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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法において、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキャッ
シュすることと、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を受信することと、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位
置付けられている第２のネットワークインフラストラクチャデバイスに対して送信するこ
とと、
　前記変更表示に基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の第１のバージョ
ンを無効化することと、
　前記変更表示に基づいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを
取得するか否かを決定することと、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得するとの決定に基づい
て、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを要求することと、
　前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペー
ス情報の更新された第２のバージョンを取得することと、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを、前記第２のネットワーク
インフラストラクチャデバイスに対して送信することとを含む方法。
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【請求項２】
　前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスおよび前記第２のネットワーク
インフラストラクチャデバイスは、非ホワイトスペースインフラストラクチャデバイスを
含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスおよび前記第２のネットワーク
インフラストラクチャデバイスは、ホワイトスペースインフラストラクチャデバイスを含
む請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のネットワークインフラストラクチャデバイスは、基地局を含み、前記第１の
ネットワークインフラストラクチャデバイスは、前記第２のネットワークインフラストラ
クチャデバイスよりも、前記キャッシュしたホワイトスペース情報に階層的に、より近い
コンポーネントを含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記変更表示を受信することは、ホワイトスペース情報サーバが、更新されたホワイト
スペース情報を受信することによってトリガされる請求項１記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのプロセッサにおいて、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキャッ
シュする第１のモジュールと、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を受信する第２のモジュールと、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位
置付けられている第２のネットワークインフラストラクチャデバイスに対して送信する第
３のモジュールと、
　前記変更表示に基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の第１のバージョ
ンを無効化する第４のモジュールと、
　前記変更表示に基づいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを
取得するか否かを決定する第５のモジュールと、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得するとの決定に基づい
て、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを要求する第６のモジュー
ルと、
　前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペー
ス情報の更新された第２のバージョンを取得する第７のモジュールと、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを、前記第２のネットワーク
インフラストラクチャデバイスに対して送信する第８のモジュールとを具備する少なくと
も１つのプロセッサ。
【請求項７】
　コンピュータ読み取り可能記憶媒体において、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の第１のバージョンをコンピ
ュータにキャッシュさせるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を前記コンピュータに受信させるように動作可能
な少なくとも１つの命令と、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位
置付けられている第２のネットワークインフラストラクチャデバイスに対して前記コンピ
ュータに送信させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記変更表示に基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の第１のバージョ
ンを前記コンピュータに無効化させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記変更表示に基づいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを
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取得するか否かを前記コンピュータに決定させるように動作可能な少なくとも１つの命令
と、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得するとの決定に基づい
て、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを前記コンピュータに要求
させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペー
ス情報の更新された第２のバージョンを前記コンピュータに取得させるように動作可能な
少なくとも１つの命令と、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを、前記第２のネットワーク
インフラストラクチャデバイスに対して前記コンピュータに送信させるように動作可能な
少なくとも１つの命令とを含むコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
【請求項８】
　装置において、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキャッ
シュする手段と、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を受信する手段と、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位
置付けられている第２のネットワークインフラストラクチャデバイスに対して送信する手
段と、
　前記変更表示に基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の第１のバージョ
ンを無効化する手段と、
　前記変更表示に基づいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを
取得するか否かを決定する手段と、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得するとの決定に基づい
て、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを要求する手段と、
　前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペー
ス情報の更新された第２のバージョンを取得する手段と、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを、前記第２のネットワーク
インフラストラクチャデバイスに対して送信する手段とを具備する装置。
【請求項９】
　コンピュータデバイスにおいて、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキャッ
シュするようにと、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を受信するようにと、
　前記ホワイトスペース情報の変更表示を、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位
置付けられている第２のネットワークインフラストラクチャデバイスに対して送信するよ
うにと、
　前記変更表示に基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の第１のバージョ
ンを無効化するようにと、
　前記変更表示に基づいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを
取得するか否かを決定するようにと、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得するとの決定に基づい
て、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを要求するようにと、
　前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペー
ス情報の更新された第２のバージョンを取得するようにと、
　前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを、前記第２のネットワーク
インフラストラクチャデバイスに対して送信するように構成されているプロセッサを具備
するコンピュータデバイス。
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【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、「ホワイトスペース通信の装置および方法」と題し、２００９年３月２
６日に出願され、仮出願番号６１／１６３，７０６号に対して優先権を主張し、この出願
は、本発明の譲受人に譲渡され、ここでの参照によりここに明確に組み込まれている。
【背景】
【０００２】
　分野
　記述した態様は、通信に関連し、さらに詳細には、ライセンスされていないスペクトル
中での通信に関連する。
【０００３】
　背景
　ライセンスされているスペクトル中で加入者をサポートするのに利用可能な、ワイヤレ
スネットワークオペレータおよびキャリアのワイヤレス容量には限界がある。ライセンス
されていないデバイスが、一般的に「ホワイトスペース」と呼ばれる、使用されていない
テレビルールスペクトル中で動作することを可能にするルールを、アメリカ合衆国政府が
、最近、通信に採用した。したがって、新しく利用可能なライセンスされていないホワイ
トスペーススペクトル中で移動体ブロードバンドサービスを使用可能にするために、新し
い通信装置および方法が必要とされるだろう。
【０００４】
　概要 
　以下では、この態様の基本的な理解を提供するために、１つ以上の態様の簡略化した概
要を示している。この概要は、すべて検討した態様の多彩な概略ではなく、すべての態様
の重要なまたは不可欠なエレメントを識別することにも、何らかの態様またはすべての態
様の範囲を詳細に述べることにも向けられていない。この唯一の目的は、後に示すより詳
細な説明に対する前置きとして、１つ以上の態様のうちのいくつかの概念を簡単な形態で
示すことである。
【０００５】
　態様では、通信サービスを提供する方法は、第１の基地局において、ライセンスされて
いる周波数上で、ネットワークアクセスに対する通信要求をワイヤレスアクセス端末から
受信することを含む。方法は、ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少な
くとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を決定することをさらに含む。ま
た、方法は、少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介することに
なるワイヤレスアクセス端末に対して、ネットワークアクセスの少なくとも一部分をパー
ティションすることを含む。加えて、方法は、ネットワークアクセスの少なくとも一部分
を取得するのに使用する少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数をワ
イヤレスアクセス端末に対して報知することを含む。
【０００６】
　他の態様は、上述した方法動作を実行するように構成されているモジュールを具備する
少なくとも１つのプロセッサ、または上述した方法動作を実行するための命令を含むコン
ピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクト、または上述し
た方法動作を実行する手段を具備する装置、または上述した方法動作を実行するように構
成されているプロセッサ具備する基地局を含む。
【０００７】
　別の態様では、通信コールのハンドオフを実行する方法は、ライセンスされている周波
数上で動作している第１の基地局において、ワイヤレスアクセス端末の通信コールのハン
ドオフを実行する必要性の通知を受信することを含み、通信コールは、第１のライセンス
されていない周波数上でのものであり、第２の基地局によってサービス提供される。さら
に、方法は、ワイヤレスアクセス端末のロケーションを取得することと、ライセンスされ
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ていない周波数スペクトル中で動作し、ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応す
るサービスエリアを持っている何らかの基地局を識別することとを含む。加えて、方法は
、識別に基づいて、通信コールをハンドオフする際に使用するターゲット基地局に対する
識別情報をワイヤレスアクセス端末に対して提供することを含む。
【０００８】
　さらなる態様では、ホワイトスペース情報を取得する方法は、第１のインフラストラク
チャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークインフラストラクチャデバイス
において、ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキャッシュすることを含む。また
、方法は、ホワイトスペース情報の第１のバージョンに対応する無効化メッセージを受信
することを含む。さらに、方法は、無効化メッセージに基づいて、キャッシュしたホワイ
トスペース情報の第１のバージョンを無効化することを含む。さらには、方法は、インフ
ラストラクチャ更新プロトコルに基づいて、ネットワークインフラストラクチャデバイス
において、ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得することを含む。
加えて、方法は、インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって、ホワイトスペース
情報の更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付
けられている第２のインフラストラクチャデバイスに対して報知することを含む。
【０００９】
　別の態様では、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信の方法は、ライセンスされている周波数上
で動作している第１の基地局において、ライセンスされていない周波数スペクトルにおけ
る通信セッションに対する通信要求を受信することを含み、通信要求は、第１のロケーシ
ョン情報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに対応し、通信要求は、第２のロケーショ
ン情報を持つ第２のワイヤレス通信デバイスを、通信セッションに対する宛先として識別
する。方法は、第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応する１つ以上
の利用可能なラインセンスされていない周波数を送信することも含む。さらに、方法は、
利用可能なライセンスされていない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを受信すること
を含む。加えて、方法は、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、利用可能なラ
イセンスされていない周波数のそれぞれの決定された干渉レベルに基づいて、１つ以上の
利用可能なライセンスされていない周波数を識別することを含む。
【００１０】
　さらなる態様では、現場に特有な情報を受信する方法は、アクセス端末において、ライ
センスされている周波数上で動作している第１の基地局から、ライセンスされていないス
ペクトル中で動作している第２の基地局に対するブロードキャストチャネル情報を取得す
ることを含む。方法は、ブロードキャストチャネル情報に基づいて、第２の基地局のブロ
ードキャストチャネルに同調することも含む。さらに、方法は、ブロードキャストチャネ
ル上で、現場特有メッセージを受信することを含む。加えて、方法は、現場特有メッセー
ジを記憶または提示することとを含む。
【００１１】
　上述した方法のうちの任意のものの他の態様は、上述した方法動作を実行するように構
成されているモジュールを具備する少なくとも１つのプロセッサ、または上述した方法動
作を実行するための命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプ
ログラムプロダクト、または上述した方法動作を実行する手段を具備する装置、または上
述した方法動作を実行するように構成されているプロセッサをそれぞれ具備するサーバま
たはアクセス端末のような、基地局またはネットワークコンポーネントを含む。
【００１２】
　先述の関連した目的の達成のために、詳細な説明および添付した図面とともに、１つ以
上の態様は、以下で完全に記述した特徴および特許請求の範囲において特に指摘した特徴
を含む。以下の説明および添付した図面では、１つ以上の態様のいくつかの例示的な特徴
を詳細に述べている。しかしながら、これらの特徴は、ほんの数例のさまざまな方法を示
しているにすぎず、ここでは、さまざまな態様の原理が用いられ、この記述はこのような
すべての態様および均等物を含むことを意図している。
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【図面の簡単な説明】
【００１３】
　開示した態様を図示するように提供されているが、開示した態様を限定するものではな
い、添付した図面に関連して、開示した態様を以下で記述する。同様な呼称は、同じエレ
メントを意味する。　
【図１】図１は、ハイブリッド通信ネットワークの態様の概略図である。
【図２】図２は、図１に類似しており、付加的なシステムの詳細を含む概略図である。
【図３】図３は、図１のシステムのハイブリッドＷＷＡＮ技術に特有なアークテクチャの
階層の態様の概略図である。
【図４】図４は、図１のシステムのハイブリッドＷＷＡＮ技術に特有なアークテクチャの
階層の態様の概略図である。
【図５】図５は、図１のシステムのハイブリッドＷＷＡＮ技術に特有なアークテクチャの
階層の態様の概略図である。
【図６】図６は、ネットワークアクセスおよび／またはサービスを動的にパーティション
する方法の態様のフローチャートである。
【図７】図７は、ネットワークアクセスを動的にパーティションする方法の態様に関連す
るメッセージフローダイアグラムである。
【図８】図８は、通信サービスを動的にパーティションする方法の態様に関連するメッセ
ージフローダイアグラムである。
【図９】図９は、図６－図８の方法を実行するように動作可能な、アクセス端末および非
ホワイトスペース基地局の論理コンポーネントの態様の概略ダイアグラムである。
【図１０】図１０は、ネットワークアクセスおよび／またはサービスをパーティションす
るコンポーネントのシステムの態様の概略ダイアグラムである。
【図１１】図１１は、ネットワークアクセスおよび／またはサービスをパーティションす
る論理コンポーネントのシステムの態様の概略ダイアグラムである。
【図１２】図１２は、図１のネットワーク内のアクセス端末の動きの態様の概略ダイアグ
ラムである。
【図１３】図１３は、付加的な非ホワイトスペース基地局を含む図１のネットワークによ
る、アクセス端末の動きの態様の概略ダイアグラムである。
【図１４】図１４は、ホワイトスペースコールの周波数間ハンドオフを実行する方法の態
様のフローチャートである。
【図１５】図１５は、ホワイトスペース通信セッションまたはコールの、非ホワイトスペ
ース基地局支援ハンドオフの態様に関連するメッセージフローダイアグラムである。
【図１６】図１６は、図１４および図１５のフローで動作可能な非ホワイトスペース基地
局の態様の概略ダイアグラムである。
【図１７】図１７は、図１４および図１５のフローに関連する周波数間ハンドオフに関与
する論理コンポーネントの態様の概略ダイアグラムである。
【図１８】図１８は、ホワイトスペースコールの周波数間ハンドオフを実行する論理コン
ポーネントのシステムの態様の概略ダイアグラムである。
【図１９】図１９は、ホワイトスペース情報をキャッシュする方法の態様のフローチャー
トである。
【図２０】図２０は、ホワイトスペース情報をキャッシュする態様に関連するメッセージ
フローダイアグラムである。
【図２１】図２１は、図１９および図２０のフローで動作可能な、図１のコンポーネント
の態様の概略ダイアグラムである。
【図２２】図２２は、ホワイトスペース情報をキャッシュする論理コンポーネントのシス
テムの態様の概略ダイアグラムである。
【図２３】図２３は、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）ホワイトスペース通信の方法の態様のフロ
ーチャートである。
【図２４】図２４は、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）ホワイトスペース通信の態様に関連するメ
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ッセージフローダイアグラムである。
【図２５】図２５は、図２３および図２４のフローで動作可能な、図１の非ホワイトスペ
ース基地局およびアクセス端末の態様の概略ダイアグラムである。
【図２６】図２６は、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）ホワイトスペース通信のための論理コンポ
ーネントのシステムの態様の概略ダイアグラムである。
【図２７】図２７は、ホワイトスペース基地局からの現場キャスティング情報の方法の態
様のフローチャートである。
【図２８】図２８は、ホワイトスペース基地局からの現場キャスティング情報の態様に関
連するメッセージフローダイアグラムである。
【図２９】図２９は、図２７および図２８のフローで動作可能な、図１の非ホワイトスペ
ース基地局およびアクセス端末の態様の概略ダイアグラムである。
【図３０】図３０は、ホワイトスペース基地局からの現場キャスティング情報のための論
理コンポーネントのシステムの態様の概略ダイアグラムである。
【図３１】図３１は、記述した態様で動作可能なコンピュータデバイスの概略ダイアグラ
ムである。
【詳細な説明】
【００１４】
　これから、図面を参照して、さまざまな態様を記述する。以下の記述では、説明の目的
のために、１つ以上の態様の全体的な理解を提供するために、多数の特定の詳細な説明を
述べている。しかしながら、これらの特定の詳細な説明がなくても、このような態様を実
施できることは明らかである。
【００１５】
　記述する、通信の装置および方法は、利用可能なライセンスされていない周波数スペク
トルの１つ以上の帯域中で動作可能な通信デバイスを持つ通信システムに関連する。この
利用可能なライセンスされていない周波数スペクトルを、「ホワイトスペース」と呼ぶ。
例えば、アメリカ合衆国では、例えば、約５４メガヘルツ（ＭＨｚ）から約８００ＭＨｚ
に及ぶさまざまな周波数帯域中でブロードキャストアナログテレビ信号によって以前に排
他的に占有されていた周波数に、ホワイトスペースは対応している。エリア中のブロード
キャスタの数に依存して、利用可能なホワイトスペースの量は地理領域によって異なる。
例えば、地方エリアでは利用可能なホワイトスペースはより多く、都市エリアでは利用可
能なホワイトスペースはより少ないかもしれない。
【００１６】
　セルラ音声コールおよびデータコールのような移動体ブロードバンドサービスに対する
容量を増加させるために、記述する装置および方法は、協働するホワイトスペースネット
ワークおよび非ホワイトスペースネットワークを利用する。特に、記述する態様は、ハイ
ブリッド通信ネットワークを含み、このハイブリッド通信ネットワークでは、ライセンス
されていないホワイトスペースワイドエリアネットワークが、移動体ブロードバンドサー
ビスを提供するために、ライセンスされているセルラワイドエリアネットワークとともに
働く。すなわち、協働するネットワークは、ライセンスされていないＷＷＡＮと、ライセ
ンスされているＷＷＡＮである。例えば、このようなＷＷＡＮは、１００メートルよりも
長い距離を、または、２００メートルよりも長い距離を、または５００メートルよりも長
い距離を持つことがあり、このような距離は、約３キロメートルに、または、約５キロメ
ートルに及ぶことがある。長距離配備が典型的であるが、このようなワイヤレスワイドエ
リアネットワーキング技術は、例えば、ピコセル中またはフェムトセルにおけるように、
数１００メートルの短距離または数１０メートルの短距離またはより短い距離にわたって
配備することができる。
【００１７】
　１つの態様では、例えば、記述する装置および方法は、ホワイトスペース（ＷＳ）ネッ
トワークと非ホワイトスペース（ＮＷＳ）またはセルラネットワークとの間で、アクセス
端末（ＡＴ）に対するネットワークアクセスを、または通信サービスを、またはこの両方
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を、動的にパーティションするように動作可能である。パーティションは、ＡＴ関連制約
またはネットワーク関連（ＷＳネットワークおよび／またはＮＷＳネットワーク）制約の
うちの、１つあるいは任意のものを組み合わせたものに基づいていてもよい。特に、ハイ
ブリッドＡＴは、ＷＳネットワークに対する接続情報を取得するために、そして、ＷＳネ
ットワークとＮＷＳネットワークとの間での、ＡＴに対するネットワークアクセスおよび
／または通信サービスのパーティショニングに関する情報をさらに取得するために、ＮＷ
Ｓネットワークと通信してもよい。このように、この態様は、ＡＴが、所望の通信サービ
スならびに／あるいは所定のＡＴ関連および／またはネットワーク関連制約に依存して、
ＮＷＳネットワークを利用してＷＳネットワークにアクセスすることを、そして、いずれ
