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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高度な家庭内ノード－Ｂ（ＨｅＮＢ）であって、
　前記ＨｅＮＢの保全性の妥当性検査を行うためのプラットフォームの妥当性検査手続き
であって、前記プラットフォームの信頼性の証明をネットワークエンティティに送信する
ことを含む妥当性検査手続きを開始し、
　前記プラットフォームの妥当性検査手続きが成功するという条件であり前記ＨｅＮＢの
位置が以前のプラットフォームの妥当性検査手続き中に決定された位置と実質的に類似し
ていると決定することを含む条件で、遠隔プロビジョニング手続きにより信頼に関連する
証明書であって、前記ＨｅＮＢの構成の１つまたは複数の安全なパラメータの調整を可能
にする信頼に関連する証明書を受信し、および維持し、並びに
　前記プラットフォームの妥当性検査手続きが成功しないという条件であり前記ＨｅＮＢ
の位置が以前のプラットフォームの妥当性検査手続き中に決定された位置と異なると決定
することを含む条件で、ロッキング機能をトリガし、前記ＨｅＮＢへ接続しようとしてい
る１つまたは複数の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）へアラートメッセージを送信し、前
記ＨｅＮＢの現在の位置をレポートする通信を前記ネットワークエンティティへ送信する
　よう構成されたプロセッサ
　を備えたことを特徴とするＨｅＮＢ。
【請求項２】
　前記プロセッサは、トラステッド処理モジュールであることを特徴とする請求項１に記
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載のＨｅＮＢ。
【請求項３】
　前記プロセッサは、安全な実行環境を有することを特徴とする請求項１に記載のＨｅＮ
Ｂ。
【請求項４】
　前記プラットフォームの妥当性検査手続きが成功するという条件は、前記証明に応答し
て検証成功メッセージが受信されることをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
ＨｅＮＢ。
【請求項５】
　前記ＨｅＮＢの位置を決定することは、現在の隣接リストを検証することによって実行
されることを特徴とする請求項１に記載のＨｅＮＢ。
【請求項６】
　前記ＨｅＮＢの位置を決定することは、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを
使用することによって実行されることを特徴とする請求項１に記載のＨｅＮＢ。
【請求項７】
　高度な家庭内ノード－Ｂ（ＨｅＮＢ）での通信を安全にする方法であって、
　前記ＨｅＮＢの保全性の妥当性検査を行うためのプラットフォームの妥当性検査手続き
であって、前記プラットフォームの信頼性の証明をネットワークエンティティに送信する
ことを含む妥当性検査手続きを開始するステップと、
　前記プラットフォームの妥当性検査手続きが成功するという条件であり前記ＨｅＮＢの
位置が以前のプラットフォームの妥当性検査手続き中に決定された位置と実質的に類似し
ていると決定することを含む条件で、リモートプロビジョニング手続きにより信頼に関連
する証明書であって、前記ＨｅＮＢの構成の１つまたは複数の安全なパラメータの調整を
可能にする信頼に関連する証明書を受信し、および維持するステップと、
　前記プラットフォームの妥当性検査手続きが成功しないという条件であり前記ＨｅＮＢ
の位置が以前のプラットフォームの妥当性検査手続き中に決定された位置と異なると決定
することを含む条件で、ロッキング機能をトリガし、前記ＨｅＮＢへ接続しようとしてい
る１つまたは複数の無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）へアラートメッセージを送信し、前
記ＨｅＮＢの現在の位置をレポートする通信を前記ネットワークエンティティへ送信する
ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記プラットフォームの妥当性検査手続きが成功するという条件は、前記証明に応答し
て検証成功メッセージが受信されることをさらに含むことを特徴とする請求項７に記載の
方法。
【請求項９】
　前記ＨｅＮＢの位置を決定することは、現在の隣接リストを検証することによって実行
されることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＨｅＮＢの位置を決定することは、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを
使用することによって実行されることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、無線通信ネットワークに関し、より詳細には、高度な家庭内（ｅ）Ｎｏｄｅ
－Ｂ（Ｈ（ｅ）ＮＢ）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ）　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）プログラムの目的は、より
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少ないコストで、より高速なユーザ体験を実現し、アプリケーションおよびサービスをよ
り豊かにして、スペクトル効率の向上、待ち時間の短縮、および無線リソースのより良い
使用を提供するために、ＬＴＥ設定および構成の新しい技術、新しいアーキテクチャ、お
よび新しい方法を開発することにある。こうした取り組みの一部として、３ＧＰＰは、Ｌ
ＴＥネットワークのための家庭内ｅｖｏｌｖｅｄ　ｎｏｄｅ　Ｂ（Ｈ（ｅ）ＮＢと呼ばれ
る）の概念を導入している。また、３ＧＰＰは、リリース８の広帯域符号分割多元接続（
ＷＣＤＭＡ）のための（ＨＮＢと呼ばれる）家庭内ＮＢも検討している。ここで、Ｈ（ｅ
）ＮＢおよびＨＮＢの両方を指すため、頭字語Ｈ（ｅ）Ｎを使用する。
【０００３】
　家庭内（ｅ）ＮＢ（Ｈ（ｅ）ＮＢ）は、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
アクセスポイント（ＡＰ）に似ていることが好ましい。これにより、家庭や小規模事業所
などの極めて小さいサービスエリアにわたるＬＴＥサービスへユーザがアクセスできるよ
うになるからである（これは、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）、移動通信用広域
システム（ＧＳＭ）Ｅｄｇｅ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）、および他の携帯
電話サービスも提供することができる）。これは、ＬＴＥが配備されていない、および／
または従来の３ＧＰＰ無線アクセス技術（ＲＡＴ）への対応がすでになされているエリア
において特に有用である。また、携帯電話サービスがまだ配備されていない、または地下
鉄やショッピングモールなど、無線関係の理由で対応が遅れている、または対応していな
いエリアにおいても有用である。加入者は、個人であろうと組織であろうと関係なく、こ
うしたサービスが望まれるエリアにＨ（ｅ）ＮＢを配備することができる。図１は、可能
なＨ（ｅ）ＮＢの配備の一例を示す図である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　Ｈ（ｅ）ＮＢを使用する際には、いくつかの問題を検討する必要がある。すなわち、Ｈ
（ｅ）ＮＢの移動可能であることが潜在的な問題となる。Ｈ（ｅ）ＮＢは、容易に位置を
変えることができる。例えば、もともとＨ（ｅ）ＮＢを提供したオペレータが新しい位置
において通信可能範囲でなかった場合、その新しい位置により問題が発生する可能性があ
るため、ユーザは、異なるオペレータを使用し、位置更新手続きに従う必要がある場合が
ある。Ｈ（ｅ）ＮＢは、それ自体の移動したことを検出するための高レベルの機能、およ
び他のオペレータを制限するための機能を含むことが望ましい。このすべては、費用対効
果が大きい方法で達成されなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　キャリアおよびユーザ制御パラメータの変更を制御するためにロッキング関数を実行す
るように構成され、また位置の変化を検出するように構成された家庭用ｎｏｄｅ－Ｂ（Ｈ
（ｅ）ＮＢ）。
【０００６】
　本発明は、例として示され、添付の図面と併せ読めば理解される好ましい実施形態の以
下の説明から、より詳しく理解することができよう。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】Ｈ（ｅ）ＮＢの配備の一例を示す図である。
【図２】Ｈ（ｅ）ＮＢおよびそのそれぞれの構成要素の実施形態の一例を示す図である。
【図３】中継局（ＲＳ）Ｈ（ｅ）ＮＢおよびそのそれぞれの構成要素の一実施形態を示す
図である。
【図４】ＲＳ配備の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、「無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）」という用語は、それだけには限定されない
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が、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定式または携帯式の加入者ユニット、ページャ、セ
ルラー電話、個人用デジタル補助装置（ＰＤＡ）、コンピュータ、または無線環境で動作
することができる他の任意のタイプのユーザ装置を含むものとする。以下、「基地局」と
いう用語は、それだけに限定されないが、Ｎｏｄｅ－Ｂ、サイトコントローラ、アクセス
ポイント（ＡＰ）、または無線環境で動作することができる他の任意のタイプのインター
フェイスデバイスを含むものとする。以下、「ユーザ」という用語は、「加入者」と同義
語である。以下、「オペレータ」という用語は、「キャリア」、「無線プロバイダ」、お
よび「無線キャリア」と同義語である。以下、「メモリ」という用語は、任意のコンピュ
ータ読取可能な記憶媒体を指し、その例としては、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）、レジ
スタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵ハードディスクや取外式ディスクなど
の磁気媒体、光磁気媒体、およびＣＤ－ＲＯＭディスクやデジタルビデオディスク（ＤＶ
Ｄ）などの光媒体などがある。以下、「制御された」という用語は、「構成可能」と同義
語である。以下、「パラメータ」および「特性」という用語は、同義語である。
【０００９】
　図２は、受信機２１０、プロセッサ２２０、メモリ２３０、取外式メモリ２４０、送信
機２５０、ＧＰＳ装置２６０、内蔵型または取外式ＵＳＩＭ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ　ｍｏｄｕｌｅ）モジュール２７０、安全な格
納および実行環境を提供する安全なハードウェア構成要素であるトラステッドプラットフ
ォームモジュール（ＴＰＭ）２８０、およびモデム（ベースバンド）プロセッサを含むネ
