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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　地理的位置を獲得することと、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストを受信することであって、
前記優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力が第１のマクロ通信シス
テムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、前記第１および第２の入力がそ
れぞれ少なくとも１つの共通周波数を列挙している、受信することと、
　前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信しながら、前記地理的
位置に基づいて、前記共通周波数において前記局在通信システムを検索することと、
　前記局在通信システムが範囲内にあると決定されると、前記共通周波数を使用して、前
記局在通信システムと通信することと、
　を備える無線通信装置によって実施される方法。
【請求項２】
　前記第１の入力が前記共通周波数の表示および第１のネットワーク識別子を備え、前記
第１のネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、前記
共通周波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関連付
けられており、
　前記第２の入力が前記共通周波数の表示および第２のネットワーク識別子を備え、前記
第２のネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する
　請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネットワーク識別
（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記局在通信システムと通信する前に、前記局在通信システムが移動体端末の範囲内に
あることを決定すること
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定することが、前記局在通
信システムからのビーコンを捜し出すことを備える請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ビーコンによって識別された周波数に通信を転送することであって、前記周波数が
前記局在通信システムに関連付けられていることをさらに備える
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力をさらに備え
、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優先順位を有
する請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストを格納するためのメモリで
あって、前記優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力が第１のマクロ
通信システムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、前記第１および第２の
入力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を列挙する、メモリと、
　地理的位置を獲得し、前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信
しながら、前記地理的位置に基づいて、前記共通周波数において前記局在通信システムを
検索し、前記局在通信システムが範囲内にあると決定されると、前記共通周波数を使用し
て前記局在通信システムと通信するためのプロセッサと
　を備える装置。
【請求項１２】
　前記第１の入力が前記共通周波数の表示および第１のネットワーク識別子を備え、前記
第１のネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、前記
共通周波数が前記マクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関連付けられ
ており、
　前記第２の入力が前記共通周波数の表示および第２のネットワーク識別子を備え、前記
第２のネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える請求項１２に記載の
装置。
【請求項１４】
　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
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　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネットワーク識別
（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサがさらに、前記局在通信システムに関連付けられた前記通信プロトコル
を使用する前に、前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定するため
のものである請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサがさらに、前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決
定することが、前記局在通信システムからのビーコンを捜し出すことを備えるためのもの
である請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサがさらに、前記ビーコンによって識別される周波数に通信を転送するた
めのものであり、前記周波数が前記局在通信システムに関連付けられている請求項１７に
記載の装置。
【請求項１９】
　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力をさらに備え
、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優先順位を有
する請求項１１に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである請求項１９に
記載の装置。
【請求項２１】
　地理的位置を獲得する手段と、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストを受信するための手段であ
って、前記優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力が第１のマクロ通
信システムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、前記第１および第２の入
力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を列挙する、手段と、
　前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信しながら、前記地理的
位置に基づいて、前記共通周波数において前記局在通信システムを検索するための手段と
、
　前記局在通信システムが範囲内にあることが決定されると、前記共通周波数を使用して
前記局在通信システムと通信するための手段と
　を備える装置。
【請求項２２】
　前記第１のマクロ通信システムに関する前記情報が前記共通の周波数および第１のネッ
トワーク識別子を備える第１の入力を備え、前記第１のネットワーク識別が前記第１のマ
クロ通信システムに関連付けられており、前記共通周波数が前記第１のマクロ通信システ
ムおよび前記局在通信システムの両方に関連付けられており、
　前記局在情報システムに関する前記情報が、前記共通周波数、第２のネットワーク識別
子、および第２の優先順位インジケータを備える第２の入力を備え、前記第２のネットワ
ーク識別子が前記局在通信システムに対応する
　請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える請求項２１に記載の
装置。
【請求項２４】
　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える請求項２１に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネットワーク識別
（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える請求項２１に記載の装置。
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【請求項２６】
　前記局在通信システムに関連付けられた前記通信プロトコルを使用する前に、前記局在
通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定するための手段をさらに備える請求
項２１に記載の装置。
【請求項２７】
　前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定するための前記手段が、
前記局在通信システムからのビーコンを捜し出すための手段を備える請求項２６に記載の
装置。
【請求項２８】
　前記局在通信システムとの通信のための前記手段が、前記ビーコンによって識別される
周波数に通信を転送するための手段を備え、前記周波数が前記局在通信システムに関連付
けられている請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力をさらに備え
、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優先順位を有
する請求項２１に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである請求項２９に
記載の装置。
【請求項３１】
　コンピュータに
　地理的位置を獲得させ、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストであって、少なくとも２つ
の入力を備え、第１の入力が第１のマクロ通信システムに関連し、第２の入力が局在通信
システムに関連し、前記第１および第２の入力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を
列挙する、優先順位リストを受信させ、
　前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信しながら、前記地理的
位置に基づいて、前記共通周波数において前記局在通信システムを検索させ、
　前記局在通信システムが範囲内にあることが決定されると、前記共通周波数を使用して
前記局在通信システムと通信させる
　ためのコードを備え、コンピュータで実行されるプログラムを格納するコンピュータ可
読記録媒体。
【請求項３２】
　前記第１の入力が前記共通周波数および第１のネットワーク識別子を備え、前記第１の
ネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、前記共通周
波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関連付けられ
ており、
　前記第２の入力が前記共通周波数および第２のネットワーク識別子を備え、前記第２の
ネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する
　請求項３１に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項３３】
　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える請求項３１に記載の
コンピュータ可読記録媒体。
【請求項３４】
　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える請求項３１に記載のコンピュータ可読
記録媒体。
【請求項３５】
　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネットワーク識別
（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える請求項３１に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項３６】
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　前記局在通信システムと通信する前に、前記局在通信システムが移動体端末の範囲内に
あることを決定する
　ためのコードをさらに備える請求項３１に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項３７】
　前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定することが、前記局在通
信システムからのビーコンを捜し出すためのコードを備える請求項３６に記載のコンピュ
ータ可読記録媒体。
【請求項３８】
　前記ビーコンによって識別された、前記局在通信システムに関連付けられている周波数
に通信を転送する
　ためのコードをさらに備える請求項３７に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項３９】
　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力をさらに備え
、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優先順位を有
する請求項３１に記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項４０】
　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである請求項３９に
記載のコンピュータ可読記録媒体。
【請求項４１】
　無線通信装置によって実行される方法において、
　第１のマクロ通信システムおよび局在通信システムによって使用されるように共通周波
数を定義することと、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の第１の優先順位リストを生成することであ
って、前記第１の優先順位リストが少なくとも２つの入力を含み、第１の入力が前記第１
のマクロ通信システムに関連し、前記第２の入力が前記局在通信システムに関連し、前記
第１および第２の入力がそれぞれ前記共通周波数を列挙する、生成することと、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の第２の優先順位リストを生成することであ
って、前記第２の優先順位リストが、前記第１のマクロ通信システムに関連する少なくと
も１つの入力を備え、前記局在通信システムに関連する入力を備えていない、生成するこ
とと、
　前記第１の優先順位リストを、前記第１のマクロ通信システムまたは前記局在通信シス
テムのいずれかを使用して通信することを許可されている第１の移動体装置に提供するこ
とと、
　前記第２の優先順位リストを第２の移動体装置に提供することであって、前記第２の移
動体装置が前記局在通信システムを使用して通信することを許可されていない、提供する
ことと、
　を備える方法。
【請求項４２】
　前記第１の入力が前記共通周波数および第１のネットワーク識別子を備え、前記第１の
ネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、前記共通周
波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関連付けられ
ており、
　前記第２の入力が前記共通周波数および第２のネットワーク識別子を備え、前記第２の
ネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する
　請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第１の優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力をさら