かのネットワークまたは両方のネットワークと通信することを可能にする。
【００１８】
　さらなる態様では、例えば、いったん、ホワイトスペース通信コールが確立されると、
記述する装置および方法は、例えば、セルラｅノードＢまたは基地局のような非ホワイト
スペース基地局（ＮＷＳ ＢＳ）の支援によりホワイトスペース基地局（ＷＳ ＢＳ）間で
ホワイトスペース通信コールのハンドオフを実行するために、あるいは、ＷＳ ＢＳとＮ
ＷＳ ＢＳとの間でハンドオフを実行するために、通信セッション情報を交換するように
動作可能である。特に、ＮＷＳ ＢＳは、ホワイトスペース通信コールのハンドオフのた
めに利用可能なＷＳ ＢＳを決定する際に、ＮＷＳ ＢＳがＡＴを支援できるように、隣接
しているＷＳ ＢＳに関する情報と隣接しているＷＳ ＢＳの動作周波数とを維持してもよ
い。他の態様では、例えば、ＡＴが別のＷＳ ＢＳの範囲内でないときには、ハンドオフ
は、ＷＳ ＢＳからＮＷＳ ＢＳへのものであるかもしれず、そして、ＡＴが別のＷＳ Ｂ
Ｓサービスエリアに到達するまで、ＮＷＳ ＢＳがコールを維持してもよい。さらなる態
様では、例えば、ＷＳ ＢＳの周囲のサービスエリアが、潜在的にわずかにオーバーラッ
プしている、３つの異なる（２次元で）パイの形をしたＷＳ ＢＳセクタによってカバー
され、干渉を防ぐためにそれぞれのセクタが異なるＷＳ周波数帯域中で動作する場合、ハ
ンドオフは、ＷＳ ＢＳの、異なるセクタ間での、異なるＷＳ動作周波数のものであるか
もしれない。このように、この態様は、１つのＷＳ ＢＳから別のものへの、または、Ｎ
ＷＳ ＢＳへの、またはＷＳ ＢＳのセクタ間の、ホワイトスペース通信コールのハンドオ
フのためのメカニズムを提供する。
【００１９】
　別の態様では、例えば、記述する装置および方法は、ＮＷＳネットワークインフラスト
ラクチャの１つ以上のレベルにおいて、ホワイトスペース情報をキャッシュするように動
作可能である。特に、ホワイトスペース情報は、これらのものに限定されないが、例えば
、アナログテレビブロードキャスタのような登録されたＷＳ送信機の識別子に関連する１
つ以上のデータや、登録された送信機の、対応するブロードキャスティング周波数または
スペクトル範囲や、ＷＳサービスプロバイダ情報を含んでいてもよい。例えば、ＷＳサー
ビスプロバイダ情報は、ＷＳ ＢＳの識別子や、ＷＳ ＢＳの地理サービスエリアや、ＷＳ
 ＢＳの動作周波数や、ＷＳ ＢＳから利用可能な通信サービスといったものがある。キャ
ッシュされるホワイトスペース情報は、ホワイトスペース情報サーバから取得されてもよ
く、ホワイトスペース情報サーバは、ホワイトスペース情報のオフィシャルバージョンを
維持するエンティティと、または、マスターサーバと言われることもある。したがって、
キャッシュされたホワイトスペース情報は、さまざまなメカニズムにしたがって、ＮＷＳ
ネットワークインフラストラクチャの１つ以上のレベルにおいて維持および更新されても
よい。このように、この態様が、ＮＷＳネットワークインフラストラクチャの１つ以上の
レベルにおいてホワイトスペース情報を分散させることによって、ホワイトスペース情報
サーバにおける負荷を減少させ、これにより、ホワイトスペース通信を確立しようとして
いるＡＴのようなホワイトスペースデバイスへのホワイトスペース情報の配信に対する待
ち時間を減少させる。
【００２０】
　さらに別の態様では、例えば、記述する装置および方法は、１つ以上のＮＷＳ ＢＳか
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らの支援により、２つのＡＴ間でのＷＳピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を可能にするように
動作可能である。特に、１つ以上のＮＷＳ ＢＳは、同じホワイトスペース通信サービス
エリア内でコールを確立したい要望を持つ２つ以上のＡＴに対して、ホワイトスペース情
報を供給してもよい。それぞれのＡＴは、ホワイトスペース情報を利用して、利用可能な
ホワイトスペースと、対応する干渉のレベルとを決定する。これらの決定に基づいて、Ａ
Ｔは、Ｐ２Ｐ通信コールに対する利用可能なホワイトスペース周波数を選択する。さらに
、ＡＴは、選択した利用可能なホワイトスペースにおける干渉のレベルの決定を周期的に
更新してもよく、このような干渉がしきい値を超えた場合、ＡＴは、異なる利用可能なホ
ワイトスペース周波数に切り替えるために、受信したホワイトスペース情報に基づいて、
あるいは、ＮＷＳ ＢＳまたはＷＳ ＢＳのいずれかから新しく受信して更新したホワイト
スペース情報に基づいて、選択プロセスを反復してもよい。このように、この態様は、Ｎ
ＷＳまたはＷＳ ＷＷＡＮによって支援されるＰ２Ｐホワイトスペース通信に対して効率
的なスキームを提供し、ここでは、適したホワイトスペース周波数を見出すのに、ホワイ
トスペーススペクトル全体を評価したならば消費されるであろうエネルギーよりも、消費
するエネルギーを実質的により少なくするために、ＡＴは、ＮＷＳ ＢＳにより提供され
るホワイトスペース情報を利用する。
【００２１】
　加えて、別の態様において、ＡＴとＷＳ ＢＳとの間の任意の通信では、ＷＳ周波数の
インクリメント的な再交渉が行われる可能性がある。例えば、ＷＳ ＢＳは、複数のＷＳ
周波数帯域を同時に使用する能力を持つことがある。そのため、ＡＴが１つの周波数帯域
に問題を持つ場合、例えば、スペクトルを感知する際に、ＡＴは、マイクロフォンが存在
していることを感知し、または、他の何らかの干渉を感知し、その後、ＡＴは、異なる利
用可能なＷＳ周波数帯域をＷＳ ＢＳに求めることがある。干渉が、ＷＳ ＢＳと通信する
能力をＡＴに喪失させるほど強かったならば、このような再交渉は、ＡＴからＮＷＳ Ｂ
Ｓへと、ＷＳ ＢＳへとルーティングされるかもしれず、これにより、ＮＷＳ通信リンク
を利用する。
【００２２】
　さらには、態様では、ハイブリッド通信システムは、ホワイトスペース基地局による、
現場に特有な情報のブロードキャスティングを許容してもよい。このブロードキャスティ
ングを、現場キャスティングと呼ぶ。例えば、ＡＴは、ＮＷＳ ＢＳと通信し、ＡＴの付
近で、ＷＳ ＢＳに関する情報を取得してもよい。このような情報は、ブロードキャスト
周波数を、または、チャネル情報を含んでいてもよい。ブロードキャスト周波数またはチ
ャネル情報を受信すると、ＡＴは、各周波数／チャネルに同調し、１つ以上の現場特有メ
ッセージのブロードキャストを取得してもよい。ＷＳ ＢＳが、比較的大きいサービスエ
リアを持っているかもしれないので、ブロードキャストは、ＷＳサービスエリア内の地理
的に異なるエリアに対して多くの異なる現場特有メッセージを含んでいてもよい。したが
って、いくつかの態様では、ＡＴに関連性のある現場特有メッセージだけを記憶するよう
に、ＡＴは、ＡＴロケーションに基づいて、１つ以上の現場特有メッセージをフィルタリ
ングしてもよい。他の態様では、現場特有メッセージの選択をユーザから受け取ることが
できるように、ＡＴは、ＡＴのユーザに対する現場特有メッセージを識別してもよい。さ
らに別の態様では、ＡＴは、どの現場特有メッセージを記憶するかを自動的に選択する論
理を備えていてもよい。例えば、ＡＴは、例えば、ユーザにより入力される、または、例
えば、履歴ユーザ対話や、ユーザにとって関心のあるエリアに基づいて自動的に決定され
る、ユーザプリファレンスを含んでいてもよく、ＡＴは、その後、一致を見出すために、
現場特有メッセージを規定しているメタデータを、ユーザプリファレンスと比較し、その
後、一致している現場特有メッセージを保存してもよい。いずれのケースにおいても、現
場特有メッセージのうちの１つ以上は、ユーザによる消費のために出力されてもよく、ま
たは、ユーザによる選択的リコールのために記憶されてもよい。
【００２３】
　図１を参照すると、１つの態様では、ハイブリッド通信システム１０は、アクセス端末
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（ＡＴ）１２に対する通信を可能にするように、非ホワイトスペース（ＮＷＳ）ネットワ
ーク１３と協働して動作するホワイトスペース（ＷＳ）ネットワーク１１を備えている。
ホワイトスペースネットワーク１１は、少なくとも１つのＷＳ基地局（ＷＳ ＢＳ）によ
ってサービス提供される少なくとも１つのＷＳサービスエリアを含み、例えば、この少な
くとも１つのＷＳサービスエリアは、各ＷＳ ＢＳ１８および２０によってサービス提供
されるＷＳサービスエリア１４および１６といったものがある。さらに、非ホワイトスペ
ース（ＮＷＳ）ネットワーク１３は、少なくとも１つのＮＷＳ ＢＳによってサービス提
供される少なくとも１つのＮＷＳサービスエリアを含む。例えば、この少なくとも１つの
ＮＷＳサービスエリアは、各ＮＷＳ ＢＳ３２、３４、３６、３８、および４０によって
サービス提供されるＮＷＳサービスエリア２２、２４、２６、２８、および３０といった
ものがある。ＷＳサービスエリア１４および１６は、それぞれ、ＷＳ ＢＳ１８および２
０を完全に囲んでいるが、説明を容易にするために、ＷＳサービスエリア１４および１６
の、境界４２および４４は、ＷＳ ＢＳ１８および２０を部分的しか含んでいないことに
留意すべきである。加えて、説明を容易にするために、ＷＳ ＢＳ１８および２０、なら
びにＮＷＳ ＢＳ３２、３４、３６、３８、および４０の各サービスエリアがオーバーラ
ップするように、これらは線形的に整列され、間隔をおいて配置されているが、ＢＳ、お
よび、これらの対応するサービスエリアは、他のコンフィギュレーションで配置可能であ
り、このコンフィギュレーションは、ネットワークオペレータのプリファレンスによって
変わり得ることに留意すべきである。さらには、ＮＷＳ ＢＳおよびＷＳ ＢＳは別個にす
ることができ、または、ハイブリッドユニットに組み込むことができることに留意すべき
である。
【００２４】
　ハイブリッドシステム１０では、ＡＴ１２は、ＮＷＳ ＢＳ３２のような少なくとも１
つのＮＷＳ ＢＳと通信し、ネットワークインフラストラクチャ５０とインターネットプ
ロトコルネットワーク５２とを通してホワイトスペース情報サーバ４８から直接的に、ま
たは、ＮＷＳ ＢＳ上の記憶装置から直接的に、のいずれかでホワイトスペース情報４６
を取得するように動作可能である。ホワイトスペース情報４６に基づいて、ＡＴ１２は、
同じホワイトスペースサービスエリア内では端末５４のようなものと、異なるホワイトス
ペースサービスエリア中では端末５６のようなものと、または、１つ以上のネットワーク
にわたっては端末５８のようなものといったように、１つ以上の他のデバイスと通信して
もよい。このような通信は、１つ以上の通信サービスを含んでいてもよく、利用可能なＷ
Ｓ周波数、ＮＷＳ周波数、またはこれらを任意に組み合わせたものを利用してもよい。
【００２５】
　図２を参照すると、さらに詳細には、ホワイトスペース情報サーバ４８は、所定の地理
領域に対するホワイトスペース情報４６を管理および更新するように動作可能である。例
えば、所定の地理領域は、これらのものに限定されないが、少なくとも１つの都市、少な
くとも１つの地区、少なくとも１つの州、少なくとも１つの国等のうちの、１つまたは任
意のものを組み合わせたものを含んでいてもよい。先に述べたように、ホワイトスペース
情報４６は、これらのものに限定されないが、アナログテレビブロードキャスタのような
登録されたＷＳ送信機の識別子に関連する１つ以上のデータや、登録された送信機の、対
応するブロードキャスティング周波数またはスペクトル範囲や、ＷＳサービスプロバイダ
情報を含んでいてもよい。例えば、ＷＳサービスプロバイダ情報は、ＷＳ ＢＳの識別子
や、ＷＳ ＢＳの地理サービスエリアや、ＷＳ ＢＳの動作周波数や、ＷＳ ＢＳから利用
可能な通信サービスといったものがある。したがって、ホワイトスペース情報４６は、所
定の地理エリア中で避けるべきホワイトスペースに関する情報と、所定の地理エリア中で
利用可能なホワイトスペースに関する情報とを含んでいてもよい。
【００２６】
　ＩＰネットワーク５２は、ワイヤードリンクおよび／またはワイヤレスリンクのような
１つ以上の通信リンク６０によって、ホワイトスペース情報サーバ４８に接続されている
。ＩＰネットワーク５２は、パケット交換ネットワークを含む。パケット交換ネットワー
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クは、これに限定されないが、インターネットのようなものがある。
【００２７】
　ワイヤードリンクおよび／またはワイヤレスリンクのような１つ以上の通信リンク６２
によって、ネットワークインフラストラクチャ５０はＩＰネットワーク５２に接続されて
いる。ネットワークインフラストラクチャ５０は、ＮＷＳ ＢＳ３２またはＷＳ ＢＳ１８
のうちの少なくとも１つに対応する通信ネットワークの、バックホールまたはネットワー
ク側部分を含む。ＮＷＳ ＢＳ３２およびネットワークインフラストラクチャ５０は、任
意の技術であってもよいが、１つの適した技術は、セルラまたはＷＷＡＮネットワーク技
術を含む。例えば、ネットワークインフラストラクチャ５０は、これらのものに限定され
ないが、３Ｇネットワーク、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）技術ネットワーク
、４Ｇネットワーク等のうちの、１つまたは任意のものを組み合わせたものに対応するネ
ットワークコンポーネントを含んでいてもよい。このようなセルラまたはＷＷＡＮネット
ワークは、幅広く変わるサービスエリアおよび能力を持ち得るＷＳネットワークに関連し
て動作するように、コヒーレントな、かつ幅広く利用可能な接続性バックボーンを提供す
る。
【００２８】
　ＮＷＳ ＢＳ３２は、ＮＷＳプロトコルにしたがって動作し、例えば、ワイヤードまた
はワイヤレス通信リンク６４のようなものを通してネットワークインフラストラクチャ５
０と通信する何らかの基地局を含んでいてもよい。さらに、ＮＷＳ ＢＳ３２は、ＮＷＳ
通信能力を持っているＡＴ１２と、ワイヤレスに、または、無線で通信するように動作可
能である。ＮＷＳ ＢＳ３２は、ＡＴ１２と通信するときにはセルラまたはＷＷＡＮの無
線プロトコルにしたがって動作し、ネットワークインフラストラクチャ５０または他のＢ
Ｓと通信するときにはセルラまたはＷＷＡＮのインフラストラクチャプロトコルにより動
作する。加えて、いくつかの代替実施形態では、ＮＷＳ ＢＳ３２は、セルラまたはＷＷ
ＡＮのインフラストラクチャプロトコル、あるいはＷＳプロトコルのいずれかを使用して
、ＷＳ ＢＳ１８のようなＷＳ ＢＳと通信してもよい。例えば、いくつかのオプション的
なケースでは、通信データを交換できるように、記述する態様は、ＮＷＳ ＢＳ３２とＷ
Ｓ ＢＳ１８との間で通信トンネル６６を形成できるようにする。例えば、ハンドオフを
実行する間に、ＡＴから発信するデータパケットまたはＡＴに宛てられているデータパケ
ットが確実に欠落しないようにするために、例えば、ハンドオフ処理の際にトンネル６６
を使用してもよい。あるいは、他の管理通信を、例えば、ホワイトスペース情報、ＢＳ能
力情報、ＮＷおよびＮＷＳネットワーク能力情報を交換するために、トンネル６６を使用
してもよい。
【００２９】
　ＷＳ ＢＳ１８は、ＷＳプロトコルにしたがって動作し、例えば、ワイヤードまたはワ
イヤレス通信リンク６８のようなものを通して、ネットワークインフラストラクチャ５０
と通信する何らかの基地局を含んでいてもよい。ＷＳ ＢＳ１８は、１つ以上のネットワ
ークにわたって、１つ以上のＡＴに対する１つ以上の通信セッションをサービス提供して
もよい。ＷＳ ＢＳ１８のようなそれぞれのＷＳ ＢＳは、ＢＳに特有なホワイトスペース
情報７０を含んでいてもよい。例えば、ＢＳに特有なホワイトスペース情報７０は、これ
らのものに限定されるものではないが、ＷＳ ＢＳ識別子や、ＷＳ ＢＳロケーションや、
ＷＳ ＢＳが動作できる１つ以上のホワイトスペース周波数や、ＷＳ ＢＳによってサポー
トできる１つ以上のタイプの通信サービスや、ＷＳ ＢＳの各ＷＳサービスエリア中での
１つ以上の利用可能なホワイトスペース周波数や、隣接しているＷＳ ＢＳを識別し、位
置付けし、隣接しているＷＳ ＢＳに接続するための情報や、ホワイトスペース通信を確
立する際に役立ち得る他の何らかの情報、のうちの１つ以上のもののようなものがある。
それぞれのＷＳ ＢＳは、そのＢＳに特有な情報７０をホワイトスペース情報サーバ４８
に通信するように動作可能であってもよく、ホワイトスペース情報サーバ４８は、ホワイ
トスペース情報４５の一部として、このような情報を含んでいてもよい。
【００３０】
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　ＮＷＳ ＢＳ３２またはＷＳ ＢＳ１８のいずれか、あるいは、ＮＷＳ ＢＳ３２または
ＷＳ ＢＳ１８の双方とＡＴ１２が通信することを可能にする通信モジュール７２を持つ
任意のタイプの、移動体、ワイヤレスデバイスを、ＡＴ１２は含む。例えば、通信モジュ
ール７２は、ＷＳ通信コンポーネント７４およびＮＷＳ通信コンポーネント７６のような
、別個なまたは組み込まれたハードウェアおよびソフトウェアを含んでいてもよい。例え
ば、通信モジュール７２は、ＷＳおよびＮＷＳの送信および受信チェーンのそれぞれに対
して１本のアンテナを備えていてもよく、または、ＮＷＳネットワークおよびＷＳネット
ワークの双方とのタイムシェアリング通信のスケジューリングを可能にするために、単一
のアンテナおよび対応するハードウェアおよびソフトウェアを備えていてもよい。さらに
、例えば、通信モジュール７２は、データパケットを処理するために、別個なまたは組み
込まれたプロトコルスタックを備えていてもよい。
【００３１】
　さらに、ＡＴ１２は、ホワイトスペース周波数をスキャンし、１つ以上のホワイトスペ
ース周波数に対するＷＳ周波数干渉レベル８０の値を測定および記憶するように動作可能
なＷＳ感知モジュール７８を付加的に備えていてもよい。すなわち、ＷＳ感知モジュール
７８は、１つ以上のホワイトスペース周波数上でのブロードキャスト送信をリッスンする
ためにＷＳコンポーネント７４からの受信機を利用する。このようなホワイトスペース周
波数は、例えば、ホワイトスペース情報サーバ４８および／またはＮＷＳ ＢＳ３２のよ
うなものから、ＷＳ感知モジュール７８に提供されてもよく、あるいは、ＷＳ感知モジュ
ール７８は、すべての可能性あるホワイトスペース周波数をスキャンおよび測定するよう
に動作可能であってもよい。ホワイトスペース通信コールを確立するために複数の利用可
能なホワイトスペース周波数から選択するために、ＡＴ１２は、その後、収集されたＷＳ
周波数干渉レベル８０を利用してもよい。代替的に、ＡＴ１２は、ネットワーク記憶およ
び決定実施のめに、ＷＳ周波数干渉レベル８０情報をネットワークに転送してもよい。
【００３２】
　加えて、これには限定されないが、ＡＴのポジションまたは地理ロケーションのような
ＡＴロケーション情報８４を取得または決定するように動作可能なロケーションモジュー
ル８２を、ＡＴ１２は備えていてもよい。例えば、ロケーションモジュール８２は、衛星
から、および／または、地上ベースデバイスからタイミング信号を取得するように、通信
モジュール８４の送信機および受信機と関連して動作してもよい。例えば、衛星には、Ｎ
ＡＶＳＴＡＲ、ＧＰＳ、ＧＬＯＳＮＡＳＳ、ＢＥＩＤＯＵ、またはＧＡＬＩＬＥＯシステ
ム衛星といったものがあり、例えば、地上ベースデバイスは、これには限定されないが、
ＮＷＳ ＢＳ３２および／またはＷＳ ＢＳ１８を含むネットワークデバイスのようなもの
がある。ロケーションモジュール８２は、その後、これらの信号に基づいて、例えば、三
角測量または三辺測量によってＡＴロケーション情報８４を計算してもよく、あるいは、
遠隔的に決定されたＡＴロケーション情報８４を受信するために、このような計算のため
のネットワークベースのポジションロケーションエンティティに対して、これらの信号を
転送してもよい。例えば、ＡＴロケーション情報８４は、これらのものに限定されないが
、経度、緯度、そしてオプション的には、標高および／または速度および／または方向の
ような、地理ポジション；基地局またはセルに対応するロケーションのような、ネットワ
ークロケーション；あるいは、領域の、名前の識別子または識別情報、自然地理の特徴、
ブロック、ストリートアドレス、建物名、またはロケーションの他の何らかの理解可能な
識別子のような、地形上のロケーション；のうちの１つ以上のものを含んでいてもよい。
さらに以下で説明するように、本装置および方法では、ＡＴロケーション情報８４を利用
して、ＡＴの付近の、利用可能なまたは利用不可能なホワイトスペース周波数を識別して
もよく、ならびに／あるいは、ＡＴが位置付けられているエリアを担当しているＷＳ Ｂ
Ｓを識別してもよい。
【００３３】
　図１－図２は、例えば、ＷＳ ＢＳ１８およびＷＳ ＢＳ ３２のレベルより上に階層的
に位置付けられている、ネットワークインフラストラクチャ５０のレベルにおいてマージ
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されている、ＷＳネットワーク１１とＮＷＳネットワーク１３とのハイブリッドシステム
を図示しているが、ＷＳネットワーク１１およびＮＷＳネットワーク１３のハイブリッド
ＷＷＡＮ構成を、任意の階層レベルにおいてマージすることがあることに留意すべきであ
る。加えて、ＷＳネットワーク１１およびＮＷＳネットワーク１３は、ｃｄｍａ２０００
、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ等のような同じ技術を利用してもよく、または、ＷＳネットワーク１
１およびＮＷＳネットワーク１３は、異なる技術を利用してもよいことに留意すべきであ
る。しかしながら、いずれにせよ、何らかの階層レベルにおいて、各ネットワークの何ら
かのマージングが存在していてもよい。
【００３４】
　例えば、図３－図６を参照すると、ハイブリッドネットワーク１５、１７、および１９
は、ＷＳネットワーク１１およびＮＷＳネットワーク１３と、同じネットワーク技術また
は異なるネットワーク技術との異なる組み合わせを示している。さらに、それぞれの階層
的レイヤを相互に接続している破線は、任意の階層レベルにおいて各ネットワークがマー
ジされ得ることを示している。とはいっても、基地局１８および３２のような最低レベル
において、マージングは、各基地局の、集積化または同じ位置の配置を含んでいることが
あるが、含むことは要求されていない。しかしながら、いくつかの態様では、各ネットワ
ーク１１および１３の基地局１８および３２が、たとえ、同じ位置に配置されていたとし
ても、各ネットワークアーキテクチャによって伝送されるデータパケットは、より高い、
あるネットワークレベルに到達するまでマージされ得ない。
【００３５】
　図３を参照すると、ハイブリッドＷＷＡＮネットワーク１５は、ＷＳネットワーク１１
およびＮＷＳネットワーク１３を含み、双方とも、例えば、ＵＭＴＳ技術のような同じ技
術を利用している。各階層レベルは、それぞれ、ノードＢ１８および３２と通信する無線
ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）２３および／または３３のようなネットワークコンポー
ネントのうちの、１つまたは任意のものを組み合わせたものを含んでいてもよい。担当Ｇ
ＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）２５および／または３５は、それぞれ、ＲＮＣ２３お
よび／または３３と通信する。ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）２７お
よび／または３７は、それぞれ、ＳＧＳＮ２５および／または３５と通信する。パケット
データネットワークゲートウェイ（ＰＤＮＧＷ）２９および／または３９は、それぞれ、
ＧＧＳＮ２７および／または３７と通信し、そしてさらにＩＰネットワーク５２と通信す
る。
【００３６】
　図４を参照すると、ハイブリッドＷＷＡＮネットワーク１７は、ＷＳネットワーク１１
とＮＷＳネットワーク１３とを含み、双方とも、例えば、ＬＴＥ技術のような同じ技術を
利用している。ハイブリッドネットワーク１７は、ハイブリッドネットワーク１５に類似
しているが、各ＲＮＣ機能性を基地局中に組み合わせており、これにより、各エンハンス
ドノードＢ（ｅノードＢ）１８および３２を規定している。
【００３７】
　図５を参照すると、ハイブリッドＷＷＡＮネットワーク１７は、ＷＳネットワーク１１
およびＮＷＳネットワーク１３を含み、それぞれ、ＷＳネットワーク１１ではＵＭＴＳ技
術を、ＮＷＳネットワーク１３ではＬＴＥ技術を利用するといったように、異なる技術を
利用しているが、これらのものに限定されるものではない。ＷＳネットワーク１１とＮＷ
Ｓネットワーク１３との異なる技術の組み合わせたものでは、それぞれのネットワークは
、他のネットワークに対して任意の異なる技術を利用してもよいことに留意すべきである
。加えて、異なる技術のハイブリッドＷＷＡＮネットワーク１７では、ＬＴＥベースのｅ
ノードＢ３２がＲＮＣの機能性を備えているように、ｅノードＢ３２は、ＷＳネットワー
ク１１の、ＵＭＴＳベースのＲＮＣ２３およびノードＢ１８の双方と、一体化されていて
もよく、または、同じ位置に配置されていてもよい。
【００３８】
　加えて、図３－図６を参照すると、ハイブリッドアーキテクチャの任意の１つ以上の階
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層レベルにおいて、トンネル６６（図２）を形成してもよいことに留意すべきである。
【００３９】
　動的アクセスおよび／またはサービスのパーティショニング
　図６－図１１を参照すると、別個の態様において、または、組み合わせた態様において
、記述する装置および方法は、ＷＳ ＢＳ１８によってサービス提供されるＷＳネットワ
ークとＮＷＳ ＢＳ３２によってサービス提供されるＮＷＳネットワークとの間で、また
は、両方のものを組み合わせたものの間で、ＡＴ１２に対する通信サービスを動的にパー
ティションするように動作可能である。さらに詳細には、通信サービスのパーティショニ
ングは、ＷＳネットワークまたはＮＷＳネットワークのような間で、ネットワークへのア
クセスをパーティションすること、あるいは、ＷＳネットワークとＮＷＳネットワークと
の間で、または、両方のものを組み合わせたもの間で、個々のタイプの通信サービスをパ
ーティションすることを含んでいてもよい。
【００４０】
　図６を参照すると、態様では、通信サービスを提供する方法４００は、第１の基地局に
おいて、ライセンスされている周波数上で、ネットワークアクセスに対する通信要求をワ
イヤレスアクセス端末から受信することを含む（ブロック４０２）。例えば、電源投入さ
れると、または、ＮＷＳ ＢＳによってサービス提供されているエリアに入ると、ＡＴは
、ＮＷＳ ＢＳのパイロット信号を検出し、これに基づいて、ＮＷＳ ＢＳとの通信を確立
するように試行する。
【００４１】
　さらに、方法は、ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少なくとも１つ
の利用可能なライセンスされていない周波数を決定することを含む（ブロック４０４）。
例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ＮＷＳ ＢＳの付近のＡＴと１つ以上のＷＳ ＢＳとをどのよう
に取り扱うかを決定するために周囲のＷＳ ＢＳに関する情報を取得してもよい。
【００４２】
　また、方法は、少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介するこ
とになるワイヤレスアクセス端末に対して、ネットワークアクセスの少なくとも一部分を
パーティションすることを含む（ブロック４０６）。例えば、ＡＴとの通信を取り扱うた
めに、ＷＳ ＢＳの能力を利用することが好ましいと、ＮＷＳ ＢＳが決定してもよい。こ
の決定を行うために、ＢＳ負荷、ＡＴによって要求されるサービス品質（ＱｏＳ）、ＡＴ
とＢＳとの間のエアリンク品質等のような１つ以上のファクタを考慮してもよい。
【００４３】
　加えて、方法は、ネットワークアクセスの少なくとも一部分を取得するのに使用する少
なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数をワイヤレスアクセス端末に対
して報知することを含む（ブロック４０８）。例えば、ＮＷＳ ＢＳが、メッセージをＡ
Ｔに送り、メッセージは、ＷＳ ＢＳまたはＮＷＳ ＢＳのいずれかを通して、あるいは両
方のものの何らかの組み合わせたものを通して、ネットワークまたはネットワークサービ
スにアクセスするためのデータをＡＴに提供する。
【００４４】
　図７および図９を参照すると、ＷＣＤＭＡ（登録商標）／ＵＭＴＳシステムにおける例
として、４１０において、例えば、ＮＷＳスペクトル中で共有ＲＡＣＨ（ランダムアクセ
スチャネル）を通して、ＡＴ１２がＮＷＳ ＢＳ３２と通信することを可能にすることに
よって、アクセスパーティショニングを達成することができる。オプション的に、４１２
において、ＮＷＳ ＢＳ３２が、例えば、利用可能なＷＳ ＢＳおよび対応する周波数、ア
クセス情報等のようなＷＳ情報をＷＳ情報サーバ４８から取得してもよい。さらに、４１
４において、ＮＷＳ ＢＳ３２が、ＡＴによって利用され得る利用可能なＷＳ周波数を決
定する。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ＡＴロケーション情報８０に基づいて、ＡＴ１２によ
って使用する１つ以上の利用可能なＷＳ周波数１０４を識別するように動作可能なＷＳ周
波数相関器１０２を実行するＷＳサービス決定器１００を持つパーティショニングモジュ
ール９８を備えていてもよい。
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【００４５】
　加えて、４１６において、例えば、ＮＷＳ ＢＳの現在の負荷、またはＡＴによって要
求されるＱｏＳ、またはＡＴのリンク条件のうちの１つ以上のもののようなパラメータに
依存して、例えば、ＮＷＳ ＢＳ３２またはＷＳ ＢＳ１８のようなものの間で、ＡＴ１２
へのネットワークアクセスの提供をパーティションすることを、ＮＷＳ ＢＳ３２が決定
する。例えば、ＮＷＳ ＢＳ３２は、ネットワークアクセスをパーティションするための
パーティショニング情報１２４を決定するためにパーティショニングルール１２２を実行
するように動作可能なパーティション決定器１２０をさらに備えていてもよい。例えば、
ＮＷＳ ＢＳ３２が、しきい値を超えている負荷を有する場合、またはＡＴによって要求
されるＱｏＳが、ＷＳにおける利用可能なＱｏＳと一致するとき、またはＮＷＳ ＢＳ の
利用可能なＱｏＳと一致しないとき、またはＮＷＳ ＢＳとのＡＴのリンク条件がしきい
値よりも下であるとき、パーティショニングルール１２２は、ＷＳ ＢＳ１８を通してネ
ットワークアクセスを提供する決定を発生させるように機能することができる。他のケー
スでは、例えば、ＮＷＳ ＢＳ３２がしきい値よりも下の負荷を有する場合、またはＷＳ 
ＢＳ１８がしきい値よりも上の負荷を有する場合、またはＡＴによって要求されるＱｏＳ
が、ＮＷＳ ＢＳにおける利用可能なＱｏＳと一致するとき、またはＷＳ ＢＳ１８の利用
可能なＱｏＳと一致しないとき、またはＮＷＳ ＢＳとのＡＴのリンク条件がしきい値を
満たしているとき、パーティショニングルール１２２は、ＮＷＳ ＢＳ１８を通してネッ
トワークアクセスを提供する決定を発生させるように機能することができる。
【００４６】
　その後、４１８において、ＮＷＳ ＢＳ３２が、例えば、ＮＷＳスペクトル中で、ＦＡ
ＣＨ（フォワードアクセスチャネル）を通して、パーティショニング情報１２４をＡＴ１
２に提供する。１つのケースでは、例えば、ＮＷＳ ＢＳ３２が、しきい値を超えている
負荷を有するとき、またはＡＴによって要求されるＱｏＳが、ＷＳにおける利用可能なＱ
ｏＳと一致するとき、またはＮＷＳ ＢＳの利用可能なＱｏＳとが一致しないとき、また
はＮＷＳ ＢＳとのＡＴのリンク条件がしきい値よりも下であるようなときに、例えば、
パーティショニング情報１２４は、ＷＳを通してのアクセス情報に関する情報をＡＴ１２
に提供する。このようなパーティショニング情報１２４は、ＷＳ ＢＳ ３２にアクセスす
るのにＡＴ１２により使用されるその他の情報の中でも、使用するＷＳ搬送波周波数と、
利用可能なＷＳチャネル帯域幅と、使用するのに利用可能なＷＷＡＮプロトコルとを含む
ことができる。いくつかの態様では、ＷＳを通しての利用可能なＷＷＡＮプロトコルは、
ＮＷＳ中でのものと同じもの（このケースでは、ＷＣＤＭＡ／ＵＭＴＳ）とすることがで
きる一方で、他のケースでは、ＬＴＥのような異なるプロトコルとすることができる。
【００４７】
　４２０において、ＡＴ１２が、例えば、ＷＳスペクトル中で、ＲＡＣＨチャネルのよう
なものを通して、ＷＳ ＢＳ１８に対してアクセス要求を行うことができる。アクセス要
求は、オプション的にＡＴのＱｏＳ要件を含む。例えば、ＡＴ１２は、通信要求９０の形
態でアクセス要求を提供するようにコール確立モジュール１２８を実行することができる
。４２２において、ＷＳ ＢＳ１８が、ＷＳを通してのアクセス要求を承認し、そしてそ
の後、４２４において、ＷＳを通してのＡＴ１２に対する専用無線ベアラを確立し、これ
により、ＡＴに対するＷＳ通信セッションを確立する。
【００４８】
　いくつかの変形では、ＡＴ１２が、そのアクセスのために、ＷＳを通してのＲＡＣＨ／
ＦＡＣＨチャネルをまったく使用する必要がないように、ＡＴ１２は、ＮＷＳを通しての
ＲＡＣＨ／ＦＡＣＨチャネルを利用しながら、ＷＳを通しての専用ベアラを直接的に確立
してもよい。他の変形では、ＡＴのＱｏＳ要件、ＡＴのリンク条件、またはＮＷＳ ＢＳ
上での現在の負荷に依存して、ＮＷＳ ＢＳは、ＮＷＳ中でＡＴを保持だけし、ＷＳを通
してのそのアクセス要求を完了するようにＡＴに依頼することはできない。付加的な変形
では、ＮＷＳ ＢＳは、最初に、ＷＳを通してのアクセス要求を完了させ、ＷＳを通して
の専用ベアラをＡＴが使用することを可能にすることができる。そして、ＡＴのＱｏＳ要
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件が変わったとき、または、ＡＴのリンク条件が変わった場合、または、ＮＷＳ ＢＳに
対してＮＷＳの負荷が減少した場合、ＮＷＳ ＢＳは、ＡＴをＮＷＳに移動させ、ＷＳを
通してのそれに対して確立されたベアラをティアダウンさせることができる。代替的に、
ＮＷＳ ＢＳ は、最初に、ＮＷＳを通してのアクセス要求を完了させ、ＮＷＳを通しての
専用ベアラをＡＴが使用することを可能にすることができる。そして、ＡＴのＱｏＳ要件
またはリンク条件が変わったとき、または、ＮＷＳ ＢＳに対してＮＷＳの負荷が増加し
た場合、ＮＷＳ ＢＳは、ＡＴをＷＳに移動させ、ＮＷＳを通してのそれに対して確立さ
れたベアラをティアダウンさせることができる。さらなる変形では、ＮＷＳ ＢＳは、Ｎ
ＷＳを通してのＡＴのＱｏＳ要件の一部分を満たし、残りの要件を満たすためにＷＳを利
用する。これにより、ＡＴに対してＮＷＳおよびＷＳの双方を同時に使用することによっ
て、ＮＷＳを通して到着したアクセス要求は満たされる。ＮＷＳおよびＷＳの双方をＡＴ
に対して使用するときに、ＮＷＳ ＢＳは、ＮＷＳ ＢＳ上での負荷が変わったとき、また
はＱｏＳ要件が変わったとき、またはＡＴに対してリンク条件が変わったとき、ＮＷＳと
ＷＳとに割り振られたワイヤレスチャネルリソースを再パーティションするために、経時
的なフレキシビリティを有する。
【００４９】
　図８および図９を参照すると、サービスタイプをパーティションする態様では、例えば
、９１において、ＮＷＳ ＢＳ３２のような、ライセンスされている周波数上の第１の基
地局が、ＡＴ１２のようなワイヤレスアクセス端末から通信要求９０を受信する。通信要
求９０は、複数の所望の通信サービスタイプ９２を識別し、ＡＴロケーション情報８０の
ようなワイヤレスアクセス端末のロケーションをさらに含む。例えば、複数の所望の通信
サービスタイプ９２は、これらのものに限定されるものではないが、例えば、データコー
ルに関係し得るようなベストエフォートサービスや、例えば、音声コールまたはリアルタ
イムストリーミングサービスに関係し得るような少ない待ち時間サービスや、所望の帯域
幅またはスループット／グッドプット、待ち時間、ジッター、パケットエラーレート等の
ような他の何らかのサービス品質ファクタを含んでいてもよい。さらに、複数の所望の通
信サービスタイプ９２は、ＡＴ１２上の１つ以上の通信関連アプリケーション９４に対応
していてもよい。１つ以上の通信関連アプリケーションには、これらのものに限定されな
いが、例えば、音声コールアプリケーション、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）ア
プリケーション、インターネットブラウザアプリケーション、（図２のロケーションモジ
ュール７８とともに使用し得るような）ポジションロケーションアプリケーション、移動
体ウィジェットアプリケーションのうちの任意のものを組み合わせたものや、情報を送信
または受信するために、ＡＴ上のプロセッサによって実行可能な、および、通信モジュー
ル７２（図２）を使用して実行可能な他の何らかのアプリケーションといったものがある
。さらに、１つ以上の通信関連アプリケーション９４のそれぞれは、少なくとも１つの対
応する通信サービスタイプ９６を有する。
【００５０】
　さらに、９３において、ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少なくと
も１つの利用可能なライセンスされていない周波数を、例えば、利用可能なホワイトスペ
ースを、ＮＷＳ ＢＳ３２が決定する。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ＡＴロケーション情報８
０に基づいて、ＡＴ１２によって使用するために、１つ以上の利用可能なＷＳ周波数１０
４を識別するように動作可能なＷＳ周波数相関器１０２を実行するＷＳサービス決定器１
００を持つパーティショニングモジュール９８を備えていてもよい。例えば、ＷＳ周波数
相関器１０２は、例えば、９５では、ホワイトスペース情報サーバ４８から取得したホワ
イトスペース情報４６のすべてまたは何らかの部分と、ＡＴロケーション情報８０との相
互参照を行ってもよい。しかしながら、ＮＷＳ ＢＳ３２が、単に通信要求を受信するこ
とに応答するのでなく、ホワイトスペース情報４６のすべてまたは何らかの部分をいつで
も取得してもよく、ＮＷＳ ＢＳ３２が、後の使用のために、この取得した情報を記憶し
てもよいことに留意すべきである。
【００５１】
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　加えて、９７において、ＮＷＳ ＢＳ３２が、ライセンスされている周波数と少なくと
も１つの利用可能なライセンスされていない周波数との間で使用するために、複数の所望
の通信サービスタイプをパーティションする。
【００５２】
　加えて、例えば、ＮＷＳ ＢＳ３２のＷＳサービス決定器１００が、ＷＳプロバイダ相
関器１０６を備えていてもよく、ＷＳプロバイダ相関器１０６は、ＷＳ ＢＳ１８および
ＷＳサービスエリア１４（図１）のような、ＡＴロケーション情報８０に対応しているＷ
Ｓサービスエリアを持っているＷＳ ＢＳのＷＳ ＢＳ識別情報１０８を決定するように動
作可能である。さらにオプション的に、ＷＳプロバイダ相関器１０６は、それぞれの識別
されたＷＳ ＢＳ １０８に対する、対応するＷＳ ＢＳサービス１１０を決定してもよい
。
【００５３】
　さらには、ＮＷＳ ＢＳ３２のサービスパーティショニングモジュール９８は、ＮＷＳ 
ＢＳ３２およびＮＷＳサービスエリア２２（図１）のような、ＡＴロケーション情報８０
に対応するＮＷＳサービスエリアを持っているＮＷＳ ＢＳのＮＷＳ ＢＳ識別情報１１６
を決定するように動作可能なＮＷＳプロバイダ相関器１１４を持つＮＷＳサービス決定器
１１２をさらに備えていてもよい。さらにオプション的に、ＮＷＳプロバイダ相関器１１
４は、それぞれの識別されたＮＷＳ ＢＳ １１６に対する、対応するＮＷＳ ＢＳサービ
ス１１８を決定してもよい。
【００５４】
　ＷＳ ＢＳサービス１１０およびＮＷＳ ＢＳサービス１１８は、これらのものに限定さ
れないが、音声、データ等のようなＢＳサービスタイプや、ＢＳ動作周波数情報や、ＢＳ
との接続を確立するための、サービスコードまたはキーや、サービスファクタや、情報と
、ＢＳとの接続を識別し、コンタクトし、確立したり、利用可能なサービスを規定したり
する他の何らかのパラメータのようなものを含んでいてもよい。サービスファクタには、
１つ以上のリンク品質パラメータのようなものや、帯域幅またはスループット／グッドプ
ット、待ち時間、ジッター、パケットエラーレート、サービスコスト、各ＢＳの負荷また
は使用量等のようなものがある。
【００５５】
　いくつかの態様において、ＷＳ ＢＳ サービス１１０のケースでは、このようなＷＳ 
ＢＳサービス１１０情報は、対応するＷＳ ＢＳセクタ情報をさらに含んでいてもよく、
対応するＷＳ ＢＳセクタ情報は、ＷＳ ＢＳ サービスに対する上記で規定したパラメー
タのすべてを含むが、ＷＳ ＢＳの１つ以上の各セクタに対して識別されたものである。
１つのセクタから、同じＷＳ ＢＳ内の別のものへの「ソフター」ハンドオフのために、
このようなセクタ情報を利用してもよい。
【００５６】
　加えて、他の態様では、ＷＳ ＢＳサービス１１０のケースにおいて、このようなＷＳ 
ＢＳサービス１１０情報は、現場に特有な情報およびメッセージをさらに含んでいてもよ
く、例えば、現場に特有な情報およびメッセージは、広告、マーケティング情報、または
各ＷＳサービスエリア内の特定の現場に関連する一般的な情報のようなものがある。例え
ば、現場は、個人、エリア、ビルディング、企業、ストア、モール、オーディトリアム、
ホール、スタジアム、またはＷＳサービスエリア内で情報をブロードキャストしたい要望
を持つ他の何らかのエンティティであってもよい。
【００５７】
　さらに、ＮＷＳ ＢＳ３２のサービスパーティショニングモジュール９８は、複数の所
望の通信サービスタイプに対するパーティショニング情報１２４を決定するためにパーテ
ィショニングルール１２２を実行するように動作可能なパーティション決定器１２０をさ
らに備えていてもよい。特に、パーティショニング情報１２４は、複数の所望の通信サー
ビスタイプ９２のそれぞれを、ＷＳ ＢＳ１８またはＮＷＳ ＢＳ３２のような対応するＷ
ＳまたはＮＷＳサービスプロバイダと関係付ける。例えば、ＷＳ ＢＳ１８またはＮＷＳ 
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ＢＳ３２は、決定されたＷＳ ＢＳ識別情報１０８とＮＷＳ ＢＳ識別子情報１１６とに対
応している。
【００５８】
　例えば、パーティショニングルール１２２は、これらのものに限定されないが、例えば
、ネットワーク負荷；ＡＴに対応するサービスプラン；ＡＴのサービスプランおよびネッ
トワーク負荷；ＡＴの（信号強度を喪失する）モビリティおよびネットワーク負荷；なら
びに、所望のサービス品質および利用可能なサービス品質といった１つ以上のファクタに
基づいて、通信サービスタイプ９２をパーティションできる。
【００５９】
　９９において、パーティションに基づいて、複数の所望の通信サービスタイプのうちの
第１のものとともに使用する少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数
と、ライセンスされている周波数とともに使用する複数の所望の通信サービスタイプのう
ちの第２のものとを、ＮＷＳ ＢＳ３２がＡＴ１２に対して報知する。すなわち、ＮＷＳ 
ＢＳ３２が、パーティショニング情報１２４をＡＴ １２に送信する。
【００６０】
　１０１において、パーティションに基づいて、複数の所望の通信サービスタイプの第１
のものに対して、ＡＴ１２とＷＳ ＢＳ１８との間でＷＳ通信セッション１３２を確立す
る。例えば、ＷＳ通信セッション１３２を確立し、受信したパーティショニング情報１２
４に基づいて、ベストエフォートタイプの通信を伝送するように動作可能なコール確立機
能１３０を持つコール確立モジュール１２８を、ＡＴ１２は備えていてもよい。例えば、
ベストエフォートタイプの通信は、テキストメッセージングデータコールまたはウェブブ
ラウジングデータコールといったものがある。
【００６１】
　オプション的に、１０３において、パーティションに基づいて、複数の所望の通信サー
ビスタイプ９２のうちの第２のものに対して、ＡＴ１２とＮＷＳ ＢＳ３２との間でＮＷ
Ｓ通信セッション１３４を確立する。例えば、コール確立機能１３０は、ＮＷＳ通信セッ
ション１３４を確立し、音声コールまたはリアルタイムストリーミングサービスのような
、少ない待ち時間のタイプの通信を伝送するようにさらに動作可能である。他の態様では
、複数の所望の通信サービスタイプ９２のうちの第２のものは、必要ならば、ＮＷＳ通信
セッション１３４に対する支援を得るために、ＮＷＳ ＢＳ３２との低いオーバーへッド
接続を維持するサービス向けのものであってもよい。
【００６２】
　別の態様では、動的制約とＡＴロケーション関連制約とのために、例えば、ＡＴが移動
するとＷＳ周波数干渉レベルが変わり、ＷＳ ＷＷＡＮ帯域が、通信に対して動的に利用
不可能になるかもしれない。ＡＴが、単に、通信のためにＷＳ ＷＷＡＮ帯域のみを使用
している場合、このような動的に利用不可になることは、結果的に、コールまたはデータ
セッションの切断を招くかもしれない。したがって、いくつかの態様では、ホワイトスペ
ースＷＷＡＮチャネルの動的に利用不可になる可能性のために、本装置および本方法は、
非ホワイトスペースＷＷＡＮ中でのＷＷＡＮ通信のための制御チャネルを提供できる。代
替的に、または、さらに、非ホワイトスペースＷＷＡＮ中での低いデータレート接続性セ
ッションを維持することが好ましいことがある。
【００６３】
　例えば、サービスパーティショニングは、ＷＳ－ＷＷＡＮとＮＷＳ－ＷＷＡＮとをマー
ジする拡張されたＷＷＡＮアーキテクチャでの（ＷＳ－ＷＷＡＮの動作に対する）チャネ
ルパーティショニングをさらに含んでいてもよい。ＮＷＳ－ＷＷＡＮが独立型であるよう
に、ＮＷＳ－ＷＷＡＮ中のチャネルはＮＷＳ－ＷＷＡＮ中に存在し続ける。しかしながら
、ＮＷＳ－ＷＷＡＮ中では、ＷＳ－ＷＷＡＮの動作に利用するチャネルを、再使用するこ
とができる。特に、本装置および本方法は、ＷＳ－ＷＷＡＮに対するチャネルパーティシ
ョニングを提供してもよく、このＷＳ－ＷＷＡＮは、純粋にデータチャネルの動作に対し
て、主として付加的なホワイトスペース帯域を使用し、そしてオプション的に他のチャネ
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ルの動作に対して、付加的なホワイトスペース帯域を使用する。このケースでは、ページ
ング、制御のようないくつかのチャネルや、ランダムアクセスチャネルや、いくつかのデ
ータチャネルは、ＮＷＳ－ＷＷＡＮ中で保持される。
【００６４】
　いくつかの態様では、図７中で提供したパーティショニングネットワークアクセスの例
と、図８中で提供したネットワーク間のパーティショニングサービスタイプの例とを組み
合わせてもよいことに留意すべきである。
【００６５】
　図１０を参照すると、例えば、アドホックネットワークをＷＳ中で生成させることによ
って、ＮＷＳネットワークへのアクセスに対する競合を軽減させることができる。例えば
、スタジアムにおけるイベントのような、イベントロケーション４３０中での特別なイベ
ントでは、イベントロケーション４３０を担当するＮＷＳ ＢＳ３２のＮＷＳまたはＮＷ
Ｓ ＷＷＡＮチャネルは、高い負荷がかかることがある。いくつかのケースでは、ユーザ
によって通信されている実際のデータ量は、比較的少ないときもあるが、アクセス関連交
換、ベアラ確立等のために、かなりの量のＮＷＳ ＷＷＡＮネットワークリソースが、ユ
ーザによって浪費されることがある。いくつかの態様では、イベントロケーション４３０
にサービスを提供する各カバレッジエリア４３４Ａ－４３４Ｇを提供するために、複数の
ローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆのローカルネットワーク４３２を配備する。複数のロ
ーカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆは、マクロネットワークＮＷＳ ＢＳ３２と同じ周波数上
で、または、異なる周波数上で動作してもよく、ネットワークアクセスに対して、および
／または、通信サービスに対して、複数のローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆのうちの１
つを利用するようにＮＷＳ ＢＳ３２がＡＴに指示するように、システムを構成すること
ができる。代替的に、ネットワークアクセスに対して、および／または、通信サービスに
対して、複数のローカルＷＳ ＢＳ １８Ａ－１８Ｆのうちの１つにＡＴが独立的にコンタ
クトできるように、システムを構成することができる。例えば、複数のローカルＷＳ Ｂ
Ｓ１８Ａ－１８Ｆは、フェムト基地局であってもよい。このように、ＮＷＳ ＢＳ３２お
よび複数のＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆの双方とも、イベントロケーション４３０内の任意
のＡＴにサービスを提供することができる。
【００６６】
　例えば、１つの例では、複数のローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆは、ＮＷＳ ＢＳ３２
によって使用される周波数に関して、異なる利用可能な付加的な周波数上で動作してもよ
い。また、ＮＷＳ ＢＳ３２、または、複数のローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆは、イベ
ントロケーション４３０において、利用可能なローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆの周波
数に関する情報をそれぞれのＡＴ１２に提供してもよい。その後、ＡＴ１２上の通信モジ
ュール７２は、ＮＷＳ ＢＳ３２よりもより良いエアリンクまたは信号強度を、あるいは
、少なくとも、十分な品質のエアリンクまたは信号強度を持つローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ
－１８Ｆのうちの１つを見出して、ＮＷＳ ＢＳ３２との通信から、ローカルＷＳ ＢＳ１
８Ａ－１８Ｆのうちの１つのものとの通信へと切り替える。
【００６７】
　さらに、ローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆの各距離に基づいて、ローカルＷＳ ＢＳ１
８Ａ－１８Ｆによって、利用可能な付加的な周波数を再使用することができる。例えば、
距離は、過剰な干渉を生じさせるであろう量分だけオーバーラップするのを避ける。これ
により、増加した数のＡＴをサポートすることができる。例えば、それぞれの搬送波周波
数が、Ｘ人のユーザを取り扱うことができると仮定する。さらに、異なる搬送波周波数上
で動作している（Ｍ＋１）個のマクロＢＳのそれぞれは、ローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１
８Ｆが存在しなくても、イベントロケーションにおいて（Ｍ＋ｌ）ｘＸ人のユーザをサポ
ートすることができる。ここで、Ｍは、正の整数である。これから、イベントロケーショ
ン４３０における搬送波周波数あたり、Ｋ個のローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆの搬送
波周波数の再使用を伴うローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆの配備を仮定する。ここで、
Ｋは、正の整数である。また、１つのＮＷＳ ＢＳ搬送波周波数と、ローカルＷＳ ＢＳ１
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８Ａ－１８Ｆによって使用される、Ｍ個の付加的な搬送波周波数とを仮定する。したがっ
て、Ｍ個の付加的な搬送波周波数を、ＭｘＫ個のローカルＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆに割
り振ることができる。このように、サポートされるＡＴの総数は、（（ＭｘＫ）＋１）ｘ
Ｘ個であり、そしてローカルＷＳ ＢＳ １８Ａ－１８Ｆの追加によってサポートされる付
加的なＡＴは、Ｍｘ（Ｋ－１）ｘＸ個である。
【００６８】
　すなわち、図１０を参照すると、ローカルＷＳ ＢＳ １８Ａ－１８Ｆが、Ｋ（再使用）
－２で、Ｍ（付加的な搬送波周波数の数）＝３である場合、４個の使用する搬送波周波数
が存在し、イベントロケーション４３０内での再使用は２である。すなわち、ＮＷＳ Ｂ
Ｓ３２が、搬送波周波数１（Ｃｌ）を使用してもよい一方で、ＷＳ ＢＳ１８Ｃおよび１
８Ｄは搬送波周波数２（Ｃ２）を使用してもよく、ＷＳ ＢＳ１８Ａおよび１８Ｆは搬送
波周波数３（Ｃ３）を使用してもよく、ＷＳ ＢＳ１８Ｂおよび１８Ｅは搬送波周波数４
（Ｃ４）を使用してもよい。結果的に、１個のマクロおよびＮＷＳ ＢＳと、６個のＷＳ 
ＢＳ１８Ａ－１８Ｅであるならば、サポートされるユーザの数は、７倍まで増える。
【００６９】
　別の例では、ＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆは、それぞれ、ＮＷＳ ＷＷＡＮ無線と、ＷＳ 
ＷＷＡＮ無線とを備えていてもよく、複数の搬送波周波数の再使用の代わりに、ＷＳ Ｂ
Ｓ１８Ａ－１８Ｆは、ＷＷＡＮ動作のために、ＮＷＳ ＢＳ３２と同じ周波数にわたって
動作することができる。ＡＴは、ＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆを検出し、搬送波周波数上の
より良いエアリンクを持つＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆへと切り替えることができ、ＷＳ Ｂ
Ｓは、利用可能なＷＳ ＷＷＡＮ搬送波周波数に移るように、そしてＷＳ ＢＳのＷＳ Ｗ
ＷＡＮ無線に接続し、ベアラチャネルを確立して、そしてＷＳ ＷＷＡＮを通してデータ
を交換するようにＡＴを構成することができる。
【００７０】
　別の例では、ＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆが、それぞれ、ＮＷＳ無線を、例えば、ＷＷＡ
Ｎ無線とＷＬＡＮ無線との両方とも持っているフェムト基地局を含む場合、ＡＴ１２が、
十分なエアリンクまたは信号強度を持つＷＳ ＢＳ１８Ａ－１８Ｆのうちの１つを検出し
、それに接続してもよい。ＷＳ ＢＳは、その後、組み込まれているＷＬＡＮ無線に接続
することをＡＴに対してシームレスに報知する、例えば、組み込まれているＷＬＡＮ無線
のＳＳＩＤとマスターキーとをＡＴに提供する。その後、ＡＴは、ＷＳ ＢＳの組み込ま
れているＷＬＡＮ無線に接続し、例えば、これにより、データトラフィックをＷＬＡＮへ
と切り替えることができる。音声データがＷＬＡＮを通して受信できる場合、例えば、回
線交換データがパケット交換ネットワークを通して受信できる場合、同様に、ＷＬＡＮを
通して音声データを送り出すことができ、そうでなければ、ＷＷＡＮを通して音声データ
を送り出すことができる。
【００７１】
　図１１を参照すると、ネットワークアクセス、またはネットワークサービス、またはこ
れらの双方のもののパーティショニングを促進するシステム４４０を図示している。例え
ば、システム４４０は、基地局、アクセスポイント等内に少なくとも部分的に存在するこ
とができる。プロセッサ、ソフトウェア、または、これらを組み合わせたもの（例えば、
ファームウェア）によって実現する機能を示す機能ブロックとすることができる、機能ブ
ロックを備えているとして、システム４４０を示していることを正しく認識すべきである
。
【００７２】
　システム４４０は、関連して動作できる論理グルーピング４４２の手段を備えている。
例えば、論理グルーピング４４２は、第１の基地局において、ライセンスされている周波
数上で、ネットワークアクセスに対する通信要求をワイヤレスアクセス端末から受信する
手段４４４を備えることができる。さらに、論理グルーピング４４２は、ワイヤレスアク