ットワークカード２９０を含むＨ（ｅ）ＮＢ２００の実施形態の一例を示す図である。代
替の実施形態において、ＵＳＩＭモジュール２７０は、内蔵型または取外式汎用集積回路
カード（ＵＩＣＣ）として、またはプロセッサ２２０、ＴＰＭ２８０、および内部メモリ
２３０の一部によって一括して実装される埋め込み機能として実装することができる。代
替の実施形態において、ネットワークカード２９０は、プロセッサ２２０に統合すること
ができる。他の機能に加え、プロセッサ２２０は、１つまたは複数のアプリケーションを
処理するように構成されている。代替の実施形態において、アプリケーションプロセッサ
は、個別の装置とすることができる。
【００１０】
　一実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、従来の方法を使用して、オペレータ（キャリア
、無線プロバイダなど）によって構成されるパラメータ、および（適切な許可および／ま
たは認証に基づく）加入者によって構成することができるパラメータを有する。オペレー
タは、それだけには限定されないが、Ｈ（ｅ）ＮＢによってブロードキャストすべき公衆
陸上移動体ネットワーク識別子（ＰＬＭＮ　ＩＤ）、Ｈ（ｅ）ＮＢにより提供されるサー
ビス（基本的な音声サービス、緊急呼出サポート、高速データサポート）、Ｈ（ｅ）ＮＢ
によって使用されるセキュリティパラメータ（例えば、それがロックされるか、ユーザデ
ータが保護されるか、これらの関数を実行するために使用されるセキュリティキーおよび
アルゴリズムなど）、Ｈ（ｅ）ＮＢが動作するスペクトル、動作の位置、および／または
使用料を含むＨ（ｅ）ＮＢの動作を制御し、制限し、定義するパラメータを構成すること
ができる。これらのパラメータの一部は、オペレータによってのみ構成可能である。こう
したパラメータは、ロックされたパラメータと呼ばれ、したがって、Ｈ（ｅ）ＮＢは、Ｗ
ＴＲＵ（移動電話など）がオペレータによってロックされる方法に類似する方法でロック
することができる。図２を参照すると、これらのパラメータは、プロセッサ２２０によっ
て処理され、メモリ２３０に格納することができる。ＴＰＭ２８０を使用して、それ自体
の内部の不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）内にパラメータを確実に格納し
、またはこれらのパラメータを暗号化するために使用された暗号キーを格納することがで
き、その後これらは暗号化された形でメモリ２３０に格納される。
【００１１】
　図２において、ＵＳＩＭモジュール２７０は、静的構成パラメータを格納し、起動時に
Ｈ（ｅ）ＮＢの自己構成を支援することができる。また、追加のパラメータを、Ｈ（ｅ）
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ＮＢによって提供される特定のサービス（ＬＴＥ、ＧＥＲＡＮ、３ＧＰＰなど）に関係な
く、標準Ｈ（ｅ）ＮＢ構成に含めることもできる。あるいは、パラメータの一部を、ＴＰ
Ｍ２８０内に格納することができ、またはＴＰＭ２８０に格納されたキーによって暗号化
してメモリ２３０に格納することができる。
【００１２】
　Ｈ（ｅ）ＮＢパラメータは、ロッキング（ロック／アンロック）関数を使用して構成さ
れ、または変更することができる。ロッキング関数は、Ｈ（ｅ）ＮＢパラメータへのアク
セスを管理し、ロックおよびアンロックなどのコマンド、および認証、検証、および類似
の機能など他の手続きを実行する。一実施形態において、この関数は、スマートカードま
たは取外式メモリモジュールに格納され、ＷＴＲＵおよびＨ（ｅ）ＮＢの両方にサービス
を提供するように拡張することができ、したがって単一のスマートカードで、この関数を
ＷＴＲＵおよびＨ（ｅ）ＮＢの両方に提供することができる。
【００１３】
　別の実施形態において、ロッキング関数は、動作のための特定の基準が満たされない（
特定のパラメータが、特定の方法で設定しなければならない、または特定の値を含まなけ
ればならない）限り、Ｈ（ｅ）ＮＢを確実に操作することができないようにする。ロッキ
ング関数は、ハードウェアレベルで、または安全な実行環境および安全な格納環境を提供
するトラステッドコンピューティング技術を使用することによって実装する。ロック可能
なパラメータは、それだけには限定されないが、Ｈ（ｅ）ＮＢによってブロードキャスト
される公衆陸上移動体ネットワーク識別子（ＰＬＭＮ　ＩＤ）、Ｈ（ｅ）ＮＢで対応して
いるサービス、Ｈ（ｅ）ＮＢによって使用されるセキュリティパラメータ、Ｈ（ｅ）ＮＢ
が動作するスペクトル（周波数）、動作の位置、および／または使用料を含む。
【００１４】
　ユーザが必要な権限なく動作のパラメータを再構成しようと試みる場合、ロッキング関
数は、それだけには限定されないが、Ｈ（ｅ）ＮＢに動作を停止させる、またはシャット
ダウンさせること、提供されるサービスを低減すること、受付制御を制限すること、運用
および保守（Ｏ＆Ｍ）シグナリングまたは制御プレーン（Ｃプレーン）シグナリングをオ
ペレータに送信することによって構成パラメータを再設定すること、警告メッセージをオ
ペレータに送信すること、および／またはオペレータに直接連絡することを含む１つまた
は複数のアクションを起こす。
【００１５】
　上述したように、Ｈ（ｅ）ＮＢは、元のオペレータまたはベンダーのみがいくつかのパ
ラメータを変更することができる（Ｈ（ｅ）ＮＢがロックされる）ように構成することが
できる。別の実施形態において、オペレータは、ロッキング関数で、ＷＴＲＵがそのオペ
レータに加入している場合のみ、Ｈ（ｅ）ＮＢがそのＷＴＲＵを受け入れることができる
ことを指定する。これは、例えば、ＷＴＲＵによって送信されたメッセージにおけるＰＬ
ＭＮ　ＩＤによって示すことができる。したがって、ユーザがオペレータを変更した場合
、ユーザは、Ｈ（ｅ）ＮＢがアンロックされ、このパラメータが変更されるまでは、Ｈ（
ｅ）ＮＢを使用することができない。
【００１６】
　別の実施形態において、クライアントプロビジョニングおよびデバイス管理（ＤＭ）な
どのオープンモバイルアライアンス（ＯＭＡ）機構がオペレータネットワークとＨ（ｅ）
ＮＢとの間に適用される。Ｈ（ｅ）ＮＢが構成され、設定されると、特定の機能がＨ（ｅ
）ＮＢで構成されるように、ネットワークとＨ（ｅ）ＮＢとの間には、ＯＭＡ機構を使用
した情報交換がある。図２において、こうしたＯＭＡ手続きは、プロセッサ２２０によっ
て実行することができる。
【００１７】
　一実施形態において、（例えばハードウェアレベルで、またはトラステッドコンピュー
ティング技術を使用して実施される）ロッキング関数の「アンロック」機能は、動作のす
べての必要な（予め定められた）基準が満たされると、Ｈ（ｅ）ＮＢを確実に「アンロッ
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ク」できるようにする。こうした条件の例には、
【００１８】
　Ｈ（ｅ）ＮＢおよび／またはＨ（ｅ）ＮＢの（新しい）所有者の認証の成功、および／
または
【００１９】
　その所有者／オペレータによるＨ（ｅ）ＮＢの「アンロック」の要求のコンテキストの
検証の成功、および／または
【００２０】
　そのプラットフォームの信頼性のＨ（ｅ）ＮＢによる証明の検証の成功
が含まれる。
【００２１】
　証明とは、Ｈ（ｅ）ＮＢによる「適切なネットワークエンティティに対してＨ（ｅ）Ｎ
Ｂのプラットフォームの信頼性を証明」しようとする試行を意味する。検証とは、Ｈ（ｅ
）ＮＢからのこうした証明をエンティティが検証することを意味する。図２に示すように
、Ｈ（ｅ）ＮＢを「アンロック」するために必要なパラメータを、ＵＳＩＭモジュール２
７０に格納することができる。あるいは、これをＴＰＭ２８０内に格納、またはＴＰＭ２
８０に格納されたキーによって暗号化してメモリ２３０に格納することができる。
【００２２】
　「アンロック」コマンドおよび変更されるべきパラメータは、新しいＯ＆Ｍシグナリン
グまたはＣプレーンシグナリングなどのシグナリングを介してコアネットワーク／無線ネ
ットワークコントローラ（ＲＮＣ）からＨ（ｅ）ＮＢに転送される。別の実施形態におい
て、こうしたコマンドおよびパラメータは、ＯＭＡ　ＤＭの使用によって転送される。
【００２３】
　Ｈ（ｅ）ＮＢは、ある位置から別の位置に移動することがある。Ｈ（ｅ）ＮＢは、様々
な機構を介してこうした位置の変化を検出する機能を有する。図２を参照すると、こうし
た位置変化検出機能は、プロセッサ２２０、および全地球測位システム（ＧＰＳ）（また
は補助ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）または他の任意の測位装置）２６０によって一括して実行す
ることができる。ＵＳＩＭモジュール２７０は、位置変化検出機能のためのパラメータお
よび構成ファイルを確実に格納することができる。あるいは、ＴＰＭ２８０を使用して、
こうしたパラメータおよび構成ファイルをその中に直接格納するか、こうしたパラメータ
およびファイルを暗号化するために使用された暗号キーを格納することができる。ＴＰＭ
２８０は、位置変化検出機能を処理するソフトウェアの保全性を保護するために使用する
こともできる。
【００２４】
　一実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢには、ＬＴＥ、ＧＳＭ／ｅｄｇｅ無線ネットワーク
（ＧＥＲＡＮ）など、任意の周囲のマクロセルおよび／または隣接セルの識別子（ＩＤ）
（群）がプログラムされる。Ｈ（ｅ）ＮＢは、隣接セルおよびいくつかの予想される測定
値を検出するようにプログラムされている。起動時に、Ｈ（ｅ）ＮＢが１つまたは複数の
予めプログラムされたセルを検出し、これらのセルのうちの１つまたは複数の無線強度が
予想される測定値内にある、またはそれに近いと決定した場合、Ｈ（ｅ）ＮＢは、その位
置は著しくは変化していない（例えば、周囲のマクロセル内など）と想定する。別の実施
形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、搭載されたＧＰＳによって、それがサービス提供してい
るＷＴＲＵから、または隣接するセル内のＷＴＲＵから提供される位置情報を使用し、こ
の情報をその構成された（格納された）位置パラメータ（群）と比較して、その位置が変
化したかどうかを決定する。図２に示すように、ＵＳＩＭモジュール２７０またはＴＰＭ
２７０（直接または暗号キーを格納することによって間接的に）は、マクロセルのＩＤ、
検出された隣接セルならびに他の予想されるおよび実際の測定値のリスト、ならびに任意
の位置情報またはＷＴＲＵで報告される隣接セル情報を格納することができる。プロセッ
サ２２０は、位置変化検出のための任意のアルゴリズムを実行することができる。
【００２５】
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　あるいは、Ｈ（ｅ）ＮＢが予めプログラムされたセルを検出できない場合、および／ま
たは任意の周囲のセルの無線強度が予想値よりかなり低い場合、Ｈ（ｅ）ＮＢは、その近
隣が変化した（Ｈ（ｅ）ＮＢが、それが移動していないことを決定することができると仮
定する）、またはその位置が変化したと想定する。Ｈ（ｅ）ＮＢが移動していない（格納
されているすべての予想される位置パラメータがすべての提供された、または測定された
位置情報およびパラメータと一致する）ことを絶対に確信している場合、隣接セルの変化
