果を受信するように構成され、一方、上記最適化
コンポーネントは、上記少なくとも一つのカバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ
・パラメータを自己最適化するように構成される。
【００１２】
　更なる態様において、他の装置が開示される。そのような実施形態の中で、該装置は、
確立するための手段、受信するための手段及び自己最適化するための手段を含む。この実
施形態について、上記確立するための手段は、少なくとも一つの外部エンティティーとの
通信を確立し、一方、上記受信するための手段は、上記少なくとも一つの外部エンティテ
ィーからカバレージ関連測定結果を受信するための手段を含む。上記自己最適化するため
の手段は、上記カバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化
する。該装置はまた、上記カバレージ関連測定に基づいて、カバレージ・レポートを生成
するための手段、及び、上記カバレージ・レポートに含ませるために、カバレージ関連統
計のセットを確認するための手段を含む。そのような実施形態の中で、上記カバレージ関
連統計のセットは、上記カバレージ関連測定結果にわたって計算される。
【００１３】
　前述の目的及び関係する目的の達成のために、１又は複数の実施形態は、以下に十分に
説明され、特に特許請求の範囲において指摘された特徴を包含する。以下の説明及び添付
された図面は、１又は複数の実施形態の幾つかの説明的な態様を説明する。これらの態様
は、しかし、様々な実施形態の原理が使用されることのできる様々な方法のうちのほんの
数例を示す。また、この説明は、すべてのそのような態様及びそれらの均等物を含むこと
が意図される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本明細書で説明される様々な態様に従った無線通信システムの説明図で
ある。
【図２】図２は、本明細書で説明される様々なシステム及び方法とともに使用されること
ができる例示的な無線ネットワーク環境の説明図である。
【図３】図３は、ネットワーク環境内でのアクセスポイント基地局の配備を可能にする例
示的な通信システムを示す。
【図４】図４は、対象となる明細書（specification）の態様に従った分散カバレージ最
適化を容易にする例示的な環境のオーバービューである。
【図５】図５は、対象となる明細書の態様に従った分散カバレージ最適化を容易にする例
示的な自己最適化ユニットのブロック図を示す。
【図６】図６は、一実施形態に従った分散カバレージ最適化を実現する複数の電気コンポ
ーネントの例示的な結合の説明図である。
【図７】図７は、対象となる明細書の態様に従った自己最適化を実行するための例示的な
手順を示すフローチャートである。
【図８】図８は、対象となる明細書の態様に従ったカバレージ・レポートを広めるための
例示的な手順を示すフローチャートである。
【図９】図９は、一実施形態に従った分散カバレージ最適化を容易にする例示的なネット
ワークを示す。
【図１０】図１０は、複数のセルを含む様々な態様に従って実装される例示的な通信シス
テムの説明図である。
【図１１】図１１は、本明細書で説明される様々な態様に従った例示的な基地局の説明図
である。
【図１２】図１２は、本明細書で説明される様々な態様に従って実装される例示的な無線
端末の説明図である。
【詳細な説明】
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【００１５】
　さて、様々な実施形態が図面を参照して説明される。ここで、全体にわたって同様のエ
レメントを指し示すために同様の参照番号が使用される。以下の記述では、説明の目的の
ために、多数の特定の細部が、１又は複数の実施形態の深い理解を与えるために説明され
る。しかし、そのような（１又は複数の）実施形態がこれら特定の細部なしに実施され得
ることは明らかであろう。他のインスタンスにおいて、１又は複数の実施形態の説明を容
易にするために、良く知られた構造及びデバイスが、ブロック図の形で示される。
【００１６】
　対象となる明細書は、自己カバレージ及びキャパシティー最適化（self-coverage and 
capacity optimization）（ＣＣＯ）を容易にするための情報を生成し、交換することに
向けられる方法及び装置を開示する。そのために、ネットワークにおいて自己ＣＣＯを自
動的に実行する（すなわち、人間の介入なしで又は最小限の人間の介入で実行される）た
めの幾つかの方法が考慮される点にまず留意される。例えば、ネットワークにおける中心
的なエンティティーが所与のネットワーク・エリアにおいてＣＣＯを実行する集中型アプ
ローチが考慮される。そのような集中型のアプローチは、ＣＣＯアルゴリズムへの入力と
して使用されるために中心的なエンティティーに利用可能となる、ネットワーク・エレメ
ント（例えば、基地局、発展型Ｎｏｄｅ Ｂ（evolved Node Bs）など）及び／又はＵＥに
より収集されるカバレージ／キャパシティー関連情報に基づくことができる。また一方、
対象となる明細書は、分散最適化に向けられる。そのような実施形態の中で、ネットワー
ク・エレメントは、他のネットワーク・エレメントと交換される及び／又はネットワーク
・エレメントによりサービスされる無線端末によりレポートされる、ネットワーク・エレ
メント内で利用できる情報に基づいて、それらの自身のＣＣＯを実行する。
【００１７】
　本明細書で説明される技術は、例えば符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、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
）、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、高速パケット・アクセス
（ＨＳＰＡ）及び他のシステムなどのような、様々な無線通信システムのために使用され
ることができる。用語“システム”及び“ネットワーク”はしばしば互換的に使用される
。ＣＤＭＡシステムは、例えばユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ２
０００などのような無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、ワイドバンドＣＤＭ
Ａ（Ｗ－ＣＤＭＡ）及びＣＤＭＡの他の変形を含む。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２００
０、ＩＳ－９５及びＩＳ－８５６標準をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、例えばグロー
バル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術を実装することができ
る。ＯＦＤＭＡシステムは、例えば発展型ＵＴＲＡ（Evolved UTRA）（Ｅ－ＵＴＲＡ）、
ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ
）、ＩＥＥＥ ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦ
ＤＭ（登録商標）などのような無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡ及びＥＵＴＲ
Ａは、ユニバーサル移動通信システム（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を使用するＵＭＴＳのリリースである。そ
して、それは、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク上でＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用する。
【００１８】
　シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、シングルキャリア変調及
び周波数領域イコライゼイションを利用する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムと
同様のパフォーマンスを有し、また、ＯＦＤＭＡシステムと基本的に同じ全体的な複雑さ
を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有のシングルキャリア構造のため、より低いピ
ーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、例えば、より低いＰＡＰＲ
が送信電力効率に関してアクセス端末のために利益をもたらすアップリンク通信において
、使用されることができる。したがって、ＳＣ－ＦＤＭＡは、３ＧＰＰロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）又は発展型ＵＴＲＡ（Evolved UTRA）におけるアップリンク多元
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接続スキームとして実装されることができる。
【００１９】
　高速パケット・アクセス（ＨＳＰＡ）は、高速ダウンリンク・パケット・アクセス（Ｈ
ＳＤＰＡ）技術及び高速アップリンク・パケット・アクセス（ＨＳＵＰＡ）又は強化され
たアップリンク（enhanced uplink）（ＥＵＬ）技術を含むことができ、また、ＨＳＰＡ
＋技術を含むこともできる。ＨＳＤＰＡ、ＨＳＵＰＡ及びＨＳＰＡ＋は、それぞれ、第３
世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）仕様のリリース５、リリース６及びリリ
ース７の一部である。
【００２０】
　高速ダウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）は、ネットワークからユーザ装
置（ＵＥ）へのデータ伝送を最適化する。本明細書で使用されるように、ネットワークか
らユーザ装置ＵＥへの伝送は、「ダウンリンク」（ＤＬ）と呼ばれることができる。伝送
方法は、数Ｍｂｉｔ／ｓのデータレートを可能にすることができる。高速ダウンリンク・
パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）は、モバイル無線ネットワークのキャパシティーを増
加させることができる。高速アップリンク・パケット・アクセス（ＨＳＵＰＡ）は、端末
からネットワークへのデータ伝送を最適化することができる。本明細書で使用されるよう
に、端末からネットワークへの伝送は、「アップリンク」（ＵＬ）と呼ばれることができ
る。アップリンク・データ伝送方法は、数Ｍｂｉｔ／ｓのデータレートを可能にすること
ができる。ＨＳＰＡ＋は、３ＧＰＰ仕様のリリース７の規定によりアップリンク及びダウ
ンリンクの両方における更なる改善さえ提供する。高速パケット・アクセス（ＨＳＰＡ）
方法は、一般的に、大量のデータを送信するデータ・サービス（例えば、ボイスオーバー
ＩＰ（ＶｏＩＰ）、テレビ会議及びモバイル・オフィス・アプリケーション）において、
ダウンリンクとアップリンクとの間のより高速なインタラクション（interactions）を可
能にする。
【００２１】
　例えばハイブリッド自動再送要求（hybrid automatic repeat request）（HARQ）など
のような高速データ伝送プロトコルは、アップリンク及びダウンリンクの上で使用される
ことができる。そのようなプロトコル（例えば、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）
）は、受信者が、誤って受信されたかもしれないパケットの再送信を自動的に要求するの
を可能にする。
【００２２】