に備え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優先順
位を有する請求項４１に記載の方法。
【請求項４４】
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　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信システムが同じである請求
項４３に記載の方法。
【請求項４５】
　第１のマクロ通信システムおよび局在通信システムによって使用されるように共通周波
数を定義するための手段と、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の第１の優先順位リストであって、少なくと
も２つの入力を備え、第１の入力が前記第１のマクロ通信システムに関連し、第２の入力
が前記局在通信システムに関連し、前記第１および第２の入力がそれぞれ共通周波数を列
挙する、第１の優先順位リストを生成し、関連の周波数およびネットワーク識別情報の第
２の優先順位リストであって、前記第１のマクロ通信システムに関する少なくとも１つの
入力を備え、前記局在通信システムに関連する入力は備えていない、第２の優先順位リス
トを生成するための手段と、
　前記第１の優先順位リストを、前記第１のマクロ通信システムまたは前記局在通信シス
テムのいずれかを使用して通信することを許可されている第１の移動体装置に提供し、前
記第２の優先順位リストを、前記局在通信システムを使用して通信することを許可されて
いない第２の移動体装置に提供するための手段と
　を備える装置。
【請求項４６】
　前記第１の入力が前記共通周波数および第１のネットワーク識別子を備え、前記第１の
ネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、前記共通周
波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関連付けられ
ており、
　前記第２の入力が前記共通周波数および第２のネットワーク識別子を備え、前記第２の
ネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　第１の優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力をさらに備
え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優先順位を
有する請求項４５に記載の装置。
【請求項４８】
　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信システムが同じである請求
項４５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、米国法典第３５編１１９条（ｅ）に基づき、すべての目的で本文書に全部記
載されているかのように参照により本明細書に組み込まれる「OPTIMIZED PREFERRED ROAM
ING LIST (PRL) BASED APPROACH FOR FEMTO CELL SYSTEM SELECTION」という名称の２０
０８年２月２６日出願の同時係属の米国特許仮出願第６１／０３１，６４６号明細書の利
益を主張する。
【０００２】
　本出願は、一般に無線通信に関し、より詳細には、共存する無線通信システム（COEXIS
TING WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS）における移動体装置のための効率的な周波数の
割当ての方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、複数のユーザに様々なタイプの通信（例えば、音声、データ、マ
ルチメディア・サービスなど）を提供するために、広く配置されている。高速マルチメデ
ィア・データサービスの需要が急速に増えるにつれて、強化された性能を備える効率的で
頑強な通信システムを実装するという問題が存在する。
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【０００４】
　近年、ユーザは、固定回線通信を移動体通信に交換し始めており、優れた音声品質、信
頼できるサービス、および低価格をますます要求している。
【０００５】
　現在整っている携帯電話網に加えて、新しいクラスの小型基地局が台頭しており、これ
は、ユーザの家にインストールされ、既存の広帯域のインターネット接続を使用して移動
体装置に屋内無線カバレージを提供することができる。こうした個人用の小型の基地局は
、一般に、局在通信システム（localized communication system）、アクセス・ポイント
基地局、Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ（ＨＮＢ）、またはフェムト・セルとして知られている
。一般に、こうした小型の基地局は、ＤＳＬルータやケーブル・モデムを介してインター
ネットおよび移動体オペレータのネットワークに接続される。
【０００６】
　優先ローミング・リスト（Preferred Roaming List：ＰＲＬ）などの優先順位リスト（
prioritized list）は、システムの選択および取得のプロセス中に使用される情報を含む
、携帯電話など多くの無線装置内にあるデータベースである。ＲＵＩＭベースのＣＤＭＡ
装置の場合、ＰＲＬは、ＲＵＩＭに存在する。ＰＲＬは、どの帯域、副帯域、およびサー
ビス・プロバイダ識別子が、どの優先順でスキャンされるかを示す。ＰＲＬがなければ、
装置はローミングすることができない。すなわち、ホームエリア外でサービスを取得する
ことができない。ＰＲＬの損失または破損によって、顧客はまったくサービスを受けるこ
とができない場合があり得る。
【０００７】
　多くのネットワークにおいて、加入者がホームエリア外で頻繁に装置を使用する場合、
特に、複数の異なるエリアにおいて装置を使用する場合、ＰＲＬを定期的に更新すること
が勧められている。これによって電話は、最適なローミング搬送波（roaming carrier）
、特にホーム搬送波（home carrier）が無関係な搬送波を使用するのではなくコスト削減
のローミング協定を得る「ローミング・パートナー」を選択することができる。ＰＲＬフ
ァイルを、ローミング・パートナーと共にホームネットワークを識別するために使用する
こともでき、したがってＰＲＬを、加入者の合計カバレージ、すなわちホーム・カバレー
ジおよびローミング・カバレージを決定する実際のリストにすることができる。
【０００８】
　ＰＲＬは、オペレータによって構築され、通常、ユーザからはアクセスできない。多く
のオペレータは、無線（ＯＴＡ）フィーチャー・コード（feature code）＊２２８をダイ
ヤルすることによって、ユーザが最新のＰＲＬを各自の装置にダウンロードする機能を提
供する。
【０００９】
　通常のＰＲＬ構造は、アクイジション・テーブル（acquisition table）およびシステ
ム・テーブル（何らかのヘッダーおよびオーバーヘッド情報と共に）から成る。アクイジ
ション・テーブルは、装置が特定のシステムを検索することができる周波数のインデック
ス付きリストを備える。アクイジション・テーブルの背後にある概念は、周波数スペクト
ル全体を検索するのではなく、検索すべき周波数のみを識別することによって取得時間を
最適化することである。各アクイジション・テーブルの入力に含まれる情報は、インデッ
クス、ネットワーク・タイプ、および関連のチャネル・ブロックを含む。
【００１０】
　システム・テーブルは、一般に、装置がアクセスすることができるシステム（優先シス
テム（Preferred System））およびアクセスすることが明確に禁止されているシステム（
ネガティブ・システム（Negative System））の優先順位リストを備える。ハンドセット
における個別のシステム識別番号／ネットワーク識別番号（ＳＩＤ／ＮＩＤ）ロックアウ
ト・リストを使用して禁止されたシステムを示すこともできるが、これは、ＰＲＬの外部
のシステム選択に対する制御を作り出すため、推薦される手法ではないことに留意された
い。
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【００１１】
　各システム・テーブル入力は、ＧＥＯとして知られる地理的エリアに属する。これらの
ＧＥＯは、優先順に列挙される。各ＩＳ－９５／１×ＲＴＴシステムは、ＳＩＤ／ＮＩＤ
によって、または強化されたＰＲＬの場合、ＳＩＤ／ＮＩＤまたはＭＣＣ／ＭＮＣによっ
て識別される。１×ＥＶ－ＤＯシステムをサポートするために、ＰＲＬは、ＩＳ－６８３
－Ｃ以降でなければならない。各１×ＥＶ－ＤＯシステムは、サブネットＩＤによって識
別される。ハイブリッドモード操作（すなわち、ＩＳ－９５／１×ＲＴＴおよび１×ＥＶ
－ＤＯ）では、ＩＳ－９５／１×ＲＴＴシステムと１つまたは複数の１×ＥＶ－ＤＯシス
テムとを関連付けるために、関連付けタグが使用される。ハイブリッド・システムは、常
に、ＩＳ－９５／１×ＲＴＴシステムを最初に選択しようと試み、次いで、関連付けタグ
を使用して、関連付けられた１×ＥＶ－ＤＯシステムを選択しようと試みる。
【００１２】
　各入力は、そのシステムに関連付けられている周波数が識別されるアクイジション・テ
ーブルインデックス、およびそのシステムからサービスを受信しているとき、どのタイプ
の表示がユーザに表示されるべきかを指示するローミング・インジケータを提供する。
【００１３】
　ＰＲＬは、通常、優先専用インジケータ（Preferred Only indicator）によって指示さ
れる２つのモード、すなわち制限モードまたは許容モードのうちの一方で動作する。他に
はクローズドＰＲＬまたは優先専用モードとして知られている制限モードでは、装置は、
ＰＲＬシステム・テーブルにおいて好ましいと識別されるシステムのみを取得する。この
動作モードは、システム選択プロセスに対する最高の制御をオペレータに提供するが、新
しく追加されたローミング・パートナーを確実に選択できるようにするために、ＰＲＬが
最新に保たれることを必要とする。優先専用インジケータによって、たとえＰＲＬが制限
的であるとしても、ワイルドカードＳＩＤ／ＮＩＤまたはＭＣＣ／ＭＮＣ値の優先システ
ムとしての使用は、捜し出された任意のシステムにワイルドカードが一致するため、本質
的にＰＲＬを許容にすることに留意されたい。
【００１４】
　他にはオープンＰＲＬまたは非優先モードとして知られている許容モードでは、装置は
、優先システムを取得しようと試みる。しかし、優先システムを捜し出すことができない
場合、装置は、ＰＲＬシステム・テーブルに列挙されていないシステムを選択することが
できる。これは、依然としてネガティブ・システムを選択するのではなく、優先システム
を見つけることができず、未知のシステムが使用可能である場合、未知のシステムを選択
する。この動作モードは、たとえＰＲＬに明確に列挙されていないとしても、新しいパー
トナーを選択することができるため、維持しやすいが、移動体装置がサービスを提供しな
いシステムにキャンプオンできるようになる危険性が伴う。ＰＲＬについてのさらなる情
報は、Ｃ．Ｓ００１６として３ＧＰＰ２ウェブサイトから入手可能なＯＴＡＳＰ仕様ＴＩ
Ａ－６８３によって定義される。
【００１５】
　ＵＥがフェムト・セルにアクセスするために使用される従来の機構は、すべてのマクロ
搬送波（macro carrier）（すなわち、セルラー通信システムから発する搬送波信号）に
配置されるビーコンを使用すること、フェムト・セルを最優先システムとして、すべての
マクロチャネルが等しく扱われるように列挙するＵＥ内のＰＲＬ機構、または１つまたは
複数のＳＲＤＭ（転送メッセージ）を送信して、フェムト・セルに関連付けられたフェム
ト・チャネルに移動体を移動させるためにマクロ・システムを使用することを含む。
【００１６】
　フェムト・セルにアクセスするための上述の方法の１つの欠点は、ＵＥがフェムト・セ
ルを捜し出し、フェムト・セルと接続しようと試みることによってかなりの量の電力が消
費される可能性があることである。したがって、ＵＥがフェムト・セルを捜し出し、フェ
ムト・セルと接続することができると同時に、それを行うための電力要件を最低限に抑え
ることが必要である。
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【発明の概要】
【００１７】
　例えばマクロ通信システムや局在通信システムなど、共存する通信システムにおける無
線装置のための効率的な周波数の割当てのための方法および装置について記載する。一実
施形態において、関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストを受信する
ことを備える方法が記載されており、優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第
１の入力がマクロ通信システムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、第１
および第２の入力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を列挙する。次に、共通周波数
を使用してマクロ通信システムと通信しながら、共通周波数を使用して局在通信システム
について１つまたは複数の検索が行われる。次に、局在通信システムが範囲内にあると決
定されると、局在通信システムは、共通周波数における通信に使用される。
【００１８】
　別の実施形態において、第１のマクロ通信システムおよび局在通信システムによって使
用されるように共通周波数を定義することを備える、共存する通信システムにおける移動
体端末のための効率的な周波数の割当てのための方法が記載される。さらに、関連の周波
数およびネットワーク識別情報の第１の優先順位リストが生成され、第１の優先順位リス
トが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力がマクロ通信システムに関連し、第２の入
力が局在通信システムに関連し、第１および第２の入力がそれぞれ共通周波数を列挙する
。関連の周波数およびネットワーク識別情報の第２の優先順位リストが生成され、第２の
優先順位リストが、マクロ通信システムに関連する少なくとも１つの入力を備え、局在通
信システムに関連する入力を備えていない。最後に、第１の優先順位リストは、マクロ通
信システムまたは局在通信システムのいずれかを使用して通信することを許可されている
第１の移動体端末に提供され、第２の優先順位リストは、第２の移動体端末に提供され、
第２の移動体端末は、局在通信システムを使用して通信することを許可されていない。
【００１９】
　さらに別の実施形態において、マクロ通信システムおよび局在通信システムの両方に共
通する第１の周波数を使用して移動体装置によるマクロ通信システムとのアクティブな通
信に従事することを備える方法が記載される。次いで、局在通信システムからの干渉が所
定の閾値より大きい場合、所定の閾値を超える干渉レベルに基づいて第２の周波数にアク
ティブな通信を転送するための命令が受信される。
【００２０】
　上述の方法を実施する様々な装置についても記載される。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】無線通信システム例を示す図。
【図２】ネットワーク環境内のアクセス・ポイント基地局の配置を可能にするための通信
システム例を示す図。
【図３】小型基地局をスキャンし、取得するための移動局またはユーザ機器を有する通信
システムのブロック図。
【図４】マクロ・システムおよび様々なタイプの小型基地局のカバレージ・エリアに入っ
てくるフェムト対応移動局のいくつかの可能な状態を示す方法または操作の順序を示す図
。
【図５】移動体装置をフェムト基地局のネットワークによってセルラー・ネットワークと
つなぐことができるシステムを示す図。
【図６】図３および図４に示されるものなど、サンプルの移動体装置を示す図。
【図７】共存する通信システムにおいて動作する移動体装置に周波数を割り当てるための
方法を示すフロー図。
【図８ａ】第１の簡略化された優先順位リストを示す図。
【図８ｂ】第２の簡略化された優先順位リストを示す図。
【図９ａ】一実施形態において使用される優先順位リストの代替例を示す図。
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【図９ｂ】一実施形態において使用される優先順位リストの代替例を示す図。
【図１０】移動体端末の割当てのための効率的な周波数の割当てのための方法を示すフロ
ー図。