を検出すると、コアネットワーク（ＣＮ）への要求をトリガして（例えばＯ＆Ｍシグナリ
ングを使用して）、その隣接リストを更新する。図２に示すように、受信機２１０から取
得された信号測定は、プロセッサ２２０によって処理することができ、任意の周囲のセル
からの無線強度が予想値よりかなり低いかどうかについて、プロセッサ２２０によって決
定を行うことができる。こうした決定が行われる場合、隣接セルの変化の検出の通知は、
送信機２５０によってＣＮに送信することができる。
【００２６】
　あるいは、Ｈ（ｅ）ＮＢは、その位置が変化した（格納されているいくつかの予想され
る位置パラメータがほんのいくつかの提供された、または測定された位置情報およびパラ
メータと一致するだけである）と決定した場合、その接続性およびプログラムされた構成
に応じて、プロセッサ２２０、送信機２５０、ＵＳＩＭモジュール２７０、およびＴＰＭ
２８０によって、以下の位置更新機構（手続き）のうちのいずれかが、個々に、または任
意の組み合わせで実行される。
【００２７】
　オペレータコアネットワークに連絡し、位置の変化を、新しい位置／新しいＩＰアドレ
ス、および任意の検出された近隣の表示と共に報告する。
【００２８】
　更新された隣接リスト情報を要求する。
【００２９】
　トリガロック機構を実施する。
【００３０】
　Ｈ（ｅ）ＮＢに連絡しようと試みているＷＴＲＵに非稼働警告メッセージをブロードキ
ャストする。
【００３１】
　動作し続ける、またはその隣接リストを単独で再構成する。
【００３２】
　一実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、周期タイマを有し、これが期限切れになると、
Ｈ（ｅ）ＮＢは、オペレータネットワークに連絡し、更新された隣接リストを要求する。
図２に示すように、こうしたタイマは、ＴＰＭ２８０またはプロセッサ２２０によって、
またはそれらの間でまとめて実行することができる。次いでオペレータネットワークは、
それが有する任意の更新された情報に基づいて、更新された隣接リストをＨ（ｅ）ＮＢに
提供し、Ｈ（ｅ）ＮＢは、これを使用して、その周囲の変化の程度を理解する。
【００３３】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、Ｈ（ｅ）ＮＢの絶対位置を提供することがで
きる、例えば（図２においてＧＰＳ２６０と呼ぶ）ＧＰＳチップなどの位置検出装置を含
むことができる。Ｈ（ｅ）ＮＢの限定された移動範囲に対応していることが好ましい。そ
の結果、Ｈ（ｅ）ＮＢは、それが動作することができる座標の範囲を有する。この範囲は
、複数の位置を含んでいてもよく、これらの位置の例には、それだけには限定されないが
、家、オフィス、代替オフィス（ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　ｏｆｆｉｃｅ）、小売建築物
（ｒｅｔａｉｌ　ｂｕｉｌｄｉｎｇ）、商業地区、および家、オフィス、小売建築物、商
業地区に隣接するエリアなどがある。
【００３４】
　別の移動を管理する実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、Ｈ（ｅ）ＮＢと、サービス提
供中の上位のネットワークノード（ＨＮＮ）との間の関連性を定義するが、これはＲＮＣ
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またはマクロセルの基地局（ＢＳ）のＩＤとすることができる。各ＨＮＮは、それ自体の
識別情報をアドバタイズし、Ｈ（ｅ）ＮＢは、サービス提供中のＨＮＮの識別情報をリッ
スンして、それを内部に格納する。Ｈ（ｅ）ＮＢが異なるＨＮＮによってサービス提供さ
れる新しい位置に移動すると、Ｈ（ｅ）ＮＢは、アドバタイズされたＨＮＮの識別情報と
それ自体に格納された値とを比較することによって、この変化を検出する。これらが異な
る場合、Ｈ（ｅ）ＮＢ位置更新手続きが開始される。図２を参照すると、プロセッサ２２
０は、場合によってはＧＰＳモジュール２６０、ＵＳＩＭモジュール２７０および／また
はＴＰＭ２８０、またはこれらの任意の組み合わせからの支援により、Ｈ（ｅ）ＮＢの絶
対位置、または相対位置（隣接セルリストおよびＨＮＮリストの形）を決定する機能を実
行し、アクセス制御および範囲外の報告などの関数を実行することができる。
【００３５】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢには、それだけには限定されないが、ＷＴＲＵ　
ＩＤなどのＷＴＲＵ情報、いくつかのＷＴＲＵパラメータの予想値（ＷＴＲＵの電力能力
、多入力多出力（ＭＩＭＯ）への対応状況、ＷＴＲＵの変調能力、ＷＴＲＵで対応してい
るセキュリティアルゴリズム）、およびＨ（ｅ）ＮＢに接続するための、またはＨ（ｅ）
ＮＢへの接続を要求するためのＷＴＲＵの他の類似の特徴（例えば、妥当性検査、認証な
ど）を含むデータベース（Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢ）がプログラムされる。Ｈ（ｅ）ＮＢ　Ｄ
Ｂの任意の要素は、Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢ「情報」または「データ」であると考えるべきで
ある。図２に示すように、プロセッサ２２０は、メモリ２３０と共に、こうしたデータベ
ースを処理することができる。あるいは、ＴＰＭ２８０は、さらに、安全な方法でデータ
ベースの要素の一部またはすべてを格納するために使用することもできる。
【００３６】
　あるいは、Ｈ（ｅ）ＮＢは、それに接続するＷＴＲＵからある時間（一般的な範囲は、
０から５分）にわたってこの情報を取得することができる。家での設定において、および
何らかの適度に長い期間（一般の範囲は、０から５分）にわたって、所与のＨ（ｅ）ＮＢ
に接続されているＷＴＲＵのほとんどではなくとも多くが同じになることになる。したが
って、起動時、および指定された期間の間、それに接続されているＷＴＲＵを監視した後
、Ｈ（ｅ）ＮＢが大量のＷＴＲＵ　ＩＤが変化したこと、または他のＷＴＲＵの特性がＨ
（ｅ）ＮＢ　ＤＢにおける予想値と異なることを検出した場合、Ｈ（ｅ）ＮＢは、その位
置が変化したと想定することができる。
【００３７】
　Ｈ（ｅ）ＮＢがこうした変化の可能性を認識する場合、Ｈ（ｅ）ＮＢは、ＩＤの変化、
およびそれに接続している、またはそれへの接続を要求しているＷＴＲＵの他の特性の変
化がある、またはその位置が変化したと想定することができる。それが移動していないこ
とを、Ｈ（ｅ）ＮＢが（例えば、ＧＰＳ、ＷＴＲＵによって提供される隣接セル情報を使
用して）絶対に確信している場合、Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢ情報の変化をこのように検出した
ことは、こうした変化（または変化の可能性）を示す警告メッセージを送信し、または知
覚されたＩＤ、若しくはＨ（ｅ）ＮＢに接続された（または接続することを要求した）Ｗ
ＴＲＵの他の特性の変化が有効であることの検証を要求することによって、例えばコアネ
ットワーク／ＲＮＣに（例えば、Ｏ＆Ｍシグナリングを使用して）伝えられる。図２にお
いて、プロセッサ２２０は、ＩＤおよび他の特性の変化を決定する関数を実行し、次いで
、送信機２５０は、ネットワークに通知メッセージを無線で送信することになる。
【００３８】
　Ｈ（ｅ）ＮＢは、安全で信頼できる方法を実行して、それ自体の位置を確実に決定する
ことができる。こうした方法には、例えばＧＰＳまたは補助ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）など、
位置検出方法の使用も含まれ、例えば、この場合、ＧＰＳ／Ａ－ＧＰＳ装置、ＧＰＳ装置
からＨ（ｅ）ＮＢのプロセッサへのインターフェイス、および位置処理に関係するＨ（ｅ
）ＮＢのプロセッサに関連するプログラムおよびデータを安全に保護し、信頼できるよう
にする。
【００３９】
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　Ｈ（ｅ）ＮＢは、Ｈ（ｅ）ＮＢの物理的改ざんを検出することができる改ざん検出回路
を備えることができる。Ｈ（ｅ）ＮＢは、改ざんを検出する場合、こうした改ざん検出（
または改ざんの可能性）を示す警告メッセージをキャリア、所有者および／またはコアネ
ットワークに送信することができる。
【００４０】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、その接続およびプログラムされた構成に応じ
て、その位置において変化があった可能性があると決定した場合、図２に示されるように
、メモリ２３０、送信機２５０、ＵＳＩＭモジュール２７０、およびＴＰＭ２８０からの
得られる支援と共に、プロセッサ２２０によって、以下に列挙する機構のうちの任意のも
のを、個々にまたは任意の組み合わせで、または当業者が認識するような他の可能な方法
を実行することができる。
【００４１】
　１）オペレータコアネットワーク／ＲＮＣに連絡し、位置の変化（新しい位置／ＩＰア
ドレスの表示などと共に）、ＷＴＲＵ　ＩＤの検出された変化、またはＨ（ｅ）ＮＢセル
におけるＷＴＲＵの他の特性の変化を報告し、および／またはコアネットワーク／ＲＮＣ
が予想されるＷＴＲＵ、それぞれのＩＤおよび特性のデータベースの更新を送信すること
を要求する。
【００４２】
　２）ロック機構をトリガする。
【００４３】
　３）Ｈ（ｅ）ＮＢに連絡しようと試みているＷＴＲＵに非稼働警告メッセージをブロー
ドキャストする。
【００４４】
　４）動作し続け、および／または予想されるＷＴＲＵ　ＩＤおよび他のＷＴＲＵ特性（
例えば、ＷＴＲＵの電力能力、ＭＩＭＯのサポート、ＷＴＲＵの変調能力、ＷＴＲＵで対
応しているセキュリティアルゴリズムなど）のリストを再構成する。
【００４５】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢ２００は、期間満了時に、Ｈ（ｅ）ＮＢ２００に
オペレータネットワークに連絡させるようにする周期タイマを有する。次いで、オペレー
タネットワークは、Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢの更新情報を提供する。Ｈ（ｅ）ＮＢは、その絶
対位置を提供する位置検出装置（ＧＰＳなど）を備えることもできる。Ｈ（ｅ）ＮＢは、
Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢに対する更新をトリガすることなく、座標のある範囲内（すなわち、
異なる部屋やオフィスの間）で移動することができる。
【００４６】
　位置の大きな（許容される座標の範囲外の）変化が位置検出装置によって示される場合
、Ｈ（ｅ）ＮＢは、その接続およびプログラムされた構成に応じて、個々または任意の組
み合わせで以下の機構を実装する。
【００４７】
　オペレータコアネットワークに連絡し、その位置の変化を、新しい位置、新しいＩＰア
ドレス、および新しく検出された近隣の表示と共に報告する。Ｈ（ｅ）ＮＢは、更新され
た隣接リスト情報を要求することができる。
【００４８】
　ロック機構をトリガする。
【００４９】
　Ｈ（ｅ）ＮＢに連絡しようと試みているＷＴＲＵに非稼働警告メッセージをブロードキ
ャストする。
【００５０】
　動作し続ける、および／またはその位置を再構成する。