　アクセス端末に関連して様々な実施形態が本明細書で説明される。アクセス端末はまた
、システム、加入者ユニット、加入者設備（subscriber station）、モバイル局、モバイ
ル、リモート局、リモート端末、モバイル・デバイス、ユーザ端末、端末、無線通信デバ
イス、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス又はユーザ装置（ＵＥ）と呼ばれること
ができる。アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル
（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無
線接続機能を有するハンドヘルド・デバイス、コンピュータ・デバイス、又は無線モデム
に接続される他の処理デバイスであることができる。さらに、基地局に関連して様々な実
施形態が本明細書で説明される。基地局は、（１又は複数の）アクセス端末と通信するた
めに利用されることができ、また、アクセスポイント、Ｎｏｄｅ Ｂ、発展型Ｎｏｄｅ Ｂ
（Evolved Node B）（ｅＮｏｄｅＢ）と呼ばれることができ又は何らかの他の専門用語で
呼ばれることができる。同様に、アクセスポイント基地局に関連して様々な実施形態が本
明細書で説明される。ここで、アクセスポイント基地局はまた、（１又は複数の）アクセ
ス端末と通信するために利用されることができる。また、ここで、アクセスポイント基地
局は、フェムト・セル、Ｈｏｍｅ Ｎｏｄｅ Ｂ（Home Node B）ユニット（ＨＮＢｓ）、
Ｈｏｍｅ発展型Ｎｏｄｅ Ｂ（Home Evolved Node B）ユニット（ＨｅＮＢ）と呼ばれるこ
とができ又は何らかの他の専門用語で呼ばれることができる。
【００２３】
　さて、図１を参照して、本明細書で提示される様々な実施形態に従った無線通信システ
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ム１００が説明される。システム１００は、複数のアンテナ・グループを含むことができ
る基地局１０２を含む。例えば、一つのアンテナ・グループはアンテナ１０４と１０６を
含むことができ、他のグループはアンテナ１０８と１１０を含むことができ、更なるグル
ープはアンテナ１１２と１１４を含むことができる。各々のアンテナ・グループについて
二つのアンテナが示されている；しかし、各々のグループについて、より多い又はより少
ないアンテナが利用されることができる。基地局１０２は、送信機チェーンと受信機チェ
ーンを更に含むことができる。そして、それらの各々は順に信号の送信と受信に関連する
複数のコンポーネント（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、その他）を含むことができる。そのことは当業者により認識され
るであろう。
【００２４】
　基地局１０２は、１又は複数のアクセス端末（例えば、アクセス端末１１６とアクセス
端末１２２）と通信することができる；しかし、基地局１０２が、アクセス端末１１６及
び１２２と同様の実質的に任意の数のアクセス端末と通信することができることは認識さ
れるべきである。アクセス端末１１６と１２２は、例えば、セルラー電話、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・コンピュータ・デバイス
、衛星ラジオ、グローバル・ポジショニング・システム、ＰＤＡ、及び／又は無線通信シ
ステム１００上で通信するための任意の他の適したデバイスであることができる。表され
るように、アクセス端末１１６は、アンテナ１１２及び１１４と通信する。ここで、アン
テナ１１２及び１１４は、順方向リンク１１８上でアクセス端末１１６へ情報を送信し、
逆方向リンク１２０上でアクセス端末１１６から情報を受信する。さらに、アクセス端末
１２２は、アンテナ１０４及び１０６と通信する。ここで、アンテナ１０４及び１０６は
、順方向リンク１２４上でアクセス端末１２２へ情報を送信し、逆方向リンク１２６上で
アクセス端末１２２から情報を受信する。周波数分割二重通信（ＦＤＤ）（frequency di
vision duplex）システムにおいて、例えば、順方向リンク１１８は、逆方向リンク１２
０により使用される周波数バンドとは異なる周波数バンドを利用することができ、順方向
リンク１２４は、逆方向リンク１２６により使用される周波数バンドとは異なる周波数バ
ンドを使用することができる。さらに、時分割二重通信（time division duplex (TDD)）
（ＴＤＤ）システムにおいて、順方向リンク１１８及び逆方向リンク１２０は、共通の周
波数バンドを利用することができ、順方向リンク１２４及び逆方向リンク１２６は、共通
の周波数バンドを利用することができる。
【００２５】
　各々のアンテナ・グループ及び／又はそれらが通信するように指定されたエリアは、基
地局１０２のセクターと呼ばれることができる。例えば、各アンテナ・グループは、基地
局１０２によりカバーされるエリアのセクターにおいて各アクセス端末と通信するように
デザインされることができる。順方向リンク１１８及び１２４上の通信において、基地局
１０２の送信アンテナは、アクセス端末１１６及び１２２のための順方向リンク１１８及
び１２４の信号対雑音比を改善するために、ビームフォーミングを利用することができる
。また、基地局１０２は、関連したカバレージの至る所にランダムに散在されるアクセス
端末１１６及び１２２へ送信するためにビームフォーミングを利用するとき、近隣の基地
局の中のアクセス端末は、すべてのそのアクセス端末へ単一アンテナにより送信している
基地局と比較して、より少ない干渉を受けることができる。
【００２６】
　図２は、例示的な無線通信システム２００を示す。無線通信システム２００は、簡潔に
するために、一つの基地局２１０及び一つのアクセス端末２５０を表す。しかし、システ
ム２００が二つ以上の基地局及び／又は二つ以上のアクセス端末を含むことができる（こ
こで、更なる基地局及び／又はアクセス端末は、下で説明される例示的な基地局２１０及
びアクセス端末２５０と実質的に同様であることもでき又は相違することもできる）こと
は認識されるべきである。さらに、基地局２１０及び／又はアクセス端末２５０が、それ
らの間の無線通信を容易にするために、本明細書で説明されるシステム及び／又は方法を
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使用することができることは認識されるべきである。
【００２７】
　基地局２１０において、幾つかのデータ・ストリームのためのトラフィック・データが
、データソース２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ２１４へ提供される。一つの例
によれば、各々のデータ・ストリームは、それぞれのアンテナの上に送信されることがで
きる。ＴＸデータプロセッサ２１４は、該トラフィック・データ・ストリームを、そのデ
ータ・ストリームのために選択される特定の符号化スキームに基づいて、フォーマット、
符号化及びインターリーブして、符号化データを提供する。
【００２８】
　各々のデータ・ストリームごとの符号化データは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）技
術を使用して、パイロット・データとともに多重化されることができる。それに加えて又
はその代わりに、パイロット・シンボルは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）されることがで
き、時分割多重化（ＴＤＭ）されることができ、又は、符号分割多重化（ＣＤＭ）される
ことができる。パイロット・データは、一般的に、既知の方法で処理される既知のデータ
・パターンであり、チャネル・レスポンスを推定するためにアクセス端末２５０において
使用されることができる。各々のデータ・ストリームごとの多重化されたパイロット及び
符号化データは、変調シンボルを提供するために、そのデータ・ストリームのために選択
される特定の変調スキーム（例えば、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、４位相偏移変調（Ｑ
ＰＳＫ）、Ｍ位相偏移変調（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ－直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）、その他）
に基づいて、変調（例えば、シンボル・マッピング）されることができる。各々のデータ
・ストリームごとのデータレート、符号化及び変調は、プロセッサ２３０により実行又は
提供されるインストラクションによって判定されることができる。
【００２９】
　各々のデータ・ストリームごとの変調シンボルは、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２２０に
提供されることができる。そして、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、変調シンボルを
更に処理することができる（例えば、ＯＦＤＭのために）。ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２
２０は、それから、ＮＴ個の変調シンボル・ストリームをＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）２
２２ａ～２２２ｔに提供する。様々な実施形態において、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２２
０は、ビームフォーミング重みを、データ・ストリームのシンボルに及びシンボルが送信
されているアンテナに、適用する。
【００３０】
　各々の送信機２２２は、それぞれのシンボル・ストリームを受信し処理して、１又は複
数のアナログ信号を提供し、さらに、該アナログ信号を調整（例えば、増幅、フィルタリ
ング及びアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネル上での伝送に適した変調信号を提供
する。さらに、送信機２２２ａ～２２２ｔからのＮＴ個の変調信号は、それぞれ、ＮＴ個
のアンテナ２２４ａ～２２４ｔから送信される。
【００３１】
　アクセス端末２５０において、送信された変調信号は、ＮＲ個のアンテナ２５２ａ～２
５２ｒにより受信され、そして、各々のアンテナ２５２からの受信信号は、それぞれの受
信機（ＲＣＶＲ）２５４ａ～２５４ｒに提供される。各々の受信機２５４は、それぞれの
信号を調整（例えば、フィルタリング、増幅及びダウンコンバート）し、該調整された信
号をデジタイズして、サンプルを提供し、さらに、該サンプルを処理して、対応する「受
信（received）」シンボル・ストリームを提供する。
【００３２】
　ＲＸデータプロセッサ２６０は、ＮＲ個の受信機２５４からのＮＲ個の受信シンボル・
ストリームを受信し、特定の受信機処理技術に基づき処理して、ＮＴ個の「検出（detect
ed）」シンボル・ストリームを提供することができる。ＲＸデータプロセッサ２６０は、
データ・ストリームのためのトラフィック・データを回復するために、各々の検出シンボ
ル・ストリームを復調、デインターリーブ及び復号化することができる。ＲＸデータプロ
セッサ２６０による処理は、基地局２１０におけるＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２２０及び
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ＴＸデータプロセッサ２１４により実行される処理と相補的である。
【００３３】
　プロセッサ２７０は、上記のようにいずれの利用可能な技術を利用するべきかについて