セス端末のロケーションに対応する、少なくとも１つの利用可能なライセンスされていな
い周波数を決定する手段４４６を備えることができる。また、論理グルーピング４４２は
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、少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介することになるワイヤ
レスアクセス端末に対して、ネットワークアクセスの少なくとも一部分をパーティション
する手段４４８を備えることができる。加えて、論理グルーピング４４２は、ネットワー
クアクセスの少なくとも一部分を取得するのに使用する少なくとも１つの利用可能なライ
センスされていない周波数をワイヤレスアクセス端末に対して報知する手段４５０を備え
ることができる。加えて、システム４４０は、メモリ４５２を備えることができ、メモリ
４５２は、手段４４４、４４６、４４８、および４５０に関係する機能を実行するための
命令を保持する。メモリ４５２の外部に存在するとして示しているが、手段４４４、４４
６、４４８、および４５０のうちの１つ以上のものは、メモリ４５２内に存在できること
を理解すべきである。
【００７３】
　このように、この態様は、ＡＴが、ＮＷＳネットワークを利用して、ＷＳネットワーク
にアクセスし、所望の通信サービスと所定のＡＴ関連および／またはネットワーク関連制
約に依存して、ネットワークのいずれかと、または、双方のネットワークと通信すること
を可能にする。
【００７４】
　ＮＷＳ ＢＳにより支援されるＷＳ ＢＳハンドオフ
　図１２－図１８を参照すると、別の態様では、記述する装置および方法は、ＷＳ通信コ
ールをハンドオフするために、ＮＷＳ ＢＳ支援をＡＴに提供するように動作可能である
。いくつかの態様では、各ＷＳサービスエリア１４と１６とがオーバーラップしているよ
うなとき、例えば、図１２を参照すると、方向２１に進むＡＴ１２のコールのハンドオフ
は、２つのＷＳ ＢＳ１８と２０との間のものであり得る。他の態様では、図１３を参照
すると、方向２１に進むＡＴ１２のコールのハンドオフは、第１のＷＳ ＢＳ１８からＮ
ＷＳ ＢＳ４１へのものであり得る。ＡＴ１２が第２のＷＳ ＢＳ２０のＷＳサービスエリ
ア１６に到達するまで、ＮＷＳ ＢＳ４１はコールを維持できる。このとき、ＮＷＳ ＢＳ
４１が、第２のＷＳ ＢＳ２０に、コールをハンドオフする。すなわち、図１３を参照す
ると、ＮＷＳ ＢＳ４１は、ＷＳサービスエリア１４および１６をブリッジするＮＷＳサ
ービスエリア４３を持っており、これにより、ＡＴ１２がＷＳサービスエリア１６に到達
するまで、ＮＷＳ ＢＳ４１はコールを維持することができる。
【００７５】
　図１４を参照すると、態様では、通信コールのハンドオフを実行する方法４６０は、ラ
イセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ワイヤレスアクセス
端末の通信コールのハンドオフを実行する必要性の通知を受信することを含み、通信コー
ルは、第１のライセンスされていない周波数上のものであり、第２の基地局によってサー
ビス提供される（ブロック４６２）。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ＷＳ ＢＳから、またはＡ
Ｔから、ハンドオフ要求されるメッセージを受信してもよい。
【００７６】
　方法は、ワイヤレスアクセス端末のロケーションを取得することをさらに含む（ブロッ
ク４６４）。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ポジション／ロケーションのような、または、例
えば、基地局であるネットワークコンポーネントのような、ＡＴに対するロケーション関
連情報を持っているネットワークデータベースにアクセスしてもよい。例えば、基地局で
あるネットワークコンポーネントは、ポジション／ロケーションに、あるいは、例えば、
基地局またはアクセスポイントのような近接しているネットワークコンポーネントに相関
付けることができる。
【００７７】
　また、方法は、ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、ワイヤレスアク
セス端末のロケーションに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局を識別す
ることを含む（ブロック４６６）。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ＡＴのポジション／ロケー
ションのような、またはネットワークロケーションを、同じ付近のＷＳ ＢＳと相関付け
ることができ、これにより、ハンドオフを受信するターゲットＷＳ ＢＳを決定する。



(22) JP 5886395 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

【００７８】
　加えて、方法は、識別に基づいて、通信コールをハンドオフする際に使用するターゲッ
ト基地局に対する識別情報をワイヤレスアクセス端末に提供することを含む（ブロック４
６８）。例えば、ＮＷＳ ＢＳが、ハンドオフメッセージをＡＴに送ってもよく、メッセ
ージは、ＷＳ ＢＳへのコールをハンドオフするのにＡＴにより使用するための命令また
は他のデータを含む。
【００７９】
　さらに、例えば、図１５および図１６を参照すると、１４１において、ＡＴ１２のよう
なワイヤレスアクセス端末と、ＷＳ ＢＳ１８のような、ライセンスされていないスペク
トル中で動作している第１のＷＳ ＢＳとの間で、ＷＳ通信セッションのような、第１の
ライセンスされていない周波数上で通信コールが確立される。簡単にするために、図１６
は、ＮＷＳ ＢＳ ３６を参照しているとはいえ、以下に記述したように、図１６は、ＮＷ
Ｓ ＢＳ４１も表していることに留意すべきである。ＷＳ通信セッション１４１は、ＷＳ
通信セッション情報１４２に対応していてもよく、ＷＳ通信セッション情報１４２は、セ
ッションのパラメータを規定する。例えば、ＷＳ通信セッション情報１４２は、これらの
ものに限定されないが、セッション識別子や、担当基地局識別子や、ＡＴ識別子や、１つ
以上のサービス品質パラメータや、通信セッションを規定する他の何らかのファクタまた
は変数のうちの１つ以上を含んでいてもよい。
【００８０】
　１４３において、ライセンスされている周波数上で動作している、ＮＷＳ ＢＳのよう
な第１の基地局が、ＡＴ１２の通信コール１４１のハンドオフを実行する必要性の通知を
受信する。例えば、図１２中で説明したシナリオでは、ＮＷＳ ＢＳはＮＷＳ ＢＳ２４で
あってもよく、または、図１３中で記述したシナリオでは、ＮＷＳ ＢＳはＮＷＳ ＢＳ４
１であってもよい。さらに、例えば、ハンドオフに対する必要性の通知は、ＡＴまたはＷ
Ｓ ＢＳによって行われた決定に、あるいは場合によっては、ＮＷＳ ＢＳ自体によってさ
え行われた決定に基づいていてもよい。例えば、ＮＷＳ ＢＳとの接続を維持している、
またはそうでなければＮＷＳ ＢＳにどのようにコンタクトするか知っているＡＴ１２が
、ＷＳ ＢＳ１８との接続品質がしきい値よりも下に落ちたと決定したとき、あるいは、
ＷＳ ＢＳ１８とのコールが切断される危険があると決定したとき、あるいは、別のＷＳ 
ＢＳが、ＷＳ ＢＳ１８よりも、より高い接続品質を、または、より望ましいサービス品
質を提供することができるかもしれないと決定したようなときには、ＮＷＳ ＢＳによっ
て受信された通知は、ＡＴ１２からのハンドオフ要求の受信に基づいていてもよい。さら
に、通信コール１４１が切断される危険があるとＷＳ ＢＳ１８が決定したようなときは
、例えば、ＮＷＳ ＢＳによって受信された通知は、ＷＳ ＢＳ１８からのハンドオフ要求
の受信に基づいていてもよい。代替的に、例えば、ＮＷＳ ＢＳによって受信された通知
は、ＷＳ ＢＳ、ＡＴ、またはＮＷＳ ＢＳのうちの任意のものが受信する、ＡＴ１２のロ
ケーションおよび進行方向に基づいていてもよく、そして、隣接しているＷＳ ＢＳ１８
および２０の各ＷＳサービスエリア１４および１６の記憶されている情報に基づいていて
もよい。すなわち、このケースでは、接続品質のＷＳ通信コール１４１が切断されること
になるであろうことや、コールが別のＢＳによってより良くサービス提供されるかもしれ
ないことを、ＷＳ ＢＳ、ＡＴ、またはＮＷＳ ＢＳのうちの任意のものが予測できる。
【００８１】
　さらに、例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ハンドオフ決定モジュール１４４を備えていてもよ
く、ハンドオフ決定モジュール１４４は、ハンドオフ機能１４６を実行するために、ハン
ドオフに対する必要性の通知または決定によってトリガされる。このハンドオフ機能１４
６は、ここで記述した機能性を実行または開始するための、アルゴリズム、ルール、ヒュ
ーリスティック等のうちの１つ以上を含む。
【００８２】
　加えて、１４５において、ＮＷＳ ＢＳが、少なくとも、ＡＴ１２のロケーションを含
むロケーション情報を取得する。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ＡＴ１２および／またはＷＳ 
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ＢＳ１８から受信したハンドオフ要求の一部として、ＡＴロケーション情報１２４を受信
してもよい。代替的に、例えば、ハンドオフ決定器モジュール１４４とハンドオフ機能１
４６との実行に基づいて、ＮＷＳ ＢＳが、ＡＴロケーション情報１２４をＡＴ１２に問
い合わせてもよい。別のオプションでは、ＮＷＳ ＢＳが、別のネットワークインフラス
トラクチャコンポーネントから、ネットワークベースのポジション決定エンティティから
、または他の何らかの適した態様でＡＴロケーション情報１２４を取得してもよい。
【００８３】
　１４７において、ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作していて、ワイヤ
レスアクセス端末のロケーションに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局
を、ＮＷＳ ＢＳが識別する。例えば、この基地局は、図１２のシナリオ中の、ＷＳサー
ビスエリア１６を持っているＷＳ ＢＳ２０のようなものである。例えば、ハンドオフ決
定器モジュール１４４は、ＷＳサービス決定器１００と通信を開始して、ＷＳ ＢＳ識別
子（ＩＤ）情報１０８を、そしてオプション的にはＷＳ ＢＳサービス情報１１０を取得
するようにハンドオフ機能１４６を実行し、これらの情報は、ＷＳ ＢＳ２０と、サービ
スエリア基準を満たしている他の何らかの候補ＷＳ ＢＳとに対応している。
【００８４】
　ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、ワイヤレスアクセス端末のロケ
ーションに対応するサービスエリアを持っている別の基地局の識別は、ハンドオフ機能１
４６を実行するハンドオフ決定器モジュール１４４によってＷＳ情報４６の解析に基づい
ている。１つの態様では、ＮＷＳ ＢＳは、ＷＳ情報サーバ４８からのＷＳ情報４６のキ
ャッシュされたコピー上で動作してもよい。別の態様では、１４９において、ハンドオフ
決定器モジュール１４４の実行に基づいて、ＮＷＳ ＢＳは、ハンドオフに対する必要性
の通知によってトリガされ、ＷＳ情報サーバ４８と通信して、ＷＳ情報４６を取得しても
よい。１４９における通信は、１４３におけるハンドオフに対する必要性の決定より前ま
たは後のいつでも行われ得ることに留意すべきである。いくつかのケースでは、例えば、
更新スケジュールに基づいて、または、ＷＳ情報サーバ４８における、情報の変更に基づ
いて、ＮＷＳ ＢＳにおいて記憶されているＷＳ情報４６が周期的に更新される。
【００８５】
　１５１において、ＮＷＳ ＢＳが、通信コールをハンドオフする際に使用するターゲッ
ト基地局に対する識別情報をワイヤレスアクセス端末に提供する。例えば、態様では、ハ
ンドオフ決定器モジュール１４４の実行に基づいて、ＮＷＳ ＢＳがハンドオフ情報１４
８をＡＴ１２に送信する。すなわち、ハンドオフ決定器モジュール１４４は、１４７にお
いて識別された基地局に基づいて、ハンドオフ情報１４８を発生させるようにハンドオフ
機能１４６を実行する。新しいＢＳとの接続を確立し、ＷＳ通信セッション１４１を新し
いＢＳにハンドオフするために、ハンドオフ情報１４８は、ＡＴ１２によって利用される
何らかの情報を含んでいてもよい。例えば、新しいＢＳは、ＷＳ ＢＳ２０、または、Ｎ
ＷＳ ＢＳさえでもある。例えば、ハンドオフ情報１４８は、これらのものに限定されな
いが、ＢＳ識別子（ＩＤ）情報１０８または１１６、ＢＳサービス情報１１０または１１
８を含んでいてもよく、ＢＳサービス情報１１０または１１８は、これらに限定されない
が、例えば、音声、データ等のＢＳサービスタイプや、ＢＳ動作周波数情報や、ＢＳとの
接続を確立するための、サービスコードまたはキーや、サービスファクタや、ＢＳとの接
続を識別し、コンタクトし、確立したり、利用可能なサービスを規定したりする他の何ら
かのパラメータを含んでいてもよい。サービスファクタには、１つ以上のリンク品質パラ
メータのようなものや、帯域幅またはスループット／グッドプット、待ち時間、ジッター
、パケットエラーレート、サービスコスト等のようなものがある。さらに、ハンドオフ情
報１４８は、ＷＳ ＢＳセクタ情報を含んでいてもよく、ＷＳ ＢＳセクタ情報は、上述し
たようにＷＳ ＢＳサービス１１０情報中に含まれていてもよい。
【００８６】
　いくつかの態様では、ハンドオフ情報１４８は、ＡＴ１２のロケーションに対応するサ
ービスエリアを持っている何らかの基地局に関連していてもよい。他の態様では、ハンド
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オフ情報１４８は、ＡＴ１２のロケーションに対応するサービスエリアを持っており、Ａ
Ｔ１２に通信をサービス提供するのに使用する、互換性のあるまたは望ましい能力および
／またはサービスをさらに持っている何らかの基地局に関連していてもよい。例えば、ハ
ンドオフ決定器モジュール１４４および／またはハンドオフ機能１４６は、リンク品質ま
たはサービスコストのような、ＷＳ ＢＳサービス１１０およびＮＷＳ ＢＳサービス１１
８をさらに解析し、これらのファクタに基づいて、ＡＴ１２にサービス提供できる、可能
性ある基地局またはセクタのうちの、あるものだけを選択してもよい。例えば、このよう
な選択は、例えば、ＮＷＳ ＢＳに対して、サービスのコストがより低いために、ＷＳ Ｂ
Ｓまたはセクタを選ぶことを含んでいてもよく、あるいは、このような選択は、より良い
リンク品質のためにＮＷＳ ＢＳを選ぶことを含んでいてもよい。しかしながら、ハンド
オフ機能１４６が、このような選択を行うための、任意のルール、または、予め定められ
たしきい値を含んでいてもよいことに、あるいは、このようなルール、しきい値、または
所望のパラメータをＡＴ１２から受信してもよいことに留意すべきである。したがって、
あるケースでは、ハンドオフ情報１４８は、ＡＴ１２のロケーションにおいてＡＴ１２に
サービス提供するように動作可能な、複数の適格な基地局またはセクタの間から選択され
た１つ以上の基地局またはセクタを含んでいてもよい。
【００８７】
　さらに、ハンドオフ情報１４８は、単一の基地局を、ハンドオフに対するターゲットと
して識別してもよく、または、複数の可能性あるターゲット基地局を含んでいてもよい。
さらに、例えば、リスト中の最初のものへの接続を確立できず、その後、リスト中の次の
ものが試行される場合に、ＡＴ１２が、順序付けした方法で、複数の基地局のうちの１つ
にコールをハンドオフしようと試行できるように、ＷＳ ＢＳサービス１１０およびＮＷ
Ｓ ＢＳサービス１１８のうちの１つのようなファクタにしたがって、複数の可能性ある
ターゲット基地局を順序付けしてもよい。
【００８８】
　１５３において、１つの態様では、ＷＳ通信セッションがハンドオフされ、その後、例
えば、ＷＳ ＢＳ２０のような新しいＷＳ ＢＳまたはセクタによってサービス提供される
ように、ＡＴ１２が、ＷＳ ＢＳ２０のような新しいＷＳ ＢＳまたはセクタとの接続を確
立する。例えば、ハンドオフ情報１４８に基づいてＮＷＳ ＢＳによって指示されたよう
に、ＡＴ１２は、所定の基地局に接続してもよく、例えば、これは、コール確立モジュー
ル１２８（図９）とコール確立機能１３０（図９）とを実行することによる。代替的に、
ＡＴ１２が、サービス決定器１３１（図９）を実行してもよく、サービス決定器１３１（
図９）は、潜在的なハンドオフターゲットを評価し、所望のターゲットを選択するように
動作可能な論理を備える。例えば、ＮＷＳ ＢＳハンドオフ決定器モジュール１４４およ
びハンドオフ機能１４６の１つの態様に対して記述したのと類似した態様で、サービス決
定器１３１は、リンク品質またはサービスコストのようなＷＳ ＢＳサービス１１０およ
びＮＷＳ ＢＳサービス１１８を解析し、そして、ユーザプリファレンスと、あるいは、
しきい値と、あるいは、このようなファクタに基づいて複数の候補ターゲット基地局また
はセクタ間から選択するための他の何らかのルールとを組み合わせたこれらのファクタに
基づいて、ＡＴ１２にサービス提供できる可能性ある基地局またはセクタのうちの、ある
ものだけを選択する機能を備えていてもよい。１つ以上の選択された基地局またはセクタ
に基づいて、コール確立モジュール１２８（図９）は、選択された基地局またはセクタの
うちの１つへのコールをハンドオフしようと試行することができ、例えば、ハンドオフを
行うことは、成功するまで、所定の順序で試行する。１つ以上の選択された基地局または
セクタは、いかに良くユーザプリファレンス、しきい値、または選択ルールを満たすかに
したがった順序でランク付けしてもよい。
【００８９】
　代替的な態様または付加的な態様では、１５５および１５７において、ハンドオフを実
行する際に支援するために、ＮＷＳ ＢＳが、ＷＳ ＢＳ１８のような現在担当しているＷ
Ｓ ＢＳと、ＷＳ ＢＳ２０のようなターゲットＷＳ ＢＳとに対して、ハンドオフ情報１
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４８のすべて、または、ハンドオフ情報１４８の何らかの部分を提供する。例えば、この
シチェーションでは、ＷＳ通信セッション１４１を維持する際に連続性を可能にするため
に、ハンドオフ情報１４８は、ＷＳ通信セッション情報１４２をさらに含んでいてもよい
。
【００９０】
　代替的な態様または付加的な態様では、１５９および１６１において、ハンドオフを実
行する際に支援するために、ＮＷＳ ＢＳは、ＷＳ ＢＳ１８および２０のような担当ＷＳ
 ＢＳおよびターゲットＷＳ ＢＳ間とトンネルを確立する。そしてさらに、ＷＳ ＢＳ２
０は、ＷＳ ＢＳ２０に対してセッションを完全にハンドオフできるまで、ＷＳ通信セッ
ション１４１に対応するデータストリームを確実に維持するために、パケットをすべてバ
ッファリングしてもよい。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、１５９および１６１において、通信
トンネルを確立するように動作可能なトンネル発生器１５２を持つトンネリングモジュー
ル１５０を備えていてもよい。
【００９１】
　さらなる別の代替的な態様または付加的な態様では、１６３において、ＮＷＳ ＢＳに
対してコールをハンドオフすることに関して上記で説明したように、ＮＷＳ ＢＳは、タ
ーゲットＢＳであってもよく、ＷＳ通信セッション１４１をＮＷＳ通信セッションに変換
してもよい。例えば、このケースは、図１３中に記述したシナリオに対応していてもよい
。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ＷＳ通信セッションをＮＷＳ通信セッションに変換するよう
に動作可能な通信セッション発生器１５６を持つコール確立モジュール１５４を備えてい
てもよい。
【００９２】
　このケースでは、ＮＷＳ ＢＳは、ハンドオフルールとＡＴモビリティとにしたがって
、ＮＷＳ通信セッションを維持してもよい。例えば、ＮＷＳ ＢＳサービスエリアおよび
ＮＷＳ ＢＳサービスエリアがオーバーラップしている場合に、例えば、ＮＷＳ ＢＳは、
ＡＴ１２が新しいＷＳサービスエリアに到達するまでＮＷＳ通信セッションを維持しても
よい。さらに、例えば、ＡＴが担当ＮＷＳ ＢＳセルの外に移動しようとしていて、ＡＴ
が入ろうとしている新しいＮＷＳセルに関係付けられているような、より強い信号を持つ
新しいＮＷＳ ＢＳに対して、ＡＴがハンドオフされるかもしれない場合には、例えば、
ＮＷＳ ＢＳは、例えば、ＡＴ１２が新しいＮＷＳサービスエリアに到達するまでＮＷＳ
通信セッションを維持してもよい。ＡＴのモビリティに依存して、任意の数の、ＮＷＳか
らＷＳへのハンドオフ、または、ＮＷＳからＮＷＳへのハンドオフが存在し得る。
【００９３】
　さらには、ＡＴをＷＳ ＢＳに戻すようにハンドオフすることをＮＷＳ ＢＳが決定した
ときには、サポートされているサービスの何らかの部分または低いデータレート接続をＮ
ＷＳ ＢＳにおいて維持しつつ、サポートされているサービスのすべて、または、サポー
トされるサービスの何らかの部分だけをターゲットＷＳ ＢＳに移すことをＮＷＳ ＢＳが
決定するような、ＮＷＳ ＢＳが上述した動的サービス分割を実現してもよい。
【００９４】
　例えば、ハンドオフ決定器モジュール１４４は、ハンドオフ機能１４６を実行して、Ａ
Ｔロケーション情報１２４に対する更新を周期的に取得し、ハンドオフ情報１４８を再評
価してもよい。例えば、１６５および１６７において、ＡＴ１２がＷＳサービスエリア１
６のようなＷＳサービスエリアに到達すると、ＮＷＳ ＢＳは、ハンドオフ決定器モジュ
ール１４４を実行して、ハンドオフおよびハンドオフ情報１４８をＡＴ１２とターゲット
ＷＳ ＢＳ２０とに通知してもよく、これにより、１５３におけるハンドオフとＷＳ通信
セッションとが可能になる。
【００９５】
　すなわち、ＡＴが非ホワイトスペース基地局自体に対してハンドオフされるので、その
ホワイトスペースＷＷＡＮデータトラフィックは、ＮＷＳ ＢＳのスペクトルおよびイン
フラストラクチャリソースに動かす可能性がある。ＡＴを担当できるホワイトスペース基
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地局が存在しない場合に、これは生じるかもしれない。例えば、セル端において、あるい
は、例えば、ホワイトスペース基地局の電力が制限されているような場合に、ホワイトス
ペース基地局の可能性あるカバレッジの制限が原因で、これは起こるかもしれない。その
後、ＡＴが移動し続けると、ＡＴは、利用可能である場合、ホワイトスペース基地局サー
ビスエリアに再び移動するかもしれない。（別のホワイトスペース基地局が欠如している
状態で）ＡＴのホワイトスペース通信セッションを切断するか否かについての、または、
ライセンスされている非ホワイトスペーススペクトル中でＡＴのセッションを続けるか否
かについての選択を、加入ポリシー、プロバイダの現在のシステム負荷等に基づいて、イ
ンフラストラクチャプロバイダに委ねることができる。
【００９６】
　加えて、前に述べたように、ハンドオフは、「ソフター」ハンドオフを含んでいてもよ
く、「ソフター」ハンドオフは、ＷＳ周波数の典型的な変更を伴う、同じＷＳ ＢＳのセ
クタ間のハンドオフである。
【００９７】
　さらに、これらの周波数間ソフターハンドオフは、各ＡＴにとって利用可能な互換性Ｗ
Ｓスペクトルとともに、ＷＳ ＢＳまたはセクタにとって利用可能なＷＳスペクトルに対
する許容を考慮に入れる必要があることがある。例えば、異なるホワイトスペースＷＷＡ
Ｎクライアント、例えば、異なるＡＴは、それらの各ロケーションにおいて使用する、異
なる許可されたＷＳ周波数帯域を持っているかもしれない。例えば、ＡＴは、ＷＳ ＢＳ
が認識しないかもしれない別のホワイトスペース送信（例えば、その隣接における短距離
ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）送信、またはマイクロフォン）を検出するかもしれない。すなわ
ち、許容できるＷＳ周波数帯域内の各ＡＴによって検出されたこのようなＷＳ干渉を、各
ＡＴに対する非互換性ＷＳ周波数帯域として識別できる。したがって、異なるＡＴは、異
なるＡＴの各ＷＳ通信能力に関して異なる制約を持つことがあり、異なるＡＴの各ＷＳ通
信能力は、各ＷＳ ＢＳによって扱うことができるものである。
【００９８】
　例えば、図１７を参照すると、ＷＳ感知モジュール７８が、所定のＷＳ ＢＳに関係す
る利用可能なＷＳ周波数１０４のうちの１つ以上に対するＷＳ干渉レベル８０を識別する
。さらに、ＷＳ感知モジュール７８は、ＷＳ干渉レベル８０の識別に基づいて、利用可能
なＷＳ周波数１０４の中から、互換性および／または非互換性のＷＳ周波数８１を発生さ
せる論理を備えていてもよい。例えば、所定のＷＳ周波数に対する各干渉レベル８０がし
きい値を超えている場合、そのＷＳ周波数は、非互換性の周波数として識別されることが
あり、または、そのＷＳ周波数は、互換性ＷＳ周波数のリストから除外されることがある
。
【００９９】
　さらに、これらの識別されたＡＴ ＷＳ通信制約に基づいて、ＡＴは、例えば、ＮＷＳ 
ＢＳのようなＮＷＳ ＷＷＡＮインフラストラクチャを、またはＷＳ ＢＳを使用して通信
し、通信の適切な周波数帯域をＷＳ ＢＳと交渉する必要があることがある。異なるＡＴ
が、異なる互換性のＷＳ周波数帯域を決定してもよく、ＷＳ ＢＳは、これらの異なるＡ
Ｔの異なる周波数帯域において、これらの異なるＡＴのそれぞれをサポートする必要があ
ることがある。したがって、図１７を参照すると、ＷＳ ＢＳは、ＡＴとの通信がサポー
トされている間、利用可能な帯域１０４全体にわたって、周波数ホッピングスキーム１５
８を、例えば、ハンドオフ機能１４６の一部として採用することがある。記述した態様で
は、ＷＳ ＢＳによって使用される周波数ホッピングスキーム１５８は、サービス提供さ
れている各ＡＴに対する互換性または非互換性の帯域８１（または、間接的に、ＷＳ干渉
レベル８０）を考慮に入れるだろう。ここで、周波数帯域のこの互換性および／または非
互換性セットは、それぞれのＡＴに対して変えることができる。この情報を、ＡＴに特有
な互換性および／または非互換性の情報１６０と呼ぶことがある。すなわち、ＷＳ ＢＳ
は、ＷＳ ＢＳによってサービス提供されている各ＡＴに対する何らかの互換性および／
または非互換性のＷＳ周波数帯域を受信し、周波数ホッピングスキーム１５８において周
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波数を再割り当てするときに、各ＡＴに対する識別された非互換性のＷＳ周波数帯域を、
各ＡＴに対する潜在的な新しい周波数としての考慮対象から取り除く。したがって、サー
ビス提供されているＡＴのロケーション情報８４と、ＡＴの各ＷＳ通信制約、例えば、Ａ
Ｔに特有な互換性および／または非互換性の情報１６０とに基づいて、ＷＳ ＢＳは、互
換性のある、利用可能なＷＳ周波数にＡＴをハンドオフするために、その周波数ホッピン
グスキーム１５８を所定の方向に修正することができる。さらに、主として、ＷＳ ＢＳ
に関して説明したが、ＮＷＳ ＢＳは、先に規定した情報およびメカニズムを使用して、
同じ機能性を実行する能力を持っていてもよいことに留意すべきである。
【０１００】
　加えて、いくつかの態様では、ハンドオフに対するアンカーは、例えば、基地局／ノー
ドＢ／ｅノードＢ、ＲＮＣ、ＳＧＳＮ、ＧＧＳＮにおけるような、またはＷＷＡＮネット
ワークの外部におけるような、ワイヤレスインフラストラクチャの任意のレベルにおける
ものとすることができる。例えば、ＷＳネットワーク１１およびＮＷＳネットワーク１３
の双方と通信する任意のエンティティは、アンカーとして機能し、ハンドオフの間の通信
の連続性を保証することができる。例えば、上記で説明したように、トンネル６６（図２
）を、ネットワークアーキテクチャの任意の階層レベルにおいて生成してもよく、そして
このようなものを、この目的のために利用してもよい。
【０１０１】
　さらに、ＵＭＴＳ技術ベースのシステムでは、セッションを維持するためのクライアン