【００５１】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、それがサービスを提供しているＷＴＲＵによ
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って提供される位置情報を使用して、その位置が変化したかどうかを決定する。
【００５２】
　あるいは、Ｈ（ｅ）ＮＢは、（例えば、ＩＰアドレスが、動的ホスト構成プロトコル（
ＤＨＣＰ）を使用して割り当てられ、より早く割り当てられたものと異なっている場合、
またはＨ（ｅ）ＮＢが接続するネットワークルータのＩＰアドレスのうちの任意のものが
変化した場合）割り当てられたＩＰアドレスに基づいてその位置の変化を検出する。これ
らのパラメータに基づく検出によって、Ｈ（ｅ）ＮＢは、その接続およびプログラムされ
た構成に応じ、ＵＳＩＭモジュール２７０およびＴＰＭ２８０から得ることができる支援
を使用して、以下の位置更新手続きのうちの任意のものを、個々に、または任意の組み合
わせで、プロセッサ２２０および送信機２５０により実装する。
【００５３】
　オペレータコアネットワークに連絡し、位置の変化を、新しい位置、新しいＩＰアドレ
ス、および新しく検出された近隣の表示と共に報告する。Ｈ（ｅ）ＮＢは、更新された隣
接リスト情報を要求することができる。
【００５４】
　ロック機構をトリガする。
【００５５】
　Ｈ（ｅ）ＮＢに連絡しようと試みているＷＴＲＵに非稼働警告メッセージをブロードキ
ャストする。
【００５６】
　動作し続ける、および／またはその位置を再構成する。
【００５７】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、そのＩＰ接続の変化を検出すると、Ｈ（ｅ）
ＮＢにおいて、インターネット技術タスクフォース（ＩＥＴＦ）準拠のクライアントモバ
イルＩＰまたはプロキシモバイルＩＰなどのモビリティ機構を実装する。これによって、
Ｈ（ｅ）ＮＢは、パブリックＩＰネットワークを介してオペレータコアネットワークにそ
の位置の変化を報告することができる。モビリティ機構は、例えばＧＰＳチップまたはＨ
（ｅ）ＮＢに接続するＷＴＲＵから取得された位置情報を使用することによって、新しい
絶対位置の追加の表示を含めることによって強化することができる。
【００５８】
　従来の無線通信システムにおいて、Ｎｏｄｅ－Ｂ（ＮＢ）またはｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏ
ｄｅ－Ｂ（（ｅ）ＮＢ）には、（例えば、Ｏ＆Ｍ手続きなどによって）隣接するセルリス
ト（ＮＣＬ）がプログラムされる。この技術が機能するのは、ＮＣＬがそれほど頻繁には
変化せず、従来のＮＢおよび（ｅ）ＮＢが位置を変化させないからである。これに対して
、Ｈ（ｅ）ＮＢは、頻繁に位置を変化させる可能性があるが、同時に、オペレータの介入
を必要とすることなく、柔軟に動作を続ける必要がある。
【００５９】
　ＷＴＲＵは、それが接続することができるセルについての情報を検出することができる
。さらに、所与のＷＴＲＵは、それが接続されるＮＢまたは（ｅ）ＮＢのＮＣＬにないセ
ルに接続することができる。しかし、こうした追加のセル接続情報は、ＷＴＲＵによって
検出することができるが、ＷＴＲＵは、一般に、単にＮＢまたは（ｅ）ＮＢのそれぞれの
ＮＣＬに列挙されているセルから測定情報を集め、この測定情報をそれぞれのＮＢまたは
（ｅ）ＮＢに送信するよう、ＮＢまたは（ｅ）ＮＢによって指示されるだけである。
【００６０】
　一方、Ｈ（ｅ）ＮＢは、この検出されたセル情報を使用して、その隣接セルリスト、Ｈ
（ｅ）ＮＢ　ＮＣＬを動的に作成することができる。一実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢ
は、各ＷＴＲＵが、それが接続するセルについての情報（検出されたセル情報）を送信す
ることを要求するメッセージを、そのＷＴＲＵに送信する。ＷＴＲＵは、この情報をその
測定レポートでＨ（ｅ）ＮＢに送信する。この検出されたセル情報を、既存のメッセージ
およびデータ構造を使用して既存の測定レポートの一部分とすることもでき、または新し
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いメッセージ、新しいデータ構造、または情報要素を使用して、この検出されたセル情報
を格納し、送信することができる。Ｈ（ｅ）ＮＢは、各ＷＴＲＵから検出されたセル情報
を受信し、処理し、および使用して、そのＮＣＬを生成する。
【００６１】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、例えば、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、ケー
ブルモデム、Ｔ１接続または無線などのオペレータコアネットワーク／ＲＮＣへの物理層
接続のタイプおよび特性を検出し、これをオペレータに報告する（示す）ことができる。
さらに、Ｈ（ｅ）ＮＢは、そのパラメータの一部を変更することを選択することができる
。例えば、一実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、コアネットワーク／ＲＮＣへの接続方
法のタイプおよび／または特性に基づいて、（例えば、段階的な）複数のタイプおよびレ
ベルのサービスを提供する。Ｈ（ｅ）ＮＢは、それだけには限定されないが、基礎となる
物理層接続の能力に基づいて、提供されるサービス、受付制御パラメータ、および対応し
ているユーザの数を含む、こうした特性のうちの任意の１つまたは複数を変更することが
できる。Ｈ（ｅ）ＮＢは、それだけには限定されないが、データレート、保証されるスル
ープット、最大スループット、ビットエラーレート、サービス品質、エアインターフェイ
スシグナリング、および他の類似の機能を含む追加の特性を変更することもできる。さら
に、オペレータは、コアネットワークを介して、Ｈ（ｅ）ＮＢにとって使用可能な接続の
タイプに応じ、サービスおよびセキュリティなどのＨ（ｅ）ＮＢパラメータを変更するこ
とができる。図２において、プロセッサ２２０は、受信機２１０から、また場合によって
はＵＳＩＭモジュール２７０およびＴＰＭ２８０からの支援により、ＷＴＲＵ２００の接
続のタイプを決定し、その任意の応答アクションを調整することができる。
【００６２】
　上述したように、Ｈ（ｅ）ＮＢのいくつかのパラメータは、Ｏ＆Ｍ、Ｃプレーン、また
はオペレータシグナリングに関係なく、ユーザ構成可能である。これは、オペレータ制御
のみのｅ－ＮＢ再構成とは異なる。実施形態の一例において、ユーザは、より広い接続エ
リアを提供するようにＨ（ｅ）ＮＢが動作する電力レベルを変更することができる。Ｈ（
ｅ）ＮＢは、最大電力制限をもって予め構成されることが好ましい。ユーザは、オペレー
タとは関係なく、その指定された制限まで電力レベルを設定することができる。Ｈ（ｅ）
ＮＢは、未加入の歩行者に提供されるサービスなど、ユーザが他のパラメータを変更する
ことができる機構を実装するのが望ましい。このタイプの再構成を可能にするために、Ｈ
（ｅ）ＮＢは、ＷＬＡＮ　ＡＰによって提供される機能に類似した機能を備えるに適した
インターフェイスを、ＩＰネットワークを介してユーザに提供する機構を実装する。図２
において、プロセッサ２２０は、ＵＳＩＭモジュール２７０および／またはＴＰＭ２８０
と共に、ユーザ始動によるＨ（ｅ）ＮＢパラメータの再構成を調整することができる。
【００６３】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢは、それが遭遇する送信エラーの数および送信レ
ートに応じて、変調方法、レート、送信される電力レベルなどのパラメータを、それらが
すべて定義された閾値内にあるように変更することができる。
【００６４】
　あるいは、電力制御機構を、適応変調および符号化（ＡＭＣ）と共に、Ｈ（ｅ）ＮＢに
適用することができる。これは、Ｈ（ｅ）ＮＢがＷＴＲＵに対して要求されたＱｏＳを維
持することを支援する。
【００６５】
　一実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢアクションまたはサービスを簡略化する追加の手続
きが定義される。例えば、Ｌ１のフィルタリング測定が、（Ｈ（ｅ）ＮＢが動作する制限
された範囲および環境を考慮して）対数フィルタリングの代わりに線形フィルタリングを
使用することによって簡略化され、リリース６　３ＧＰＰにおける部分専用物理チャネル
（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：Ｆ
－ＤＰＣＨ）などの機能は、Ｈ（ｅ）ＮＢにおける特別なＩＥの使用によって選択可能に
なる。さらに、送信機（Ｔｘ）ダイバーシティを使用しないことによって、フロントエン
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ド無線周波数（ＲＦ）は、より簡略化される。Ｈ（ｅ）ＮＢは、ｅＮｏｄｅＢほど複雑で
はない環境で動作することから、こうした簡略化が可能である。本質的に、Ｈ（ｅ）ＮＢ
は、必要とされるサービスのみを提供する非常に簡単で基本的なセルラー基地局として動
作する。図２において、こうした新しい情報要素（ＩＥ）は、場合によっては、ＵＳＩＭ
モジュール２７０、さらにはＴＰＭ２８０からの支援により、プロセッサ２２０およびメ
モリ２３０によって作成され、および／または処理することができる。
【００６６】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢ機能および証明書は、Ｏ＆Ｍ／Ｃプレーン／オペ
レータシグナリングによってオペレータコアネットワークの制御下、遠隔から組み込まれ
、変更される。こうした機能は、機能を遠隔で再プロビジョニングし、またはマイグレー
ションすることによって、Ｈ（ｅ）ＮＢのコストの低減、さらにはＨ（ｅ）ＮＢハードウ
ェアの「再利用」に非常に有益である。こうした遠隔で構成可能な機能および証明書の例
には、以下の、セルラー通信、オペレータコアネットワーク／ＲＮＣとの通信、Ｈ（ｅ）
ＮＢのＩＤおよび他の証明書の安全な管理、ダウンロード可能なＵＳＩＭ証明書および実
行ファイルの管理、ダウンロード可能なセキュリティポリシーおよび構成パラメータの管
理、隣接セルおよび／または「予想される」ＵＥの管理、またはＨ（ｅ）ＮＢの信頼性の
証明、および上記で列挙したような機能に対応するために必要な任意の証明書のための機
能がある。さらに、この能力によって、Ｈ（ｅ）ＮＢの機能を、協調通信用中継機能、オ
ペレータが目的のＵＥに到達することをＨ（ｅ）ＮＢの強化により支援すること、Ｈ（ｅ
）ＮＢによって測定され、集められる様々なＱｏＳメトリクスに基づく、ＧＳＭ／ＧＰＲ
Ｓ／Ｅｄｇｅ、ＷＣＤＭＡ　ＨＳＰＡ、ＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸなど複数のエアインターフ
ェイスの使用などの能力により、将来強化することができる。図２において、プロセッサ
２２０は、パラメータまたは実行ファイルのプロビジョニングにおける調整の役割を実行
することになる。
【００６７】
　トラステッドコンピュータプラットフォーム（ＴＰＭ）および／またはＭＴＭ（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｔｒｕｓｔ　Ｍｏｄｕｌｅ）および関連のコマンドの使用など、トラステッドコ