【図１１】共存する通信システムにおいて動作する移動体装置に周波数を割り当てるため
のシステム・オペレータ機能を示す図。
【図１２】移動体端末で使用される共存する通信システムにおける移動体端末に対する周
波数の割当てのための装置を示す図。
【図１３】マクロ・システム・オペレータによって使用される共存する通信システムにお
ける移動体端末に対する周波数の割当てのための装置を示す図。
【図１４】共存する通信システムにおける移動体端末に対する周波数の割当てのための装
置の別の実施形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　「例」という単語は、本明細書では、「例、事例、実例の役割をする」ことを意味する
ために使用される。「例」として本明細書に記載される任意の実施形態は、必ずしも他の
実施形態と比べて好ましいまたは有利であると解釈されるものではない。開示された実施
形態は、以下の技術、すなわち符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、多重搬送波ＣＤ
ＭＡ（ＭＣ－ＣＤＭＡ）、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）、高速パケット・アクセス（
ＨＳＰＡ、ＨＳＰＡ＋）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（
ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、または他の多元
接続技術のうちの任意の１つまたは組み合わせに適用され得る。無線通信システムは、Ｉ
Ｓ－９５、ｃｄｍａ２０００、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、および
他の標準など、１つまたは複数の標準を実装するために設計され得る。
【００２３】
　以下で詳しく説明される実施形態において、マクロ・セルラー・ネットワークは、個別
のデータベースにそれを格納することの有無にかかわらず、世帯主（primary household 
member）の国際移動体加入者ＩＤ（ＩＭＳＩ）に基づいて、必要な優先順位リストまたは
優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を構築することができる。マクロ・ネットワークが変
化するにつれて、更新されたＰＲＬ構成がフェムトＵＥに送られる。これらは、専用のＰ
ＲＬ構成であるため、ＧＥＯテーブルは、できるだけ小さくなるように構築することもで
きる。したがって、既存のＰＲＬ更新機構に頼ることができる。アクセス・ポイント基地
局またはフェムト・セルが関与する必要はない。さらに、これらの実施形態は、データベ
ース内に情報を格納することを避け、世帯主の識別に基づいてＰＲＬを導出できるように
する。世帯主に関連付けられている導出鍵は、世帯主が移動し、同じ鍵がその世帯の別の
メンバーにさらに割り当てられるシナリオに対処するように保持される。
【００２４】
　この明細書を通じて、「ネットワーク」および「サブ・ネットワーク」という用語は、
区別なく使用され、前者については通信システムを表し、後者については通信システムの
一部を表す。
【００２５】
　図１は、開示された様々な実施形態および態様を実施することができる、何人かのユー
ザをサポートするように構成された無線通信システム１００の例を示す。無線通信システ
ム１００は、本明細書では、マクロ通信システム、マクロ・ネットワーク、または単にマ
クロと呼ばれ、単に、一般に任意のセルラーベースの無線通信システムを指す。
【００２６】
　図１に示されるように、一例として、マクロ・セル移動体ネットワーク１００は、例え
ば、マクロ・セル１０２ａ～１０２ｇなど、複数のセル１０２の通信を提供し、各セルは
、対応するアクセス・ポイント（ＡＰ）１０４（ＡＰ１０４ａ～１０４ｇなど）によって
サービス提供される。各セルは、さらに１つまたは複数のセクタに分割され得る。同義で
ユーザ機器（ＵＥ）、移動体端末、または移動体装置としても知られるＡＴ１０６ａ～１
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０６ｋを含む様々なアクセス端末（ＡＴ）１０６がシステムにわたって分散されている。
各ＡＴ１０６は、例えばＡＴがアクティブであるかどうか、およびそれがソフト・ハンド
オフであるかどうかに応じて、所与の時に順方向リンク（ＦＬ）および／または逆方向リ
ンク（ＲＬ）上で１つまたは複数のＡＰ１０４と通信することができる。マクロ・セル移
動体ネットワーク１００は、大きい地理的領域にわたってサービスを提供することができ
、例えばマクロ・セル１０２ａ～１０２ｇは、近隣における２、３のブロックをカバーす
ることができる。
【００２７】
　図２は、図１の通信システムと共存する局在通信システム２００の例を示す。言い換え
れば、通信システム１００および通信システム２００のカバレージ・エリアは、ある程度
重なる。局在通信システム２００は、フェムト・セルに近接して動作する移動体装置の限
定された範囲の通信を提供するネットワーク環境内で、他にはＨｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ装
置（ＨＮＢ）またはフェムト・セルとして知られるアクセス・ポイント基地局を使用する
。図２に示されるように、システム２００は、複数のアクセス・ポイント基地局、または
Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ装置（ＨＮＢ）、例えばＨＮＢ２１０を含むことができ、それぞ
れ対応する小規模ネットワーク環境、例えば、１つまたは複数のユーザ住居２３０にイン
ストールされており、関連の、および無縁のユーザ機器（ＵＥ）２２０にサービス提供す
るように構成されている。各ＨＮＢ２１０は、一般に、ＤＳＬルータ（図示せず）あるい
はケーブルモデム（図示せず）を介してインターネット２４０および移動体オペレータ・
コア・ネットワーク２５０に結合されている。システム２００は、特にマクロ・セル移動
体ネットワーク１００と比較して、一般に大きいカバレージ・エリアを提供しないため、
本明細書では、局在通信システムまたはネットワークと呼ばれている。
【００２８】
　本明細書に記載されている実施形態は、３ＧＰＰ技術を使用するが、これは、実施形態
は３ＧＰＰ２（１×ＲＴＴ、１×ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｌ０、ＲｅｖＡ、ＲｅｖＢ）技術およ
び他の既知のおよび関連の技術に適用できることを理解されたい。本明細書に記載された
こうした実施形態において、ＨＮＢ２１０の所有者は、３Ｇ移動体サービスなど、移動体
オペレータ・コア・ネットワーク２５０を介して提供される移動体サービスに加入する。
ＵＥ２２０は、一般に、マクロ・セルラー環境および住居用の小規模ネットワーク環境の
両方で動作することができる。したがって、ＨＮＢ２１０は、一般に、任意の既存のＵＥ
２２０との下位互換性がある。
【００２９】
　フェムトＵＥ２２０は、ソフトウェア・アップグレードに基づいて、または一般的なプ
ロビジョニングを介して、マクロ・セル移動体ネットワーク１００またはフェムト・セル
２１０と共に動作することができる移動体装置またはＵＥとして定義される。一実施形態
において、フェムトＵＥ２２０は、マクロ・セルラー・ネットワーク１００において動作
し、選択される使用可能な周波数がいくつかあるので、通常ハッシュ関数によって割り当
てられている周波数を監視する。割り当てられた周波数を監視し、かつ／または使用して
いる間に、フェムトＵＥ（または一般的にＵＥ）は、通常、例えば当技術ではＢＳＲとし
て知られている技術を使用して、他のより望ましいシステムの検索を実行する。ＢＳＲ技
術は、現在監視しているもの以外の周波数を検索することによって、他のより望ましい通
信ネットワーク（フェムト・セルを含めて）を検索するために、非常に頻繁に（一般に分
ベースで）使用されている。これは一般に、消費電力プロセスである。移動体装置の範囲
内でのフェムト・セルについての周波数外検索を回避することが有利である。
【００３０】
　上記を念頭において、マクロ通信システム１００のオペレータは、１つまたは複数の周
波数をシステム１００とシステム２００との間の共有周波数になるように割り当てること
を選択することができる。デュアル・システム通信プロビジョニングを有する移動体装置
についてこれが意味することは、マクロモードの通信において移動体装置が共有周波数を
監視している場合、それは、フェムト・セルを見つけるために「周波数外」に行く必要は
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なく、それによって移動体装置の電力および計算リソースを節約するということである。
【００３１】
　上述した共有周波数技術を使用することを望むシステム・オペレータに立ちはだかる１
つの問題は、いくつかの移動体装置が１つまたは複数のフェムト・セルにアクセスするこ
とができないようにすることをシステム・オペレータが望む場合があることである。これ
を行う１つの方法は、使用可能なネットワークおよび／またはサブ・ネットワークの異な
る優先順位リストを各移動体装置に割り当てることである。
【００３２】
　図３において、通信システム３００によって、フェムトＵＥ、無線端末、無線装置、移
動局、またはユーザ機器（ＵＥ）３０２は、局在通信システムまたは小型基地局（例えば
、フェムト・セル）３０８を使用することによって、マクロ基地局（例えば、ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　Ｂａｓｅ　Ｎｏｄｅ（ｅＮＢ））３０６によってサービス提供されないエリアのコ
アネットワーク３０４へのそのアクセスを増加させることができる。フェムト・セルを、
ｅＮＢ３０６の受信を低下させる構造３１０内に配置することができる。エンドユーザ３
１２によってしばしば所有されるフェムト・セル、および広帯域ネットワーク（例えばイ
ンターネット）３１４によるコアネットワーク３０４へのインターフェースは、ｅＮＢ３
０６を無線アクセス技術（ＲＡＴ）として使用するための使用料に対して、経済的な利点
を提供することができる。さらに、ユーザは、陸地線電話または他の通信装置を有するの
ではなく、職場で、または家で、無線通信アクセスにますます依存するようになる。
【００３３】
　電気通信システム３００の例において、元々はアクセス・ポイント基地局として知られ
ている局在通信システムまたはフェムト・セル３０８は、小型セルラー基地局であり、一
般に、住居または小企業環境で使用するように設計されている。フェムト・セルは、広帯
域（例えば、ディジタル加入者線（ＤＳＬ）やケーブル）を介してサービス・プロバイダ
のネットワークに接続し、現在の設計は、通常、住居用の設定で５つから１００までの携
帯電話をサポートする。フェムト・セルによって、サービス・プロバイダは、特に、そう
でなければアクセスが制限される、または使用できない屋内にサービスカバレージを拡張
することができる。フェムト・セルは、通常の基地局の機能を組み込むが、より簡単な自
己完結型の配置を可能にするように機能を拡張する。一例は、ＮｏｄｅＢ、無線ネットワ
ーク・コントローラ（ＲＮＣ）、およびバックホール用にＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）
を備えるＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）を含むＵＭＴＳフェムト・セルである。Ｕ
ＭＴＳにかなりの注目が集められているが、概念は、ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ２０
００、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ、およびＷｉＭＡＸソリューションを含めて、すべての標準に適
用可能である。移動体オペレータにとって、フェムト・セルの魅力は、特に屋内でのカバ
レージおよび容量に対する改良である。新しいサービスおよびコスト低減の機会もあり得
る。セルラーオペレータは、容量およびカバレージの向上の恩恵も受けるが、設備投資お
よび運営費の両方を低減することもできる。フェムト・セルは、固定網と移動網の収束（
Fixed Mobile Convergence：ＦＭＣ）の利益を提供する代替方法である。違いは、ほとん
どのＦＭＣアーキテクチャは、既存の家庭／企業用Ｗｉ－Ｆｉアクセス・ポイントを扱う
新しい（デュアルモード）ハンドセットを必要とし、一方フェムト・セルベースの配置は
、既存のハンドセットは扱うが、新しいアクセス・ポイントのインストールを必要とする
ことである。
【００３４】
　有利には、ＵＥ３０２は、オープン使用の許可があるフェムト・セル３０８に近いとき
を決定するために、位置決定コンポーネント３１６がプロビジョニングされ得る。存在す
る場合、小型基地局（ＳＢＳ）アクセス・データ構造３１８は、更新され、フェムト・セ
ル３０８がアクセス可能なフェムト・セルの「ホワイト・リスト」３２０上にあるか、使
用が制限されている（例えば９１１の緊急使用）「グレイリスト」３２０、またはアクセ
スできない「ブラック・リスト」３２２上にあるかを決定するために参照され、後者の場
合は、エイリアン・フェムト・セル（alien femtocell）３２３によって示される。
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【００３５】
　ＵＥ３０２は、フェムト・セル３０８によってブロードキャストされた地理的位置メッ
セージ３２４によって関連のフェムト・セル３０８を識別することができる。有利には、
ＵＥ３０２の移動許容コンポーネント３２６は、わずかに移動して報告された地理的位置
を変更した場合でさえ、関連のフェムト・セル３０８を識別することができる。さらに、
フェムト・セル３０８の定義済みカバレージ・エリア３２８は、エリアベースまたは３次
元（例えば、球形、多角形などとすることができる。ＳＢＳアクセス・データ構造３１８
は、建物の垂直部分を含めて、定義済みカバレージ・エリア３２８をさらにサポートする
ことができる。地理的位置メッセージ３２４の代わりに、またはそれに加えて、ＵＥ３０
２は、マクロ基地局（ｅＮＢ）３０６から地理的位置３３０を受信することができる。例
えば、ｅＮＢ３０６は、ホワイト・リスト、グレイリスト、ブラック・リスト情報を含む
隣接リスト３３２を送信することができる。別の例として、ＵＥ３０２は、１つまたは複
数のｅＮＢ３０６に基づいて実行される電力／方向または三角測量に基づく位置推定を実
行することができる。あるいは、またはさらに、ＵＥ３０２は、全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）衛星３３６の受信に基づいて、地理的位置３３４を受信することができる。
【００３６】
　ＵＥ３０２は、フェムト・セル３０８の向上したスキャンおよび取得をサポートして、
不連続的に送受信を行うＤＴＸ／ＤＲＸ送受信機３３１を使用することによってそのバッ
テリ寿命を延ばすことができる。さらに、この向上したスキャンおよび取得は、異なる使
用モデルに対処すること、複数のフェムト・セルのサポート、フェムト１Ｘシステムに関
連付けられたフェムトＥＶ－ＤＯシステムを見つけること、使用可能なマクロカバレージ
がないまたは制限されているとき、フェムト・セルを取得すること、および／または１Ｘ
システムを有していないＥＶ－ＤＯ専用フェムト・セルをサポートすることを含めて、フ
ェムト・セルを取得するセレクト・ライト・パラダイム(paradigm)を提供する。ＳＢＳア
クセス・データ構造は、対応するサポートを提供する。プロビジョニングされた情報によ
って、移動局（ＵＥ）３０２における手順は、フェムト・セル３０８を効率的に選択する
ことができる。特に、移動体は、ネットワークにおけるフェムト・パイロット信号につい
てのホワイト・リストおよびブラック・リストの情報を学ぶことができる。
【００３７】
　一態様において、「フェムト」ＩＤブロード・キャスト・メッセージを明確に有してい
ない既存のエアインターフェース標準を使用してフェムト識別の発行に対応するために、
ＵＥ３０２によって実行されるシステム選択ループの検出および中断がサポートされる。
こうしたＩＤ情報は、ＵＥ３０２がフェムト３０８、３２２の識別を決定するために、お
よびフェムト３０６、３２２がブラック・リストに列挙されているか、ホワイト・リスト
に列挙されているか、どのリストにも表示されていないかをチェックするために必要とさ
れる。さらに、こうした態様は、ネットワークによるオーバーライド、またはネットワー