ト／ＡＴデータの動き、例えば、ＩＰトラフィックまたはデータパケットのハンドオフは
、任意の階層レベルにおいて、例えば、ノードＢにおいて、ＲＮＣにおいて、ＳＧＳＮに
おいて、またはＧＧＳＮにおいて起こってもよい。また、ＬＴＥ技術ベースのシステムで
は、ＩＰトラフィックは、ｅノードＢによって伝送できるので、ｅノードＢは、相互間で
ＩＰトラフィックをトンネルすることができる。そして、直接的なＩＰまたはクライアン
トデータトンネリング、例えば、基地局間のトンネル６６（図２）は、ハンドオフの間の
オプションである。インフラストラクチャがトンネリングをサポートする場合に、このよ
うなトンネリングを使用してもよいが、より高いアークテクチャのレベルにおいてトンネ
リングを実行することができる。
【０１０２】
　図１８を参照すると、ＷＳ通信コールをハンドオフするための、ＡＴに対するＮＷＳ 
ＢＳ支援を促進するシステム４７０を図示している。例えば、システム４７０は、基地局
、アクセスポイント等内に少なくとも部分的に存在することができる。システム４７０は
、機能ブロックを備えているとして示しており、この機能ブロックは、プロセッサ、ソフ
トウェア、または、これらを組み合わせたもの（例えば、ファームウェア）によって実現
される機能を示す機能ブロックとすることができることを正しく認識すべきである。
【０１０３】
　システム４７０は、関連して動作できる手段の論理グルーピング４７２を備えている。
例えば、論理グルーピング４７２は、ライセンスされている周波数上で動作する第１の基
地局において、ワイヤレスアクセス端末の通信コールのハンドオフを実行する必要性の通
知を受信する手段を備えることができ、通信コールは、第１のライセンスされていない周
波数上でのものであり、第２の基地局によってサービス提供される（ブロック４７４）。
また、論理グルーピング４７２は、ワイヤレスアクセス端末のロケーションを取得する手
段を備えることができる（ブロック４７６）。さらに、論理グルーピング４７２は、ライ
センスされていない周波数スペクトル中で動作し、ワイヤレスアクセス端末のロケーショ
ンに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局を識別する手段を備えることが
できる（ブロック４７８）。加えて、論理グルーピング４７２は、識別に基づいて、通信
コールをハンドオフする際に使用するターゲット基地局に対する識別情報をワイヤレスア
クセス端末に提供する手段を備えることができる（ブロック４８０）。さらには、システ
ム４７０は、メモリ４８２を備えることができ、メモリ４８２は、手段４７４、４７６、
４７８、および４８０に関係する機能を実行するための命令を保持する。メモリ４８２の



(28) JP 5886395 B2 2016.3.16

10

20

30

40

50

外部に存在するとして示しているが、手段４７４、４７６、４７８、および４８０のうち
の１つ以上は、メモリ４８２内に存在できることを理解すべきである。
【０１０４】
　このように、この態様では、記述した装置および方法は、通信セッション情報を交換し
て、非ホワイトスペース基地局（ＮＷＳ ＢＳ）の支援によりホワイトスペース基地局（
ＷＳ ＢＳ）間のホワイトスペース通信コールのハンドオフを、または、ＷＳ ＢＳとＮＷ
Ｓ ＢＳとの間のハンドオフを実行するように動作可能である。
【０１０５】
　ＷＳ情報のキャッシュ
　図１９－図２２を参照すると、さらなる態様では、記述した装置および方法は、ＮＷＳ
ネットワークインフラストラクチャの１つ以上のレベルにおいてホワイトスペース情報を
キャッシュするように動作可能である。
【０１０６】
　図１９を参照すると、態様では、ホワイトスペース情報を取得する方法５００は、第１
のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークインフラス
トラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキャッシュす
ることを含む（ブロック５０２）。例えば、ネットワークコンポーネントは、ホワイトス
ペース情報のデータベースを備えていてもよい。
【０１０７】
　方法は、ホワイトスペース情報の第１のバージョンに対応する無効化メッセージを受信
することをさらに含む（ブロック５０４）。例えば、ＮＷＳ ＢＳ、ＷＳ ＢＳ、または他
の何らかの監視コンポーネントが、例えば、ＷＳ帯域中で使用中の新しいマイクロフォン
あるいは新しく送信しているまたはもはや送信していないＷＳ ＢＳのような、ホワイト
スペース情報の変化を識別し、この変化情報をネットワークデータベースに転送してもよ
い。
【０１０８】
　また、方法は、無効化メッセージに基づいて、キャッシュされたホワイトスペース情報
の第１のバージョンを無効化することを含む（ブロック５０６）。例えば、ネットワーク
データベースは、受信した変化情報に基づいて、記憶されたＷＳ情報の少なくとも一部分
を更新するように動作する。
【０１０９】
　さらに、方法は、インフラストラクチャ更新プロトコルに基づいて、ネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョ
ンを取得することを含む。（ブロック５０８）。例えば、ネットワークデータベースが、
変更を行った後に、ホワイトスペース情報の新しいバージョンを更新および記憶する。加
えて、方法は、インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって、ホワイトスペース情
報の更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付け
られている第２のインフラストラクチャデバイスに対して報知することを含む（ブロック
５１０）。例えば、ネットワークデータベースが、少なくとも、ホワイトスペース情報の
変化した部分を、ＮＷＳ ＢＳ、ＷＳ ＢＳ等のような別のネットワークコンポーネントに
転送する。
【０１１０】
　図２０および図２１を参照すると、より特定の態様では、例えば、１７１において、第
１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークインフラ
ストラクチャデバイスが、ホワイトスペース情報の第１のバージョンを取得してもよい。
例えば、ネットワークインフラストラクチャ５０は、レベル１７０、１７２、および１７
４のような複数の階層レベルを含んでいてもよく、この複数の階層レベルは、デバイス１
７６、１７８、および１８０のような１つ以上のインフラストラクチャデバイスを含む。
この例では、複数の階層レベルは、ｎレベルを含み、ここで、ｎは、正の整数である。オ
プション的に、いくつかの態様では、ＮＷＳ ＢＳおよび／またはＷＳ ＢＳを、ネットワ
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ークインフラストラクチャ５０の一部と考えてもよい。例えば、階層レベル１７０、１７
２、および１７４は、ＷＳ情報サーバ４８から、ＮＷＳ ＢＳ３２および／またはＷＳ Ｂ
Ｓ１８のようなＮＷＳ ＢＳおよび／またはＷＳ ＢＳに伸びるノード構成に基づいていて
もよい。ここで、ＷＳ情報サーバ４８を、最高レベルと考え、そしてＮＷＳ ＢＳおよび
／またはＷＳ ＢＳを、最低ノードと考える。しかしながら、他の階層的構成を利用して
もよいことを理解すべきである。
【０１１１】
　いずれのケースにおいても、取得されたＷＳ情報４６は、識別子または値のような対応
するバージョン１８２を持つ。バージョン１８２を使用して、対応するＷＳ情報４６の状
態を識別してもよい。例えば、対応するＷＳ情報４６の状態は、情報は最新情報であるか
否かといったものがある。
【０１１２】
　さらに、ＷＳ情報４６の取得は、任意の数の状況に基づいていてもよく、例えば、ＷＳ
通信セッションを確立するための、ＢＳによって受信された要求や、スケジューリングさ
れた、または周期的な更新や、または、ＷＳ情報４６をＷＳ情報サーバ４８から取得する
ことをトリガするための他の何らかのメカニズムのようなものに基づいていてもよい。
【０１１３】
　加えて、取得は、任意のインフラストラクチャデバイス１７６、１７８、および１８０
によって実行されてもよく、任意のインフラストラクチャデバイスは、オプション的には
、任意の階層レベル１７０、１７２、および１７４における、ＮＷＳ ＢＳ３２および／
またはＷＳ ＢＳ１８のようなＮＷＳ ＢＳおよび／またはＷＳ ＢＳを含む。例示を容易
にするために、図２０および２１では、１７１における取得は、第１の階層レベル１７０
における第１のインフラストラクチャデバイス１７６によって実行される。
【０１１４】
　１７３において、第１の階層レベル１７０における第１のインフラストラクチャデバイ
ス１７６のような各インフラストラクチャデバイスが、ホワイトスペース情報４６のバー
ジョン１８２をキャッシュする。例えば、ネットワークインフラストラクチャ５０、すな
わち、１つ以上のインフラストラクチャデバイス１７６、１７８、および１８０、ならび
に／あるいは、ＢＳ３２および１８は、ホワイトスペース情報４６のバージョン１８２を
記憶するように動作可能なメモリ１８を備えていてもよい。加えて、同様に、ホワイトス
ペース情報サーバ４８は、ホワイトスペース情報４６のバージョン１８２を記憶するよう
に動作可能なメモリ１８４を備えることに留意すべきである。さらには、メモリ１８４は
、バージョン更新モジュール１８６の一部であってもよく、または、バージョン更新モジ
ュール１８６と通信してもよく、バージョン更新モジュール１８６は、ホワイトスペース
情報サーバ４８、１つ以上のインフラストラクチャデバイス１７６、１７８、および１８
０とともに、ＷＳ ＢＳ３２およびＷＳ ＢＳ１８のような１つ以上のＮＷＳ ＢＳおよび
ＷＳ ＢＳ中に備えられていてもよいことに留意すべきである。
【０１１５】
　１７５において、第１の階層レベル１７０における第１のインフラストラクチャデバイ
ス１７６のような１つ以上のインフラストラクチャデバイスが、ホワイトスペース情報４
６の第１のバージョン１８２に対応する無効化メッセージ１８８を受信する。例えば、Ｗ
Ｓ情報更新プロトコル１９０の実行に基づいて、ＷＳ情報サーバ４８が、無効化メッセー
ジ１８８を発生させ、これを１つ以上のインフラストラクチャデバイスに送信してもよい
。１つの態様では、例えば、無効化メッセージ１８８は、単に、ＷＳ情報サーバ４８が、
ＷＳ情報４６の更新されたバージョン１９２を、更新されたＷＳ情報１９４とともに有し
ていることを示していてもよい。このような「変更表示」は、更新されたバージョンを、
更新されたＷＳ情報１９４とともに取得することを、各インフラストラクチャデバイスに
任せる。別の態様では、例えば、無効化メッセージ１８８は、更新されたバージョン１９
２を、更新されたＷＳ情報１９４とともに含んでいてもよい。
【０１１６】
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　１７７において、第１の階層レベル１７０における第１のインフラストラクチャデバイ
ス１７６のような１つ以上のインフラストラクチャデバイスが、無効化メッセージ１８８
に基づいて、キャッシュされたホワイトスペース情報４６の第１のバージョン１８２を無
効化する。例えば、各インフラストラクチャデバイスによって実行されるバージョン更新
モジュール１８６は、ＷＳ情報４６の内在バージョン１８２の使用を防ぐように実行可能
なインフラストラクチャ更新プロトコル１９６を備えていてもよく、例えば、これは、こ
れらには限定されないが、使用するためのものではないとして、ＷＳ情報４６の内在バー
ジョン１８２をマーキングすることによって、またはそうでなければ識別することによっ
て、あるいは情報を消去するようなことによる。
【０１１７】
　いくつかのオプション的な態様では、１７９、１８１、および１８３において、デバイ
ス１７６、１７８、１８０、および３２または１８のような各インフラストラクチャデバ
イスが、インフラストラクチャ更新プロトコル１９６にしたがって、無効化メッセージ１
８８を互いに連続的に通知する。例えば、階層的構成におけるすべてのデバイスに通知さ
れるまで、より高いレベルのインフラストラクチャデバイスは、近接の、より低いレベル
のインフラストラクチャデバイス等に通知してもよい。それに応じて、１８５、１８７、
および１８９において、これらの各インフラストラクチャデバイスが、無効化メッセージ
に基づいて、キャッシュされたホワイトスペース情報４６のこれらの各バージョン１８２
を無効化してもよい。
【０１１８】
　加えて、１９１において、第１の階層レベル１７０における第１のインフラストラクチ
ャデバイス１７６のような１つ以上のインフラストラクチャデバイスが、ホワイトスペー
ス情報の更新された第２のバージョン、例えば、更新されたバージョン１９２に対応する
更新されたＷＳ情報１９４を取得する。１つの態様では、ホワイトスペース情報の更新さ
れた第２のバージョンの取得は、ＷＳ情報更新プロトコル１９０に基づいており、ＷＳ情
報更新プロトコル１９０は、ＷＳ情報サーバ４８が、更新されたバージョン１９２に対応
する更新されたＷＳ情報１９４を無効化メッセージ１８８中に含めるように命令したかも
しれない。これにより、各インフラストラクチャデバイスのバージョン更新モジュール１
８６をトリガし、更新された情報をメッセージからパーズする。別の態様では、インフラ
ストラクチャ更新プロトコル１９６は、無効化メッセージ１８８が「変更表示」になるよ
うに命令したかもしれない。これにより、各インフラストラクチャデバイスのバージョン
更新モジュール１８６をトリガし、１９３および１９５において送信およびメッセージ送
信し、更新されたバージョン１９２に対応する更新されたＷＳ情報１９４を要求して受信
する。
【０１１９】
　図２０および図２１では、明確性のために、インフラストラクチャデバイス１７８、１
８０、および３２または１８による各取得を図示していないが、１９１、または１９３お
よび１９５では、デバイス１７６に対して記述したのと類似した態様でこれらのデバイス
によって各取得を実行してもよいことに留意すべきである。先に述べたように、実際の取
得プロセスは、実行されているインフラストラクチャ更新プロトコル１９６に基づいて命
令される。
【０１２０】
　１９７において、第１の階層レベル１７０における第１のインフラストラクチャデバイ
ス１７６のような１つ以上のインフラストラクチャデバイスが、更新されたバージョン１
９２に対応する更新されたＷＳ情報１９４を更新してキャッシュする。例えば、デバイス
は、更新情報を記憶するようにバージョン更新モジュール１８６を実行してもよい。
【０１２１】
　１９９において、第１の階層レベル１７０における第１のインフラストラクチャデバイ
ス１７６のような１つ以上のインフラストラクチャデバイスが、インフラストラクチャ更
新プロトコルにしたがって、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられてい
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る第２のインフラストラクチャデバイスに対して、ホワイトスペース情報の更新された第
２のバージョンを報知する。例えば、図２０および図２１では、デバイス１７６が、階層
レベル１７２におけるデバイス１７８に情報を提供するが、所定のインフラストラクチャ
更新プロトコル１９６に依存して、他のインプリメンテーションも可能である。
【０１２２】
　類似した態様では、インフラストラクチャ更新プロトコル１９６に基づいて、後続する
更新メッセージ２０１および２０３を、異なるデバイス１８０および３２ならびに／ある
いは１８に送信してもよく、これにより、２０５、２０７、および２０９において、キャ
ッシュされたＷＳ情報の対応する更新を可能にする。
【０１２３】
　このような態様では、記述する装置および方法は、非常に効率的な態様で、最も現在の
ＷＳ情報４６によりネットワークインフラストラクチャ５０の全体を更新することを効率
的に可能にする。例えば、１つのインフラストラクチャデバイスが、隣接インフラストラ
クチャデバイスに通知して更新することを可能にする更新プロトコル１９６を構築するこ
とによって、大量のシステムオーバーヘッドおよびＷＳ情報サーバ４８の処理リソースは
、キャッシュされたＷＳ情報４６を持つそれぞれのインフラストラクチャデバイスがネッ
トワークを通して個々の通信をＷＳ情報サーバ４８と交換することと比較して、セーブさ
れる。
【０１２４】
　オプション的に、２１１および２１３において、装置および方法は、ＮＷＳ ＢＳおよ
び／またはＷＳ ＢＳが、ローカルＷＳ情報における変更を監視し、関連性のあるローカ
ルＷＳバリエーション情報１９８をＷＳ情報サーバ４８に対して報知することをさらに含
んでいてもよい。例えば、ＮＷＳ ＢＳおよび／またはＷＳ ＢＳのＷＳ感知モジュール７
８は、ローカルＷＳバリエーション情報１９８を発生させるように動作可能な解析器機能
２０２を持つＷＳバリエーション解析器２００をさらに備えていてもよい。例えば、解析
器機能２０２は、アルゴリズムや、ヒューリスティックや、ニューラルネットワークや、
人工知能を備えていても、また、感知したＷＳ情報を解析して、ローカルＷＳバリエーシ
ョン情報１９８を決定するのに適した他の何らかのメカニズムを備えていてもよい。例え
ば、アドホックＷＳ通信セッションを確立するときに考慮に入れることが望ましいと思わ
れるぐらい長くいる地理的エリア中で、例えば、解析器機能２０２は、新しい送信や、ま
たは以前に知られている送信の欠如のようなＷＳ送信の相違を経時的に識別してもよい。
したがって、ＷＳ感知モジュール７８は、２１３において、決定したローカルＷＳバリエ
ーション情報１９８の送信を開始するように実行可能であってもよい。
【０１２５】
　それに応じて、２１５において、ＷＳ情報サーバ４８が、決定されたローカルＷＳバリ
エーション情報１９８を受信し、これらを解析し、適切であると考えられた場合に、更新
されたバージョン１９２を、更新されたＷＳ情報１９４とともに発生させてもよく、これ
により、例えば、１７１において、アクションの開始をトリガする。
【０１２６】
　図２２を参照すると、ＮＷＳネットワークインフラストラクチャの１つ以上のレベルに
おいてホワイトスペース情報のキャッシュを促進するシステム５２０を図示している。例
えば、システム５２０は、基地局、アクセスポイント等内に少なくとも部分的に存在する
ことができる。システム５２０は、機能ブロックを備えているとして示しており、この機
能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、または、これらを組み合わせたもの（例えば
、ファームウェア）によって実現される機能を示す機能ブロックとすることができること
を正しく認識すべきである。
【０１２７】
　システム５２０は、関連して動作できる、論理グルーピング５２２の手段を備えている
。例えば、論理グルーピング５２２は、第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付
けられている第１のネットワークインフラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペ
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ース情報の第１のバージョンをキャッシュする手段を備えることができる（ブロック５２
４）。さらに、論理グルーピング５２２は、ホワイトスペース情報の第１のバージョンに
対応する無効化メッセージを受信する手段を備えることができる（ブロック５２６）。ま
た、論理グルーピング５２２は、無効化メッセージに基づいて、キャッシュされたホワイ
トスペース情報の第１のバージョンを無効化する手段を備えることができる（ブロック５
２８）。さらに、論理グルーピング５２２は、インフラストラクチャ更新プロトコルに基
づいて、ネットワークインフラストラクチャデバイスにおいて、ホワイトスペース情報の
更新された第２のバージョンを取得する手段を備えることができる（ブロック５３０）。
加えて、論理グルーピング５２２は、インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって
、ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ
階層レベルに位置付けられている第２のインフラストラクチャデバイスに対して報知する
手段を備えることができる（ブロック５３２）。さらには、システム５２０は、手段５２
４、５２６、５２８、５３０、および５３２に関係する機能を実行するための命令を保持
するメモリ５３４を備えることができる。メモリ５３４の外部に存在するとして示してい
るが、手段５２４、５２６、５２８、５３０、および５３２のうちの１つ以上は、メモリ
５３４内に存在できることを理解すべきである。
【０１２８】
　このように、キャッシュされたホワイトスペース情報は、さまざまなメカニズムにした
がって、ネットワークインフラストラクチャの１つ以上のレベルにおいて維持して更新し
てもよい。さらに、この態様は、ＮＷＳネットワークインフラストラクチャの１つ以上の
レベルにおけるホワイトスペース情報を分散させることによって、ホワイトスペース情報
サーバにおける負荷を減少させ、これにより、ホワイトスペース通信を確立しようとして
いるＡＴのようなホワイトスペースデバイスに対する、ホワイトスペース情報の配信の待
ち時間を減少させる。
【０１２９】
　Ｐ２Ｐ ＷＳ通信
　図２３－図２６を参照すると、さらなる態様では、記述する装置および方法は、１つ以
上のＮＷＳ ＢＳからの、または、ネットワークサーバのような別のネットワークコンポ
ーネントからの支援により２つのＡＴ間のピアツーピア（Ｐ２Ｐ）ＷＳ通信を可能にする
ように動作可能である。
【０１３０】
　図２３を参照すると、態様では、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立する方法５４０は
、ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ライセンスされ
てない周波数スペクトル中での通信セッションに対する通信要求を受信することを含み、
通信要求は、第１のロケーション情報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに対応し、通
信要求は、第２のロケーション情報を持つ第２のワイヤレス通信デバイスを通信セッショ
ンに対する宛先として識別する（ブロック５４２）。例えば、ＮＷＳ ＢＳが、Ｐ２Ｐセ
ッションを開始するための要求、または、既存のセッションをハンドオフするための要求
をＡＴから受信してもよい。
【０１３１】
　方法は、第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応している１つ以上
の利用可能なライセンスされてない周波数を送信することをさらに含む（ブロック５４４
）。例えば、ＮＷＳ ＢＳは、ネットワークデータベースにまたは対応するＷＳ ＢＳにア
クセスして、第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応する各１つ以上
の利用可能なライセンスされてない周波数を要求および／またはアクセスし、その後、周
波数をテストするために、各ＡＴと、対応するＷＳ ＢＳまたは第２のワイヤレス通信デ
バイスとに対して、これらの周波数を転送してもよい。
【０１３２】
　また、方法は、利用可能なライセンスされてない周波数のそれぞれに対する干渉レベル
を受信することを含む（ブロック５４６）。例えば、第１および第２のワイヤレス通信デ
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バイスから、またはピアデバイスから、またはＷＳ ＢＳから、利用可能なライセンスさ
れてない周波数に対応する干渉測定値を受信するといったことによって、ＮＷＳ ＢＳは
、１つ以上の利用可能なライセンスされてない周波数に対する各干渉レベルを取得しても
よく、そうでない場合には、ＮＷＳ ＢＳは、ピアデバイスの付近のまたはＷＳ ＢＳの付
近の他のデバイスによる測定値に基づいて干渉レベルを取得してもよい。オプション的に
、干渉レベルとともに、ＮＷＳ ＢＳは、デバイスから、または、ＷＳ ＢＳから、好まし
い周波数の識別子または好ましい周波数のランク付けを受信してもよい。
【０１３３】
　さらには、方法は、第１のワイヤレスデバイスと第２のワイヤレス通信デバイスとの間
のピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、利用可能なライセンスされてない周波
数のそれぞれの干渉レベルに基づいて、１つ以上の利用可能なライセンスされてない周波
数のうちの１つを識別することを含む（ブロック５４８）。例えば、ピア通信セッション
の確立を可能にするために、利用可能なライセンスされてない周波数のうちの１つが、双
方のピアデバイスに対して十分に少ない干渉量を持つとＮＷＳ ＢＳが決定してもよく、
あるいは、ＮＷＳ ＢＳが、最低の干渉レベルを持っている利用可能なライセンスされて
ない周波数のうちの１つを識別し、情報をピアデバイスに提供してもよい。この情報は、
識別された利用可能なライセンスされてない周波数上で通信を確立するためのものである
。オプション的に、いくつかの態様では、ＮＷＳ ＢＳが、先に言及したような、受信し
たプリファレンスまたはランク付け情報に基づいて、利用可能なライセンスされてない周
波数を識別してもよく、あるいは、ＮＷＳ ＢＳが、１つのピアまたは双方のピアに周波
数オプションを提供し、ピアツーピア通信の際に使用する選択された利用可能なライセン
スされてない周波数をピアが決定できるようにしてもよい。
【０１３４】
　オプション的に、方法は、Ｐ２Ｐ通信を確立する、１つ以上の利用可能なライセンスさ
れていない周波数のうちの１つに対する訂正された干渉レベルに基づいて、１つ以上の利
用可能なライセンスされていない周波数のうちの別のものへのＰ２Ｐ通信の切り替えを指
示することを含む（ブロック５５０）。例えば、ＮＷＳ ＢＳが、各干渉レベルに対する
更新を受信し、以前に割り当てられたライセンスされてない周波数よりも、より適した干
渉レベルを持っている新しい利用可能なライセンスされてない周波数を決定してもよい。
【０１３５】
　すなわち、記述した態様は、ＷＳまたはＮＷＳのいずれかを通して、ＡＴがネットワー
クに接続することを可能にする。その後、ＡＴは、ネットワークからの支援により、ＷＳ
を通して、別の近くのピアとのＰ２Ｐリンクを形成することができる。
【０１３６】
　図２４および図２５を参照すると、より特定の態様では、２２１において、第１のワイ
ヤレス通信デバイスが、ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局に対
して、ライセンスされてない周波数スペクトル中での通信セッションに対する通信要求を
送信する。このケースでは、第１のワイヤレス通信デバイスは、第１のロケーション情報
を持ち、通信要求は、第２のロケーション情報を持っている第２のワイヤレス通信デバイ
スを、通信セッションに対する宛先として識別する。例えば、図１を参照すると、第１の
ワイヤレス通信デバイスはＡＴ１２であってもよく、そして第２のワイヤレス通信デバイ
スはＡＴ５２であってもよく、そして双方とも、ＷＳサービスエリア１４のような同じＷ
Ｓサービスエリア内に存在することになるこれらの地理ロケーションを規定している各Ａ
Ｔロケーション情報８４を持っている。さらに、例えば、ライセンスされている周波数上
で動作している第１の基地局は、ＮＷＳ ＢＳ３２であってもよく、ＮＷＳ ＢＳ３２は、
ＡＴ１２および５２が位置付けられている、サービスエリア２２（図１）を持つ。
【０１３７】
　１つのオプション的な態様では、２２１における通信要求は、ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）
ＷＳ通信セッションを望んでいるとの表示を含んでいてもよいことに留意すべきである。
例えば、ＡＴ１２およびＡＴ５２のそれぞれは、それぞれのデバイスが他のものを発見し