ンピュータグループ（ＴＣＧ）によって定義されるのと類似した技術を使用して、Ｈ（ｅ
）ＮＢ機能および証明書をリモートで管理（プロビジョニング可能またはマイグレーショ
ン可能）することができる。一実施形態において、これらの方法および技術により、オペ
レータまたは他の認められた新規参入（ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ）に対するＨ（ｅ）ＮＢプ
ラットフォームの保全性の遠隔での証明、証明書および暗号キーの安全で（安全な許可の
下での）マイグレーション可能な格納および管理、ならびに安全な暗号／解読機能が可能
になる。別の実施形態において、各Ｈ（ｅ）ＮＢは、ＴＰＭまたはＭＴＭを備え、これら
の安全埋め込み装置は、Ｈ（ｅ）ＮＢが機能および証明書の安全な遠隔プロビジョニング
およびマイグレーションを提供できるようにする。図２において、ＴＰＭ（またはＭＴＭ
（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｒｕｓｔｅｄ　Ｍｏｄｕｌｅ））２８０は、こうした保全性証明機能
を実行することができる。
【００６８】
　上記で説明した関数は、Ｈ（ｅ）ＮＢとオペレータコアネットワーク／ＲＮＣとの間の
特定のメッセージを要求するようにするのが望ましい。一実施形態において、この情報は
、専用メッセージで、他の既存のメッセージの一部として、または情報要素（ＩＥ）とし
て送信され、Ｑ＆Ｍシグナリングの一部、または標準Ｓ１モバイル管理エンティティ（Ｍ
ＭＥ）／Ｓ１－ユーザプレーンエンティティ（ＵＰＥ）／Ｘ２タイプシグナリングまたは
他の任意のタイプの新しいシグナリングの一部とすることができる。
【００６９】
　こうしたメッセージ一例として、以下のようなものがある。
【００７０】
　「位置更新」。これは、コアネットワークに対するＨ（ｅ）ＮＢの位置の変化、予想さ
れる変化、その位置に関連付けられているアクセス制限、サービスパラメータ、セキュリ
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ティパラメータ、およびコアネットワークからのコマンドなどの情報を示す。
【００７１】
　「ＷＴＲＵリスト」。これは、Ｈ（ｅ）ＮＢに接続された、またはＨ（ｅ）ＮＢへの接
続を要求しているＷＴＲＵ　ＩＤおよびＷＴＲＵの他の特性のリストを示す。
【００７２】
　「接続のタイプ」。これは、Ｈ（ｅ）ＮＢが有するオペレータとの接続のタイプ、例え
ばＤＳＬまたはケーブルを、サービス品質（ＱｏＳ）対応など接続の他の特性と共に示す
。
【００７３】
　「再構成されたパラメータ」。ユーザ設定可能なパラメータは、Ｈ（ｅ）ＮＢによって
提供されるサービス、電力制御の値などいくつかの特定の無線リソース制御（ＲＲＣ）パ
ラメータなどを含む。こうしたユーザ再設定は、オペレータに関係なく実行することがで
きる。Ｈ（ｅ）ＮＢは、新しいＩＥまたはユーザ設定可能なパラメータを含むメッセージ
において、これらの再設定されたパラメータを、オペレータコアネットワーク／制御側エ
ンティティ／ＲＮＣに対して示すことができる。
【００７４】
　「ハンドオーバーおよび再選択パラメータ」。これは、Ｈ（ｅ）ＮＢからマクロセルへ
のハンドオーバーおよび再選択のパラメータを含む。Ｈ（ｅ）ＮＢで、他のＨ（ｅ）ＮＢ
にシグナリングとすることもできる。
【００７５】
　「Ｈ（ｅ）ＮＢプラットフォームおよび機能の証明」。これは、オペレータコアネット
ワークまたは他の認められた新規参入者に対するＨ（ｅ）ＮＢのプラットフォームおよび
／または機能、信憑性および保全性の安全なリモート証明のための新しいパラメータおよ
び情報を含む。
【００７６】
　図２において、これらのメッセージは、メモリ２３０、ＵＳＩＭモジュール２７０、お
よびＴＰＭ２８０と共に、プロセッサ２２０によって処理することができ、ネットワーク
への任意の応答メッセージは、送信機２５０によって送信することができる。
【００７７】
　別の実施形態において、Ｈ（ｅ）ＮＢの位置は、その隣接するＨＮＮについて、または
関連するＨＮＮによって定義することができる。Ｈ（ｅ）ＮＢの移動の管理は、各Ｈ（ｅ
）ＮＢの位置のデータベースを維持することによれば容易である。このため、ホームロケ
ーションレジスタ（ＨＬＲ）および訪問ロケーションレジスタ（ｖｉｓｉｔｉｎｇ　ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ：ＶＬＲ）に類似した機能エンティティがネットワーク
において作成される。一実施形態において、各ＨＮＮは、サービス提供されるすべてのＨ
（ｅ）ＮＢの（ＶＬＲ機能に類似の）データベースを備える。別の実施形態において、デ
ータベースを、例えば、移動交換局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ
：ＭＳＣ）またはサービングＧＰＲＳサポートノード（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕ
ｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ：ＳＧＳＮ）など、コアネットワークに配置することができる。
【００７８】
　一実施形態において、図４のＲＳ配備の一例に示すように、中継局（ＲＳ）４７０は、
特別な種類のＨ（ｅ）ＮＢである。ＲＳ４７０は、一般に、ＢＳ４６０（図１におけるＨ
ＮＮの役割を果たす）と、１つまたは複数のＷＴＲＵ（４８０、４８２、４８４）との間
の通信を容易にし、向上させるために、「ヘルパーノード」として機能すると考えられる
。ＲＳ４７０は、ＨＮＮによってサービス提供されるマクロセルにおいてローカルの通信
可能エリアを提供するという点で、一般のＨ（ｅ）ＮＢに類似する。同様に、ＲＳ４７０
は、一般に容易にインストールでき、構成することができる物理的に小さく、費用のかか
らないノードである。まさにこれらの理由のために、ＲＳ４７０は、一般のＨ（ｅ）ＮＢ
のと類似した移動に関するモードを明らかにすることができる。したがって、一般のＨ（
ｅ）ＮＢの移動の管理ソリューションの一部は、ＲＳに直接適用可能であり、および／ま
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たは拡張可能である。図３に、ＲＳ３００の内部構成要素の一例を示す。ＲＳ３００は、
プロセッサ３２０、トラステッドプラットフォームモジュール３８０、ＵＳＩＭ３７０、
ＧＰＳ３６０、メモリ３３０、取外式メモリ（例えばスマートカード）３４０、送信機３
１０、および受信機３５０を備える。
【００７９】
　一実施形態において、ＲＳ４７０は、図４に示したようにＷＴＲＵ４８０によって通信
するために使用されるものと、同じスペクトルおよびシグナリング方式を使用することが
できる無線リンク４６２を介して、１つまたは複数のＨＮＮ（例えば、ＢＳ４６０）と通
信する。図４において、ＷＴＲＵ４８０、４８２、４８４は、それぞれの無線リンク４７
２、４７４、および４７６を介してＲＳ４７０に接続される。ＷＴＲＵは、リンク４６４
、４６６、および４６８を介してＢＳ４６０と無線で通信することもできる。ＢＳ４６０
は、無線また有線とすることができるリンク４５２を介してＨＮＮ４５０に接続すること
ができる。ＲＳ４７０は、相互（二方向）または単方向（一方向）の認証を介した証明書
の検証を含む登録手続きによって、それ自体を登録する。登録データは、ネットワークに
おけるデータベースに格納される。データベースは、ＨＮＮ４５０、またはＨＬＲおよび
ＶＬＲデータベースも含む３ＧＰＰネットワークにおけるホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）
内など、ネットワークにおける他のノードに存在する。別の実施形態において、このデー
タは、ＳＧＳＮ、ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）など、コアネットワ
ーク要素に存在する。非３ＧＰＰネットワークにおいて、登録データを格納するため、類
似のノードが識別される。
【００８０】
　インストール時および一定の間隔（例えば１日１回）で定期的に、またはネットワーク
による要求への応答として、または他の類似の条件で、登録プロセスが実行される。登録
プロセスの一部として、例えば認証が失敗した場合、ＲＳ候補は、登録を拒否することが
できる。同様に、ＲＳは、それだけには限定されないが、認証、ＲＳの動作に対してＨＮ
Ｎによって課せられる制限、およびＨＮＮの使用に関する任意の経済的要因を含むいくつ
かの基準に基づいて、特定のＨＮＮに登録しないことを決定することができる。
【００８１】
　登録プロセス後は、接続のプロセスである。このプロセスは、頻繁に実行する動的プロ
セスであり、それが通信する用意ができているＲＳおよびＨＮＮの現在の状態が関与する
ものである。ここで、ＧＰＲＳ接続／接続解除に似た手続きを使用することができる。例
えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．００８－７８０、Ｓｅｃｔｉｏｎ　４．７．３に記載され
ているように、ＲＳは、ＲＳ識別情報、無線アクセス機能、暗号化の詳細など、いくつか
のＲＳ属性を含むＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＭＥＳＳＡＧＥを送信する。ＲＳ識別
情報は、永続的または一時的とすることができる。無線アクセス機能は、ＲＦ電力クラス
、マルチプルアンテナ機能、干渉除去機能、ハンドオーバー機能、および対応している他
の無線技術（例えば、ＵＭＴＳ　ＦＤＤ、ＬＴＥ、ＣＤＭＡ２０００など）［３ＧＰＰ　
ＴＳ　２４．００８－７８０、Ｓｅｃｔｉｏｎ　１０．５．５．１２ａを参照］を含むこ
とができる。ＢＳは、ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージを検査し、許容可能であ
り、協同の目的に有用であると考えられる場合、ＡＴＴＣＨ　ＡＣＣＥＰＴメッセージを
送信する。
【００８２】
　ＲＳは、１つまたは複数のＨＮＮと接続することができる。複数のＨＮＮに接続される
と、マルチセルシステム内の通信の向上のために、ダイバーシティ技術を使用することが
できる。
【００８３】
　ＲＳの位置を示すデータは、Ｈ（ｅ）ＮＢの位置を示すデータに似た形をとることがで
きる。このデータは、それだけには限定されないが、ＲＳが接続されるＨＮＮの識別情報
、ＲＳが接続されるＨＮＮの識別情報群、ＲＳの無線受信範囲にあるＨＮＮの識別情報（
ＲＳがそれらのいずれかまたはすべてに接続されない場合でさえ）、および検討中のＲＳ
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の無線の周辺にある他のＲＳの識別情報を含む。
【００８４】
　ＲＳが登録または接続のその状態を変更すると、いくつかの手続きを呼び出すことがで
きる。例えば、ＲＳが現在の位置から移動した場合、これは、新しい位置で新しい登録／
接続手続きをトリガすることができる。ＷＴＲＵのセルラーシステムにおけるホームネッ
トワークおよび訪問ネットワークの概念と同様に、ＲＳは、ホームネットワークを備える
ことができる。したがって、ＲＳがそのホームネットワークではないネットワーク、すな
わち、訪問ネットワークに移動するとき、訪問ネットワークにおける登録／接続手続きは