周期的に判定することができる。さらに、プロセッサ２７０は、マトリックス・インデッ
クス部及びランク値部を含む逆方向リンク・メッセージを作成する（formulate）ことが
できる。
【００３４】
　逆方向リンク・メッセージは、通信リンク及び／又は受信データ・ストリームに関する
様々なタイプの情報を含むことができる。逆方向リンク・メッセージは、ＴＸデータプロ
セッサ２３８（それはまたデータソース２３６から幾つかのデータ・ストリームのための
トラフィック・データを受信する）により処理され、変調器２８０により変調され、送信
機２５４ａ～２５４ｒにより調整され、そして、基地局２１０へ送信されることができる
。
【００３５】
　基地局２１０において、アクセス端末２５０からの変調信号は、アンテナ２２４により
受信され、受信機２２２により調整され、復調器２４０により復調され、そして、アクセ
ス端末２５０により送信された逆方向リンク・メッセージを抽出するために、ＲＸデータ
プロセッサ２４２により処理される。さらに、プロセッサ２３０は、ビームフォーミング
重みの判定のためにいずれのプリコーディング行列を使用するべきかについて判定するた
めに、該抽出されたメッセージを処理することができる。
【００３６】
　プロセッサ２３０及び２７０は、それぞれ、基地局２１０及びアクセス端末２５０にお
けるオペレーションを指示（direct）（例えば、制御（control）、調整（coordinate）
、管理（manage）、その他）することができる。それぞれのプロセッサ２３０及び２７０
は、プログラム・コード及びデータを記憶するメモリ２３２及び２７２に関連することが
できる。プロセッサ２３０及び２７０はまた、それぞれ、アップリンク及びダウンリンク
のための周波数及びインパルス応答推定を得るために計算を実行することができる。
【００３７】
　図３は、ネットワーク環境内でのアクセスポイント基地局の配備を可能にするための例
示的な通信システムを示す。図３で示されるように、システム３００は、複数のアクセス
ポイント基地局、又は、他の方法では、各々が対応する小規模ネットワーク環境（small 
scale network environment）（例えば、１又は複数のユーザ住居３３０）に配置されて
おり、関連する（associated）及び外来の（alien）ユーザ装置（ＵＥ）又はモバイル局
３２０にサービスするように構成されている、フェムト・セル、Ｈｏｍｅ Ｎｏｄｅ Ｂユ
ニット（ＨＮＢ）又はＨｏｍｅ発展型Ｎｏｄｅ Ｂ（Home evolved Node B）ユニット（Ｈ
ｅＮＢ）（例えば、ＨＮＢ ３１０）を含む。各々のＨＮＢ ３１０は、ＤＳＬルータ（図
示せず）又は代わりにケーブルモデム（図示せず）を介してインターネット３４０及びモ
バイルオペレータ・コアネットワーク３５０に更に接続される。
【００３８】
　対象となる明細書は、通常、分散カバレージ最適化を容易にするための様々な態様に向
けられる。特に、自動分散ＣＣＯのための情報交換のコンセプト、交換されている情報の
セマンティックス（semantics）、及び交換されるべき情報を計算するための方法に向け
られる実施形態が開示される。そのために、対象となる明細書の態様に従って分散カバレ
ージ最適化を容易にする例示的なシステムのオーバービューが図４において提供される。
図示されるように、システム４００は、それぞれ無線端末４１２,４２２,４３２にサービ
スする複数の基地局４１０,４２０,４３０を含む。この特定の実施形態について、ＣＣＯ
の目的のために、基地局４１０,４２０,４３０間で情報が交換される。一つの態様におい
て、基地局４１０,４２０,４３０は、それらが親になる（parent）セルにおける長期的な
（long-term）カバレージ統計に関して情報を直接交換する。そのような実施形態の中で
、該統計は、基地局４１０,４２０,４３０によって及び／又は基地局４１０,４２０,４３
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０が親になるセルに接続される無線端末４１２,４２２,４３２によって収集される測定結
果（measurements）を反映する。特定の態様において、情報は、例えばＸ２ ＡＰ（３Ｇ
ＰＰ ＴＳ ３６．４２３）又はＳ１ ＡＰ（ＴＳ ３６．４２１）などのような標準化され
たプロトコルを使用してｅＮＢ間で交換されるべき特定のメッセージ（例えば、本明細書
で使用される一般名であるＣＳＩ－カバレージ統計情報（Coverage Statistics Informat
ion））にパック（packed）される。ここでは、情報は、例えば、周期的に交換（ここで
、期間（period）はネットワークオペレータにより設定可能である）、基地局によるリク
エストを通じて交換、及び／又は、特定の設定可能なイベントによりトリガーされる交換
（例えば、セルにおける負荷が特定の閾値を超えるとき、など）、を含む複数のメカニズ
ムのうちの任意のものによって、交換されることができる点に留意されるべきである。
【００３９】
　セマンティックスに関して、ｅＮＢが、複数の特性（characteristics）のうちの任意
のものに影響を及ぼすカバレージ関連統計（coverage-related statistics）を交換する
ことができる点に留意されるべきである。例えば、一つの態様において、そのような統計
は、セルにおけるダウンリンク／アップリンク・カバレージ品質、受信ダウンリンク／ア
ップリンク電力、受信ダウンリンク／アップリンク干渉電力、特定の隣接局（neighbor）
からの受信ダウンリンク干渉電力、ＵＥ送信電力レベル、セル・ジオメトリー（cell geo
metry）、及び／又はセルにおける経路損失（path loss）に影響を及ぼし得る。
【００４０】
　更なる態様において、カバレージ関連統計は、内部のｅＮＢ測定結果及び／又はＵＥ測
定レポート・メッセージ（measurement report messages）（ＭＲＭ）を使用して計算さ
れる。ここで、統計がその上で計算されるタイムスケールは、ネットワークオペレータに
より設定されることができる。特定の実施形態において、カバレージ関連統計は、例えば
、ＵＥ地域的分布（geographical distributions）、サービング・セル（serving cell）
及び近隣セル（neighboring cells）の負荷、及び／又は、ＵＥモビリティ・パターン（m
obility patterns）の変動（variations）を含む複数の変動のうちの任意のものをカバー
するために、十分に長い期間（time period）にわたって計算される。
【００４１】
　ここでは、ｅＮＢ間で交換されるカバレージ統計を計算するための方法が標準化できる
点に留意されるべきである。例えば、交換される各々の統計の定義が標準化できる。また
一方、他のアプローチは、カバレージ統計のための方法が標準化されないようにすること
である。たとえば、平均セル・ジオメトリーは、０と１の間の数（ここで、より低い数は
、より低いジオメトリー（lower geometry）に関連する）として定義することができる。
そして、この実施形態について、ｅＮＢは、平均ジオメトリーがどのようにして計算され
るか指示することなく、単にその平均ジオメトリーを０．５として表示（indicate）する
ことができる。同様に、セルｉの親になっているｅＮＢは、干渉係数（interference coe
fficient）がどのようにして計算されるか指定することなく、セルｉにおいて受信される
セルｊからの干渉のレベルを記述するための干渉係数ＩＣｉ，ｊ（例えば、ＩＣｉ，ｊ＝
０．５）を広告（advertize）することができる。この場合は、標準化され得るものは、
各々の統計値（statistic）及びその範囲（range）（例えば、０～１）のセマンティック
ス（すなわち、意味（meaning））である。
【００４２】
　先に述べたように、ｅＮＢは、内部の測定結果及び／又はＵＥのＭＲＭからカバレージ
統計を計算することができる。サービング・セル及び／又は近隣セルにより、ｅＮＢは、
そのｅＮＢによりサービスされるＵＥを、信号品質の測定結果を収集し、レポートするよ
うに設定することができる。一つの態様において、ＵＥは、サービング・セル及び近隣セ
ルの信号品質を測定し、レポートすることができる。例えば、ｅＮＢは、サービング・セ
ル及び／又は近隣セルの基準信号受信電力（Reference Signal Received Power）（ＲＳ
ＲＰ）レベル、サービング・セル及び／又は近隣セルの基準信号受信品質（ＲＳＲＱ）レ
ベル、無線信号強度表示（Radio Signal Strength Indication）（ＲＳＳＩ）レベル、Ｕ
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Ｅ送信電力レベル、特定のプロトコル（例えば、３ＧＰＰ ＴＳ ３６．４２３）により特
定される他の測定結果を測定し、レポートするように、ＵＥを設定（configure）するこ
とができる。ここでは、測定レポートは、周期的なもの及び／又はトリガーされるものと
して設定できることはまた留意されるべきである。
【００４３】
　次に、図５を参照して、一実施形態に従った分散カバレージ最適化を容易にする例示的
な自己最適化ユニットのブロック図が提供される。図示されるように、自己最適化ユニッ
ト５００は、プロセッサ・コンポーネント５１０、メモリ・コンポーネント５２０、通信
コンポーネント５３０、最適化コンポーネント５４０、計算コンポーネント５５０及びト
リガー・コンポーネント５６０を含んでも良い。ここでは、例えば、自己最適化ユニット
５００は基地局（例えば、ｅＮＢ）又はアクセスポイント基地局（例えば、ＨｅＮＢ）に
存在し得ることは理解されるべきである。
【００４４】
　一つの態様において、プロセッサ・コンポーネント５１０は、複数の機能のうちの任意
のものを実行することに関係するコンピュータ読み取り可能なインストラクションを実行
するように構成される。プロセッサ・コンポーネント５１０は、自己最適化ユニット５０
０から通信される情報を解析すること、及び／又は、メモリ・コンポーネント５２０、通
信コンポーネント５３０、最適化コンポーネント５４０、計算コンポーネント５５０及び
／又はトリガー・コンポーネント５６０により利用されることができる情報を生成するこ
とのために専用される単一のプロセッサ又は複数のプロセッサであることができる。それ
に加えて又はその代わりに、プロセッサ・コンポーネント５１０は、自己最適化ユニット
５００の１又は複数のコンポーネントを制御するように構成されても良い。
【００４５】
　他の態様において、メモリ・コンポーネント５２０は、プロセッサ・コンポーネント５
１０に接続され、また、プロセッサ・コンポーネント５１０により実行されるコンピュー
タ読み取り可能なインストラクションを記憶するように構成される。メモリ・コンポーネ
ント５２０はまた、通信コンポーネント５３０、最適化コンポーネント５４０、計算コン
ポーネント５５０及び／又はトリガー・コンポーネント５６０のうちの任意のものによっ
て生成されるデータを含む複数の他のタイプのデータのうちの任意のものを記憶するよう
に構成されても良い。メモリ・コンポーネント５２０は、ランダムアクセスメモリ、バッ
テリー・バックアップ付きメモリ（battery-backed memory）、ハードディスク、磁気テ
ープなどを含む数多くの異なるコンフィギュレーションで構成されることができる。また
、例えば圧縮及び自動バックアップ（compression and automatic back up）（例えば、
独立ドライブの冗長アレイ（Redundant Array of Independent Drives）の構成の使用）
などのような様々な機能（features）が、メモリ・コンポーネント５２０に実装されるこ
とができる。.