クによる削除から移動体学習フェムト識別入力やホワイト・リストまたはブラック・リス
ト入力を保護する問題に対処する。
【００３８】
　特定の一態様において、セルによってブロードキャストされた緯度および経度情報は、
セルが（マクロ・セル３０６に対して）フェムト・セルであるかどうかの識別を助けるた
めに使用される。次いで、次回ＵＥ３０２が同じフェムト・セル（緯度および経度、並び
に場合によっては他の情報によって識別される）と会うように、こうした情報を移動局（
ＭＳ）またはＵＥ３０２に格納することができ、３０２は、フェムト・セルを認識するこ
とができる（およびフェムト・セルが有効なフェムト・セルであるかどうかを、例えばそ
のブラック・リスト／ホワイト・リストに格納された情報に基づいて、すぐに決定する。
別の態様において、マスク長は、経度および緯度情報の精度を「丸める」または粗くする
のを助けるために使用される。例えば、それぞれ２４ビットを使用することができる。マ
スク長は、ＬＳＢのどれを無視すべきかを示すことができる。あるいは、距離決定は、閾
値が適用された既知のフェムト・セルから行うことができる。丸めることの必要性は、フ
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ェムト・セルで送信される経度および緯度情報がおよそマイクロメートル、センチメート
ルなどで変化し得ることである（例えば、３３８で示されるように、テーブル上のフェム
ト・セル３０８が軽く突かれた場合）。一態様例において、フェムト・セル３０８は、Ｇ
ＰＳ機能を有し、こうしたＧＰＳ情報がフェムト・セル３０８によってブロードキャスト
されている。ＵＥ３０２におけるこうしたマスクは、わずかに移動した経度／緯度（ｌａ
ｔ／ｌｏｎｇ）情報を備えるフェムト・セル３０８が依然として同じフェムト・セルであ
ることをＵＥ３０２が認識するのを助ける手段を提供する。追加の態様において、（例え
ば、理想的には一意のフェムト・セル識別のための）フェムト・セル３０８のより細かい
識別は、追加のフェムト・セル識別によってサポートされる。
【００３９】
　（例えば、手動ブラック・リスト／ホワイト・リスト管理および手動スキャン／フェム
ト・セルのスキャンのために人間に解読可能なフェムト識別による手動システム選択をサ
ポートするさらなる強化が提供される。これは、手動学習制御３４２、およびアクセスの
タイプに関するフィードバックを提供する（例えば、マクロ、オープンフェムト、制限、
認証コードを必要とする未知のフェムトなど）アクセス・インジケータ３４４を提供する
ＵＥ３０２のユーザ・インターフェース３４０として示される。それによって、フェムト
アクセスに関連する移動体ハンドセット表示制御機能が提供される。ＳＢＳアクセス・デ
ータ構造（例えば、優先ユーザ・ゾーンリスト（ＰＵＺＬ）データベース）のためのバー
ジョン制御を提供することができる。有利には、コンテンツ（例えばユーザ・ゾーン）を
、１つはネットワーク・プロビジョニング情報、第２は移動体学習情報の２つのセクショ
ンにパーティションするために、データベース管理を提供することができる。また、アク
ティブ・コール・ハンドオフのサポートを提供することもできる。
【００４０】
　図４は、マクロ・システムおよび様々なタイプの小型基地局（例えばフェムト・セル）
のカバレージ・エリアに入ってくるフェムト対応移動局またはＵＥのいくつかの可能な状
態を示す方法または操作の順序４００を示す。状態４０２において、移動局は、マクロま
たはフェムト・システムに関連付けられておらず、したがって、相対的な優先順位に基づ
いてマクロ／フェムト・チャネルのスキャンを実行する（ブロック４０４）。４０６に示
されるように移動局がフェムト・システムを見つけた場合、状態４０８に入り、ここで移
動局は、説明例では最も好ましいシステムであるフェムト・システムに関連付けられる（
ブロック４１０）。４１２に示されるように、フェムト・カバレージを失った場合、移動
局は、状態４０２に戻る。次いで、４１４に示されるように、相対的な優先順位に基づい
て、移動体がマクロ・システムを見つけた場合、状態４１６に入り、ここで移動局は、マ
クロ・システムに関連付けられるが、どのユーザ・ゾーンにもいない。一態様例において
、オープンユーザ・ゾーンを見つけることによって、コストを低減することができるため
、移動局は、ＰＵＺＬデータベースからマクロＳＩＤに関連付けられている１つまたは複
数のユーザ・ゾーンを引き続き識別する（ブロック４１８）。スキャン領域のより細かい
定義（例えば、ＲＦカバレージ・ベースおよび／または地理的ベースの入力）に基づいて
、移動局（ＭＳ）がユーザ・ゾーンに入ったかどうかを確認する（ブロック４２０）。
【００４１】
　４２２に示されるように、移動局が特定のユーザ・ゾーンに入ると、状態４２４に入り
、ここで移動局は、１つまたは複数のユーザ・ゾーンにあるように識別されるマクロ・シ
ステムに関連付けられる。移動局は、ユーザ・ゾーンに関連付けられたフェムト・システ
ムを見つけるために、電力／計算の効率的なスキャンを実行し（ブロック４２６）、フェ
ムト・システム・スキャンのトリガ状態が満たされているままであるかどうかを連続的に
確認する（ブロック４２８）。例えば、移動局は、好ましいフェムト・システムを取得す
ることを期待するため、チェックの周波数は、より高い周波数のものとすることができる
。それに対して、ブロック４２０に戻ると、移動局の移動性に関して、確認は比較的少な
くて済む。４３０に示されるように、移動局がフェムト・システムを見つけた場合、状態
４０８に入る。そうでなく、移動局が４３２に示されるようにユーザ・ゾーンを離れる場
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合、状態４１６に入る。本明細書に記載された操作のうちの１つまたは複数は、所与の実
装で使用されなくてもよいことにも留意されたい。
【００４２】
　図５は、移動体装置（５０４）をｆＢＳ装置のネットワークによってセルラー・ネット
ワーク（図示せず）とつなぐことができるシステム５００を示す図である。システム５０
０は、移動体装置５０４から、または他のｆＢＳ装置（図示せず）から１つまたは複数の
受信アンテナ５０６を介して信号を受信する受信機コンポーネント５１０を備えるｆＢＳ
５０２（例えばアクセス・ポイント）を含む。また、ｆＢＳ５０２は、１つまたは複数の
送信アンテナ５０８を介して移動体装置５０４（または他のｆＢＳ装置）への送信を行う
送信コンポーネント５２６も含む。受信機コンポーネント５１０は、受信アンテナ５０６
から情報を受信することができ、移動体装置によって送信されるアップリンク・データを
受信する信号受信（図示せず）をさらに備えることができる。受信機コンポーネント５１
０および送信コンポーネント５２６は、移動体装置または他のｆＢＳ装置と対話するため
に、ＷＬＡＮ、ＢＰＬ、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）、ＵＭＴＳ　ＴＤＤ、またはＵＭ
ＴＳ　ＴＤＤスペクトル通信機能を介したＷＬＡＮを含むことができることを理解された
い。
【００４３】
　受信機コンポーネント５１０は、受信情報を復調する復調器５１２に動作可能に関連付
けられる。復調された記号は、変調器５２４によって変調され、送信コンポーネント５２
６によって送信される追加の信号を（例えば、伝送および／またはルーティング命令の形
で）生成することができるネットワーク・プロセッサ５２２によって分析される。さらに
、ネットワーク・プロセッサ５２２は、メモリ５２０に結合することができる。メモリ５
２０は、有線および／または無線の通信を実施することに関する情報、ｆＢＳネットワー
クを管理するためのアプリケーション・モジュール（５１４、５１６）やｆＢＳ装置間お
よび／または接続された移動体装置とのルーティング情報、および／または本明細書に記
載されている様々なアクションおよび機能（以下を参照）を実行することに関連する任意
の他の適した情報を格納する。
【００４４】
　ネットワーク・プロセッサ５２２は、（例えば、セルラー・ネットワークへの直接接続
による、またはインターネットによる）セルラー・ネットワークに転送するために、隣接
ｆＢＳ（図示せず）に、ｆＢＳ５０２と移動体装置（５０４）との間の通信リンクに関連
付けられているトラフィックの少なくとも一部分をルーティングすることができる。さら
に、ネットワーク・プロセッサ５２２は、（例えば、予め定められた移動体装置または移
動体装置群によって生成される）ｆＢＳ５０２に関連するトラフィックを、ＩＰアップロ
ードリンク５３０（例えば、ＡＤＳＬ、ＶＤＳＬ、ＨＤＳＫなどのＤＳＬ接続、ケーブル
ＩＰ接続、ＢＰＬ接続など）によってセルラー・ネットワークに直接向けるように構成さ
れている。さらに、データを、ＩＰダウンロードリンク５２８（例えば、ＤＳＬ、ケーブ
ル、ＢＰＬ）を介してセルラー・ネットワークから受信し、ｆＢＳ５０２に関連する移動
体装置（５０４）に向けることができる。
【００４５】
　メモリ５２０は、ｆＢＳネットワーク内でデータを形成し、維持し、および／またはル
ーティングするための命令を生成するアプリケーション・モジュールを含むことができる
。具体的には、メモリ５２０は、ｆＢＳ５０２と隣接ｆＢＳ（図示せず）との間にセルラ
ー関連のトラフィックを向けるためのｆＢＳ間アプリケーション・モジュール５１４を含
むことができる。さらに、メモリ５２０は、（例えば、ハンドオフおよびマルチホップ管
理のためにセルラー・ネットワークＲＮＣにルーティングすることができる）接続マップ
５１８をコンパイルするためにｆＢＳ５０２と隣接ｆＢＳ（群）との間の接続をマッピン
グするｆＢＳ間接続アプリケーションを含むことができる。こうした接続マップ５１８は
、同時発生の伝搬、負荷、ＱｏＳまたは可用性のパラメータ、またはｆＢＳ５０２または
隣接ｆＢＳまたはその両方に関連付けられているこうしたパラメータの組み合わせを確立
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することができる。さらに、音声またはデータ・トラフィックに関連付けられているこう
したパラメータの様々なレベルを、接続マップ５１８内にコンパイルすることができる。
【００４６】
　上記に加えて、受信機コンポーネント５１０および送信コンポーネント５２６は、様々
な情報をセルラー・ネットワークに／から（例えばＩＰアップロード５３０および／また
はＩＰダウンロード５２８を介して）、またはライセンス許可されていない周波数または
有線の接続（例えばＷＬＡＮルータ、ＬＡＮルータなど）を介して通信するＩＰルータ５
２７によってｆＢＳネットワークの他のｆＢＳ装置に／からそれぞれ受信および送信を行
うことができる。例えば、受信機コンポーネント５１０は、ｆＢＳネットワーク・マップ
を、ｆＢＳネットワーク上のｆＢＳごとにｆＢＳ間接続パラメータを示すセルラー・ネッ
トワークＲＮＣから受信することができる。こうしたパラメータは、ｆＢＳネットワーク
内からセルラー・トラフィックのマルチホップ・ルーティングを調整するために使用する
ことができる。さらに、こうしたルーティングのための、または移動体装置５０４とのソ
フト・ハンドオフを管理するための命令を、ＲＮＣから受信することができる。さらに、
ｆＢＳ間接続パラメータは、（例えば、ネットワーク・プロセッサ５２２によって生成さ
れ、送信コンポーネント５２６によって送信されたブロードキャスト伝送クエリのため）
他のｆＢＳ装置自体から受信することができる。こうした場合、ｆＢＳ間接続アプリケー
ション５１６は、他のネットワーク接続されたｆＢＳ装置に関連付けられている接続パラ
メータを接続マップ内に含めることができる（上述）。次いで接続マップは、本明細書に
おいて上述したように、ソフト・ハンドオフおよび／またはマルチホップ・ルーティング
を指示するために、ネットワーク・プロセッサ５２２によって使用することができる。
【００４７】
　図６は、１つまたは複数の実施形態によるセルラーアクセスのためのｆＢＳネットワー
クとインターフェースをとることができる、図３および図４に示されるものなどのサンプ
ルの移動体装置を示す。移動体装置６００は、（例えば第１のｆＢＳと移動体装置６００
との間のデータリンクに関連する情報を含む）信号を受信する少なくとも１つのアンテナ
６０２（例えば、入力インターフェースを備える伝送受信機またはこうした受信機群）、
および受信信号において（例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバータなど）通常のアク
ションを実行する少なくとも１つの受信機６０４を含む。具体的には、アンテナ６０２は
、本明細書に記載されたように、１つまたは複数のセルラー基地局またはｆＢＳ（図示せ
ず）から情報を受信して、こうした装置との通信リンクに参加することができる。例えば
、アンテナ６０２は、アンテナ６０２の範囲における様々なｆＢＳアクセス・ポイントで
の伝送品質の同時発生の表示を提供するｆＢＳまたはセルラー・ネットワーク・コンポー
ネントから接続マップを受信することができる。
【００４８】
　アンテナ６０２および受信機６０４は、受信された記号を復調し、それらを評価のため
にプロセッサ６０８に提供することができる復調器６０６に接続することもできる。プロ
セッサ６０８は、アンテナ６０２によって受信された情報を分析する、および／または送
信機６２０による送信のための情報を生成するための汎用プロセッサとすることができる
。さらに、プロセッサ６０８は、移動体装置６００の１つまたは複数のコンポーネントを
制御し、および／またはアンテナ６０２によって受信された情報を分析し、送信機６２０
による送信のための情報を生成し、移動体装置６００の１つまたは複数のコンポーネント
を制御することができる。さらに、プロセッサ６０８は、トラフィックを別のネットワー
ク接続されたｆＢＳ装置（例えば、他のネットワーク接続されたｆＢＳ装置のうちの少な
くとも１つは、移動体装置６００に関連付けられたトラフィックを運ぶためのものである
）にルーティングするようｆＢＳ装置に指示するための命令を実行するために、装置メモ
リ６１０に格納されたアプリケーション・モジュール６１２にアクセスすることができる
。その結果、プロセッサ６０８は、ｆＢＳネットワーク環境においてセルラー・ハンドオ
フを容易にすることができる。
【００４９】
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　上記に加えて、プロセッサ６０８は、受信データを、（例えば直接、または別のｆＢＳ
によって）送信機６２０によってブロードキャストされたデータ内の１つまたは複数のｆ
ＢＳ装置に転送する旨の命令を含むことができる。例えば、プロセッサ６０８は、（例え
ば第２のｆＢＳが移動体装置６００の範囲内にあることを決定することによって）移動体
装置６００のこうしたトラフィックを運ぶための少なくとも第２のｆＢＳによって受信す
ることができるセルラー・トラフィックの第２の部分のブロードキャストを容易にするこ
とができる。あるいは、プロセッサ６０８は、送信すべきデータの第２の部分を第３のｆ
ＢＳに向け、（例えば、ブロードキャスト・データに含まれる命令によって）データを第
２のｆＢＳにルーティングするよう第３のｆＢＳに指示することができる。命令は、ｆＢ
Ｓ装置に関連付けられている同時発生の伝送パラメータに基づいて生成することができる
。
【００５０】
　移動体装置６００は、プロセッサ６０８に動作可能に結合され、送信、受信などを行う
べきデータを格納することができる装置メモリ６１０をさらに備えることができる。さら
に、メモリ６１０は、移動体装置６００のアプリケーション・モジュールを格納すること
ができる。アプリケーション・モジュール６１２および送信マッピング・アプリケーショ
ン６１４は、装置メモリ６１０内に格納される２つのこうしたモジュールとすることがで
きる（以下を参照）。
【００５１】
　本明細書に記載したデータストア（例えば装置メモリ６１０）は、揮発性メモリまたは
不揮発性メモリのいずれかとすることができる、または揮発性および不揮発性メモリの両
方を含み得ることを理解されたい。不揮発性メモリには、それだけには限定されないが一
例として、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プ
ログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッ
シュメモリなどがある。揮発性メモリには、ランダム・アクセスメモリ（ＲＡＭ）などが
あり、これは外部キャッシュ・メモリとして働く。ＲＡＭは、それだけには限定されない
が一例として、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シ
ンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブル・データ・レートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤ
ＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、
およびＤｉｒｅｃｔ　Ｒａｍｂｕｓ　ＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）など多くの形態で使用可能で
ある。対象のシステムおよび方法のメモリ（例えば装置メモリ６１０）は、それだけには
限定されないが、これらおよび他の任意の適したタイプのメモリを備えるものとする。
【００５２】
　アプリケーション・モジュール６１２は、装置メモリ６１０に格納され、ｆＢＳが隣接
ｆＢＳにセルラー・トラフィックをルーティングするための命令を生成するように構成さ
れ得る。例えば、アプリケーション・モジュール６１２は、メモリ（６１０）におけるデ
ータストアにアクセスし、移動体装置６００に関係するｆＢＳを識別することができる。
関連のｆＢＳ装置を識別し、セルラー・ネットワークへの転送のために、トラフィックが
こうした装置に転送されるよう要求する命令を生成し、ｆＢＳネットワークに（例えばプ
ロセッサ６０８、変調器６１８および／または送信機６２０によって）送信することがで
きる。さらに、ルーティング命令は、（例えば、送信マッピング・アプリケーション６１
４によって決定される）ｆＢＳネットワークにおける１つまたは複数のｆＢＳの同時発生
の伝送パラメータに基づいて、アプリケーション・モジュール６１２によって生成するこ
とができる。特に、アプリケーション・モジュール６１２は、伝送パラメータを参照し、
受信側ｆＢＳからのトラフィックを関連のｆＢＳに向けるための最も効率的な経路を決定
することができる。
【００５３】
　装置メモリ６１０には、送信マッピング・アプリケーション６１４も格納される。送信
マッピング・アプリケーション６１４は、移動体装置６００とｆＢＳネットワークとの間
の無線通信に関連付けられている伝搬、負荷、ＱｏＳ、可用性、消費電力、または干渉の
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パラメータ、またはこうしたパラメータの組み合わせを監視するように構成することがで
きる。例えば、送信マッピング・アプリケーション６１４は、アンテナ６０２で受信され
たおよび／または送信機６２０によって送信された送信情報を監視し、移動体装置６００
に関係するパラメータを決定し、監視されたパラメータに基づいて送信マップ６１６をコ
ンパイルすることができる。さらに、送信マッピング・アプリケーション６１４は、ｆＢ
Ｓネットワークにおける１つまたは複数のｆＢＳ装置に転送することができるクエリを生
成することができる。こうしたクエリに対する応答は、様々なｆＢＳ装置に関する送信情
報を含むように送信マップ６１６を変更するために使用することができる。あるいは、ま
たはさらに、関連のセルラー・ネットワークでコンパイルされたｆＢＳネットワークに関
連する送信情報を受信するために、クエリをｆＢＳ集積器に送信することができる。さら
に、送信マップ６１６は、同時発生の伝送の特徴を示す動的マップを作成するために、定
期的に更新することができる。次いで送信マップ６１６は、こうした動的パラメータに基
づいて、適したｆＢＳアクセス・ポイントを決定するために参照することができる。
【００５４】
　移動体装置６００は、変調器６１８、および例えば信号（例えば送信データパケットを
含めて）を基地局（例えばｆＢＳまたはｆＢＳ群）、アクセス・ポイント、別の移動体装
置、リモートエージェントなどに送信する送信機６２０をさらに備える。プロセッサ６０
８とは別個のものとして示されているが、アプリケーション・モジュール６１２および送
信マッピング・アプリケーション６１４は、例えば、キャッシュ・メモリに格納されたプ
ロセッサ６０８の一部分またはいくつかのプロセッサ（図示せず）とすることができるこ
とを理解されたい。
【００５５】
　図７は、システム・オペレータが、マクロ・セル移動体ネットワーク１００および局在
通信システム２００など、共存する通信システムにおいて動作する移動体装置に周波数を
割り当てるための方法を示すフロー図である。図７に示されるステップは、図１１に示さ
れるハードウェアを使用して達成することができるが、図７のプロセスを実施するために
多くの他のハードウェアおよび／またはソフトウェア構成を定義することができることを
当業者であれば容易に理解されよう。
【００５６】
　ステップ７００において、マクロ通信システム１００および局在通信システム２００の
両方によって使用される少なくとも１つの共通周波数が定義される。ステップ７０２にお
いて、関連の周波数およびネットワーク識別情報の第１の優先順位リストがシステム・オ
ペレータによって生成される。第１の優先順位リストは、少なくとも２つの入力、すなわ
ちマクロ通信システム１００に関連する第１の入力、および局在通信システム２００に関
連する第２の入力を備える。第１および第２の入力はそれぞれ、図８ａに示されるように
、共通周波数を列挙する。次に、ステップ７０４に示されるように、関連の周波数および
ネットワーク識別情報の第２の優先順位リストが生成され、第２の優先順位リストは、マ
クロ通信システム１００に関連する少なくとも１つの入力を備え、局在通信システム２０
０に関連する入力を備えていない。ステップ７０６において、第１の優先順位リストは、
マクロ通信システムまたは局在通信システムのいずれかを使用して通信することを許可さ
れた第１の移動体装置に提供され、ステップ７０８において、第２の優先順位リストは、
第２の移動体装置に提供され、第２の移動体装置は、局在通信システムを使用して通信す
ることを許可されていない。当然、システム・オペレータは、一般に、第１および第２の
リストを多くの移動体装置に提供し、移動体装置の中には、マクロ通信システム１００ま
たは局在通信システム２００のいずれかと通信することを許可されているものもあれば、
マクロ通信システム１００と通信することのみ許可されているものもある。
【００５７】
　当分野において、一般にローミング・ビジネス・ルールによって指定される戦略に従っ
て、現在の動作エリアにおいて、移動端末またはＵＥが、使用可能な任意のネットワーク
／サブ・ネットワークから最高の通信オプションを選択できるようにするための優先順位
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リストがよく知られている。ＰＲＬは、通常、プロビジョニング状態中に移動体端末に提
供されるか、移動体装置のユーザによって無線で更新される。優先順位リストは、通常、
移動体装置におけるメモリの一部分に格納されるファイルである。
【００５８】
　上述した優先順位リストは、一般に、周波数および関連のネットワークおよび／または
サブ・ネットワーク識別情報の入力を備え、各入力は、優先順位コードが割り当てられて
いる。優先順位コードは、通常、任意の特定のネットワークにおける操作のコストに基づ
いて、関連のネットワーク／サブ・ネットワークおよび／または周波数を使用するよう移
動体装置に命令する。優先順位リストは、一般に、よく知られているＳＩＤ／ＮＩＤコー
ドを使用した１つまたは複数のマクロ通信システム（すなわち、Ｖｅｒｉｚｏｎ　Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓによって操作されるＣＤＭＡシステム、Ｓｐｒｉｎｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓによって操作されるＣＤＭＡシステム、Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓによって操作されるＴＤＭＡシステム、またはＡＴ＆Ｔによって操作されるＧ
ＳＭシステムなど）に関する情報を含む。
【００５９】
　上述したように、共有周波数の概念を実施することを望むシステム・オペレータは、あ
るタイプの優先順位リストを、デュアル・システム機能を有する移動体装置（すなわち、
マクロ・システムおよびフェムト・セル）、および別のタイプを、フェムト・セルにアク
セスすることが禁止されている移動体装置に提供する。図８ａには、デュアル・システム
機能を有する移動体装置に提供される第１のタイプの優先順位リストが示されており、図
８ｂは、図８ａの優先順位リストにおいて識別される共有周波数に関連付けられるフェム
ト・セルにアクセスすることが禁止されている移動体装置に提供される簡略化された優先
順位リストを示している。
【００６０】
　図８ａの優先順位リストは、少なくとも１つの局在通信システム（フェムト・セルなど
）に関する情報、すなわち周波数情報、ネットワーク／システム識別子（ＳＩＤ／ＮＩＤ
コード）、優先順位番号などを備える。特に、図８ａは、３つの入力を示し、各入力は、
周波数列、ネットワーク／サブ・ネットワーク識別子列、および優先順位列を有する。こ
の第１の実施形態に関する優先順位リストに含まれ得る他の情報は、簡潔にするために省
略されている。優先順位リストは、図８ａに示されるものより多いまたは少ない数の入力
を有していてもよいことを理解されたい。また、識別子列は、通常、特定の通信システム
およびそのサブシステムまたはネットワークを識別するよく知られているＳＩＤ／ＮＩＤ
コードを列挙することも理解されたい。例えば、図８ａにおいて、ＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ１

は、Ｖｅｒｉｚｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓによって操作されるＣＤＭＡ通信システム（ＳＩ
ＤＭ）におけるネットワーク（ＮＩＤＭ１）を表し、ＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ２は、Ｖｅｒｉ
ｚｏｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓによって操作される同じＣＤＭＡ通信システムにおいて動作し
ている第２のネットワークを表し得る。ＳＩＤＭ／ＮＩＤＦは、フェムト・セルなどの局
在通信システムを表す。図８ａの他のバリエーションにおいて、定義されている１つのマ
クロ・セル移動体装置より多くのものが存在していてもよいことを理解されたい。
【００６１】
　周波数列は、移動体端末がハッシュする１つまたは複数の周波数を列挙する。周波数は
、通常、移動体装置に／からシステム・オーバーヘッド情報を通信するために使用される
。例えば、図８ａおよび図８ｂに列挙される周波数は、ページングチャネルに関連する周
波数を表し得る。移動体装置は、一般に、特定の移動体端末に向けられるページをリッス
ンするために優先順位リストに列挙される周波数のうちの１つにハッシュする。ページは
通常、例えば音声またはデータを送受信するためなど、移動体装置がアクティブな通信中
に使用するための周波数および／またはチャネル情報を含む。アクティブな通信の期間中
に移動体装置によって使用される周波数は、優先順位リストに列挙された周波数のうちの
任意のものとは異なり得る。アクティブな通信セッションが終了すると、移動体装置は、
一般に、優先順位リストに列挙された周波数のうちの１つにハッシュする。
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【００６２】
　図８ａに戻ると、入力番号３は、移動体端末がＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ１によって定義され
るカバレージ・エリア内で現在動作しており、移動体装置が任意の他の通信システムの範
囲内にない場合にハッシュする４つの可能な周波数を示す。しかし、移動体端末がＳＩＤ

Ｍ／ＮＩＤＭ１およびＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ２の動作範囲にあることを決定した場合、優先
順位インジケータは、移動体端末がＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ１ではなくＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ２

に属する周波数Ｆ５にハッシュすることを指示する。同様に、移動体端末がＳＩＤＭ／Ｎ
ＩＤＭ１、ＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ２、およびＳＩＤＭ／ＮＩＤＦの動作範囲内にある場合、
優先順位インジケータは、移動体装置が移動体装置の範囲内のフェムト・セルを定義する
ＳＩＤＦ／ＮＩＤＭ２に属する周波数Ｆ５にハッシュすることを指示する。
【００６３】
　図８ａにおいて、周波数Ｆ５は、マクロ通信システム（ＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ２によって
定義される）およびフェムト・セル（ＳＩＤＦ／ＮＩＤＭ２によって定義される）の両方
に使用可能なハッシュ対象周波数（hash-to frequency）として列挙されることに留意さ
れたい。しかし、周波数Ｆ５の優先順位は、フェムト・セルではより高い「１」であり、
マクロ通信システムではより低い優先順位「２」であることにも留意されたい。これが意
味することは、マクロ通信システムおよびフェムト・セルがいずれも使用可能であるエリ
アにおいて移動体端末が動作している場合、移動体端末は、一般に、入力番号１を選択し
、周波数Ｆ５にハッシュし、フェムト・セルに関連付けられている１つまたは複数の通信
チャネルを監視／使用することである。しかし、移動体端末がＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ１によ
って定義されるマクロ通信システム、およびＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ２によって定義されるマ
クロ通信システムによってカバーされるエリアにおいて動作している場合、移動体は、入
力番号２（優先順位に基づいて）を選択し、周波数Ｆ５（フェムト・セルによって使用さ
れる同じ周波数）にハッシュし、しかしマクロ通信システムに関連付けられた１つまたは
複数のチャネル（すなわち、マクロ通信システムに関連付けられた基地局）を監視／使用
する。
【００６４】
　第１の実施形態のわずかな変形体において、再度図８ａを使用すると、移動体端末は、
まず、入力番号２を（現在使用可能なネットワークおよび優先順位レベルに基づいて）選
択し、周波数Ｆ５を介してマクロ通信システムを監視することができる。移動体端末が次
に、これもまた周波数Ｆ５において動作しているフェムト・セルの範囲内で動作する場合
、移動体端末は、ＢＳＲなどよく知られているアイドル・ハンドオフ原理を使用すること
によって、フェムト・セルを使用した通信に切り替えることができる。例えば、移動体端
末は、ＰＳＭＭ信号がフェムト・セルからのパイロット信号がある閾値を超えることを示
す場合、フェムト・セルに切り替えることができる。
【００６５】
　別の実施形態において、移動体装置は、共有周波数を監視しているとき、同期およびペ
ージングもサポートし得るビーコンまたはパイロット信号を受信することができる。ビー
コンは、移動体装置の範囲内のフェムト・セルの存在に関する情報を運ぶ。ビーコンは、
一般に、操作のマクロチャネルと共存するフェムト・セル操作のチャネル以外のチャネル
を介してフェムト・セルと同じサービスエリアで送信される。この場合、（すなわち、マ
クロ・セル移動体システム１００による通信プロトコルを使用して）通信のマクロモード
において共有周波数（この場合、Ｆ５）を監視している間、移動体装置は、周波数Ｆ５を
介してフェムト・セルからビーコンを受信する。別の実施形態において、移動体装置は、
共有周波数以外の他の１つまたは複数の周波数を監視しながら、ビーコンを受信すること
ができる。ビーコンは、移動体を動作のフェムト・チャネルに転送することができるパイ
ロット、同期、およびページングのチャネルから成り、それによって移動体はフェムト・
セルを取得することができる。移動体装置が予め定められた閾値を超えるビーコンからパ
イロット信号を検出すると、移動体は、ビーコンのアイドル・ハンドオフを実行し、新し
く取得された任意のパイロットと同様にビーコンによって送信されるオーバーヘッド情報
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を読み取るよう要求される。一実施形態において、ページングチャネルを介して、ＣＣＬ