、ＲＳを認証する目的で、訪問ネットワークとホームネットワークとの間の通信を伴う可
能性がある。現在のセルラーシステムにおけるＷＴＲＵローミング手続きと類似したＲＳ
ローミング手続きを使用することができる。
【００８５】
　別の実施形態において、ＲＳは、動作を失敗し、最終的に動作を停止する（完全な失敗
）。こうした場合、完全な失敗の前に、ＲＳは、ＨＮＮ、および場合によってはコアネッ
トワークにおける他のノードと通信し、状況の変化をそれらに通知することができる。こ
れは、接続解除手続きをトリガする。別の実施形態において、ＲＳは、（全部または部分
的に）太陽電池式とすることができる。ＲＳは、それ自体をシャットダウンすることによ
って、電力を保持することを所望することができる。別の実施形態において、ＲＳは、（
全部または部分的に）電池式または太陽電池式とすることができる。これは、ＲＳが小さ
く、大量に配備されると予想され、無人で運転するため、ＲＳに電力を供給する場合、特
に魅力的な方法である。あるいは、ＲＳは、ＢＳに接続されているＷＴＲＵによって実行
されるものと類似したアイドル（またはスリープ）モード手続きを使用することによって
、電力を保持することを所望することができる。ＲＳがアイドルモードであるとき、電力
利用が最低限に抑えられる。こうした場合、アイドルモードに移行する前に、ＲＳは、Ｂ
Ｓがこうした移行を示すことを通知するためのメッセージを送信することができる。
【００８６】
　接続されておらず、場合によってはどのＨＮＮにも特定の位置に登録されていない可能
性があるＲＳは、自らアドバタイズし、任意のＨＮＮがそのサービスを要求するかどうか
を知ろうとする。特に、ＲＳは、無線ビーコン信号を聞き、ＨＮＮが存在するか否かを決
定する。結果に応じて、それは、（ＲＳがＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＷＬＡＮなど、複数の無
線モードに対応可能だと仮定して）適した無線を選択し、アドバタイズメッセージを送信
する。ＲＳが単一モード装置（特別な場合）である場合、これは、無線の検索をスキップ
し、すぐに自らアドバタイズする。ＨＮＮは、その無線の通信可能エリアの性質、通信不
可範囲などを知っているため、中継ヘルプを必要とするかどうかを決定することができる
。したがって、こうした基準を使用して、ＢＳは、アドバタイズされたＲＳの支援を使用
して、契約条件を交渉することを選択することができる。契約は、支援の持続期間、支援
の性質、支援のモードなどを伴う可能性がある。その後、ＲＳは、ＨＮＮに登録し、接続
することを含むそのサービスを「販売」し、契約が完了すると、ＨＮＮへの登録を解除し
、接続を解除する。このソリューションは、いくつかのサードパーティ無線ヘルパーＲＳ
が可能である配備シナリオを提供する。これは、２層の無線エリアの通信を提供するタイ
プおよび第二次市場を促進することもできる。
【００８７】
　実施態様
１．位置を決定するように構成された全地球測位システム（ＧＰＳ）または補助ＧＰＳ（
Ａ－ＧＰＳ）システムを備えた家庭内Ｎｏｄｅ－Ｂ（Ｈ（ｅ）ＮＢ）。
２．キャリア制御パラメータおよびユーザ制御パラメータのうちの少なくとも１つを含む
パラメータをロックおよびアンロックし、キャリア制御パラメータおよびユーザ制御パラ
メータのうちの少なくとも１つを変更するロッキング関数を実行し、
　Ｈ（ｅ）ＮＢの位置を検出し、
　Ｈ（ｅ）ＮＢがその位置から移動したかどうかを検出する
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　ように構成されたプロセッサ
　を備えた実施態様１に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
３．静的パラメータを格納し、起動時に構成を助けるように構成されたＵＳＩＭ（ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ　ｍｏｄｕｌｅ）と、
　メモリと、
　ロッキング関数およびパラメータを含むように構成された取外式メモリと、
　ＩＰネットワークに接続するように構成されたネットワークカードと、
　送信機と、
　受信機と
　をさらに備えた実施態様２に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
４．安全な格納および実行環境を提供する安全なハードウェア構成要素
　をさらに備えた実施態様３に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
５．キャリア制御パラメータは、Ｈ（ｅ）ＮＢによってブロードキャストすべき公衆陸上
移動体ネットワーク識別子（ＰＬＭＮ　ＩＤ）を含む実施態様２～４のうちのいずれか一
項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
６．キャリア制御パラメータは、基本的な音声サービス、緊急呼出サポート、および高速
データサポートのうちの少なくとも１つを含むＨ（ｅ）ＮＢで対応しているサービスを含
む実施態様２～５のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
７．キャリア制御パラメータは、ロックパラメータインジケータ、保護されたデータイン
ジケータ、セキュリティキー、およびセキュリティアルゴリズムのうちの少なくとも１つ
を含むセキュリティパラメータを含む実施態様２～６のうちのいずれか一項に記載のＨ（
ｅ）ＮＢ。
８．キャリア制御パラメータは、Ｈ（ｅ）ＮＢの動作周波数を示すスペクトルインジケー
タを含む実施態様２～７のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
９．キャリア制御パラメータは、動作インジケータおよび料金インジケータの位置を含む
実施態様２～８のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１０．キャリア制御パラメータは、ロックされたパラメータである実施態様２～９のうち
のいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１１．ＵＳＩＭは、１つまたは複数のパラメータを含む実施態様２～１０のうちのいずれ
か一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１２．メモリは、１つまたは複数のパラメータを含む実施態様２～１１のうちのいずれか
一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１３．取外式メモリは、１つまたは複数のパラメータを含む実施態様２～１２のうちのい
ずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１４．取外式メモリは、ロッキング関数を含む実施態様２～１３のうちのいずれか一項に
記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１５．取外式メモリは、ＷＴＲＵにおいてロッキング関数を含む実施態様２～１４のうち
のいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１６．ロッキング関数は、少なくとも一部分パラメータ値に基づいて、Ｈ（ｅ）ＮＢの動
作を可能にする実施態様２～１５のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１７．ロッキング関数は、ハードウェアレベルで、またはトラステッドコンピューティン
グ技術によって提供される安全な実行環境を使用することによって実施される実施態様２
～１６のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
１８．ロッキング関数は、ユーザが権限なしにＨ（ｅ）ＮＢパラメータを再構成しようと
試行する場合、停止すること、シャットダウンすること、提供されるサービスを低減する
こと、受付制御を制限すること、運用および保守（Ｏ＆Ｍ）シグナリングまたは制御プレ
ーン（Ｃプレーン）シグナリングをオペレータに送信することによって構成パラメータを
再設定すること、警告メッセージをオペレータに送信すること、およびオペレータに直接
連絡することのうちの少なくとも１つを実行する実施態様２～１７のうちのいずれか一項
に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
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１９．ロッキング関数は、ＷＴＲＵがＨ（ｅ）ＮＢキャリアに加入している場合のみ、Ｗ
ＲＴＵがＨ（ｅ）ＮＢに接続できるようにする実施態様２～１７のうちのいずれか一項に
記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２０．ロッキング関数は、動作の予め定められた基準が満たされると、Ｈ（ｅ）ＮＢを確
実にアンロックできるようにする実施態様２～１８のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ
）ＮＢ。
２１．予め定められた基準は、
　Ｈ（ｅ）ＮＢまたはＨ（ｅ）ＮＢの所有者の認証の成功と、
　その所有者またはオペレータによるアンロック要求のコンテキストの検証の成功と、
　そのプラットフォームの信頼性のＨ（ｅ）ＮＢによる証明の検証の成功と
　を備えた実施態様２０に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２２．ロッキング関数のアンロックコマンドまたはロックコマンドは、変更されたパラメ
ータと共に、シグナリングを介してコアネットワークまたは無線ネットワークコントロー
ラから受信される実施態様２～２１のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２３．ロッキング関数コマンドは、変更されたパラメータと共に、オープンモバイルアラ
イアンス（ＯＭＡ）デバイス管理（ＤＭ）機構を介して受信される実施態様２～２２のう
ちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２４．Ｈ（ｅ）ＮＢは、周囲のマクロセル識別子、および隣接セル識別子のうちの少なく
とも１つ、ならびに対応する無線強度と、予想されるマクロセル識別子パラメータおよび
予想される隣接セル識別子のうちの少なくとも１つ、ならびに予想される対応する無線強
度とを比較することによって、その位置の変化を検出する実施態様２～２３のうちのいず
れか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２５．Ｈ（ｅ）ＮＢは、格納された位置パラメータを、ＧＰＳまたはＡ－ＧＰＳで決定さ
れた位置、サービス提供される無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の位置、および隣接セル
のＷＴＲＵの位置のうちの少なくとも１つと比較することによって、その位置の変化を検
出する実施態様２～２４のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２６．Ｈ（ｅ）ＮＢは、隣接セルが変わり、Ｈ（ｅ）ＮＢの位置が変化していない場合、
その隣接リストを更新する旨の要求を送信する実施態様２～２５のうちのいずれか一項に