　他の態様において、通信コンポーネント５３０はまた、プロセッサ・コンポーネント５
１０に接続され、また、自己最適化ユニット５００を外部エンティティーにインタフェー
スするように構成される。例えば、通信コンポーネント５３０は、外部エンティティーか
らカバレージ関連測定結果（coverage-related measurements）を受信し、計算コンポー
ネント５５０により生成されるカバレージ・レポートをレポートするように構成されても
良い。ここでは、そのような外部エンティティーは無線端末及び／又は基地局を含んでも
良い点に留意されるべきである。ここで、通信コンポーネントは、特定の通信を容易にす
るように構成される。例えば、無線端末に関して、通信コンポーネント５３０は、特定の
カバレージ関連測定結果を収集するように無線端末を設定するために、設定データ（conf
iguration data）を無線端末へ提供するように更に構成されても良い。また一方、基地局
に関して、通信コンポーネント５３０は、（例えば、Ｓ１又はＸ２インタフェースを介し
た）特定の基地局とのバックホール・コネクションを容易にするように更に構成されても
良い。
【００４６】
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　図示されるように、自己最適化ユニット５００は、最適化コンポーネント５４０及び計
算コンポーネント５５０を更に含んでも良い。そのような実施形態の中で、最適化コンポ
ーネント５４０は、少なくとも一つのカバレージ関連測定結果に応じて、カバレージ・パ
ラメータを自己最適化するように構成され、一方、計算コンポーネント５５０は、少なく
とも一つのカバレージ関連測定結果に基づいてカバレージ・レポートを提供するように構
成される。特定の実施形態において、計算コンポーネント５５０は、カバレージ・レポー
トに含ませるために、カバレージ関連統計のセットを判定するように更に構成される。カ
バレージ関連統計のセットは、例えば、カバレージ品質（例えば、セルにおけるダウンリ
ンク／アップリンク・カバレージ品質）、受信電力（例えば、受信ダウンリンク／アップ
リンク電力）、受信干渉電力（例えば、受信ダウンリンク／アップリンク干渉電力）、特
定の隣接局からの受信ダウンリンク干渉電力、ユーザ装置送信電力、セル・ジオメトリー
、及び／又は、セルの経路損失を含む複数の特徴のうちの任意のものと関連し得る点に留
意されるべきである。
【００４７】
　更なる態様において、計算コンポーネント５５０は、少なくとも一つのカバレージ関連
測定結果にわたってカバレージ関連統計のセットを計算する。例えば、計算コンポーネン
ト５５０は、少なくとも一つのカバレージ関連測定結果にわたって、平均値、最大値及び
／又は最小値を計算するように構成されても良い。そのような実施形態の中で、計算コン
ポーネント５５０は、複数のカバレージ関連測定結果のうちの任意のものにわたって、そ
れらのような計算を実行するように更に構成されても良い。ここで、それらのような測定
結果は、サービング・セル及び／又は近隣セルに関連し得る。例えば、カバレージ関連測
定結果は、基準信号受信電力（reference signal received powe）、基準信号受信品質（
reference signal received quality）、基準信号強度表示（reference signal strength
 indication）及び／又はユーザ装置送信電力（user equipment transmit power）を含ん
でも良いと考えられる。計算コンポーネント５５０はまた、セル・ジオメトリー、セルに
おける経路損失及び／又はユーザ装置の信号対雑音比要求量（requirement）の平均算出
（averaging）を実行するように構成されても良い。他の態様において、計算コンポーネ
ント５５０は、少なくとも一つの近隣セルに関連する干渉係数を計算するように更に構成
されても良い。
【００４８】
　ここでは、計算コンポーネント５５０により提供されるカバレージ・レポートは、少な
くとも一つのセルにより提供されるカバレージに関連する点に留意される。例えば、少な
くとも一つのセルは、サービング・セル、近隣セル及び／又は拡張した近隣セル（extend
ed neighbor cell）であることができる。ここでは、拡張した近隣セルに関して、カバレ
ージ・レポートは、拡張した近隣セルの特定のセットに関連するカバレージ情報を含むた
めに、ネットワーク・エンティティー（例えば、無線資源コントローラ）により設定可能
であっても良い。例えば、ネットワーク・エンティティーは、カバレージ・レポートがサ
ービング・セルからの閾値数のホップの範囲内の拡張した近隣セルに関係するカバレージ
関連測定結果に基づくことを、指示しても良い。
【００４９】
　更なる態様において、計算コンポーネント５５０により生成されるカバレージ・レポー
トは、外部エンティティーに広める（disseminated）ことができる。例えば、通信コンポ
ーネント５３０は、カバレージ・レポートを基地局へ通信するように更に構成されても良
い。特定の実施形態において、カバレージ・レポートは、カバレージ・レポートのシリー
ズに含まれる。ここで、通信コンポーネント５３０は、期間（a period）に基づいてカバ
レージ・レポートのシリーズをレポートするように構成される。そのような実施形態の中
で、該期間は、ネットワーク・エンティティーにより設定可能であることができる。他の
実施形態において、通信コンポーネント５３０は、トリガー・コンポーネント５６０によ
り検出されるトリガー・イベント（例えば、カバレージ・レポートのためのリクエスト）
に基づいてカバレージ・レポートを通信する。この実施形態について、トリガー・コンポ
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ーネント５６０は、それゆえ、例えば、カバレージ・レポートのためのリクエスト、セル
における負荷が閾値を超えるかどうかについての判定などを含む複数のトリガー・イベン
トのうちの任意のものを検出するように構成される。
【００５０】
　次に、図６を参照して、一実施形態に従った分散カバレージ最適化を容易にするシステ
ム６００が説明される。システム６００は、例えば、基地局（例えば、ｅＮＢ、ＨｅＮＢ
、その他）の内部に存在することができる。システム６００は、プロセッサ、ソフトウェ
ア又はそれらの組み合せ（例えば、ファームウェア）により実装される機能を表現するこ
とができる機能ブロックを含む。ここで、システム６００は、一緒に動作することができ
る電気コンポーネントの論理グループ６０２を含む。図示されるように、論理グループ６
０２は、少なくとも一つの外部エンティティーとの通信を確立するための電気コンポーネ
ント６１０を含むことができる。さらにまた、論理グループ６０２は、上記少なくとも一
つの外部のエンティティーからカバレージ関連測定結果を受信するための電気コンポーネ
ント６１２を含むことができる。論理グループ６０２はまた、上記カバレージ関連測定結
果に応じて、カバレージ・パラメータを自己最適化するのための電気コンポーネント６１
４を含むことができる。さらに、システム６００は、電気コンポーネント６１０,６１２
及び６１４に関連する機能を実行するためのインストラクションを保持するメモリ６２０
を含むことができる。メモリ６２０の外部に存在するように示されるが、電気コンポーネ
ント６１０,６１２及び６１４がメモリ６２０の内部に存在することができることは理解
されるべきである。
【００５１】
　次に、図７を参照して、一実施形態に従った自己最適化を実行する例示的な方法を示す
フローチャートが提供される。図示されるように、プロセス７００は、対象となる明細書
の態様に従って基地局（例えば、ｅＮＢ、ＨｅＮＢ、その他）により実行され得る一連の
アクトを含む。プロセス７００は、該一連のアクトを実装するためにコンピュータ読み取
り可能な記憶媒体に記憶されるコンピュータ実行可能なインストラクションを実行するた
めにプロセッサを使用することによって、実装されても良い。他の実施形態において、少
なくとも一つのコンピュータにプロセス７００のアクトを実装させるためのコードを含む
コンピュータ読み取り可能な記憶媒体が考慮される。
【００５２】
　一つの態様において、プロセス７００は、アクト７１０において外部エンティティー通
信が確立されることから始まる。先に述べたように、例えば、そのような通信は、無線端
末又は基地局との通信であることができる。通信を確立すると、アクト７２０において、
外部エンティティーが無線端末であるかどうかの判定が実行される。外部エンティティー
が確かに無線端末であるならば、プロセス７００はアクト７３０において無線端末を設定
することによって進行する。続いて、アクト７４０において、カバレージ関連測定結果が
無線端末から受信される。一方、外部エンティティーが無線端末でないならば、プロセス
７００は直接アクト７４０に進み、カバレージ関連測定結果が、無線端末でない外部エン
ティティー（例えば、近隣セルにサービスしているｅＮＢ）から受信される。アクト７４
０においてカバレージ関連測定結果を受信すると、プロセス７００は、受信されたカバレ
ージ関連測定結果に基づいて自己ＣＣＯが実行されるアクト７５０で完了する。