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、Ｐ２Ｐ ＷＳ通信セッションの確立を開始することを可能にするように実行可能なＰ２
Ｐ論理２２２を持つクライアントＰ２Ｐモジュール２２０を備えていてもよい。例えば、
２２１における通信要求より前に、２２３および２２５において、それぞれのＡＴ１２お
よび５２は、ＮＷＷ ＢＳ３２を通して交換を実行してもよく、ＮＷＷ ＢＳ３２は、互い
を発見する際にＡＴを支援し、Ｐ２Ｐ ＷＳ通信セッションを確立する際に支援するよう
に実行可能なＰ２Ｐ論理２２６を持つＢＳ Ｐ２Ｐモジュール２２４を備えていてもよい
。
【０１３８】
　代替的に、別の態様では、２２１における通信要求は、一般通信要求であってもよく、
ＮＷＳ ＢＳ３２は、ＢＳ Ｐ２Ｐモジュール２２４を動作させて、１つ以上のＰ２Ｐ Ｗ
Ｓ候補２３２を発生させるように実行可能なＰ２Ｐ ＷＳ機能２３０を持つＰ２Ｐロケー
ション相関器２２８を実行させてもよい。１つ以上のＰ２Ｐ ＷＳ候補２３２は、同じＷ
Ｓサービスエリア中で動作し、コールに関係しているＡＴである。例えば、Ｐ２Ｐ ＷＳ
機能２３０は、Ｐ２Ｐ ＷＳ候補２３２を識別するために、各ＡＴロケーション情報８４
とＷＳ情報４６とに基づいているルールを備えていてもよい。例えば、２２３および２２
５において、ＮＷＳ ＢＳ３２は、ＢＳ Ｐ２Ｐモジュール２２４を実行して、各ＡＴロケ
ーション情報８４をＡＴ１２および５２から集めてもよい。
【０１３９】
　２２７において、ＡＴ１２および５２からの各ＡＴロケーション情報８４に基づいて、
ＮＷＳ ＢＳ３２が、利用可能なＷＳ周波数１０４を決定する。例えば、ＮＷＳ ＢＳ３２
のＢＳ Ｐ２Ｐモジュール２２４が、ＷＳサービス決定器１００と協働してもよく、ＷＳ
サービス決定器１００は、１つ以上の利用可能なＷＳ周波数１０４を決定するためにＷＳ
周波数相関器１０２を実行する。さらに、いくつかの態様では、２２９において、利用可
能なＷＳ周波数１０４を決定するより前に、ＮＷＳ ＢＳ３２は、ＷＳ情報サーバ４８と
通信し、ＷＳ情報４６を取得してもよい。しかしながら、そのＷＳ情報４６は、いつでも
取得されてもよく、ＮＷＳ ＢＳ３２上で既にキャッシュされていてもよいことに留意す
べきである。
【０１４０】
　２３１および２３３において、ＡＴ１２およびＡＴ５２は、それぞれ、第１のロケーシ
ョン情報と第２のロケーション情報とに、例えば、各ＡＴロケーション情報８４に対応す
る、１つ以上の利用可能なライセンスされてない周波数、例えば、利用可能なＷＳ周波数
１０４を受信する。
【０１４１】
　２３５および２３７において、ＡＴ１２およびＡＴ５２のうちの少なくとも１つは、そ
れぞれ、利用可能なライセンスされてない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを決定す
る。例えば、いくつかの態様では、ＡＴのうちの１つのみが干渉レベルを決定する一方で
、他の態様では、両方のＡＴが干渉レベルを決定する。この干渉レベルは、ＡＴのロケー
ション間の距離に依存して、ＡＴによって異なる。例えば、利用可能なライセンスされて
ない周波数のそれぞれ１０４に対する、ＷＳ周波数と、対応する干渉レベル８０とを測定
するために、それぞれのＡＴ１２および５２は、ＷＳ感知モジュール７８を実行してもよ
い。
【０１４２】
　２３９および２４１において、ＡＴ１２およびＡＴ５２のうちの、１つまたは双方が、
報告メッセージをＮＷＳ ＢＳ３２に送信する。例えば、報告メッセージは、ＷＳ周波数
報告情報２３４を含んでいてもよく、ＷＳ周波数報告情報２３４は、利用可能なライセン
スされてない周波数のそれぞれに対するＷＳ周波数／干渉レベル８０含む。そしてオプシ
ョン的には、報告メッセージは、例えば、各ＷＳ周波数／干渉レベル８０に基づくＰ２Ｐ
論理２２２の実行にしたがった、ＡＴが選択した利用可能なＷＳ周波数を、またはＷＳ周
波数プリファレンスのＡＴ特有のランキングを含んでいてもよい。
【０１４３】
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　２４３において、ＮＷＳ ＢＳ３２が、１つのＡＴまたは双方のＡＴから報告メッセー
ジを受信し、ＷＳ Ｐ２Ｐ通信セッションの確立のために、選択されたＷＳ周波数２３８
を決定するようにＷＳ選択器２３６を実行する。例えば、いくつかの態様では、ＷＳ選択
器２３６が、１つのＡＴまたは双方のＡＴからの、利用可能なライセンスされてない周波
数のそれぞれに対する報告されたＷＳ周波数／干渉レベル８０に基づいて、選択されたＷ
Ｓ周波数２３８を決定する。他の態様では、選択されたＷＳ周波数２３８を決定するため
に、ＷＳ選択器２３６は、ＷＳ周波数選択またはランク付けされたＷＳ周波数プリファレ
ンスを考慮する、あるいは、一致させる。
【０１４４】
　いずれのケースにおいても、２４５および２４７において、ＡＴ１２およびＡＴ５２の
双方とも、選択されたＷＳ周波数２３８を受信する。
【０１４５】
　さらに、２４９において、各クライアントＰ２Ｐモジュール２２２の実行に基づいて、
ＡＴ１２およびＡＴ５２が、選択されたＷＳ周波数上で、Ｐ２Ｐ ＷＳ通信セッションを
確立する。したがって、利用可能なライセンスされてない周波数のそれぞれの決定された
干渉レベルに基づいて、１つ以上の利用可能なライセンスされてない周波数のうちの１つ
上で、Ｐ２Ｐ通信が確立される。
【０１４６】
　２５１および２５３において、ＡＴ１２および５２のうちの１つまたは双方が、選択さ
れたＷＳ周波数２３８を感知し、干渉レベル８０の値をリフレッシュしてもよい。例えば
、ＡＴ１２および５２のうちの１つ、または、ＡＴ１２および５２の双方が、スケジュー
ルのようなものに基づいて、または、Ｐ２Ｐ ＷＳ通信セッションのサービス品質パラメ
ータの劣化のようなトリガイベントに基づいて、ＷＳ感知モジュール７８を実行してもよ
い。さらに、この感知は、利用可能なＷＳ周波数１０４のそれぞれを感知することと、対
応する干渉レベル８０をリフレッシュすることを伴っていてもよい。
【０１４７】
　オプション的な態様では、２５５において、ＡＴは、Ｐ２Ｐ通信を確立する、１つ以上
の利用可能なライセンスされていない周波数のうちの１つに対して決定された、訂正され
た干渉レベルに基づいて、１つ以上の利用可能なライセンスされていない周波数のうちの
別のものへとＰ２Ｐ通信を切り替えることに同意してもよい。例えば、選択されたＷＳ周
波数２３８に対する干渉レベル８０がしきい値を超えた場合、ＡＴ１２および５２が、し
きい値よりも下の干渉レベルを持つもののような、利用可能なＷＳ周波数１０４のうちの
別のものへと切り替えることに同意してもよい。
【０１４８】
　代替的に、２５７および２５９において、ＡＴ１２およびＡＴ５２のうちの１つ、また
は双方は、周波数変更要求をＮＷＳ ＢＳ３２に送ってもよく、ＮＷＳ ＢＳ３２は、２４
３において記述したのと類似した方法であるが、リフレッシュされた干渉情報ならびに／
あるいはＡＴ周波数選択またはプリファレンスに基づいて、新しい周波数の選択を管理し
てもよく、リフレッシュされた干渉情報ならびに／あるいはＡＴ周波数選択またはプリフ
ァレンスはすべて、周波数変更要求中に含まれていてもよい。したがって、ＡＴは、動作
４５および２４７に類似して、新しい周波数が報知され、動作２５５におけるように、Ｐ
２Ｐ ＷＳ通信セッションが新しいＷＳ周波数に移される。
【０１４９】
　別の態様において、ピアは、最初、非ホワイトスペース中で互いを見つける必要がある
。そのため、ピアは、何らかのインターネットサイト上で互いを見つけるかもしれない。
そして、地理ロケーションに基づいて、ピアは、地理的に近接内にピアが存在することを
見出すかもしれない。これは、ピアは、通信するための可能性あるホワイトスペーススペ
クトルを見つけ出すためにホワイトスペース情報サーバと交渉するときである。このよう
な交渉は、ホワイトスペース情報サーバにピアを接続している非ホワイトスペース基地局
を通して行われ得る。その後、ピアは、選択されたホワイトスペーススペクトルを通して
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、通信を確立することに進むことができる。モビリティのために、例えば、（マイクロフ
ォンが検出されるような、または、何らかの他の送信が存在するような）スペクトル感知
に基づいて、あるいは、ピアが動くときには、（ホワイトスペースサーバからの情報に基
づいている）ピアにとって利用可能なテーブルルックアップに基づいて、ピアは、行く新
しいホワイトスペース領域を見つける必要がある可能性がある。このようなシチュエーシ
ョンにおいて、ホワイトスペース周波数再交渉が行われ得る。最初のセットアップに対し
てでさえ、何らかの干渉が感知された場合には、この再交渉が行われ得る。
【０１５０】
　双方のピアが、ＷＷＡＮを通して通信している必要ないことに留意すべきである。ピア
のうちの１つは、ＤＳＬを通して自宅にあるかもしれず、もう一方は、使用するホワイト
スペーススペクトルを決定するためにＷＷＡＮを使用している。加えて、ピアは、非ホワ
イトスペースＷＷＡＮからホワイトスペースＷＷＡＮに移動し、そしてその後、ピアを発
見した可能性がある。そのケースでは、インフラストラクチャからの支援は、ホワイトス
ペースＷＷＡＮから来るだろう。
【０１５１】
　図２６を参照すると、１つ以上のＮＷＳ ＢＳからの支援により２つのＡＴ間でピアツ
ーピア（Ｐ２Ｐ）ＷＳ通信を促進するシステム５６０を図示している。例えば、システム
５６０は、基地局、アクセスポイント等内に少なくとも部分的に存在することができる。
システム５６０は、基地局、アクセスポイント、等内に少なくとも部分的に存在すること
ができ、システム５６０は、機能ブロックを備えているとして示しており、この機能ブロ
ックは、プロセッサ、ソフトウェア、または、これらを組み合わせたもの（例えば、ファ
ームウェア）によって実現される機能を示す機能ブロックとすることができることを正し
く認識すべきである。
【０１５２】
　システム５６０は、関連して動作できる、論理グルーピング５６２の手段を備えている
。例えば、論理グルーピング５６２は、ライセンスされている周波数上で動作している第
１の基地局において、ライセンスされてない周波数スペクトル中での通信セッションに対
する通信要求を受信する手段を備えることができる。通信要求は、第１のロケーション情
報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに対応し、通信要求は、第２のロケーション情報
を持つ第２のワイヤレス通信デバイスを、通信セッションに対する宛先として識別する（
ブロック５６４）。論理グルーピング５６２は、第１のロケーション情報と第２のロケー
ション情報とに対応する１つ以上の利用可能なラインセンスされていない周波数を送信す
る手段も備えることができる（ブロック５６６）。さらに、論理グルーピング５６２は、
利用可能なライセンスされていない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを受信する手段
を備えることができる（ブロック５６８）。さらには、論理グルーピング５６２は、ピア
ツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、利用可能なライセンスされていない周波数の
それぞれの決定された干渉レベルに基づいて、１つ以上の利用可能なライセンスされてい
ない周波数のうちの１つを識別する手段を備えることができる（ブロック５７０）。オプ
ション的に、論理グルーピング５６２は、Ｐ２Ｐ通信を確立する、１つ以上の利用可能な
ライセンスされていない周波数のうちの１つに対して決定された、訂正された干渉レベル
に基づいて、１つ以上の利用可能なライセンスされていない周波数のうちの別のものへと
Ｐ２Ｐ通信を切り替える手段を備えることができる（ブロック５７２）。さらには、シス
テム５２０は、手段５６４、５６６、５６８、５７０、および５７２に関係する機能を実
行するための命令を保持するメモリ５７４を備えることができる。メモリ５７４の外部に
存在するとして示しているが、手段５６４、５６６、５６８、５７０、および５７２のう
ちの１つ以上が、メモリ５７４内に存在することができることを理解すべきである。
【０１５３】
　このように、この態様は、ＮＷＳおよび／またはＷＳ ＷＷＡＮ、あるいはサーバのよ
うな別のネットワークコンポーネントによって支援されるＰ２Ｐホワイトスペース通信に
対する効率的なスキームを提供する。例えば、ここでは、適したホワイトスペース周波数
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を見出すのに、ホワイトスペーススペクトル全体的を評価したならば消費されるであろう
エネルギーよりも、消費するエネルギーを実質的により少なくするために、ＡＴは、ＮＷ
Ｓ ＢＳにより提供されるホワイトスペース情報を利用する。
【０１５４】
　ホワイトスペース基地局の現場に特有なブロードキャスティング
　図２７－図３０を参照すると、別の態様では、記述する装置および方法は、ホワイトス
ペース基地局により、情報の現場に特有なブロードキャスティングを可能にするように動
作可能である。この、情報の現場に特有なブロードキャスティングを、現場キャスティン
グと呼ぶ。例えば、このような現場に特有なブロードキャスティングは、広告、マーケテ
ィング情報、一般的な現場情報等を含んでいてもよい。１つの使用ケースでは、セールを
しているストアが、ＷＳサービスエリア内のあらゆるデバイスにセールを広告したいこと
がある。このケースでは、ストアは、ＷＳサービスエリア中に位置付けられているかもし
れないし、または、位置付けられていないかもしれない。あるいは、ストアは、ＷＳサー
ビスエリア中にターゲットオーディエンスを持っているかもしれない。このようなことで
あるから、ＷＳサービスエリア中に位置付けられており、ブロードキャストを受信する何
らかのデバイスが、ストアのセールの広告にアクセスできる。
【０１５５】
　図２７を参照すると、態様では、現場に特有な情報を受信する方法５８０は、アクセス
端末において、ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局から、ライセ
ンスされていないスペクトル中で動作している第２の基地局に対するブロードキャストチ
ャネル情報を取得することを含む（ブロック５８２）。例えば、ＡＴが、ＮＷＳ ＢＳか
らのパイロットメッセージ中で、または、パイロットメッセージ中で識別された周波数へ
の同調に基づいて、ブロードキャストチャネル情報を受信してもよい。
【０１５６】
　方法は、ブロードキャストチャネル情報に基づいて、第２の基地局のブロードキャスト
チャネルに同調することをさらに含む（ブロック５８４）。例えば、ＡＴが、ＡＴ上の無
線またはモデムを、ブロードキャストチャネル情報中で識別されたブロードキャストチャ
ネルに同調させてもよい。
【０１５７】
　また、方法は、ブロードキャストチャネル上で、現場特有メッセージを受信することを
含む（ブロック５８６）。例えば、ＡＴが配置されている、特定のロケーションまたは現
場に対してターゲット付けられている１つ以上のメッセージを、ＡＴが受信してもよい。
【０１５８】
　加えて、方法は、現場特有メッセージを記憶または提示することを含む（ブロック５８
８）。例えば、ＡＴが、ユーザインターフェースを通して、受信したメッセージをユーザ
に提供してもよい。これは、例えば、テキストまたはグラフィックをディスプレイ上に提
示すること、ならびに／あるいは、スピーカを通してオーディオを発生させること、のよ
うなものである。これにより、ＡＴのユーザが、現場に特有な情報を受信することが可能
になる。
【０１５９】
　さらに詳細には、図２８および図２９を参照すると、例えば、２７１において、ＡＴ１
２が、ＮＷＳ ＢＳ３２と通信し、ＡＴの付近のＷＳ ＢＳに関する情報を取得してもよい
。例えば、ＡＴ１２は、ＷＳ ＢＳ１８のような１つ以上のＷＳ ＢＳのＷＳサービスエリ
ア中に位置付けられているかもしれない。通信は、任意の方法で開始してもよい。任意の
方法は、これに限定されるものではないが、ＡＴ１２がＮＷＳ ＢＳ３２を発見すると行
われることや、または、ＡＴ１２によるＷＳ ＢＳ情報に対する特定の要求に基づくもの
や、またはさらに詳細には、ＷＳ ＢＳの現場に特有なブロードキャスト情報に基づくも
のを含む。先に述べたように、それぞれのＷＳ ＢＳに対する情報を、ＷＳ ＢＳサービス
情報１１０として規定してもよい。ＷＳ ＢＳサービス情報１１０は、１つ以上の周波数
のようなＷＳ ＢＳブロードキャストチャネル情報２７２を含んでいてもよい。上述した
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ように、２７７では、ＮＷＳ ＢＳ３２は、ＷＳサービス決定器１００を実行して、例え
ば、ＮＷＳ ＢＳ３２に隣接しているＷＳ ＢＳ１８のようなＷＳ ＢＳから２７３におい
て受信した情報といったものに基づいて、および／または、ＷＳ情報サーバ１４８から２
７５において取得した情報といったものに基づいて、このＷＳ情報を取得しても、あるい
は、ＡＴ１２のロケーションに基づいて、以前に受信したＷＳ ＢＳ情報を処理してもよ
い。
【０１６０】
　ブロードキャスト周波数またはチャネル情報を受信すると、２７９において、ＡＴ１２
が、１つ以上のブロードキャスト周波数／チャネルに同調し、そして、２８１において、
１つ以上の現場特有メッセージ２７４のブロードキャストを取得してもよい。例えば、Ａ
Ｔ１２は、識別された周波数のうちの１つ以上のもの上でブロードキャストを受信するた
めにＡＴ１２を同調させるように、通信モジュール７２とＷＳコンポーネント７４とを動
作させてもよい。さらに、例えば、それぞれの現場特有メッセージ２７４は、メッセージ
を規定している現場メタデータを含んでいてもよい。例えば、現場メタデータは、これら
のものに限定されないが、現場の名前や、現場のロケーションや、トピックを規定してい
るキーワードのような、メッセージの主題事項の記述や、デモグラフィック情報のような
、ターゲットオーディエンスを識別するデータや、受信デバイス関連情報や、広告または
現場情報のようなメッセージデータや、付加的なデータに対するリンクや、電話番号や、
あるいは、現場特有メッセージを受信するデバイスが、現場特有メッセージのコンテンツ
における関心のレベルを決定することを可能にする他の何らかのデータのうちの１つ以上
のもののようなものがある。
【０１６１】
　ＷＳ ＢＳは比較的広いサービスエリアを持つことがあるので、ブロードキャストは、
ＷＳサービスエリア内の地理的に異なるエリアに対する多くの異なる現場特有メッセージ
を含んでいてもよい。したがって、いくつかのオプション的な態様では、２８３において
、ＡＴ１２が、ＡＴに関連性のある現場特有メッセージのみを記憶および／または提示す
るように、ＡＴ１２は、１つ以上の現場特有メッセージ２８３をフィルタリングしてもよ
い。例えば、ＡＴ１２は、現場特有メッセージ２８３を解析し、例えば、アセスされた、
関心のあるレベルに基づいて、あるいは、メッセージ中のメタデータを解析することによ
って、および／または、ＡＴに特有な情報またはＡＴユーザ情報をさらに考慮に入れるこ
とによって決定された適応可能性に基づいて、現場特有メッセージ２８３を記憶および／
または提示するか否かを、現場特有メッセージ２８３を廃棄するか否かを決定するように
動作可能な、メッセージ選択機能２７８を持つ現場キャストメッセージ選択器モジュール
２７６を備えていてもよい。
【０１６２】
　例えば、態様では、ＡＴロケーションに対して予め定められた関係を持っている現場に
対応する現場特有メッセージ２８３を記憶するように、メッセージ選択機能２７８が、Ａ
Ｔロケーションに基づき得る現場特有メッセージ２８３をフィルタリングしてもよい。Ａ
Ｔロケーションに対する予め定められた関係は、例えば、現在のＡＴロケーションの８．
０４５キロメートル（５マイル）以内の現場のような距離しきい値を、または、例えば、
ＡＴの速度および方向または動きの履歴に基づいて、予測された将来のロケーションを含
んでいてもよい。
【０１６３】
　他の態様では、メッセージ選択機能２７８が、現場特有メッセージの選択をユーザから
受信できるように、現場特有メッセージを識別し、または、例えば、ユーザインターフェ
ースを通して、現場特有メッセージをＡＴのユーザに提示してもよい。
【０１６４】
　さらなる別の態様では、メッセージ選択機能２７８は、どの現場特有メッセージを記憶
および／または提示するかを自動的に選択する論理を備えていてもよい。例えば、現場キ
ャストメッセージ選択器モジュール２７６は、例えば、ユーザ入力される、または、例え
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ば、ユーザ対話履歴と、ユーザにとって関心のあるエリアとに基づいて自動的に決定され
る、ユーザプロファイルおよび／またはユーザプリファレンス２８０を含んでいてもよく
、そして、ＡＴは、一致を見出すために、現場特有メッセージを規定しているメタデータ
をユーザプリファレンスと比較し、その後、一致している現場特有メッセージ２８２を保
存および／または提示してもよい。
【０１６５】
　いずれのケースにおいても、２８５において、一致している現場特有メッセージ２８２
のうちの１つ以上を含む、現場特有メッセージ２７４のうちの１つ以上を、メモリ中もし
くはデータ記憶中に記憶させてもよく、ならびに／あるいは、ユーザによる消費のために
、例えば、ディスプレイまたはスピーカのうちの１つ以上のような出力メカニズム上に提
示させてもよく、または、ユーザによる選択的リコールのために、データ記憶中もしくは
メモリ中に保存させてもよい。
【０１６６】
　オプション的に、２８７、２８９および２９１において、１つ以上の現場特有メッセー
ジ２７４に応答して、ＡＴ１２は、それぞれ、ＮＷＳ ＢＳ３２、ＷＳ ＢＳ１８、または
ＩＰネットワーク５２のうちの１つ以上のものと通信してもよい。例えば、現場特有メッ
セージ２７４は、ハイパーリンクを含んでいてもよく、ユーザが、このハイパーリンクを
使用して、インターネットのようなＩＰネットワーク５２に接続し、製品情報のような付
加的な情報を取得するためにウェブサーバにアクセスし、あるいは、マッピングサーバの
ようなものにアクセスして、マップを入手したり、または現場への方向を入手したり、ま
たは現場内への方向を入手することができる。さらに、例えば、現場特有メッセージ２７
４は、例えば、ストアの電話番号を、または、広告された製品の注文をとることができる
オペレータへの電話番号を含んでいてもよく、ＡＴ１２は、宛先として電話番号を持って
いる、ＮＷＳ ＢＳまたはＷＳ ＢＳとの通信コールを確立してもよい。これらは、現場特
有メッセージ２７４を受信し、現場特有メッセージ２７４と対話することに基づいて行わ
れ得る、無数の可能性ある対話のうちのほんの数例であることに留意すべきである。
【０１６７】
　図３０を参照すると、現場キャスティングと呼ばれる、現場に特有な情報のブロードキ
ャスティングを促進するシステム５９０を図示している。例えば、システム５９０は、基
地局、アクセスポイント等内に少なくとも部分的に存在することができる。プロセッサ、
ソフトウェア、またはこれらを組み合わせたもの（例えば、ファームウェア）によって実
現する機能を示す機能ブロックとすることができる、機能ブロックを備えているとして、
システム５９０を示していることを正しく認識すべきである。
【０１６８】
　システム５９０は、関連して動作できる、論理グルーピング５９２の手段を備えている
。例えば、論理グルーピング５９２は、アクセス端末において、ライセンスされている周
波数上で動作している第１の基地局から、ライセンスされていないスペクトル中で動作し
ている第２の基地局に対するブロードキャストチャネル情報を取得する手段を備えること
ができる（ブロック５９４）。論理グルーピング５９２は、ブロードキャストチャネル情
報に基づいて、第２の基地局のブロードキャストチャネルに同調する手段も備えることが
できる（ブロック５９６）。さらに、論理グルーピング５９２は、ブロードキャストチャ
ネル上で、現場特有メッセージを受信する手段を備えることができる（ブロック５９８）
。加えて、論理グルーピング５９２は、現場特有メッセージを記憶または提示する手段を
備えることができる（ブロック６００）。さらには、システム５９０は、手段５９４、５
９６、５９８、および６００に関係する機能を実行するための命令を保持するメモリ６０
２を備えることができる。メモリ６０２の外部に存在するとして示しているが、手段５９
４、５９６、５９８、および６００のうちの１つ以上のものが、メモリ６０２内に存在す
ることができることを理解すべきである。
【０１６９】
　このように、この態様では、記述した装置および方法は、現場キャスティングサービス
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を提供するように動作可能である。
【０１７０】
　図３１を参照すると、１つの態様では、ＡＴ、ＮＷＢ ＢＳ、ＷＳ ＢＳ、ネットワーク
インフラストラクチャ、ＷＳ情報サーバ（図１および図２）のような、上述したコンポー
ネントのうちの任意のものは、コンピュータデバイス３００として動作してもよい。コン
ピュータデバイス３００は、ここで記述した、方法、コンポーネント、または機能のうち
の１つ以上のものに関係する処理機能を実行するプロセッサ３０２を備えている。例えば
、プロセッサ３０２は、ネットワークアクセスおよび／または通信サービスの動的なパー
ティショニングや、ＷＢ ＢＳからのコールのハンドオフを実行する際の支援や、ＷＳ情
報の動的なキャッシュや、ピアツーピア通信の確立や、ＷＳ ＢＳの現場特有なブロード
キャスティング、のうちの１つ以上のものを実行することができる。プロセッサ３０２は
、単一のまたは複数のセットのプロセッサまたはマルチコアのプロセッサを含むことがで
きる。さらには、プロセッサ３０２は、組み込まれた処理システムおよび／または分散処
理システムとして実現することができる。
【０１７１】
　コンピュータデバイス３００は、アプリケーションのローカルバージョン、コード、プ
ロセッサ３０２によって実行される、命令またはモジュールを記憶するようなメモリ３０
４をさらに備える。メモリ３０４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）や、リードオン
リーメモリ（ＲＯＭ）や、テープや、磁気ディスクや、光ディスクや、揮発メモリや、不
揮発メモリや、これらを任意に組み合わせたもののような、コンピュータによって使用可
能な何らかのタイプのメモリを含むことができる。
【０１７２】
　さらに、コンピュータデバイス３００は、通信コンポーネント３０６を備え、通信コン
ポーネント３０６は、１つ以上のここで記述したような、ハードウェアや、ソフトウェア
や、サービスを利用している１人以上の当事者との通信を確立および維持を行う。通信コ
ンポーネント３０６は、コンピュータデバイス３００上のコンポーネント間通信とともに
、コンピュータデバイス３００と外部デバイスとの間の通信を伝送してもよい。例えば、
外部デバイスには、通信ネットワークにわたって位置付けられているデバイス、および／
または、コンピュータデバイス３００にシリアルにまたはローカルに接続されているデバ
イスのようなものがある。例えば、通信コンポーネント３０６は、１つ以上のバスを備え
ていてもよく、そして、外部デバイスとインターフェースするために動作可能な、それぞ
れ、送信機および受信機に関係する、送信チェーンコンポーネントおよび受信チェーンコ
ンポーネントをさらに備えていてもよい。さらに、例えば、ＡＴ１２に関しては、通信コ
ンポーネント３０６は、通信モジュール７２（図２）を備えていてもよい。
【０１７３】
　加えて、コンピュータデバイス３００は、データ記憶３０８をさらに備えていてもよく
、データ記憶３０８は、メモリの任意の適した組み合わせとすることができ、ここで記述
した態様に関連して用いる、情報や、データベースや、プログラムのマス記憶を提供する
。例えば、データ記憶３０８は、プロセッサ３０２によって現在実行されていないアプリ
ケーションに対するデータリポジトリであってもよい。
【０１７４】
　加えて、コンピュータデバイス３００は、コンピュータデバイス３００のユーザからの