記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２７．Ｈ（ｅ）ＮＢは、その位置が変化したかもしれないと決定した場合、
　オペレータコアネットワークに連絡し、位置の変化を、新しい位置／新しいＩＰアドレ
ス、および任意の検出された近隣の表示と共に報告すること、
　更新された隣接リスト情報を要求すること、
　トリガロック機構を実施すること、
　Ｈ（ｅ）ＮＢに連絡しようと試みているＷＴＲＵに非稼働警告メッセージをブロードキ
ャストすること、
　動作し続けること、またはその隣接リストを単独で再構成すること、ならびに
　タイマの期間満了時に、更新された隣接リストを要求すること
　のうちの少なくとも１つを実行する実施態様２～２６のうちのいずれか一項に記載のＨ
（ｅ）ＮＢ。
２８．Ｈ（ｅ）ＮＢは、
　家と、
　オフィスと、
　代替オフィスと、
　小売建築物と、
　家、オフィス、または小売建築物に隣接するエリアと
　を含む位置の範囲内で動作することができる実施態様２～２７のうちのいずれか一項に
記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
２９．Ｈ（ｅ）ＮＢは、格納されたサービス提供中の上位のネットワークノード（ＨＮＮ
）の識別がアドバタイズされたサービス提供中の上位のネットワークノード（ＨＮＮ）の
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識別情報と異なる場合、位置更新手続きを開始する実施態様２～２８のうちのいずれか一
項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
３０．プロセッサ、安全なハードウェア構成要素、ＵＳＩＭ、メモリ、および取外式メモ
リのうちの少なくとも１つは、
　　ＷＴＲＵ識別子（ＩＤ）と、
　　　ＷＴＲＵの電力能力と、
　　　ＷＴＲＵが多入力多出力（ＭＩＭＯ）をサポートするというインジケータと、
　　　ＷＴＲＵの変調能力と、
　　　ＷＴＲＵで対応しているセキュリティアルゴリズムと
　　を含むＷＴＲＵパラメータの予想値と、
　　妥当性検査情報と、
　　認証情報と
　をさらに含むＷＴＲＵ情報
　を含む情報データベース（Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢ）を備えた実施態様２～２９のうちのい
ずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
３１．Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢ情報は、プログラムされる実施態様３０に記載のＨ（ｅ）ＮＢ
。
３２．Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢ情報は、Ｈ（ｅ）ＮＢに接続されたＷＴＲＵから取得される実
施態様３０～３１のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
３３．Ｈ（ｅ）ＮＢは、Ｈ（ｅ）ＮＢが移動しておらず、Ｈ（ｅ）ＮＢがＨ（ｅ）ＮＢ　
ＤＢ情報における変化を検出した場合、変更警告メッセージを送信する、または変更され
た情報の検証を要求する実施態様３０～３２のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ
。
３４．Ｈ（ｅ）ＮＢは、第１の割り当てられたＩＰアドレスを第２の割り当てられたＩＰ
アドレスと比較することによって、その位置の変化を検出する実施態様２～３３のうちの
いずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
３５．Ｈ（ｅ）ＮＢは、その位置の変化を検出した場合、
　オペレータコアネットワークに連絡し、位置の変化を、新しい位置、新しいＩＰアドレ
ス、および新しく検出された近隣の表示と共に報告すること、
　更新された隣接リスト情報を要求すること、
　ロック機構をトリガすること、
　Ｈ（ｅ）ＮＢに連絡しようと試みているＷＴＲＵに非稼働警告メッセージをブロードキ
ャストすること、
　動作し続けること、および／またはその位置を再構成すること、ならびに
　Ｈ（ｅ）ＮＢが、パブリックＩＰネットワークを介して、その位置の変化を報告できる
ようにするインターネット技術タスクフォース（ＩＥＴＦ）モビリティ機構を実施するこ
と
　のうちの少なくとも１つを実行する実施態様２～３４のうちのいずれか一項に記載のＨ
（ｅ）ＮＢ。
３６．Ｈ（ｅ）ＮＢは、Ｈ（ｅ）ＮＢによって測定され、集められるサービス品質（Ｑｏ
Ｓ）メトリックに基づいて、およびＨ（ｅ）ＮＢ　ＤＢに格納されているＱｏＳパラメー
タを使用して、オペレータコアネットワーク（ＣＮ）または無線ネットワークコントロー
ラ（ＲＮＣ）への物理層接続のタイプおよび特性を検出し、物理層は、広帯域符号分割多
元接続（ＷＣＤＭＡ）高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、移動通信用広域システム（Ｇ
ＳＭ）Ｅｄｇｅ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）、無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、ケーブル、およびＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒ
ｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ）のうちの少なくとも１つを含む実施態様２～３５のうちのいずれか一項に記載
のＨ（ｅ）ＮＢ。
３７．Ｈ（ｅ）ＮＢは、
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　基礎をなす物理層接続の能力に基づいて、
　提供されるサービス、受付制御パラメータ、および対応しているユーザの数のうちの少
なくとも１つを変更する実施態様２～３６のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
３８．Ｈ（ｅ）ＮＢは、データレート、保証されるスループット、最大スループット、ビ
ットエラーレート、エアインターフェイスシグナリング、およびサービス品質のうちの少
なくとも１つを変更する実施態様２～３７のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
３９．プロセッサは、Ｈ（ｅ）ＮＢのアクションまたはサービスを簡略化するために手続
きを提供するようにさらに構成された実施態様２～３８のうちのいずれか一項に記載のＨ
（ｅ）ＮＢ。
４０．パラメータは、リモートで構成可能である実施態様２～３９のうちのいずれか一項
に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
４１．コアネットワークに対するＨ（ｅ）ＮＢの位置の変化、予想される変化、その位置
に関連付けられているアクセス制限、サービスパラメータ、セキュリティパラメータ、お
よびコアネットワークからのコマンドのうちの少なくとも１つを含む情報を示す「位置の
更新」と、
　Ｈ（ｅ）ＮＢに接続された、またはＨ（ｅ）ＮＢへの接続を要求しているＷＴＲＵ　Ｉ
Ｄのリストをさらに含む「ＷＴＲＵリスト」と、
　ＤＳＬまたはケーブルを含む、Ｈ（ｅ）ＮＢが有するオペレータとの接続のタイプを示
し、サービスの品質（ＱｏＳ）サポート情報を含む「接続のタイプ」と、
　Ｈ（ｅ）ＮＢによって提供されるサービス、電力制御の値をさらに含む特定の無線リソ
ース制御（ＲＲＣ）パラメータを含むユーザ構成可能パラメータ示す「再構成されたパラ
メータ」と、
　Ｈ（ｅ）ＮＢからマクロセルまたは別のＨ（ｅ）ＮＢへのハンドオーバーおよび再選択
のパラメータを指定する「ハンドオーバーおよび再選択パラメータ」と、
　Ｈ（ｅ）ＮＢのプラットフォームまたは機能、信憑性および保全性の安全なリモート証
明のための新しいパラメータおよび情報を指定する「Ｈ（ｅ）ＮＢプラットフォームおよ
び機能の証明」と
　のうちの少なくとも１つを含むシグナリング情報を含むメッセージが送受信される実施
態様２～４０のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
４２．メッセージは、専用メッセージ、既存のメッセージの一部、または情報要素（ＩＥ
）である実施態様２～４１のうちのいずれか一項に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
４３．家庭内Ｎｏｄｅ－Ｂ（Ｈ（ｅ）ＮＢ）を構成することを含む無線通信のための方法
。
４４．ロッキング関数において、キャリア制御パラメータおよびユーザ制御パラメータの
うちの少なくとも１つを含むパラメータをロックおよびアンロックし、キャリア制御パラ
メータおよびユーザ制御パラメータのうちの少なくとも１つを変更することを含む実施態
様４３に記載の方法。
４５．Ｈ（ｅ）ＮＢの位置を検出することを含む実施態様４３に記載の方法。
４６．Ｈ（ｅ）ＮＢがその位置から移動したかどうかを検出することをさらに含む実施態
様４３に記載の方法。
４７．キャリア制御パラメータは、
　Ｈ（ｅ）ＮＢによってブロードキャストすべき公衆陸上移動体ネットワーク識別子（Ｐ
ＬＭＮ　ＩＤ）と、
　基本的な音声サービス、緊急呼出サポート、および高速データサポートのうちの少なく
とも１つを含むＨ（ｅ）ＮＢで対応しているサービスと、
　ロックされたパラメータインジケータ、保護されたデータインジケータ、セキュリティ
キー、およびセキュリティアルゴリズムのうちの少なくとも１つを含むセキュリティパラ
メータと、
　Ｈ（ｅ）ＮＢの動作周波数を示すスペクトルインジケータと、
　動作インジケータの位置と、
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　料金インジケータと
　を含む実施態様４４～４６のうちのいずれか一項に記載の方法。
４８．キャリア制御パラメータは、ロックされたパラメータである実施態様４４～４７の
うちのいずれか一項に記載の方法。
４９．ロッキング関数および１つまたは複数のパラメータをＵＳＩＭ（ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ　ｍｏｄｕｌｅ）に格納することをさ
らに含む実施態様４４～４８のうちのいずれか一項に記載の方法。
５０．ロッキング関数および１つまたは複数のパラメータを取外式メモリに格納すること
をさらに含む実施態様４４～４９のうちのいずれか一項に記載の方法。
５１．ロッキング関数および１つまたは複数のパラメータをトラステッドプラットフォー
ムモジュール（ＴＰＭ）に格納することをさらに含む実施態様４４～５０のうちのいずれ
か一項に記載の方法。
５２．ロッキング関数は、少なくとも一部分パラメータ値に基づいて、Ｈ（ｅ）ＮＢの動
作を可能にすることをさらに含む実施態様４４～５１のうちのいずれか一項に記載の方法
。
５３．ロッキング関数は、ハードウェアに実装してロッキング関数を実行する、またはト
ラステッドコンピューティング技術によってロッキング関数を実装することをさらに含む
実施態様４４～５２のうちのいずれか一項に記載の方法。
５４．ロッキング関数は、ユーザが権限なしにＨ（ｅ）ＮＢパラメータを再構成しようと
試行する場合、停止すること、シャットダウンすること、提供されるサービスを低減する