【００５３】
　次に、図８を参照して、カバレージ・レポートを広める例示的な方法を示すフローチャ
ートが提供される。図示されるように、プロセス８００はまた、対象となる明細書の態様
に従って基地局（例えば、ｅＮＢ、ＨｅＮＢ、その他）により実行され得る一連のアクト
を含む。例えば、プロセス８００は、該一連のアクトを実装するためにコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体に記憶されるコンピュータ実行可能なインストラクションを実行する
ためにプロセッサを使用することによって、実装されても良い。他の実施形態において、
少なくとも一つのコンピュータにプロセス８００のアクトを実装させるためのコードを含
むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体が考慮される。
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　一つの態様において、プロセス７００と類似したプロセス８００は、アクト８１０にお
いて基地局に外部エンティティーとの通信を確立させることから始める。次に、アクト８
２０において、カバレージ関連測定結果が、外部エンティティー（例えば、無線端末、ｅ
ＮＢ、ＨｅＮＢ、その他から）から受信され、続いて、アクト８３０において、該受信さ
れたカバレージ関連測定結果に基づいて、カバレージ・レポートを生成する。プロセス８
００は、それから、アクト８４０に進み、ここでは、トリガー・イベントが起こったかど
うかに関して判定がなされる。ここでは、アクト８４０においてトリガー・イベントを検
出することは、例えばセルにおける負荷を監視することを含む複数のトリガー・イベント
のうちの任意のものを監視することを含んでも良い点に留意されるべきである。トリガー
・イベントが確かに検出されたならば、プロセス８００は、カバレージ・レポートが基地
局へ通信されるアクト８６０で完了する。一方、トリガー・イベントが検出されないなら
ば、カバレージ・レポートのレポーティングは、予め定められた周期性に基づくことがで
きる。例えば、一つの態様において、プロセス８００は、経過された期間の判定（elapse
d period determination）がなされるアクト８５０に進む。ここでは、カバレージ・レポ
ートを通信するための期間が経過したならば、プロセス８００はアクト８５０においてカ
バレージ・レポートが基地局へ通信されることで完了する。一方、期間がまだ経過しなか
ったならば、プロセス８００はトリガー・イベントが再び監視されるアクト８４０へルー
プバックする。
【００５５】
　次に、図９を参照して、分散カバレージ最適化を容易にする例示的なネットワークが提
供される。図示されるように、ネットワーク９００は、基地局９１２，９２２，９３２，
９４２，９５２，９６２，９７２によりそれぞれサービスされる複数のセル９１０，９２
０、９３０，９４０，９５０，９６０、９７０を含む。一つの態様において、基地局９１
２，９２２，９３２，９４２，９５２，９６２，９７２のうちの任意のものにより確認（
ascertaine）されるカバレージ統計は、無線端末９８０，９８２，９８４，９８６のうち
の任意のものにより提供されるＭＲＭを解析することによって、計算される。例えば、ｅ
ＮＢにより計算され、他のｅＮＢと交換される統計は、ＭＲＭ中のＵＥによりレポートさ
れた測定結果の直接的なアグリゲーション（direct aggregation）であることができる。
例えば、そのような計算は、サービング・セルの平均／最大／最小のレポートされたＲＳ
ＲＰ／ＲＳＲＱ／ＲＳＳＩ（average/max/min reported RSRP/RSRQ/RSSI）、各々の隣接
局の平均／最大／最小のレポートされたＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ／ＲＳＳＩ、及び／又は、Ｕ
Ｅの平均／最大／最小の送信電力を含んでも良い。
【００５６】
　更なる態様において、ｅＮＢにより計算され、他のｅＮＢと交換される統計はまた、Ｍ
ＲＭの更なる解析により得られても良い。この特定の実施形態について、そのような計算
は、例えば、平均セル・ジオメトリー、セルにおける平均経路損失、セルにおけるＵＥの
平均信号対雑音比要求量、及び／又は、各々の隣接局ごとの干渉係数に、影響を与え得る
。そのようなパラメータの例示的な計算は次を含んでも良い。
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【数１】

【数２】

【数３】

【００５７】

　ここで、　
　ＲＳＲＰｉ＝ＭＲＭ中のＵＥによりレポートされるセルｉのＲＳＲＰ　
　Ｇｉ＝セルｉの平均ジオメトリー　
　ＩＣｉ，ｊ＝セルｉに対するセルｊの干渉係数　
　ＰＬｉ＝セルｉにおける平均経路損失、そして、　
　ＲＳＴｘＰｏｗｅｒｉ＝セルｉにおける基準信号の送信電力　
である。また、ＩＣｉ，ｊ，Ｇｉ，ＰＬｉのうちの任意のものが、ＩＣｉ，ｊに含まれる
ことができる。
【００５８】
　例示的な通信システム
　次に、図１０を参照して、様々な態様に従って実装される例示的な通信システム１００
０が提供される。該例示的な通信システム１０００は、複数のセルを含んでいる：セルＩ
 １００２、セルＭ １００４。ここでは、セル境界線領域１０６８により示されるように
、近隣のセル１００２,１００４がわずかにオーバーラップし、それによって近隣のセル
中の各基地局により送信される信号間の信号干渉の可能性を引き起こしている点に留意さ
れるべきである。システム１０の各々のセル１００２,１００４は、３つのセクターを含
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む。同様に、様々な態様に従って、複数のセクターに再分割されなかったセル（Ｎ＝１）
、２つのセクターをもつセル（Ｎ＝２）及び３つを超えるセクターをもつセル（Ｎ＞３）
も可能である。セル１００２は、第１のセクター（セクターＩ １０１０）、第２のセク
ター（セクターＩＩ １０１２）及び第３のセクター（セクターＩＩＩ １０１４）を含む
。各々のセクター１０１０,１０１２及び１０１４は、２つのセクター境界線領域を有す
る；各々の境界線領域は、２つの隣接するセクター間で共有される。
【００５９】
　セクター境界線領域は、近隣のセクター中の基地局により送信される信号間の信号干渉
の可能性を与える。ライン１０１６は、セクターｉ １０１０とセクターＩＩ １０１２と
の間のセクター境界線領域を表す；ライン１０１８は、セクターＩＩ １０１２とセクタ
ーＩＩＩ １０１４との間のセクター境界線領域を表す；ライン１０２０は、セクターＩ
ＩＩ １０１４とセクター１ １０１０との間のセクター境界線領域を表す。同様に、セル
Ｍ １００４は、第１のセクター（セクターＩ １０２２）、第２のセクター（セクターＩ
Ｉ １０２４）及び第３のセクター（セクターＩＩＩ １０２６）を含む。ライン１０２８
は、セクターｉ １０２２とセクターＩＩ １０２４との間のセクター境界線領域を表す；
ライン１０３０は、セクターＩＩ １０２４とセクターＩＩＩ １０２６との間のセクター
境界線領域を表す；ライン１０３２行は、セクターＩＩＩ １０２６とセクターｉ １０２
２との間の境界線領域を表す。セルＩ １００２は、基地局（ＢＳ）（基地局Ｉ １００６
）及び各々のセクター１０１０,１０１２,１０１４中の複数のエンドノード（ＥＮ）を含
む。セクターＩ １０１０は、無線リンク１０４０,１０４２をそれぞれ介してＢＳ １０
０６に接続されるＥＮ（１） １０３６及びＥＮ（Ｘ） １０３８を含む；セクターＩＩ 
１０１２は、無線リンク１０４８,１０５０をそれぞれ介してＢＳ １００６に接続される
ＥＮ（１’）１０４４及びＥＮ（Ｘ’）１０４６を含む；セクターＩＩＩ １０１４は、
無線リンク１０５６,１０５８をそれぞれ介してＢＳ １００６に接続されるＥＮ（１’’
）１０５２及びＥＮ（Ｘ’’）１０５４を含む。同様に、セルＭ １００４は、基地局Ｍ 
１００８及び各々のセクター１０２２,１０２４及び１０２６中の複数のエンドノード（
ＥＮ）を含む。セクターＩ １０２２は、無線リンク１０４０’，１０４２’をそれぞれ
介してＢＳ Ｍ １００８に接続されるＥＮ（１） １０３６’及びＥＮ（Ｘ） １０３８’
を含む；セクターＩＩ １０２４は、無線リンク１０４８’，１０５０’をそれぞれ介し
てＢＳ Ｍ １００８に接続されるＥＮ（１’） １０４４’及びＥＮ（Ｘ’） １０４６’
を含む；セクター ３ １０２６は、無線リンク１０５６’，１０５８’をそれぞれ介して
ＢＳ １００８に接続されるＥＮ（１’’） １０５２’及びＥＮ（Ｘ’’） １０５４’
を含む。
【００６０】
　システム１０００はまた、ネットワーク・リンク１０６２,１０６４をそれぞれ介して
ＢＳ Ｉ １００６及びＢＳ Ｍ １００８に接続されるネットワーク・ノード１０６０を含
む。ネットワーク・ノード１０６０はまた、他のネットワーク・ノード（例えば、他の基
地局、ＡＡＡサーバ・ノード、中間ノード、ルータなど）に接続され、また、ネットワー
ク・リンク１０６６を介してインターネットに接続される。ネットワーク・リンク１０６
２,１０６４,１０６６は、例えば、光ファイバーケーブルであっても良い。各々のエンド