Ｍメッセージ（ＣＤＭＡチャネルリスト・メッセージ）が移動体装置によって受信される
。別の実施形態において、ＧＳＲＤＭ／ＳＲＤＭメッセージ（（グローバル）サービスリ
ダイレクションメッセージ）が受信される。これらのメッセージは、メッセージで指定さ
れた周波数に、すなわち、フェムト・セルによって使用される周波数に移動体を移動させ
るために、移動体装置によって使用される。
【００６６】
　図９ａおよび図９ｂは、上述した実施形態で使用される優先順位リスト例を示す。図９
ａにおいて、テーブル９００は、優先順位リストの１つの配列を示し、周波数Ｆ５および
Ｆ６を、同じフェムト・セルに属し、優先順位「１」、すなわち最も高い優先順位を有す
るものとして示す。別の代替の配列において、図９ｂは、テーブル９０２の周波数Ｆ５を
、マクロ・セル移動体ネットワーク１００に属し、優先順位「１」を有するものとして示
し、周波数Ｆ６は、局在通信システムまたはフェムト・セルに属し、これもまた最も高い
優先順位を有するものとして示されている。別の構成において、Ｆ６は、優先順位リスト
に列挙されていない。
【００６７】
　図８ｂは、指定された共有周波数、この場合、周波数Ｆ５において動作するフェムト・
セルにアクセスすることができない移動体装置に提供される優先順位リストを示す。より
多くの数の入力を図８ｂの優先順位リストにおいて定義することができることを理解され
たい。さらに、図８ｂの優先順位リストにおける各入力は、より多くのまたはより少ない
数の周波数を含み得る。この場合、１つの入力のみ示されており、ＳＩＤＭ／ＮＩＤＭ１

に関する周波数Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３、Ｆ４が列挙されている（しかし、他の例において、優
先順位リストは、同じまたは他のマクロ・セルネットワークに関する１つまたは複数のハ
ッシュ対象周波数をそれぞれ有する複数の入力を備えていてもよい）。図８ｂのリストが
提供された移動体端末は、その現在の動作エリアにおける使用可能なネットワークおよび
／またはサブ・ネットワーク、および優先順位リストにおける各入力に関連付けられた優
先順位レベルに基づいて優先順位リストに列挙される周波数のうちの１つにハッシュする
。システム・オペレータは、図８ａの優先順位リストを、デュアル・システム許可を有す
る移動体装置に提供し、図８ｂの優先順位リストを、デュアル・システム許可を有してい
ない移動体装置に提供する。
【００６８】
　システム・オペレータは、いくつかの異なる無線装置に提供すべき図８ａ、８ｂ、９ａ
および９ｂに示される優先順位リストのうちの多くの変形体を有していてもよいことを理
解されたい。例えば、システム・オペレータは、図８ａに示されるものに似たいくつかの
優先順位リストを定義することができ、各リストは、共有チャネルとして専用の１つまた
は複数の周波数を識別する。優先順位リストのうちの１つに列挙された共有周波数は、他
のリストにおいて定義される共有周波数と同じでもよく、または異なっていてもよい。さ
らに、システム・オペレータは、図８ｂに示されるものに似た任意の数の優先順位リスト
を定義することができ、各リストは、移動体装置から使用可能なマクロ・セル周波数のみ
を示す。これらのリストのそれぞれは、異なる数の入力、および入力ごとに定義される異
なる数の周波数を有し得る。
【００６９】
　図１０は、マクロ通信システムおよびフェムト・セルを備える、共存する無線通信シス
テムにおける移動体端末のための効率的な周波数の割当てのための一実施形態のフロー図
を示す。移動体端末への参照は、図６に関連付けられる。
【００７０】
　ステップ１０００において、優先順位リストは、例えば、マクロ・ネットワークおよび
フェムト・セルを介して通信することができる移動体端末６００において、受信機６０４
によって受信され、この例では、図８ａに示されるように、情報を格納している。優先順
位リストは、少なくとも１つのマクロ・セル通信システムおよびフェムト・セルに関連す
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る情報を備える。例えば、図８ａにおいて、第３の入力は、複数の周波数インジケータ（
移動体装置がハッシュし得るいくつかの周波数を表す）、複数の周波数インジケータに関
連付けられている第３のネットワーク／サブ・ネットワーク識別子、および第３の優先順
位インジケータを備える。第２の入力は、第２の周波数インジケータ（複数定義されても
よい）、第２のネットワーク／サブ・ネットワーク識別子、および第２の優先順位インジ
ケータを備えていてよく、第２の入力は、マクロ・ネットワークに対応する。第１の入力
は、第２の周波数表示、第１のネットワークおよび／またはサブ・ネットワーク識別子、
および第１の優先順位インジケータを備え、第３の入力はフェムト・セルに対応する。第
２の周波数は、マクロ通信システムおよびフェムト・セルの両方によって使用され、本明
細書では共通周波数と呼ばれることに留意されたい。一般に、マクロ通信システム計画の
取り組みは、周波数を特定のサービス・プロバイダに属する様々な基地局およびフェムト
・セルに割り当て、こうした場合、マクロ通信システムとフェムト・セルとの間の共通周
波数が予め設けられる。他の実施形態において、フェムト・セルおよびマクロ通信システ
ムが同じ周波数を使用することは、偶然である場合がある。
【００７１】
　いずれにせよ、優先順位リストは、ステップ１０００として示されるマクロ通信システ
ムまたはフェムト・セルを介して通信することができる移動体装置によって受信される。
優先順位リストは、メモリ装置６１２に保存され得る。優先順位リストは、無線装置の製
造時にプロビジョニングされるか、他の任意のときに提供され得る。例えば、無線装置の
ユーザが＊２２８などの予め定められたフィーチャー・コードを入力すると、優先順位リ
ストが無線で無線装置に提供され得る。あるいは、優先順位リストは、優先順位リストを
無線装置に直接ダウンロードするために、コンピュータと無線装置との間に接続されたケ
ーブルを使用することによって無線装置に提供され得る。
【００７２】
　優先順位リストが受信された後、プロセッサ６０８は、ステップ１００２として示され
るように、共通周波数を使用して第１のマクロ通信システムと通信しながら、共通周波数
において局在通信システムを検索する。ステップ１００４で、局在通信システムが範囲内
にあると決定されると、少なくともプロセッサ６０８および送信機６２０は、共通周波数
を使用して、局在通信システムと通信するために使用される。
【００７３】
　図１０に示されるプロセスに関連して移動体端末６００によってとられる他の可能なア
クションについて、以下のように説明する。優先順位リストが無線装置に提供されると、
無線装置は、ある時点で、当業者には一般に知られている技術を使用して、移動体端末の
範囲内の１つまたは複数の使用可能なネットワークを決定することができる。例えば、図
６において、これは、受信機６０４、プロセッサ６０８、および装置メモリ６１２の組み
合わせによって達成することができる。図３を参照すると、これは、位置決定装置３１６
（および移動体端末６００に固有のプロセッサおよびメモリ）を使用して達成することが
できる。
【００７４】
　プロセッサ６０８は、移動体端末の範囲内の使用可能なネットワーク、および装置メモ
リ６１２に格納された優先順位リスト内に含まれる優先順位インジケータに基づいて、使
用すべき周波数および通信タイプ（すなわちマクロまたはフェムト）を選択する。例えば
、２つのネットワークが移動体装置の範囲内にある場合、移動体装置は、（ある場合）２
つのネットワークのうちのどちらを使用することができるか、および両方のネットワーク
を使用できる場合、どのネットワークにより高い優先順位が割り当てられているかを決定
するために優先順位リストを調べる。次いで移動体装置は、一般に、選択されたシステム
／サブシステムに属する優先順位リストに列挙されている周波数のうちの１つにハッシュ
する。移動装置によって見つけられるシステム／サブシステムのうちの１つが共有周波数
Ｆ５を備える場合、移動体は、Ｆ５の監視を開始する。一実施形態において、周波数Ｆ５
を監視する移動体装置は、マクロ・セル移動体ネットワーク１００によるプロトコルを使
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用して、それを行う。別の実施形態において、移動体装置は、周波数Ｆ５において送信を
行うフェムト・セルを発見するため、フェムト・セルまたは局在通信システム２００に関
連付けられたプロトコルに従って周波数Ｆ５の監視を開始する。
【００７５】
　移動体装置が共有周波数Ｆ５を監視しており、マクロ・セル移動体ネットワーク１００
と通信している実施形態において、移動体装置は、ＢＳＲまたは一般のアイドル・ハンド
オフ手順など、よく知られているハンドオフ技術を使用して無線装置の範囲内のフェムト
・セルまたは局在通信システム２００（またはフェムト・セル・ビーコン）を見つけよう
と試みることができる。これは、上記のアクションを実行するために、装置メモリ６１２
内に格納されたコードとの組み合わせでプロセッサ６０８を使用して達成される。有利に
は、移動体装置は、局在通信システムを検索するために、引き続き共有周波数Ｆ５を使用
し、それによってフェムト・セルを検索するために、周波数を切り替える必要性がなくな
る。
【００７６】
　フェムト・セルが発見されると、移動体装置は、周波数Ｆ５を引き続き監視／使用する
が、優先順位リストに列挙されているフェムト・セルの優先順位レベルがより高い（優先
順位１）ために、マクロ・セル移動体ネットワーク１００ではなく、フェムト・セルとの
通信を開始する。
【００７７】
　別の実施形態において、移動体端末が特定の周波数でマクロ・セル移動体ネットワーク
１００との通信に積極的に参加しており、同じ周波数上で動作する局在通信システム２０
０またはフェムト・セルからの干渉を受ける可能性がある、上述したような共存する通信
システムの場合があり得る。この場合、マクロ・セル移動体ネットワーク１００からフェ
ムト・セルに進行中の通信を転送することは望ましくない、またはおそらく可能ではない
。例えば、移動体端末は、局在通信システムとの通信が未許可であり得る、または局在通
信システムと物理的に通信することができない、または特定の局在通信システムは、特定
の移動体端末に立入禁止である場合がある。
【００７８】
　いずれにせよ、移動体端末６００などの移動体端末は、上述したように、マクロ通信シ
ステムおよび局在通信システムの両方に共通の第１の周波数を使用してマクロ通信システ
ムとの第１のアクティブな通信に従事することができる。移動体端末は、共通周波数上で
動作する第２の移動体端末またはフェムト・セルの近くに配置される場合、高レベルの干
渉を経験し得る。移動体端末は、当技術分野でよく知られている技術に基づいて、干渉レ
ベルを検出し、測定し、予め定められた閾値を超える測定された干渉を比較する。例えば
、図６の移動体端末は、測定および比較を実行するために、プロセッサ６０８を受信機６
０４、装置メモリ６１２と共に使用することができる。
【００７９】
　測定された干渉が予め定められた閾値を超える場合、移動体端末は、例えば送信機６２
０を使用して、マクロ・セル移動体ネットワーク１００にこのイベントの表示を送信する
。別の実施形態において、移動体端末は、干渉レベルが予め定められた閾値を超えるかど
うかを決定することなく、単に、測定された干渉レベルをマクロ・セル移動体ネットワー
ク１００に送信する。この場合、例えば、マクロ・セル移動体ネットワーク１００内に配
置されるプロセッサによって、マクロ・インフラストラクチャで比較が行われる。
【００８０】
　次いで移動体端末は、受信機６０４を介して、予め定められた閾値を超える干渉レベル
に基づいて第２のマクロ周波数にアクティブな通信を転送する旨の命令を受信する。これ
は一般に、プロセッサ６０８が当分野でよく知られている技術を使用して異なる周波数に
進行中の通信を転送することによって達成される。アクティブな通信を第２の周波数に移
動させる旨の命令は、一般に、現在の周波数の動作において干渉レベルが超えていないこ
とを移動体装置によって警告された後、移動体オペレータ・コア・ネットワーク２５０内
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に配置されるネットワーク機器によって提供される。しかし、別の実施形態において、移
動体端末は、装置メモリ６１２内において予め定められ、格納されたこうした命令を有し
得る。
【００８１】
　図１１は、共存する通信システムにおいて動作する移動体装置に周波数を割り当てるた
めのマクロ・システム・オペレータによって使用されるハードウェアシステムを示す。プ
ロセッサ１１０２、格納装置１１０４、ユーザ・インターフェース１１０６、送信機１２
０８、およびＵＥインターフェース１１１０を備えるシステム１１００が示されている。
システム・オペレータが共存する通信システムで動作する移動体装置に周波数を割り当て
るために、図１１に示されるコンポーネントのすべてが必要ではないことを理解されたい
。コンポーネントはシステム１１００の様々な実施形態に表示されるので、コンポーネン
トの一部が示されている。
【００８２】
　システム１１００は、一般に、マクロ通信システムおよび局在通信システム、例えばフ
ェムト・セルに共通の少なくとも１つの周波数を定義するために、マクロ・システム・オ
ペレータから情報を受信するユーザ・インターフェース１１０６を備える。別の実施形態
において、ユーザ・インターフェース１１０６は、一般に、周波数の割当て、ローミング
・リスト、基地局情報など、システム全体のプロパティに関して、様々なマクロ・システ
ム計算を行うコンピュータに接続するためのハードウェアおよび／またはソフトウェアを
備える。いずれにせよ、共通周波数は、一般に、システム全体の計画原理に従って選択さ
れ、一般に、フェムト・セルの動作周波数など、少なくとも１つのフェムト・セルに関す
る情報を必要とする。
【００８３】
　プロセッサ１１０２は、ユーザ・インターフェースから共通周波数情報を受信し、関連
の周波数およびネットワーク識別情報の第１の優先順位リストを生成し、第１の優先順位
リストは、少なくとも２つの入力を備える。第１の入力は、第１のマクロ通信システムに
関連し、第２の入力は、局在通信システムに関連する。第１および第２の入力はそれぞれ
、少なくとも１つの共通周波数を列挙する。こうしたリストの一例は、図８ａに示される
。プロセッサ１１０２は、さらに、第１の優先順位リストを生成するために、格納装置１
１０４に格納された情報を使用することができる。
【００８４】
　プロセッサ１１０２は、関連の周波数およびネットワーク識別情報の第２の優先順位リ
ストも生成し、第２の優先順位リストは、第１のマクロ通信システムに関連する少なくと
も１つの入力を備え、局在通信システムに関連する入力を備えていない。こうしたリスト
の一例は、図８ｂに示される。この場合もまた、プロセッサ１１０２は、第２の優先順位
リストを生成するために、格納装置１１０４に格納された情報を使用することができる。
【００８５】
　第１のリストは、マクロ通信システムまたは局在通信システムと通信することを許可さ
れている移動体端末に提供される。これは、顧客によって購入されたときに使用可能にな
るように、移動体端末にプログラミング情報を最初に提供する段階である、移動体端末の
生産のプロビジョニング段階中に通常使用されるリストをＵＥインターフェース１１１０
に提供することによって達成することができる。ＵＥインターフェース１２１０は、生産
のプロビジョニング段階におけるプロセッサ１２０２と移動体端末との間のよく知られて
いる任意のインターフェースを備える。
【００８６】
　ＵＥインターフェース１１１０に加えて、あるいは代わりに、第１のリストは、送信機
１１０８を使用して移動体端末に無線で提供され得る。これは、無線装置のユーザが＊２
２８など予め定められたフィーチャー・コードを入力後、移動体端末に無線で提供された
情報のよく知られている技術である。
【００８７】
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　第２のリストは、局在通信システムを使用して通信することを許可されていない移動体
端末に提供される。第２のリストは、送信機１１０８および／またはＵＥインターフェー
ス１１１０を使用して上述した方法のいずれかまたは両方で未許可の移動体端末に提供さ
れる。
【００８８】
　図１２は、共存する通信システムにおける移動体端末に対する周波数の割当てのための
装置１２００を示す。装置１２００は、一般に、ユーザ機器（ＵＥ）内に少なくとも部分