こと、受付制御を制限すること、運用および保守（Ｏ＆Ｍ）シグナリングまたは制御プレ
ーン（Ｃプレーン）シグナリングをオペレータに送信することによって構成パラメータを
再設定すること、警告メッセージをオペレータに送信すること、およびオペレータに直接
連絡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む実施態様４４～５３の
うちのいずれか一項に記載の方法。
５５．ロッキング関数は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）がＨ（ｅ）ＮＢキャリアに加
入している場合のみ、ＷＴＲＵがＨ（ｅ）ＮＢに接続できるようにすることをさらに含む
実施態様４４～５４のうちのいずれか一項に記載の方法。
５６．ロッキング関数は、動作の予め定められた基準が満たされると、Ｈ（ｅ）ＮＢを確
実にアンロックできるようにすることをさらに含む実施態様４４～５５のうちのいずれか
一項に記載の方法。
５７．予め定められた基準は、
　Ｈ（ｅ）ＮＢまたはＨ（ｅ）ＮＢの所有者を認証することと、
　アンロック要求のコンテキストを検証することと、
　そのプラットフォームの信頼性のＨ（ｅ）ＮＢによる証明を検証することと
　を含む実施態様４４～５６のうちのいずれか一項に記載の方法。
５８．ロッキング関数は、変更されたパラメータと共に、アンロックコマンドまたはロッ
クコマンドを受信することをさらに含む実施態様４４～５７のうちのいずれか一項に記載
の方法。
５９．その位置の変化を検出することは、周囲のマクロセル識別子、および隣接セル識別
子のうちの少なくとも１つ、ならびに対応する無線強度と、予想されるマクロセル識別子
パラメータおよび予想される隣接セル識別子のうちの少なくとも１つ、ならびに予想され
る対応する無線強度とを比較することを含む実施態様４４～５８のうちのいずれか一項に
記載の方法。
６０．その位置の変化を検出することは、格納された位置パラメータを、ＧＰＳまたはＡ
－ＧＰＳで決定された位置、サービス提供される無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の位置
、および隣接セルのＷＴＲＵの位置のうちの少なくとも１つと比較することを含む実施態
様４４～５９のうちのいずれか一項に記載の方法。
６１．隣接セルが変わり、Ｈ（ｅ）ＮＢの位置が変化していない場合、その隣接リストを
更新する旨の要求を送信することをさらに含む実施態様４４～６０のうちのいずれか一項
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に記載の方法。
６２．Ｈ（ｅ）ＮＢがその位置が変化した可能性があると決定した場合、
　オペレータコアネットワークに連絡し、位置の変化を、新しい位置／新しいＩＰアドレ
ス、および任意の検出された近隣の表示と共に報告すること、
　更新された隣接リスト情報を要求すること、
　トリガロック機構を実装すること、
　Ｈ（ｅ）ＮＢに連絡しようと試みているＷＴＲＵに非稼働警告メッセージをブロードキ
ャストすること、
　動作し続けること、またはその隣接リストを単独で再構成すること、ならびに
　タイマの期間満了時に、更新された隣接リストを要求すること
　のうちの少なくとも１つを実行することをさらに含む実施態様４４～６１のうちのいず
れか一項に記載の方法。
６３．追加の検出されたセル情報を格納することと、
　検出されたセル情報を送信する旨の要求をＨ（ｅ）ＮＢから受信することと、
　検出されたセル情報をＨ（ｅ）ＮＢに送信することと
　を含むＷＴＲＵによって検出されたセル情報を生成するための方法。
６４．Ｈ（ｅ）ＮＢにおいて隣接セルリスト（ＮＣＬ）を作成するための方法であって、
　検出されたセル情報についての要求をＷＴＲＵに送信することと、
　ＷＴＲＵから検出されたセル情報を受信することと、
　ＮＣＬを生成するために、検出されたセル情報を処理することと
　を含む方法。
６５．家庭内Ｎｏｄｅ－ｂ（Ｈ（ｅ）ＮＢ）を備えた基地局（ＲＳ）。
６６．位置を決定するように構成された全地球測位システム（ＧＰＳ）または補助ＧＰＳ
（Ａ－ＧＰＳ）システムを備えた実施態様６５に記載のＲＳ。
６７．キャリア制御パラメータおよびユーザ制御パラメータのうちの少なくとも１つを含
むパラメータをロックおよびアンロックし、キャリア制御パラメータおよびユーザ制御パ
ラメータのうちの少なくとも１つを変更するロッキング関数を実行し、
　Ｈ（ｅ）ＮＢの位置を検出し、
　Ｈ（ｅ）ＮＢがその位置から移動したかどうかを検出する
　ように構成されたプロセッサを備えた実施態様６５に記載のＲＳ。
６８．　静的パラメータを格納し、起動時に構成を助けるように構成されたＵＳＩＭ（ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ　ｍｏｄｕｌｅ）と、
　メモリと、
　ロッキング関数およびパラメータを含むように構成された取外式メモリと、
　送信機と、
　受信機と
　をさらに含む実施態様６６～６７のうちのいずれかに記載のＲＳ。
６９．安全な格納および実行環境を提供する安全なハードウェア構成要素
　をさらに備えた実施態様６６～６８のうちのいずれかに記載のＲＳ。
７０．キャリア制御パラメータは、
　Ｈ（ｅ）ＮＢによってブロードキャストすべき公衆陸上移動体ネットワーク識別子（Ｐ
ＬＭＮ　ＩＤ）と、
　基本的な音声サービス、緊急呼出サポート、および高速データサポートのうちの少なく
とも１つを含むＨ（ｅ）ＮＢでサポートされるサービスと、
　ロックされたパラメータインジケータ、保護されたデータインジケータ、セキュリティ
キー、およびセキュリティアルゴリズムのうちの少なくとも１つを含むセキュリティパラ
メータと、
　Ｈ（ｅ）ＮＢの動作周波数を示すスペクトルインジケータと、
　動作インジケータの位置と、
　料金インジケータと
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　を含む実施態様６６～６９のうちのいずれかに記載のＲＳ。
７１．キャリア制御パラメータは、
　ＲＳ識別情報と、
　　ＲＦ電力クラスと、
　　マルチプルアンテナ機能インジケータと、
　　干渉除去機能インジケータと、
　　ハンドオーバー機能と
　をさらに含む無線アクセス機能と、
　暗号化の詳細と
　をさらに含む実施態様６６～７０のうちのいずれかに記載のＲＳ。
７２．プロセッサ、安全なハードウェア構成要素、ＵＳＩＭ、メモリ、および取外式メモ
リのうちの少なくとも１つは、
　　ＷＴＲＵ識別子（ＩＤ）と、
　　ＲＳ識別情報（ＩＤ）と、
　　ＲＳがアイドルモードであるかどうかを示すモードインジケータと、
　　　ＷＴＲＵの電力能力と、
　　　ＷＴＲＵが多入力多出力（ＭＩＭＯ）をサポートするというインジケータと、
　　　ＷＴＲＵの変調能力と、
　　　ＷＴＲＵによってサポートされるセキュリティアルゴリズムと
　　を含むＷＴＲＵパラメータの予想値と、
　　妥当性検査情報と、
　　認証情報と
　をさらに含むＷＴＲＵ情報
　を含む情報データベース（Ｈ（ｅ）ＮＢ　ＤＢ）を含む実施態様６６～７１のうちのい
ずれかに記載のＲＳ。
７３．アイドルモードに入ることと、
　モードインジケータを送信することと
　を含む中継局（ＲＳ）によって電力を保持するための方法。
７４．中継局（ＲＳ）によってサービスを取得することを含む方法。
７５．上位のネットワークノード（ＨＮＮ）の存在を決定するために聞くことを含む実施
態様７４に記載の方法。
７６．ＨＮＮにアドバタイズすることを含む実施態様７４に記載の方法。
７７．支援の持続期間、支援の性質、支援のモードのうちの少なくとも１つを含む支援の
契約を受信することを含む実施態様７４に記載の方法。
７８．そのサービスを販売することを含む実施態様７４に記載の方法。
７９．無線を選択することをさらに含む実施態様７５～７８のうちのいずれか一項に記載
の方法。
【００８８】
　本発明の特徴および要素は、好ましい実施形態に、特定の組み合わせで記載されている
が、各特徴または要素は、好ましい実施形態の他の特徴および要素なしに単独で、または
本発明の他の特徴および要素の有無にかかわらず様々な組み合わせで使用することができ
る。本発明で提供された方法またはフロー図は、汎用コンピュータまたはプロセッサによ
って実行するために、コンピュータ読取可能な記憶媒体に有形で組み込まれるコンピュー
タプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実行することができる。コ
ンピュータ読取可能な記憶媒体の例には、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵ハードデ
ィスクおよび取外式ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびＣＤ－ＲＯＭディスク
およびデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）などの光媒体などがある。
【００８９】
　適したプロセッサには、一例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセ
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ッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関
連する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、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）
回路、他の任意のタイプの集積回路（ＩＣ）および／または状態機械などがある。
【００９０】
　ソフトウェアと関連するプロセッサは、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）、ユーザ機器
（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、または任意のホス
トコンピュータで使用するための無線周波数トランシーバを実施するために使用すること
ができる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカフォン
、振動装置、スピーカ、マイクロフォン、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、
キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユニ
ット、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）表示装置、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示装置
、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インタ
ーネットブラウザ、および／または任意の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
モジュールなど、ハードウェアおよび／またはソフトウェアに実装されるモジュールと共
に使用することができる。

【図１】 【図２】
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