ノード（例えば、ＥＮ １ １０３６）は、受信機だけでなく送信機を含む無線端末であっ
ても良い。無線端末（例えば、ＥＮ（１） １０３６）は、システム１０００全体にわた
って移動しても良く、また、ＥＮが現在位置するセル中の基地局との無線リンクを介して
通信しても良い。無線端末（ＷＴ）（例えば、ＥＮ（１） １０３６）は、基地局（例え
ば、ＢＳ １００６）を介してピア・ノード（例えば、システム１０００中の又はシステ
ム１０００の外部の他のＷＴ）と通信しても良く、及び／又は、ネットワーク・ノード１
０６０と通信しても良い。ＷＴ（例えば、ＥＮ（１） １０３６）は、例えばセルラー電
話、無線モデムをもつパーソナル・データ・アシスタントなどのような、モバイル通信デ
バイスであっても良い。それぞれの基地局は、ストリップ－シンボル期間のための方法を
使用してトーン・サブセット割り当てを実行する。この方法は、残りの（rest）シンボル
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期間（例えば、非ストリップ－シンボル期間）におけるトーン割り当て及びトーン・ホッ
ピングの判定のために使用される方法とは異なる方法である。無線端末は、それらが特定
のストリップ－シンボル期間においてデータ及び情報を受信するために使用することがで
きるトーンを判定するために、基地局から受信される情報（例えば、基地局のスロープＩ
Ｄ（slope ID）、セクターＩＤの情報）をトーン・サブセット割り当て方法とともに使用
する。トーン・サブセット割り当てシーケンスは、インター・セクター及びインター・セ
ル干渉をそれぞれのトーンの全体にわたって分散させるための様々な態様に従って、構築
される（constructed）。対象となるシステムがセルラー・モードのコンテキストの範囲
内で主に説明されたが、複数のモードが本明細書で説明される態様に従って利用（availa
ble）及び使用（employable）され得ることは認識されるべきである。
【００６１】
　例示的な基地局
　図１１は、様々な態様に従った例示的な基地局１１００を示す。基地局１１００は、セ
ルのそれぞれの異なるセクター・タイプのために生成される異なるトーン・サブセット割
り当てシーケンスを実装する。基地局１１００は、図１０のシステム１０００の基地局１
００６,１００８の任意の一つとして使用されても良い。基地局１１００は、バス１１０
９により一緒に接続された、受信機１１０２、送信機１１０４、プロセッサ１１０６（例
えば、ＣＰＵ）、入出力インタフェース１１０８及びメモリ１１１０を含む。各種のエレ
メント１１０２,１１０４,１１０６,１１０８及び１１１０は、バス１１０９の上でデー
タ及び情報を交換し得る。
【００６２】
　受信機１１０２に接続されるセクタライズ・アンテナ１１０３は、該基地局のセルの中
の各々のセクターからの無線端末の伝送から、データ及び他の信号（例えば、チャネル・
レポート）を受信するために使用される。送信機１１０４に接続されるセクタライズ・ア
ンテナ１１０５は、該基地局のセルの各々のセクターの中の無線端末１２００（図１２を
参照）へ、データ及び他の信号（例えば、制御信号、パイロット信号、ビーコン信号など
）を送信するために使用される。様々な態様において、基地局１１００は、複数の受信機
１１０２及び複数の送信機１１０４を（例えば、各々のセクターのための個別の受信機１
１０２及び各々のセクターのための個別の送信機１１０４）使用しても良い。プロセッサ
１１０６は、例えば、汎用中央演算処理装置（ＣＰＵ）であっても良い。プロセッサ１１
０６は、メモリ１１１０に記憶される１又は複数のルーチン１１１８の指示（direction
）の下で基地局１１００のオペレーションを制御し、方法を実装する。Ｉ／Ｏインタフェ
ース１１０８は、他の基地局、アクセス・ルータ、ＡＡＡサーバ・ノード、その他、他の
ネットワーク、及びインターネットへＢＳ １１００を接続させる、他のネットワーク・
ノードへのコネクションを提供する。メモリ１１１０は、ルーチン群１１１８及びデータ
／情報１１２０を含む。
【００６３】
　データ／情報１１２０は、データ１１３６、ダウンリンク・ストリップ－シンボル時間
情報（downlink strip-symbol time information）１１４０及びダウンリンク・トーン情
報１１４２を含むトーン・サブセット割り当てシーケンス情報１１３８、及び、複数のＷ
Ｔ情報のセット（ＷＴ １情報１１４６及びＷＴ Ｎ情報１１６０）を含む無線端末（ＷＴ
）データ／情報１１４４を含む。各々のＷＴ情報（例えば、ＷＴ １情報１１４６）のセ
ットは、データ１１４８、端末ＩＤ １１５０、セクターＩＤ １１５２、アップリンク・
チャネル情報１１５４、ダウンリンク・チャネル情報１１５６、及びモード情報１１５８
を含む。
【００６４】
　ルーチン群１１１８は、通信ルーチン群１１２２及び基地局制御ルーチン群１１を含む
。基地局制御ルーチン群１１２４は、スケジューラ・モジュール１１２６、並びに、スト
リップ－シンボル期間のためのトーン・サブセット割り当てルーチン１１３０、残りのシ
ンボル期間（例えば、非ストリップ－シンボル期間）のための他のダウンリンク・トーン
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割り当てホッピング・ルーチン群１１３２及びビーコン・ルーチン１１３４を含むシグナ
リング・ルーチン１１２８を含む。
【００６５】
　データ１１３６は、ＷＴへの送信に先立って符号化するために送信機１１０４の符号器
１１１４に送られるであろう送信されるべきデータ、及び、受信の後で受信機１１０２の
復号器１１１２により処理されたＷＴからの受信データを含む。ダウンリンク・ストリッ
プ－シンボル時間情報１１４０は、フレーム同期構造情報（frame synchronization stru
cture information）（例えば、スーパースロット、ビーコンスロット及びウルトラスロ
ット構造情報）、及び、所与のシンボル期間がストリップ－シンボル期間であるかどうか
を特定し、その場合はストリップ－シンボル期間のインデックスを特定し、更に、該スト
リップ－シンボルが、基地局により使用されるトーン・サブセット割り当てシーケンスを
トランケート（truncate）するためのリセット・ポイントであるかどうかを特定する情報
を含む。ダウンリンク・トーン情報１１４２は、基地局１１００に割り当てられるキャリ
ア周波数、トーンの数及び周波数、ストリップ－シンボル期間に割り当てられるトーン・
サブセットのセット、及び、他のセル及びセクターに特有の値（例えば、スロープ、スロ
ープ・インデックス及びセクター・タイプ）を含む情報を含む。
【００６６】
　データ１１４８は、ＷＴ１ １１００がピア・ノードから受信したデータ、ＷＴ １ １
１００がピア・ノードに送信されることを望むデータ、及び、ダウンリンク・チャネル品
質レポート・フィードバック情報を含んでも良い。端末ＩＤ １１５０は、基地局１１０
０が割り当てた、ＷＴ１ １１を識別するＩＤである。セクターＩＤ １１５２は、ＷＴ１
 １１００が動作しているセクターを識別する情報を含む。セクターＩＤ １１５２は、例
えば、セクター・タイプを判定するのに使用されることができる。アップリンク・チャネ
ル情報１１５４は、例えば、データのためのアップリンク・トラフィック・チャネル・セ
グメント、リクエストのための専用アップリンク制御チャネル（dedicated uplink contr
ol channels for requests）、電力制御、タイミング制御などを使用するために、スケジ
ューラ１１２６によりＷＴ１ １１００に割り当てられたチャネル・セグメントを識別す
る情報を含む。ＷＴ１ １１００に割り当てられる各々のアップリンク・チャネルは、１
又は複数の論理トーン（logical tone）を含む（各々の論理トーンは、アップリンク・ホ
ッピング・シーケンスの後に続く）。ダウンリンク・チャネル情報１１５６は、データ及
び／又は情報をＷＴ１ １１００へ運ぶためにスケジューラ１１２６により割り当てられ
たチャネル・セグメント（例えば、ユーザ・データのためのダウンリンク・トラフィック
チャネル・セグメント）を識別する情報を含む。ＷＴ１ １１００に割り当てられる各々
のダウンリンク・チャネルは、１又は複数の論理トーンを含む（各々はダウンリンク・ホ
ッピング・シーケンスの後に続く）。モード情報１１５８は、ＷＴ１ １１００のオペレ
ーションの状態（例えば、スリープ（sleep）、ホールド（hold）、オン（on））を識別
する情報を含む。
【００６７】
　通信ルーチン１１２２は、様々な通信オペレーションを実行し、様々な通信プロトコル
を実装するように、基地局１１００を制御する。基地局制御ルーチン１１２４は、基本的
な基地局の機能的なタスク（例えば、信号の生成及び受信、スケジューリング）を実行し
、ストリップ－シンボル期間の間にトーン・サブセット割り当てシーケンスを使用して無
線端末に信号を送信することを含む幾つかの態様の方法のステップを実装するように、基
地局１１００を制御するために使用される。
【００６８】
　シグナリング・ルーチン１１２８は、その復号器１１１２をもつ受信機１１０２及びそ
の符号器１１１４をもつ送信機１１０４のオペレーションを制御する。シグナリング・ル