的に存在する。装置１２００は、コンピューティング・プラットフォーム、プロセッサ、
ソフトウェア、またはその組み合わせ（例えばファームウェア）によって実施される機能
を表す機能ブロックとすることができる機能ブロックを含むものとして表されることを理
解されたい。本明細書に記載した様々な実施形態の様々な態様を実施するために、図１２
に示される機能ブロックのすべてが必要とは限らないことも理解されたい。
【００８９】
　装置１２００は、一緒に動作することができる電気コンポーネントの論理グループ１２
０２を含む。例えば、論理グループ１２０２は、関連の周波数およびネットワーク識別情
報の優先順位リストを受信するための１つまたは複数の電子コンポーネント１２０４を含
み、優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力が第１のマクロ通信シス
テムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、第１および第２の入力がそれぞ
れ少なくとも１つの共通周波数を列挙する。装置１２００は、さらに、共通周波数を使用
して第１のマクロ通信システムと通信しながら、共通周波数において局在通信システムを
検索するための１つまたは複数の電子コンポーネント１２０６を含む。最後に、装置１２
００は、局在通信システムが範囲内にあると決定されると、共通周波数を使用して局在通
信システムと通信するための１つまたは複数の電子コンポーネント１２０８を含む。
【００９０】
　装置１２００は、局在通信システムが無線端末の範囲内にあることを決定するための１
つまたは複数の電子コンポーネント１２１０をさらに含み得る。さらに、装置１２００は
、局在通信システムからビーコンを捜し出すための１つまたは複数の電子コンポーネント
１２１２、およびビーコンによって識別された周波数に通信を転送するための１つまたは
複数の電子コンポーネント１２１４を備えることができ、周波数は、局在通信システムに
関連付けられている。最後に、装置１２００は、電子コンポーネント１２０４～１２１４
に関連付けられている機能を実行するための命令を保持するメモリ１２１６を含み得る。
メモリ１２１６の外部として示されているが、１つまたは複数の電子コンポーネント１２
０４～１２１４は、メモリ１２１６内に存在し得ることを理解されたい。
【００９１】
　図１３は、マクロ・システム・オペレータによって使用される共存する通信システムに
おける移動体端末に対する周波数の割当てのための装置を示す。装置１３００は、一般に
、移動体オペレータ・コア・ネットワーク２５０内に少なくとも部分的に存在する。装置
１３００は、コンピューティング・プラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、また
はその組み合わせ（例えばファームウェア）によって実施される機能を表す機能ブロック
とすることができる機能ブロックを含むものとして表されることを理解されたい。本明細
書に記載した様々な実施形態の様々な態様を実施するために、図１３に示される機能ブロ
ックのすべてが必要とは限らないことも理解されたい。
【００９２】
　装置１３００は、一緒に動作することができる電気コンポーネントの論理グループ１３
０２を含む。例えば、論理グループ１３０２は、第１のマクロ通信システムおよび局在通
信システムによって使用されるように共通周波数を定義するための１つまたは複数の電子
コンポーネント１３０４を含み得る。装置１３００は、関連の周波数およびネットワーク
識別情報の第１の優先順位リストであって、第１の優先順位リストが少なくとも２つの入
力を備え、第１の入力が第１のマクロ通信システムに関連し、第２の入力が局在通信シス
テムに関連し、第１および第２の入力がそれぞれ共通周波数を列挙する、第１の優先順位
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リストを生成し、関連の周波数およびネットワーク識別情報の第２の優先順位リストであ
って、第２の優先順位リストが、第１のマクロ通信システムに関連する少なくとも１つの
入力を備え、局在通信システムに関連する入力は備えていない、第２の優先順位リストを
生成するための１つまたは複数の電子コンポーネント１３０６をさらに含む。装置１３０
０は、第１の優先順位リストを、第１のマクロ通信システムまたは局在通信システムのい
ずれかを使用して通信することを許可されている第１の移動体装置に提供し、第２の優先
順位リストを、局在通信システムを使用して通信することを許可されていない第２の移動
体装置に提供するための１つまたは複数の電子コンポーネント１３０８をさらに含む。最
後に、装置１３００は、電子コンポーネント１３０４～１３０８に関連付けられている機
能を実行するための命令を保持するメモリ１３０８を含み得る。メモリ１３１０の外部と
して示されているが、１つまたは複数の電子コンポーネント１３０４～１３０８は、メモ
リ１３１０内に存在することができることを理解されたい。
【００９３】
　図１４は、共存する通信システムにおける移動体端末に対する周波数の割当てのための
装置の別の実施形態を示す。装置１４００は、一般に、ユーザ機器（ＵＥ）内に少なくと
も部分的に存在する。装置１４００は、コンピューティング・プラットフォーム、プロセ
ッサ、ソフトウェア、またはその組み合わせ（例えばファームウェア）によって実施され
る機能を表す機能ブロックとすることができる機能ブロックを含むものとして表されるこ
とを理解されたい。本明細書に記載した様々な実施形態の様々な態様を実施するために、
図１４に示される機能ブロックのすべてが必要とは限らないことも理解されたい。
【００９４】
　装置１４００は、一緒に動作することができる電気コンポーネントの論理グループ１４
０２を含む。例えば、論理グループ１４０２は、マクロ通信システムおよび局在通信シス
テムの両方に共通する第１の周波数を使用して移動体装置によるマクロ通信システムとの
アクティブな通信に従事するための１つまたは複数の電子コンポーネント１４０４を含む
ことができる。装置１４００は、予め定められた閾値より大きい干渉であって、局在通信
システムから出る干渉を検出するための１つまたは複数の電子コンポーネント１４０６を
さらに備える。装置１４００は、干渉レベルに基づいて第２の周波数にアクティブな通信
を転送する旨の命令を受信するための１つまたは複数の電子コンポーネント１４０８をさ
らに備える。最後に、装置１４００は、電子コンポーネント１４０４～１４０８に関連付
けられている機能を実行するための命令を保持するメモリ１４１０を含み得る。メモリ１
４１０の外部として示されているが、１つまたは複数の電子コンポーネント１４０４～１
４０８は、メモリ１４１０内に存在することができることを理解されたい。
【００９５】
　本明細書は、本発明の特定の例を記載しているが、当業者であれば、発明の概念から逸
脱することなく、本発明の変形を考案することができる。例えば、本明細書の教示は、回
路交換網要素を指すが、同様に、パケット交換ドメイン網要素に適用可能である。
【００９６】
　情報および信号は、異なる様々な技術および技法のうちの任意のものを使用して表すこ
とができることを当業者であれば理解されたい。例えば、上記の説明にわたって参照され
得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップは、電圧、電流
、電磁波、磁場、磁性粒子、光学場または光粒子、およびその組み合わせによって表され
得る。
【００９７】
　本明細書に開示した例と共に記載した様々な論理ブロック、モジュール、回路、メソッ
ド、およびアルゴリズム例を、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそ
の組み合わせとして実施することができることを、当業者であればさらに理解されたい。
ハードウェアおよびソフトウェアのこの互換性を明らかに示すために、様々なコンポーネ
ント、ブロック、モジュール、回路、メソッド、およびアルゴリズム例は、一般に機能に
関して上述してきた。こうした機能がハードウェアとして実施されるか、ソフトウェアと
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して実施されるかは、システム全体に課せられる特定のアプリケーションおよび設計制約
に依存する。当業者は、特定のアプリケーションごとに様々な方法で記載した機能を実施
することができるが、こうした実施は、本発明の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈さ
れるべきではない。
【００９８】
　本明細書に開示した例と共に記載した様々な論理ブロック、モジュール、回路例は、汎
用プロセッサ、ディ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ム可能論
理装置、個別のゲートまたはトランジスタロジック、個別のハードウェア・コンポーネン
ト、または本明細書に記載した機能を実行するように設計されたその任意の組み合わせに
よって実施または実行され得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとすることがで
きるが、代替では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロ・
コントローラ、または状態機械とすることができる。プロセッサは、コンピューティング
装置の組み合わせ、例えば、ＤＳＰおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイ
クロプロセッサ、１つまたは複数のマイクロプロセッサおよびＤＳＰコア、または任意の
他のこうした構成として実施することもできる。
【００９９】
　本明細書に開示した例との関連で記載した方法またはアルゴリズムは、ハードウェア、
プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュール、またはその２つの組み合わせ
に直接組み込むことができる。ソフトウェア・モジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュ
メモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディ
スク、取り外し式ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当分野で知られている記憶媒体の他の
任意の形式に存在し得る。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、そこ
に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合することができる。代替では、
記憶媒体は、プロセッサに一体化していてもよい。プロセッサおよび記憶媒体は、ＡＳＩ
Ｃに存在し得る。
【０１００】
　１つまたは複数の実施形態例において、記載した機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはその任意の組み合わせにおいて実施され得る。ソフトウェアに
おいて実施される場合、機能は、コンピュータ可読媒体上の１つまたは複数の命令または
コードとして格納され得る。記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の使
用可能な媒体とすることができる。一例として、こうしたコンピュータ可読媒体は、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、または他の光ディスク記憶装置、磁気ディス
ク記憶装置または他の磁気記憶装置、または、コンピュータからアクセスできる他の任意
の媒体を含み得る。本明細書で使用される場合、ディスクは、コンパクト・ディスク（Ｃ
Ｄ）（登録商標）、レーザー・ディスク（登録商標）、光ディスク、ディジタル多用途デ
ィスク（ＤＶＤ（登録商標））、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイ・
ディスク（登録商標）を含み、この場合、ディスクは、通常、データを磁気的に再生する
が、ディスクはデータをレーザーで光学的に生成する。また、上記の組み合わせもコンピ
ュータ可読媒体の範囲内に含まれるものとする。
【０１０１】
　　開示された例の上記の説明は、当業者であれば誰でも本発明を作成し、または使用で
きるように提供されている。これらの例への様々な変更は、当業者には容易に明らかであ
り、本明細書に定義された一般原則は、本発明の意図または範囲から逸脱することなく、
他の例に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書に示された例に限定されるもの
ではなく、本明細書に開示された原理および新規の特徴と合致する最も広い範囲が与えら
れるものとする。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストを受信することで
あって、前記優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力が第１のマクロ
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通信システムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、前記第１および第２の
入力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を列挙することと、
　前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信しながら、前記共通周
波数において前記局在通信システムを検索することと、
　前記局在通信システムが範囲内にあると決定されると、前記共通周波数を使用して、前
記局在通信システムと通信することと
　を備える方法。
　［２］　前記第１の入力が前記共通周波数の表示および第１のネットワーク識別子を備
え、前記第１のネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられてお
り、前記共通周波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方
に関連付けられており、
　前記第２の入力が前記共通周波数の表示および第２のネットワーク識別子を備え、前記
第２のネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する［１］に記載の方法。
　［３］　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える［１］に記
載の方法。
　［４］　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える［１］に記載の方法。
　［５］　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネットワ
ーク識別（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える［１］に記載の方法。
　［６］　前記局在通信システムと通信する前に、前記局在通信システムが移動体端末の
範囲内にあることを決定すること
　をさらに備える［１］に記載の方法。
　［７］　前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定することが、前
記局在通信システムからのビーコンを捜し出すことを備える［６］に記載の方法。
　［８］　前記ビーコンによって識別された周波数に通信を転送することであって、前記
周波数が前記局在通信システムに関連付けられていることをさらに備える［７］に記載の
方法。
　［９］　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力をさ
らに備え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優先
順位を有する［１］に記載の方法。
　［１０］　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである［
９］に記載の方法。
　［１１］　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストを格納するため
のメモリであって、前記優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力が第