入力を受け取るように動作可能であり、そしてユーザへの提示のための出力を発生させる
ようにさらに動作可能なユーザインターフェースコンポーネント３１０を備えていてもよ
い。ユーザインターフェースコンポーネント３１０は、これらのものに限定されないが、
キーボード、数字パッド、マウス、タッチ感応型ディスプレイ、ナビゲーションキー、機
能キー、マイクロフォン、音声認識コンポーネント、ユーザからの入力を受け取ることが
できる他の何らかのメカニズム、または、これらを任意に組み合わせたものを含む、１つ
以上の入力デバイスを備えていてもよい。さらに、ユーザインターフェースコンポーネン
ト３１０は、これらのものに限定されないが、ディスプレイ、スピーカ、触覚フィードバ
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ックメカニズム、プリンタ、ユーザへの出力を提示することができる他の何らかのメカニ
ズム、または、これらを任意に組み合わせたものを含む、１つ以上の出力デバイスを備え
ていてもよい。
【０１７５】
　本出願において使用されているような、「コンポーネント」、「モジュール」、「シス
テム」という用語や、これらに類するものは、コンピュータ関連エンティティを含むこと
を意図しており、コンピュータ関連エンティティは、これらのものに限定されないが、例
えば、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアおよびソフトウェアを組み合わせた
もの、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアといったものがある。例えば、コンポ
ーネントは、プロセッサ上で実行しているプロセスや、プロセッサや、オブジェクトや、
実行可能ファイルや、実行のスレッドや、プログラムや、および／またはコンピュータで
あってもよいが、これらのものに限定されない。例示によると、コンピューティングデバ
イス上で実行しているアプリケーションおよびコンピューティングデバイスの双方とも、
コンポーネントとすることができる。１つ以上のコンポーネントは、実行のプロセスおよ
び／またはスレッド内に存在することができ、コンポーネントは、１つのコンピュータ上
で局所化および／または２つ以上のコンピュータ間で分散されてもよい。さらに、これら
のコンポーネントは、その上に記憶されたさまざまなデータ構造を有するさまざまなコン
ピュータ読み取り可能媒体から実行することができる。コンポーネントは、ローカルシス
テム中の、分散システム中の別のコンポーネントと対話する１つのコンポーネントからの
データ、および／または、インターネットのようなネットワークを通して信号により他の
システムと対話する１つのコンポーネントからのデータといった、１つ以上のデータパケ
ットを有する信号にしたがうような、ローカルおよび／または遠隔のプロセスによって通
信してもよい。
【０１７６】
　さらに、端末に関連してさまざまな態様をここで記述し、端末は、ワイヤード端末また
はワイヤレス端末とすることができる。また、端末を、システム、デバイス、加入者ユニ
ット、加入者局、移動局、移動体、移動体デバイス、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、
ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ
機器（ＵＥ）とも呼ぶことがある。ワイヤレス端末は、セルラ電話機、衛星電話機、コー
ドレス電話機、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話機、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）、ワイヤレス接続能力を有す
るハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイスまたはワイヤレスモデムに接続さ
れている他の処理デバイスであってもよい。さらに、ここでは、基地局に関連してさまざ
まな態様を記述した。基地局は、ワイヤレス端末と通信するために利用され、ノードＢと
も呼ばれることもあり、または、他の何らかの専門用語で呼ばれることもある。
【０１７７】
　さらに、「または」という用語は、排他的な「または」というよりむしろ、包含的な「
または」を意味することを意図している。すなわち、特定の明記がない限り、または、文
脈から明らかでない限り、「ＸがＡまたはＢを用いる」というフレーズは、自然な包含的
順列のうちのいずれかを意味することを意図している。すなわち、「ＸがＡまたはＢを用
いる」というフレーズは、下記の例：ＸがＡを用いる；ＸがＢを用いる；または、ＸがＡ
およびＢの双方を用いる、のうちのいずれのものによって適合される。さらに、本願明細
書および添付した特許請求の範囲で使用している冠詞「ａ」および「ａｎ」は、特定の明
記がない限り、または、単数形を意図する文脈から明らかでない限り、一般的に、「１つ
以上」を意味すると解釈すべきである。
【０１７８】
　ＣＤＭＡや、ＴＤＭＡや、ＦＤＭＡや、ＯＦＤＭＡや、ＳＣ－ＦＤＭＡや、他のシステ
ムのような、さまざまなワイヤレス通信システムに対して、ここで記述した技術を使用し
てもよい。「システム」および「ネットワーク」という用語は、互換性があるように使用
することが多い。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃ
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ｄｍａ２０００等のような無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ
－ＣＤＭＡ）やＣＤＭＡの他の変形を含んでいる。さらに、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－
２０００、ＩＳ－９５、およびＩＳ－８５６標準規格をカバーしている。ＴＤＭＡシステ
ムは、グローバルシステムフォーモバイル通信（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術
を実現してもよい。ＯＦＤＭＡシステムは、進化したＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）や、ウル
トラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）や、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商
標））や、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）や、ＩＥＥＥ８０２．２０や、フラッシ
ュ－ＯＦＤＭ等のような無線技術を実現してもよい。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユ
ニバーサル移動体電気通信システム（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のリリースであり、ダウ
ンリンク上ではＯＦＤＭＡを用い、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを用いる。ＵＴＲ
Ａや、Ｅ－ＵＴＲＡや、ＵＭＴＳや、ＬＴＥや、ＧＳＭは、「第３世代パートナーシップ
プロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられている機関による文書中に記述されている。加
えて、ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」
（３ＧＰＰ２）と名付けられている機関による文書中に記述されている。さらに、このよ
うなワイヤレス通信システムは、付加的に、ピアツーピア（例えば、移動体間）アドホッ
クネットワークシステムを含んでいてもよく、ピアツーピア（例えば、移動体間）アドホ
ックネットワークシステムは、対でない無認可のスペクトル、８０２．ｘｘワイヤレスＬ
ＡＮ、ブルートゥース（登録商標）、および他の何らかの短距離または長距離のワイヤレ
ス通信技術を使用することが多い。
【０１７９】
　多数のデバイス、コンポーネント、モジュール、およびこれらに類するものを備えてい
てもよいシステムの観点から、さまざまな態様または特徴をここで記述する。さまざまな
システムが付加的なデバイス、コンポーネント、モジュール等を備えていてもよく、およ
び／または、図面に関連して説明したデバイス、コンポーネント、モジュール等のすべて
を備えていなくてもよいことを理解および正しく認識すべきである。これらのアプローチ
を組み合わせたものも使用してもよい。
【０１８０】
　ここに開示した実施形態に関連して記述した、さまざまな例示的な論理、論理的ブロッ
ク、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ
）または他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジスタ論
理、ディスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここに記述した機能を行う
ように設計されたこれらの任意のものを組み合わせたもので、実現されるか、あるいは実
行されてもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替実施形態
では、プロセッサは、何らかの従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、または
状態機械であってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスを組み合わせ
たものとして、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサを組み合わせたものとして、複数の
マイクロプロセッサとして、ＤＳＰコアと併用した１つ以上のマイクロプロセッサとして
、あるいは、このような構成の他の何らかのものとして実現してもよい。さらに、少なく
とも１つのプロセッサは、上述したステップおよび／またはアクションのうちの１つ以上
を実行するように動作可能な１つ以上のモジュールを備えていてもよい。
【０１８１】
　さらに、ここに開示した態様と関連して記述した方法またはアルゴリズムのステップお
よび／またはアクションは、直接、ハードウェアで、プロセッサにより実行されるソフト
ウェアモジュールで、あるいは、２つのものを組み合わせたもので具体化されてもよい。
ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭ
メモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーブバルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、あるいは技術的に知られている他の何らかの形態の記憶媒体中に存在していて
もよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情
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報を書き込むことができるようにプロセッサに結合されていてもよい。代替実施形態では
、記憶媒体はプロセッサと一体化されてもよい。さらに、いくつかの態様では、プロセッ
サおよび記憶媒体は、ＡＳＩＣ中に存在していてもよい。付加的に、ＡＳＩＣは、ユーザ
端末中に存在していてもよい。代替実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ
端末において、ディスクリートコンポーネントとして存在していてもよい。付加的に、い
くつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび／またはアクションは、機
械読み取り可能媒体上ならびに／あるいはコンピュータ読み取り可能媒体またはコンピュ
ータ読み取り可能記憶媒体上の、コードおよび／または命令のうちの１つ、あるいは、こ
れらのものを任意に組み合わせたものまたは組として存在していてもよく、これらの媒体
は、コンピュータプログラムプロダクトに組み込まれていてもよい。
【０１８２】
　１つ以上の態様では、記述した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア
、または、これらのものを任意に組み合わせたもので実現してもよい。ソフトウェアで実
現される場合、機能は、コンピュータ読み取り可能媒体上で１つ以上の命令またはコード
として記憶または送信されてもよい。コンピュータ読み取り可能媒体は、１つの場所から
別の場所へのコンピュータプログラムの転送を促進する何らかの媒体を含む通信媒体とコ
ンピュータ記憶媒体との双方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる
任意の利用可能な媒体であってもよい。一例として、このようなコンピュータ読み取り可
能媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは、他の光ディスク記
憶装置、磁気ディスク記憶装置、あるいは、他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令また
はデータ構造の形態で、所望のプログラムコードを伝送または記憶するために使用でき、
コンピュータによってアクセスできる他の何らかの媒体を含むことができるが、これらの
ものに限定されない。また、あらゆる接続を、コンピュータ読み取り可能媒体と呼ぶこと
がある。例えば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、デジタル加入者回線（Ｄ
ＳＬ）、または、赤外線、無線、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して、
ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信された場合に、
同軸ケーブル、光ファイバケーブル、撚り対、ＤＳＬ、または赤外線、無線、マイクロ波
のようなワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。ここで使用したディスク（ｄｉｓｋ
およびｄｉｓｃ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザディスク（登録商標）、光デ
ィスク、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスクおよびブ
ルーレイ（登録商標）ディスクを含み、ここでは、ディスク（ｄｉｓｋ）は、通常、デー
タを磁気的に再生する一方で、ディスク（ｄｉｓｃ）は、通常、レーザによって光学的に
データを再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ読み取り可能媒体の範囲内に
含められるべきである。
【０１８３】
　先述した開示は、例示的な態様および／または実施形態を説明しているが、特許請求の
範囲によって規定したような、記述した態様および／または実施形態の範囲から逸脱する
ことなく、ここで、さまざまな変更および改良を行うことができることに留意すべきであ
る。さらに、記述した態様および／または実施形態のエレメントを単数で記述または主張
されていてもよいが、単数形への限定が明示的に述べられていない限り、複数が意図され
ている。加えて、任意の態様および／または実施形態のすべて、あるいは、任意の態様お
よび／または実施形態の一部は、特に明記がない限り、他の何らかの態様および／または
実施形態のすべて、あるいは、他の何らかの態様および／または実施形態の一部により利
用されてもよい。
　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。
　　［１］通信サービスを提供する方法において、
　第１の基地局において、ライセンスされている周波数上で、ネットワークアクセスに対
する通信要求をワイヤレスアクセス端末から受信することと、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少なくとも１つの利用可能な
ライセンスされていない周波数を決定することと、
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　前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介することになる前
記ワイヤレスアクセス端末に対して、前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分をパ
ーティションすることと、
　前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分を取得するのに使用する前記少なくとも
１つの利用可能なライセンスされていない周波数を前記ワイヤレスアクセス端末に対して
報知することとを含む方法。
　　［２］複数の所望の通信サービスタイプの識別子を受信することと、
　前記ライセンスされている周波数と前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされて
いない周波数との間で使用するために、前記複数の所望の通信サービスタイプをパーティ
ションすることと、
　前記パーティションに基づいて、前記複数の所望の通信サービスタイプのうちの第１の
ものとともに使用する前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数と
、前記ライセンスされている周波数とともに使用する前記複数の所望の通信サービスタイ
プのうちの第２のものとを、前記ワイヤレスアクセス端末に対して報知することとをさら
に含む［１］記載の方法。
　　［３］前記パーティションすることは、ネットワーク負荷、あるいはワイヤレスアク
セス端末に対応するサービスプラン、あるいは前記ネットワーク負荷と組み合わせた、前
記ワイヤレスアクセス端末に対応するサービスプラン、あるいは前記ワイヤレスアクセス
端末または前記第１の基地局の信号強度、あるいは前記ネットワーク負荷と組み合わせた
、前記ワイヤレスアクセス端末の信号強度、あるいは所望のサービス品質および利用可能
なサービス品質、のうちの少なくとも１つに基づいている［１］記載の方法。
　　［４］前記決定することは、
　前記通信要求を受信することに応答して、ＷＳ情報サーバからのＷＳ情報を要求するこ
とか、または、
　前記ロケーションに対応し、前記利用可能なライセンスされていない周波数上で動作す
る第２の基地局を決定することのうちの少なくとも１つをさらに含み、
　前記報知することは、前記第２の基地局にどのようにコンタクトするかを前記ワイヤレ
スアクセス端末に伝えることをさらに含む［１］記載の方法。
　　［５］異なるサービスに対して、アクティブコールを前記ワイヤレスアクセス端末と
確立することをさらに含む［１］記載の方法。
　　［６］前記通信要求を受信するより前に、ＷＳ情報サーバからのＷＳ情報を取得する
ことをさらに含む［１］記載の方法。
　　［７］前記通信要求を受信することは、前記ワイヤレスアクセス端末上でのロケーシ
ョン決定モジュールの動作に基づいている前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションを
受信することをさらに含む［１］記載の方法。
　　［８］通信サービスを提供するように構成されている少なくとも１つのプロセッサに
おいて、
　第１の基地局において、ライセンスされている周波数上で、ネットワークアクセスに対
する通信要求をワイヤレスアクセス端末から受信する第１のモジュールと、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少なくとも１つの利用可能な
ライセンスされていない周波数を決定する第２のモジュールと、
　前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介することになる前
記ワイヤレスアクセス端末に対して、前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分をパ
ーティションする第３のモジュールと、
　前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分を取得するのに使用する前記少なくとも
１つの利用可能なライセンスされていない周波数を前記ワイヤレスアクセス端末に対して
報知する第４のモジュールとを具備する少なくとも１つのプロセッサ。
　　［９］通信サービスを提供するように構成されているコンピュータプログラムプロダ
クトにおいて、
　第１の基地局において、ライセンスされている周波数上で、ネットワークアクセスに対
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する通信要求をワイヤレスアクセス端末からコンピュータに受信させるように動作可能な
少なくとも１つの命令と、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少なくとも１つの利用可能な
ライセンスされていない周波数を前記コンピュータに決定させるように動作可能な少なく
とも１つの命令と、
　前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介することになる前
記ワイヤレスアクセス端末に対して、前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分を前
記コンピュータにパーティションさせるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分を取得するのに使用する前記少なくとも
１つの利用可能なライセンスされていない周波数を前記ワイヤレスアクセス端末に対して
、前記コンピュータに報知させるように動作可能な少なくとも１つの命令とを含むコンピ
ュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプログラムプロダクト。
　　［１０］通信サービスを提供する装置において、
　第１の基地局において、ライセンスされている周波数上で、ネットワークアクセスに対
する通信要求をワイヤレスアクセス端末から受信する手段と、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少なくとも１つの利用可能な
ライセンスされていない周波数を決定する手段と、
　前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介することになる前
記ワイヤレスアクセス端末に対して、前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分をパ
ーティションする手段と、
　前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分を取得するのに使用する前記少なくとも
１つの利用可能なライセンスされていない周波数を前記ワイヤレスアクセス端末に対して
報知する手段とを具備する装置。
　　［１１］基地局において、
　ライセンスされている周波数上で、ネットワークアクセスに対する通信要求をワイヤレ
スアクセス端末から受信するようにと、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応する、少なくとも１つの利用可能な
ライセンスされていない周波数を決定するようにと、
　前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数を介することになる前
記ワイヤレスアクセス端末に対して、前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分をパ
ーティションするようにと、
　前記ネットワークアクセスの少なくとも一部分を取得するのに使用する前記少なくとも
１つの利用可能なライセンスされていない周波数を前記ワイヤレスアクセス端末に対して
報知するように構成されているプロセッサを具備する基地局。
　　［１２］前記プロセッサは、
　複数の所望の通信サービスタイプの識別子を受信するようにと、
　前記ライセンスされている周波数と前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされて
いない周波数との間で使用するために、前記複数の所望の通信サービスタイプをパーティ
ションするようにと、
　前記パーティションに基づいて、前記複数の所望の通信サービスタイプのうちの第１の
ものとともに使用する前記少なくとも１つの利用可能なライセンスされていない周波数と
、前記ライセンスされている周波数とともに使用する前記複数の所望の通信サービスタイ
プのうちの第２のものとを、前記ワイヤレスアクセス端末に対して報知するようにさらに
構成されている［１１］記載の基地局。
　　［１３］前記プロセッサは、ネットワーク負荷、あるいはワイヤレスアクセス端末に
対応するサービスプラン、あるいは前記ネットワーク負荷と組み合わせた、前記ワイヤレ
スアクセス端末に対応するサービスプラン、あるいは前記ワイヤレスアクセス端末または
前記第１の基地局の信号強度、あるいは前記ネットワーク負荷と組み合わせた、前記ワイ
ヤレスアクセス端末の信号強度、あるいは所望のサービス品質および利用可能なサービス
品質、のうちの少なくとも１つに基づいてパーティションするようにさらに構成されてい
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る［１１］記載の基地局。
　　［１４］前記決定することは、前記プロセッサが、
　前記通信要求を受信することに応答して、ＷＳ情報サーバからのＷＳ情報を要求するこ
とか、または、
　前記ロケーションに対応し、前記利用可能なライセンスされていない周波数上で動作す
る第２の基地局を決定することのうちの少なくとも１つを実行することをさらに含み、
　前記報知することは、前記第２の基地局にどのようにコンタクトするかを前記ワイヤレ
スアクセス端末に伝えることをさらに含む［１１］記載の基地局。
　　［１５］前記プロセッサは、異なるサービスに対して、アクティブコールを前記ワイ
ヤレスアクセス端末と確立するようにさらに構成されている［１１］記載の基地局。
　　［１６］前記プロセッサは、前記通信要求を受信するより前に、ＷＳ情報サーバから
のＷＳ情報を取得するようにさらに構成されている［１１］記載の基地局。
　　［１７］前記通信要求は、前記ワイヤレスアクセス端末上でのロケーション決定モジ
ュールの動作に基づいている前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションをさらに含む［
１１］記載の基地局。
　　［１８］通信コールのハンドオフを実行する方法において、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ワイヤレスアク
セス端末の通信コールのハンドオフを実行する必要性の通知を受信することと、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションを取得することと、
　ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、前記ワイヤレスアクセス端末の
ロケーションに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局を識別することと、
　前記識別に基づいて、前記通信コールをハンドオフする際に使用するターゲット基地局
に対する識別情報を前記ワイヤレスアクセス端末に対して提供することとを含み、
　前記通信コールは、第１のライセンスされていない周波数上でのものであり、第２の基
地局によってサービス提供される方法。
　　［１９］前記識別情報を決定することは、ホワイトスペース情報を取得することと、