ーチン１１２８は、送信データ１１３６及び制御情報の生成を制御する役割を果たす（re
sponsible）。トーン・サブセット割り当てルーチン１１３０は、態様の方法を使用して
、及び、ダウンリンク・ストリップ－シンボル時間情報１１４０及びセクターＩＤ １１
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５２を含むデータ／情報１１２０を使用して、ストリップ－シンボル期間において使用さ
れるべきトーン・サブセットを構築する。ダウンリンク・トーン・サブセット割り当てシ
ーケンスは、一つのセルにおける各々のセクター・タイプごとに異なり、また、隣接する
セルについて異なるであろう。ＷＴ １１００は、ダウンリンク・トーン・サブセット割
り当てシーケンスに従って、ストリップ－シンボル期間において、信号を受信する；基地
局１１００は、送信信号を生成するために、同一のダウンリンク・トーン・サブセット割
り当てシーケンスを使用する。他のダウンリンク・トーン割り当てホッピング・ルーチン
１１３２は、ストリップ－シンボル期間以外のシンボル期間について、ダウンリンク・ト
ーン情報１１及びダウンリンク・チャネル情報１１５６を含む情報を使用して、ダウンリ
ンク・トーン・ホッピング・シーケンスを構築する。ダウンリンク・データ・トーン・ホ
ッピング・シーケンスは、セルのセクターの全体にわたって同期する。ビーコン・ルーチ
ン１１３４は、ビーコン信号（例えば、１又は２、３のトーンに集中する比較的高出力の
信号）の送信を制御する。それは、同期の目的で、例えば、ウルトラスロット境界線に関
して、ダウンリンク信号、したがってトーン・サブセット割り当てシーケンスのフレーム
・タイミング構造を同期させるために、使用されても良い。
【００６９】
　例示的な無線端末
　図１２は、図１０に示されるシステム１０００の無線端末（エンド・ノード）のうちの
任意の一つ（例えば、ＥＮ（１） １０３６）として使用されることができる例示的な無
線端末（エンド・ノード）１２００を示す。無線端末１２００は、トーン・サブセット割
り当てシーケンスを実装する。無線端末１２００は、バス１２１０により一緒に接続され
た、復号器１２１２を含む受信機１２０２、符号器１２１４を含む送信機１２０４、プロ
セッサ１２０６及びメモリ１２０８を含む。各種のエレメント１２０２,１２０４,１２０
６,１２０８は、バス１２１０の上でデータ及び情報を交換することができる。基地局（
及び／又は異なる無線端末）から信号を受信するために使用されるアンテナ１２０３が、
受信機１２０２に接続される。信号を例えば基地局（及び／又は異なる無線端末）へ送信
するために使用されるアンテナ１２０５が、送信機１２０４に接続される。
【００７０】
　プロセッサ１２０６（例えば、ＣＰＵ）は、メモリ１２０８中のルーチン群１２２０を
実行すること及びデータ／情報１２２２を使用することによって、無線端末１２００のオ
ペレーションを制御し、方法を実装する。
【００７１】
　データ／情報１２２２は、ユーザ・データ１２３４、ユーザ情報１２３６、及びトーン
・サブセット割り当てシーケンス情報１２５０を含む。ユーザ・データ１２３４は、送信
機１２０４による基地局への送信に先立って符号化するために符号器１２１４に送られる
であろう、ピア・ノードに向けられたデータ、及び、受信機１２０２において復号器１２
１２により処理された、基地局からの受信データを含んでも良い。ユーザ情報１２３６は
、アップリンク・チャネル情報１２３８、ダウンリンク・チャネル情報１２４０、端末Ｉ
Ｄ情報１２４２、基地局ＩＤ情報１２４４、セクターＩＤ情報１２４６、及びモード情報
１２４８を含む。アップリンク・チャネル情報１２３８は、基地局への送信時に使用する
ために、無線端末１２００のために基地局により割り当てられたアップリンク・チャネル
・セグメントを識別する情報を含む。アップリンク・チャネルは、アップリンク・トラフ
ィック・チャネル、専用アップリンク制御チャネル（例えば、リクエスト・チャネル）、
電力制御チャネル及びタイミング制御チャネルを含んでも良い。各々のアップリンク・チ
ャネルは、１又は複数の論理トーンを含む。各々の論理トーンは、アップリンク・トーン
・ホッピング・シーケンスの後に続く。アップリンク・ホッピング・シーケンスは、一つ
のセルの各々のセクター・タイプの間で、そして、隣接するセルの間で、異なる。ダウン
リンク・チャネル情報１２４０は、基地局がＷＴ １２００へデータ／情報を送信してい
るときに使用するために、ＷＴ １２００へ基地局により割り当てられていたダウンリン
ク・チャネル・セグメントを識別する情報を含む。ダウンリンク・チャネルは、ダウンリ
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ンク・トラフィック・チャネル及び割り当てチャネルを含んでも良い。各々のダウンリン
ク・チャネルは、１又は複数の論理トーンを含む。各々の論理トーンは、ダウンリンク・
ホッピング・シーケンスの後に続く。ダウンリンク・ホッピング・シーケンスは、セルの
各々のセクターの間で同期する。
【００７２】
　ユーザ情報１２３６はまた、基地局により割り当てられた識別情報である端末ＩＤ情報
１２４２、ＷＴがそれとの通信を確立した特定の基地局を識別する基地局ＩＤ情報１２４
４、及びＷＴ １２００が現在位置するセルの特定のセクターを識別するセクターＩＤ情
報１２４６を含む。基地局ＩＤ １６４４は、セル・スロープ値（cell slope value）を
提供し、セクターＩＤ情報１６４６は、セクター・インデックス・タイプを提供する；セ
ル・スロープ値及びセクター・インデックス・タイプは、トーン・ホッピング・シーケン
スを得るために使用され得る。また、ユーザ情報１６３６に含まれるモード情報１６４８
は、ＷＴ １６００がスリープ・モードにあるか、ホールド・モードにあるか、又は、オ
ン・モードにあるかについて識別する。
【００７３】
　トーン・サブセット割り当てシーケンス情報１６５０は、ダウンリンク・ストリップ－
シンボル時間情報１６５２及びダウンリンク・トーン情報１６５４を含む。ダウンリンク
・ストリップ－シンボル時間情報１２５２は、フレーム同期構造情報（例えば、スーパー
スロット、ビーコンスロット及びウルトラスロット構造情報）、及び、所与のシンボル期
間がストリップ－シンボル期間であるかどうかを特定し、その場合はストリップ－シンボ
ル期間のインデックスを特定し、更に、該ストリップ－シンボルが、基地局により使用さ
れるトーン・サブセット割り当てシーケンスをトランケートするためのリセット・ポイン
トであるかどうかを特定する情報を含む。ダウンリンク・トーン情報１６５４は、基地局
に割り当てられるキャリア周波数、トーンの数及び周波数、ストリップ－シンボル期間に
割り当てられるトーン・サブセットのセット、及び、他のセル及びセクターに特有の値（
例えば、スロープ、スロープ・インデックス及びセクター・タイプ）を含む情報を含む。
【００７４】
　ルーチン群１２２０は、通信ルーチン群１２２４及び無線端末制御ルーチン群１２２６
を含む。通信ルーチン群１２２４は、ＷＴ １２００により使用される様々な通信プロト
コルを制御する。無線端末制御ルーチン群１２２６は、受信機１２０２及び送信機１２０
４の制御を含む基本的な無線端末１２００の機能性を制御する。無線端末制御ルーチン群
１２２６は、シグナリング・ルーチン１２２８を含む。シグナリング・ルーチン１２２８
は、ストリップ－シンボル期間のためのトーン・サブセット割り当てルーチン１２３０、
及び、残りのシンボル期間（例えば、非ストリップ－シンボル期間）のための他のダウン
リンク・トーン割り当てホッピング・ルーチン１２３２を含む。トーン・サブセット割り
当てルーチン１２３０は、幾つかの態様に従ってダウンリンク・トーン・サブセット割り
当てシーケンスを生成し、基地局から送信された受信データを処理するために、ダウンリ
ンク・チャネル情報１２４０、基地局ＩＤ情報１２４４（例えば、スロープ・インデック
ス及びセクター・タイプ）、及び、ダウンリンク・トーン情報１２５４を含むユーザ・デ
ータ／情報１２２２を使用する。他のダウンリンク・トーン割り当てホッピング・ルーチ
ン１２３０は、ストリップ－シンボル期間以外のシンボル期間について、ダウンリンク・
トーン情報１２５４及びダウンリンク・チャネル情報１２４０を含む情報を使用して、ダ
ウンリンク・トーン・ホッピング・シーケンスを構築する。トーン・サブセット割り当て
ルーチン１２３０は、プロセッサ１２０６により実行されるときに、無線端末１１００が
、いつ、そして、いずれのトーンの上で、基地局１２００から１又は複数のストリップ－
シンボル信号を受信するべきかについて判定するために使用される。アップリンク・トー
ン割り当てホッピング・ルーチン１２３０は、いずれのトーンにおいてそれが送信される
べきか判定するために、基地局から受信される情報とともに、トーン・サブセット割り当
て機能を使用する。
【００７５】
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　１又は複数の例示的な実施形態において、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れらの任意の組み合せにおいて実装されても良い。ソフトウ