１のマクロ通信システムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、前記第１お
よび第２の入力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を列挙する、メモリと、
　前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信しながら、前記共通周
波数において前記局在通信システムを検索し、前記局在通信システムが範囲内にあると決
定されると、前記共通周波数を使用して前記局在通信システムと通信するためのプロセッ
サと
　を備える装置。
　［１２］　前記第１の入力が前記共通周波数の表示および第１のネットワーク識別子を
備え、前記第１のネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられて
おり、前記共通周波数が前記マクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関
連付けられており、
　前記第２の入力が前記共通周波数の表示および第２のネットワーク識別子を備え、前記
第２のネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する［１１］に記載の装置。
　［１３］　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える［１２］
に記載の装置。
　［１４］　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える［１２］に記載の装置。
　［１５］　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネット
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ワーク識別（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える［１２］に記載の装置。
　［１６］　前記プロセッサがさらに、前記局在通信システムに関連付けられた前記通信
プロトコルを使用する前に、前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決
定するためのものである［１２］に記載の装置。
　［１７］　前記プロセッサがさらに、前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあ
ることを決定することが、前記局在通信システムからのビーコンを捜し出すことを備える
ためのものである［１６］に記載の装置。
　［１８］　前記プロセッサがさらに、前記ビーコンによって識別される周波数に通信を
転送するためのものであり、前記周波数が前記局在通信システムに関連付けられている［
１７］に記載の装置。
　［１９］　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力を
さらに備え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優
先順位を有する［１１］に記載の装置。
　［２０］　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである［
１９］に記載の装置。
　［２１］　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストを受信するため
の手段であって、前記優先順位リストが少なくとも２つの入力を備え、第１の入力が第１
のマクロ通信システムに関連し、第２の入力が局在通信システムに関連し、前記第１およ
び第２の入力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を列挙する、手段と、
　前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信しながら、前記共通周
波数において前記局在通信システムを検索するための手段と、
　前記局在通信システムが範囲内にあることが決定されると、前記共通周波数を使用して
前記局在通信システムと通信するための手段と、
　を備える装置。
　［２２］　前記第１のマクロ通信システムに関する前記情報が前記共通の周波数および
第１のネットワーク識別子を備える第１の入力を備え、前記第１のネットワーク識別が前
記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、前記共通周波数が前記第１のマクロ
通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関連付けられており、
　前記局在情報システムに関する前記情報が、前記共通周波数、第２のネットワーク識別
子、および第２の優先順位インジケータを備える第２の入力を備え、前記第２のネットワ
ーク識別子が前記局在通信システムに対応する［２１］に記載の装置。
　［２３］　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える［２１］
に記載の装置。
　［２４］　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える［２１］に記載の装置。
　［２５］　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネット
ワーク識別（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える［２１］に記載の装置。
　［２６］　前記局在通信システムに関連付けられた前記通信プロトコルを使用する前に
、前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定するための手段をさらに
備える［２１］に記載の装置。
　［２７］　前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定するための前
記手段が、前記局在通信システムからのビーコンを捜し出すための手段を備える［２６］
に記載の装置。
　［２８］　前記局在通信システムとの通信のための前記手段が、前記ビーコンによって
識別される周波数に通信を転送するための手段を備え、前記周波数が前記局在通信システ
ムに関連付けられている［２７］に記載の装置。
　［２９］　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力を
さらに備え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優
先順位を有する［２１］に記載の装置。
　［３０］　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである［
２９］に記載の装置。
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　［３１］　コンピュータに
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の優先順位リストであって、少なくとも２つ
の入力を備え、第１の入力が第１のマクロ通信システムに関連し、第２の入力が局在通信
システムに関連し、前記第１および第２の入力がそれぞれ少なくとも１つの共通周波数を
列挙する、優先順位リストを受信させ、
　前記共通周波数を使用して前記第１のマクロ通信システムと通信しながら、前記共通周
波数において前記局在通信システムを検索させ、
　前記局在通信システムが範囲内にあることが決定されると、前記共通周波数を使用して
前記局在通信システムと通信させる
　ためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
　を備えるコンピュータプログラム製品。
　［３２］　前記第１の入力が前記共通周波数および第１のネットワーク識別子を備え、
前記第１のネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、
前記共通周波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関
連付けられており、
　前記第２の入力が前記共通周波数および第２のネットワーク識別子を備え、前記第２の
ネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する［３１］に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
　［３３］　前記優先順位リストが優先ローミング・リスト（ＰＲＬ）を備える［３１］
に記載のコンピュータプログラム製品。
　［３４］　前記局在通信システムがフェムト・セルを備える［３１］に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
　［３５］　前記第１および第２のネットワーク識別子がそれぞれシステム識別／ネット
ワーク識別（ＳＩＤ／ＮＩＤ）コードを備える［３１］に記載のコンピュータプログラム
製品。
　［３６］　前記局在通信システムと通信する前に、前記局在通信システムが移動体端末
の範囲内にあることを決定する
　ためのコードをさらに備える［３１］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［３７］　前記局在通信システムが移動体端末の範囲内にあることを決定することが、
前記局在通信システムからのビーコンを捜し出すためのコードを備える［３６］に記載の
コンピュータ可読媒体。
　［３８］　前記ビーコンによって識別された、前記局在通信システムに関連付けられて
いる周波数に通信を転送する
　ためのコードをさらに備える［３７］に記載のコンピュータ可読媒体。
　［３９］　前記優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力を
さらに備え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い優
先順位を有する［３１］に記載の装置。
　［４０］　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信が同じである［
３９］に記載の装置。
　［４１］　第１のマクロ通信システムおよび局在通信システムによって使用されるよう
に共通周波数を定義することと、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の第１の優先順位リストを生成することであ
って、前記第１の優先順位リストが少なくとも２つの入力を含み、第１の入力が前記第１
のマクロ通信システムに関連し、前記第２の入力が前記局在通信システムに関連し、前記
第１および第２の入力がそれぞれ前記共通周波数を列挙することと、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の第２の優先順位リストを生成することであ
って、前記第２の優先順位リストが、前記第１のマクロ通信システムに関連する少なくと
も１つの入力を備え、前記局在通信システムに関連する入力を備えていないことと、
　前記第１の優先順位リストを、前記第１のマクロ通信システムまたは前記局在通信シス
テムのいずれかを使用して通信することを許可されている第１の移動体装置に提供するこ
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とと、
　前記第２の優先順位リストを第２の移動体装置に提供することであって、前記第２の移
動体装置が前記局在通信システムを使用して通信することを許可されていないことと
　を備える方法。
　［４２］　前記第１の入力が前記共通周波数および第１のネットワーク識別子を備え、
前記第１のネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、
前記共通周波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関
連付けられており、
　前記第２の入力が前記共通周波数および第２のネットワーク識別子を備え、前記第２の
ネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する［４１］に記載の方法。
　［４３］　前記第１の優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の
入力をさらに備え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より
高い優先順位を有する［４１］に記載の方法。
　［４４］　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信システムが同じ
である［４３］に記載の方法。
　［４５］　第１のマクロ通信システムおよび局在通信システムによって使用されるよう
に共通周波数を定義するための手段と、
　関連の周波数およびネットワーク識別情報の第１の優先順位リストであって、少なくと
も２つの入力を備え、第１の入力が前記第１のマクロ通信システムに関連し、第２の入力
が前記局在通信システムに関連し、前記第１および第２の入力がそれぞれ共通周波数を列
挙する、第１の優先順位リストを生成し、関連の周波数およびネットワーク識別情報の第
２の優先順位リストであって、前記第１のマクロ通信システムに関する少なくとも１つの
入力を備え、前記局在通信システムに関連する入力は備えていない、第２の優先順位リス
トを生成するための手段と、
　前記第１の優先順位リストを、前記第１のマクロ通信システムまたは前記局在通信シス
テムのいずれかを使用して通信することを許可されている第１の移動体装置に提供し、前
記第２の優先順位リストを、前記局在通信システムを使用して通信することを許可されて
いない第２の移動体装置に提供するための手段と、
　を備える装置。
　［４６］　前記第１の入力が前記共通周波数および第１のネットワーク識別子を備え、
前記第１のネットワーク識別子が前記第１のマクロ通信システムに関連付けられており、
前記共通周波数が前記第１のマクロ通信システムおよび前記局在通信システムの両方に関
連付けられており、
　前記第２の入力が前記共通周波数および第２のネットワーク識別子を備え、前記第２の
ネットワーク識別子が前記局在通信システムに対応する［４５］に記載の装置。
　［４７］　第１の優先順位リストが、第２のマクロ通信システムに関連する第３の入力
をさらに備え、前記第１の入力および前記第２の入力がそれぞれ前記第３の入力より高い
優先順位を有する［４５］に記載の装置。
　［４８］　前記第１のマクロ通信システムおよび前記第２のマクロ通信システムが同じ
である［４３］に記載の方法。
　［４９］　マクロ通信システムおよび局在通信システムの両方に共通する第１の周波数
を使用して移動体装置による前記マクロ通信システムとのアクティブな通信に従事するこ
とと、
　予め定められた閾値より大きい干渉を検出することであって、前記干渉が前記局在通信
システムから来ることと、
　前記干渉レベルに基づいて第２の周波数に転送するための命令を受信することと
　を備える方法。
　［５０］　マクロ通信システムおよび局在通信システムの両方に共通する第１の周波数
を使用して移動体装置による前記マクロ通信システムとのアクティブな通信に従事するた
めの手段と、
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　予め定められた閾値より大きい干渉を検出することであって、前記干渉が前記局在通信
システムから来ることと、
　前記干渉レベルに基づいて第２の周波数に前記アクティブな通信を転送するための命令
を受信することと
　を備える装置。
　［５１］　マクロ通信システムおよび局在通信システムの両方に共通の第１の周波数を
使用して、移動体装置による前記マクロ通信システムとのアクティブな通信に従事し、前
記局在通信システムから来る、予め定められた閾値より大きい干渉を検出するためのプロ
セッサと、
　前記干渉レベルに基づいて第２の周波数に前記第１のアクティブな通信を転送するため
の命令を受信するための受信機と、
　前記共通周波数および前記予め定められた閾値を格納するためのメモリと
　を備え、前記命令を受信すると、前記プロセッサが前記アクティブな通信を前記第２の
周波数に転送する装置。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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