前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションを、前記ホワイトスペース情報と相関付ける
ことをさらに含む［１８］記載の方法。
　　［２０］前記ターゲット基地局は、前記ライセンスされていない周波数スペクトル中
で動作し、前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応するサービスエリアを持っ
ている第３の基地局を含み、
　前記第１の基地局を通して、前記第２の基地局から前記ターゲット基地局にトンネルを
確立することと、
　前記トンネルを通して、前記第２の基地局から前記第３の基地局に、前記通信コールに
対応している通信をトンネルすることとをさらに含む［１８］記載の方法。
　　［２１］前記提供することは、ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し
、前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションに対応するサービスエリアを持っている基
地局が識別されなかった場合に、前記第１の基地局に対応する識別情報を提供することと
、前記通信コールのハンドオフを受信することとを含む［１８］記載の方法。
　　［２２］ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、前記ワイヤレスアク
セス端末のロケーションに対応するサービスエリアを持っている識別された基地局に、前
記第１の基地局から前記通信コールをハンドオフすることをさらに含む［２１］記載の方
法。
　　［２３］前記通知を受信することは、前記ワイヤレスアクセス端末または前記第２の
基地局によって行われた決定に基づいて受信することをさらに含む［１８］記載の方法。
　　［２４］前記提供することは、識別された基地局に対応するサービス情報にさらに基
づいて、前記識別された基地局を選択することをさらに含む［１８］記載の方法。
　　［２５］前記選択することは、通信リンク品質またはサービスのコストのうちの少な
くとも１つに基づいて選択することをさらに含む［２４］記載の方法。
　　［２６］前記第１のライセンスされていない周波数上での前記通信コールが、前記第
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２の基地局のセクタの第１のセクタに対応し、前記第２の基地局は、前記第１のライセン
スされていない周波数とは異なる第２のライセンスされていない周波数上で動作する第２
のセクタをさらに含み、
　ＡＴに特有な互換性または非互換性のライセンスされていない周波数情報を取得するこ
とをさらに含み、
　前記識別することは、前記ＡＴに特有な互換性または非互換性のライセンスされていな
い周波数情報にしたがって、前記第２のライセンスされていない周波数が前記ＡＴと互換
性がある場合に、前記第２のセクタの前記第２のライセンスされていない周波数を識別す
ることをさらに含む［１８］記載の方法。
　　［２７］前記通信コールは、複数の通信サービスタイプを含み、
　前記ライセンスされている周波数上で動作する前記第１の基地局と、少なくとも１つの
利用可能なライセンスされていない周波数上で動作する第２の基地局との間で使用するた
めに、前記複数の通信サービスタイプをパーティションすることをさらに含み、
　前記ターゲット基地局の提供は、前記複数の通信サービスタイプのパーティションを識
別する［１８］記載の方法。
　　［２８］通信コールのハンドオフを実行するように構成されている少なくとも１つの
プロセッサにおいて、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ワイヤレスアク
セス端末の通信コールのハンドオフを実行する必要性の通知を受信する第１のモジュール
と、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションを取得する第２のモジュールと、
　ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、前記ワイヤレスアクセス端末の
ロケーションに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局を識別する第３のモ
ジュールと、
　前記識別に基づいて、前記通信コールをハンドオフする際に使用するターゲット基地局
に対する識別情報を前記ワイヤレスアクセス端末に対して提供する第４のモジュールとを
具備し、
　前記通信コールは、第１のライセンスされていない周波数上でのものであり、第２の基
地局によってサービス提供される少なくとも１つのプロセッサ。
　　［２９］通信コールのハンドオフを実行するように構成されているコンピュータプロ
グラムプロダクトにおいて、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ワイヤレスアク
セス端末の通信コールのハンドオフを実行する必要性の通知をコンピュータに受信させる
ように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションを前記コンピュータに取得させるように動
作可能な少なくとも１つの命令と、
　ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、前記ワイヤレスアクセス端末の
ロケーションに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局を前記コンピュータ
に識別させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記識別に基づいて、前記通信コールをハンドオフする際に使用するターゲット基地局
に対する識別情報を前記ワイヤレスアクセス端末に対して前記コンピュータに提供させる
ように動作可能な少なくとも１つの命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備し
、
　前記通信コールは、第１のライセンスされていない周波数上でのものであり、第２の基
地局によってサービス提供されるコンピュータプログラムプロダクト。
　　［３０］通信コールのハンドオフを実行するように構成されている装置において、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ワイヤレスアク
セス端末の通信コールのハンドオフを実行する必要性の通知を受信する手段と、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションを取得する手段と、
　ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、前記ワイヤレスアクセス端末の
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ロケーションに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局を識別する手段と、
　前記識別に基づいて、前記通信コールをハンドオフする際に使用するターゲット基地局
に対する識別情報を前記ワイヤレスアクセス端末に対して提供する手段とを具備し、
　前記通信コールは、第１のライセンスされていない周波数上でのものであり、第２の基
地局によってサービス提供される装置。
　　［３１］基地局において、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ワイヤレスアク
セス端末の通信コールのハンドオフを実行する必要性の通知を受信するようにと、
　前記ワイヤレスアクセス端末のロケーションを取得するようにと、
　ライセンスされていない周波数スペクトル中で動作し、前記ワイヤレスアクセス端末の
ロケーションに対応するサービスエリアを持っている何らかの基地局を識別するようにと
、
　前記識別に基づいて、前記通信コールをハンドオフする際に使用するターゲット基地局
に対する識別情報を前記ワイヤレスアクセス端末に対して提供するように構成されている
プロセッサを具備し、
　前記通信コールは、第１のライセンスされていない周波数上でのものであり、第２の基
地局によってサービス提供される基地局。
　　［３２］ホワイトスペース情報を取得する方法において、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキ
ャッシュすることと、
　前記ホワイトスペース情報の前記第１のバージョンに対応する無効化メッセージを受信
することと、
　前記無効化メッセージに基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の前記第
１のバージョンを無効化することと、
　インフラストラクチャ更新プロトコルに基づいて、前記ネットワークインフラストラク
チャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得
することと、
　前記インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって、前記ホワイトスペース情報の
前記更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付け
られている第２のインフラストラクチャデバイスに対して報知することとを含む方法。
　　［３３］前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスおよび前記第２のネ
ットワークインフラストラクチャデバイスは、非ホワイトスペースインフラストラクチャ
デバイスを含む［３２］記載の方法。
　　［３４］前記第１のネットワークインフラストラクチャデバイスおよび前記第２のネ
ットワークインフラストラクチャデバイスは、ホワイトスペースインフラストラクチャデ
バイスを含む［３２］記載の方法。
　　［３５］前記第２のネットワークインフラストラクチャデバイスは、基地局を含み、
前記第１ののネットワークインフラストラクチャデバイスは、第２のネットワークインフ
ラストラクチャデバイスよりも、前記キャッシュしたホワイトスペース情報に階層的に、
より近いコンポーネントを含む［３２］記載の方法。
　　［３６］前記無効化メッセージを受信することは、ホワイトスペース情報サーバが更
新されたホワイトスペース情報を受信することによってトリガされる［３２］記載の方法
。
　　［３７］ホワイトスペース情報を取得するように構成されている少なくとも１つのプ
ロセッサにおいて、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキ
ャッシュする第１のモジュールと、
　前記ホワイトスペース情報の前記第１のバージョンに対応する無効化メッセージを受信
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する第２のモジュールと、
　前記無効化メッセージに基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の前記第
１のバージョンを無効化する第３のモジュールと、
　インフラストラクチャ更新プロトコルに基づいて、前記ネットワークインフラストラク
チャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得
する第４のモジュールと、
　前記インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって、前記ホワイトスペース情報の
前記更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付け
られている第２のインフラストラクチャデバイスに対して報知する第５のモジュールとを
具備する少なくとも１つのプロセッサ。
　　［３８］ホワイトスペース情報を取得するように構成されているコンピュータプログ
ラムプロダクトにおいて、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の第１のバージョンをコ
ンピュータにキャッシュさせるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記ホワイトスペース情報の前記第１のバージョンに対応する無効化メッセージを前記
コンピュータに受信させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記無効化メッセージに基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の前記第
１のバージョンを前記コンピュータに無効化させるように動作可能な少なくとも１つの命
令と、
　インフラストラクチャ更新プロトコルに基づいて、前記ネットワークインフラストラク
チャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを前記
コンピュータに取得させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって、前記ホワイトスペース情報の
前記更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付け
られている第２のインフラストラクチャデバイスに対して前記コンピュータに報知させる
ように動作可能な少なくとも１つの命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備す
るコンピュータプログラムプロダクト。
　　［３９］ホワイトスペース情報を取得する装置において、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキ
ャッシュする手段と、
　前記ホワイトスペース情報の前記第１のバージョンに対応する無効化メッセージを受信
する手段と、
　前記無効化メッセージに基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の前記第
１のバージョンを無効化する手段と、
　インフラストラクチャ更新プロトコルに基づいて、前記ネットワークインフラストラク
チャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得
する手段と、
　前記インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって、前記ホワイトスペース情報の
前記更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付け
られている第２のインフラストラクチャデバイスに対して報知する手段とを具備する装置
。
　　［４０］コンピュータデバイスにおいて、
　第１のインフラストラクチャ階層レベルに位置付けられている第１のネットワークイン
フラストラクチャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の第１のバージョンをキ
ャッシュするようにと、
　前記ホワイトスペース情報の前記第１のバージョンに対応する無効化メッセージを受信
するようにと、
　前記無効化メッセージに基づいて、前記キャッシュしたホワイトスペース情報の前記第
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１のバージョンを無効化するようにと、
　インフラストラクチャ更新プロトコルに基づいて、前記ネットワークインフラストラク
チャデバイスにおいて、前記ホワイトスペース情報の更新された第２のバージョンを取得
するようにと、
　前記インフラストラクチャ更新プロトコルにしたがって、前記ホワイトスペース情報の
前記更新された第２のバージョンを、第２のインフラストラクチャ階層レベルに位置付け
られている第２のインフラストラクチャデバイスに対して報知するように構成されている
プロセッサを具備するコンピュータデバイス。
　　［４１］ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信の方法において、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ライセンスされ
ていない周波数スペクトルにおける通信セッションに対する通信要求を受信することと、
　第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応する１つ以上の利用可能な
ラインセンスされていない周波数を送信することと、
　前記利用可能なライセンスされていない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを受信す
ることと、
　ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、前記利用可能なライセンスされていな
い周波数のそれぞれの決定された干渉レベルに基づいて、前記１つ以上の利用可能なライ
センスされていない周波数を識別することとを含み、
　前記通信要求は、前記第１のロケーション情報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに
対応し、前記通信要求は、前記第２のロケーション情報を持つ第２のワイヤレス通信デバ
イスを、前記通信セッションに対する宛先として識別する方法。
　　［４２］前記Ｐ２Ｐ通信を確立する、前記１つ以上の利用可能なライセンスされてい
ない周波数のうちの１つに対する訂正された干渉レベルに基づいて、前記１つ以上の利用
可能なライセンスされていない周波数のうちの別のものへの前記Ｐ２Ｐ通信の切り替えを
指示することをさらに含む［４１］記載の方法。
　　［４３］前記Ｐ２Ｐ通信を確立する、前記１つ以上の利用可能なライセンスされてい
ない周波数のうちの１つ上で、訂正された干渉レベルを受信することをさらに含む［４１
］記載の方法。
　　［４４］好ましい利用可能なライセンスされていない周波数を受信することをさらに
含み、
　前記１つ以上の利用可能なライセンスされていない周波数の識別は、ピアツーピア（Ｐ
２Ｐ）通信を確立するために、前記好ましい利用可能なライセンスされていない周波数を
識別することをさらに含む［４１］記載の方法。
　　［４５］ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信のために構成されている少なくとも１つのプロ
セッサにおいて、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ライセンスされ
ていない周波数スペクトルにおける通信セッションに対する通信要求を受信する第１のモ
ジュールと、
　第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応する１つ以上の利用可能な
ラインセンスされていない周波数を送信する第２のモジュールと、
　前記利用可能なライセンスされていない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを受信す
る第３のモジュールと、
　ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、前記利用可能なライセンスされていな
い周波数のそれぞれの決定された干渉レベルに基づいて、前記１つ以上の利用可能なライ
センスされていない周波数のうちの１つを識別する第４のモジュールとを具備し、
　前記通信要求は、前記第１のロケーション情報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに
対応し、前記通信要求は、前記第２のロケーション情報を持つ第２のワイヤレス通信デバ
イスを、前記通信セッションに対する宛先として識別する少なくとも１つのプロセッサ。
　　［４６］ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信のために構成されているコンピュータプログラ
ムプロダクトにおいて、
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　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ライセンスされ
ていない周波数スペクトルにおける通信セッションに対する通信要求をコンピュータに受
信させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応する１つ以上の利用可能な
ラインセンスされていない周波数を前記コンピュータに送信させるように動作可能な少な
くとも１つの命令と、
　前記利用可能なライセンスされていない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを前記コ
ンピュータに受信させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、前記利用可能なライセンスされていな
い周波数のそれぞれの決定された干渉レベルに基づいて、前記１つ以上の利用可能なライ
センスされていない周波数のうちの１つを前記コンピュータに識別させるように動作可能
な少なくとも１つの命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備し、
　前記通信要求は、前記第１のロケーション情報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに
対応し、前記通信要求は、前記第２のロケーション情報を持つ第２のワイヤレス通信デバ
イスを、前記通信セッションに対する宛先として識別するコンピュータプログラムプロダ
クト。
　　［４７］ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信のための装置において、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局への、ライセンスされてい
ない周波数スペクトルにおける通信セッションに対する通信要求を受信する手段と、
　第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応する１つ以上の利用可能な
ラインセンスされていない周波数を送信する手段と、
　前記利用可能なライセンスされていない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを受信す
る手段と、
　ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、前記利用可能なライセンスされていな
い周波数のそれぞれの決定された干渉レベルに基づいて、前記１つ以上の利用可能なライ
センスされていない周波数のうちの１つを識別する手段とを具備し、
　前記通信要求は、前記第１のロケーション情報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに
対応し、前記通信要求は、前記第２のロケーション情報を持つ第２のワイヤレス通信デバ
イスを、前記通信セッションに対する宛先として識別する装置。
　　［４８］基地局において、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局において、ライセンスされ
ていない周波数スペクトルにおける通信セッションに対する通信要求を受信するようにと
、
　第１のロケーション情報と第２のロケーション情報とに対応する１つ以上の利用可能な
ラインセンスされていない周波数を送信するようにと、
　前記利用可能なライセンスされていない周波数のそれぞれに対する干渉レベルを受信す
るようにと、
　ピアツーピア（Ｐ２Ｐ）通信を確立するために、前記利用可能なライセンスされていな
い周波数のそれぞれの決定された干渉レベルに基づいて、前記１つ以上の利用可能なライ
センスされていない周波数のうちの１つを識別するように構成されているプロセッサを具
備し、
　前記通信要求は、前記第１のロケーション情報を持つ第１のワイヤレス通信デバイスに
対応し、前記通信要求は、前記第２のロケーション情報を持つ第２のワイヤレス通信デバ
イスを、前記通信セッションに対する宛先として識別する基地局。
　　［４９］現場に特有な情報を受信する方法において、
　アクセス端末において、ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局か
ら、ライセンスされていないスペクトル中で動作している第２の基地局に対するブロード
キャストチャネル情報を取得することと、
　前記ブロードキャストチャネル情報に基づいて、前記第２の基地局の前記ブロードキャ
ストチャネルに同調することと、
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　前記ブロードキャストチャネル上で、現場特有メッセージを受信することと、
　前記現場特有メッセージを記憶または提示することとを含む方法。
　　［５０］前記現場特有メッセージの適用可能性のレベルを決定することと、
　前記適用可能性のレベルに基づいて、前記現場特有メッセージを削除することとをさら
に含む［１］記載の方法。
　　［５１］現場に特有な情報を受信する少なくとも１つのプロセッサにおいて、
　アクセス端末において、ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局か
ら、ライセンスされていないスペクトル中で動作している第２の基地局に対するブロード
キャストチャネル情報を取得する第１のモジュールと、
　前記ブロードキャストチャネル情報に基づいて、前記第２の基地局の前記ブロードキャ
ストチャネルに同調する第２のモジュールと、
　前記ブロードキャストチャネル上で、現場特有メッセージを受信する第３のモジュール
と、
　前記現場特有メッセージを記憶または提示する第４のモジュールとを具備する少なくと
も１つのプロセッサ。
　　［５２］現場に特有な情報を受信するためのコンピュータプログラムプロダクトにお
いて、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局から、ライセンスされてい
ないスペクトル中で動作している第２の基地局に対するブロードキャストチャネル情報を
コンピュータに取得させるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記ブロードキャストチャネル情報に基づいて、前記コンピュータに、前記第２の基地
局の前記ブロードキャストチャネルに同調させるように動作可能な少なくとも１つの命令
と、
　前記ブロードキャストチャネル上で、現場特有メッセージを前記コンピュータに受信さ
せるように動作可能な少なくとも１つの命令と、
　前記現場特有メッセージを前記コンピュータに記憶または提示させるように動作可能な
少なくとも１つの命令とを含むコンピュータ読み取り可能媒体を具備するコンピュータプ
ログラムプロダクト。
　　［５３］現場に特有な情報を受信する装置において、
　アクセス端末において、ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局か
ら、ライセンスされていないスペクトル中で動作している第２の基地局に対するブロード
キャストチャネル情報を取得する手段と、
　前記ブロードキャストチャネル情報に基づいて、前記第２の基地局の前記ブロードキャ
ストチャネルに同調する手段と、
　前記ブロードキャストチャネル上で、現場特有メッセージを受信する手段と、
　前記現場特有メッセージを記憶または提示する手段とを具備する装置。
　　[５４］アクセス端末において、
　ライセンスされている周波数上で動作している第１の基地局から、ライセンスされてい
ないスペクトル中で動作している第２の基地局に対するブロードキャストチャネル情報を
取得するようにと、
　前記ブロードキャストチャネル情報に基づいて、前記第２の基地局の前記ブロードキャ
ストチャネルに同調するようにと、
　前記ブロードキャストチャネル上で、現場特有メッセージを受信するようにと、
　前記現場特有メッセージを記憶または提示するように構成されているプロセッサを具備
するアクセス端末。
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