ェアで実装される場合には、該機能は、コンピュータ読み取り可能な媒体上の１又は複数
のインストラクション又はコードとして格納され又は伝送されても良い。コンピュータ読
み取り可能な媒体（computer-readable media）は、コンピュータ記憶媒体（computer st
orage media）及び通信媒体（communication media）の両方を含み、或る場所から他の場
所へのコンピュータ・プログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む。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であっても良い。制限としてで
はなく例として、そのようなコンピュータ読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥ
ＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又は他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又は他の磁
気記憶装置、又は、インストラクション又はデータ構造の形で所望のプログラム・コード
を運ぶ又は記憶するために使用されることができ且つコンピュータによりアクセスされる
ことができる任意の他の媒体を含むことができる。また、任意のコネクションは、適切に
コンピュータ読み取り可能な媒体と呼ばれる。例えば、同軸ケーブル、光ファイバーケー
ブル、ツイストペア、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、又は、例えば赤外線、無線及びマイ
クロ波のような無線技術を使用することによって、ウェブサイト、サーバ、又は他のリモ
ートソースからソフトウェアが送信される場合に、その同軸ケーブル、光ファイバーケー
ブル、ツイストペア、ＤＳＬ、又は、例えば赤外線、無線及びはマイクロ波のような無線
技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で用いられるディスク（Disk）及びディスク（
disc）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク、
デジタル・バーサタイル・ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク及びブ
ルーレイディスク（登録商標）を含む。ここで、ディスク（disks）は、通常、磁気的に
データを再生（reproduce）し、一方、ディスク（discs）は、レーザーを使って光学的に
データを再生する。上記の組み合わせはまた、コンピュータ読み取り可能な媒体の範囲の
中に含まれるべきである。
【００７６】
　実施形態がプログラム・コード又はコード・セグメントで実装されるとき、コード・セ
グメントは、手続き、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モ
ジュール、ソフトウェア・パッケージ、クラスを表すことができ、又は、インストラクシ
ョン、データ構造若しくはプログラム・ステートメントの任意の組合せを表すことができ
る。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラメータ又はメモリ内容をパス及び
／又は受信することによって、他のコード・セグメント又はハードウェア回路に接続され
ることができる。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有、メッセージ・パ
ッシング、トークン・パッシング、ネットワーク伝送など含む任意の適当な手段を用いて
、パス、転送又は送信されることができる。さらに、幾つかの態様において、方法又はア
ルゴリズムのステップ及び／又はアクションは、機械読み取り可能な媒体及び／又はコン
ピュータ読み取り可能な媒体の上のコード及び／又はインストラクションのセットの一つ
又は任意の組み合せとして存在することができる。そして、それは、コンピュータ・プロ
グラム製品に組み込まれることができる。
【００７７】
　ソフトウェア実装については、本明細書で説明される技術は、本明細書で説明される機
能を実行するモジュール（例えば、手続き、関数、その他）で実装されることができる。
ソフトウェア・コードは、メモリ・ユニットに記憶されて、プロセッサにより実行される
ことができる。メモリ・ユニットは、プロセッサの内部又は外部に実装されることが可能
であり、その場合には、それは、当該技術分野において知られている様々な手段を通じて
該プロセッサに通信で接続されることができる。
【００７８】
　ハードウェア実装については、処理ユニットは、１又は複数の特定用途向けＩＣ（ＡＳ
ＩＣ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、
プログラマブル・ロジック・デバイス（ＰＬＤ）、フィールド・プログラマブル・ゲート
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プロセッサ、本明細書で説明された機能を実行するようにデザインされた他の電子ユニッ
ト、又はそれらの組合せの中で実装されることができる。
【００７９】
　上に説明されたことは、一つ又は複数の実施形態の例を含む。前述の実施形態を説明す
ることを目的としてコンポーネント又は手順の考えられる組み合わせをすべて説明するこ
とはもちろん可能ではないが、様々な実施形態の多数のさらなる組み合わせ又は置換が可
能であることを当業者は認識できる。したがって、説明された実施形態は、添付のクレー
ムの精神及び範囲内に含まれるそのような変更、修正及び変形をすべて包含することを意
図されている。さらに、語句“含む（includes）”が詳細な説明又はクレームのいずれか
において使用される範囲内において、上記語句は、語句“備える、含む（comprising）”
がクレームにおいてつなぎ詞（transitional word）として用いられた場合に“備える、
含む（comprising）”として解釈されるのと同様の方法で、包括的であることを意図され
ている。
【００８０】
　本明細書で用いられるように、用語“推論する（infer）”又は“推論（inference）”
は、一般に、イベント及び／又はデータを通して捕捉された一連の観測から、システム、
環境及び／又はユーザの状態を推論（reasoning about）又は推論（inferring）するプロ
セスを指す。例えば、推論は、特定の状況（context）又はアクションを特定するために
用いることができ、また、状態上の確率分布（probability distribution over states）
を生成することができる。推論は、確率的であっても良い、すなわち、データ及びイベン
トの考慮に基づく、対象の状態上の確率分布の計算であっても良い。また、推論は、一連
のイベント及び／又はデータから、よりハイレベルなイベントを構成するために用いられ
る技術を指すことができる。そのような推論は、一連の観測されたイベント及び／又は記
憶されたイベントデータからの新たなイベント又はアクションの構築を、該イベントが緊
密な時間的近接性と相関性があるかどうかにかかわらず且つ該イベント及びデータが一つ
又は幾つかのイベント及びデータソースに由来しているかどうかにかかわらず、もたらす
。
【００８１】
　さらに、この出願において用いられる用語“コンポーネント（component）”、“モジ
ュール（module）”、“システム（system）”及び同類のものは、コンピュータ関連のエ
ンティティーである、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、ソフトウェア又は実行中のソフトウェアのいずれをも指すことを意図されてい
る。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジ
ェクト、実行ファイル（executable）、実行のスレッド、プログラム、及び／又は、コン
ピュータであっても良い（ただし、これらに制限されるものではない）。例として、コン
ピュータデバイス上で動作するアプリケーションと、そのコンピュータデバイスの両方と
も、コンポーネントであり得る。１又は複数のコンポーネントがプロセス及び／又は実行
のスレッドの内部に存在することができ、また、一つのコンポーネントが一つのコンピュ
ータに局在し及び／又は２以上のコンピュータ間に分散されることができる。加えて、こ
れらコンポーネントは、様々なデータ構造を記録した様々なコンピュータ読み取り可能な
媒体から実行することができる。それらコンポーネントは、例えば、１又は複数のデータ
パケット（例えば、その信号を経由して、ローカルシステムにおいて、分散システムにお
いて及び／又は例えば他のシステムをともなうインターネットのようなネットワークを横
切って、他のコンポーネントとインタラクトする、一つのコンポーネントからのデータ）
を持つ信号に従うような、ローカルプロセス及び／又はリモートプロセスを経由して、通
信することができる。
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