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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を備える方法、
　　受信された接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立すること、
　　前記無線デバイスはサポートされている閉じた加入者グループから除外されることを
決定すること、
　　前記サポートされている閉じた加入者グループから除外されていない無線デバイスに
与えられるものと比較してリソースのより小さな部分を前記無線デバイスに提供すること
と、
　　前記無線デバイスからのリソース割り当ての要求を受信することと、及び、前記無線
デバイスからの異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求を受信することのうち
の少なくとも１つと同時に、前記無線デバイスを前記異種のアクセス・ポイントへハンド
オーバするためにハンドオーバ手続きを開始すること。
【請求項２】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信との干渉を軽減
するためにダウンリンク送信電力を減少させることをさらに備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記ダウンリンク送信電力を減少させることは、デコーディング・レートまたはバック
ホール・リンク・データ・レートに対応した前記サポートされている閉じた加入者グルー



(2) JP 5329710 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

プに含まれる１または複数の異種のデバイスに関する信号対雑音比を維持することに少な
くとも部分的に基づく、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信との干渉を軽減
するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、ダウンリンク送信周波数を切替えることを
さらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ハンドオーバ手続きを開始することは、１または複数の隣接したアクセス・ポイン
トに対応する前記無線デバイスからの１または複数の測定報告を要求することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１または複数の測定報告を要求することは、周波数内及び周波数間測定報告を要求
することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記無線デバイスが前記サポートされている閉じた加入者グループから除外されること
を決定することは、前記無線デバイスに関連した識別子が複数の閉じた加入者グループメ
ンバーのアクセス制御リストから除外されることを検証すること、あるいは前記無線デバ
イスが前記サポートされている閉じた加入者グループから除外されるという無線ネットワ
ークからの表示を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記閉じた加入者グループに含まれる１または複数の異種の無線デバイスと通信するこ
とをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　下記をさらに備える、請求項８に記載の方法、
　　アクセス・ポイントからの異種のハンドオーバ手続きで前記閉じた加入者グループか
ら除外された異種の無線デバイスを獲得すべき旨の要求を受信すること、
　　前記要求を受信することに少なくとも部分的に基づいてダウンリンク送信電力を低下
させること。
【請求項１０】
　前記ダウンリンク送信電力を低下させることは、前記異種のアクセス・ポイントに関連
した基準信号受信電力または品質に少なくとも部分的に基づいて前記ダウンリンク送信電
力を低下させることを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提供するために１または複数
のページング信号を前記無線デバイスに送信することをさらに備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記リソース割り当ての要求を受信することは、前記無線デバイスからデータ・ベアラ
の要求を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記リソース割り当ての要求を受信することは、前記無線デバイスから公衆データ・ネ
ットワーク接続を確立せよとの要求を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記リソース割り当ての要求を受信することは、登録手続きの一部として複数の無線ベ
アラを活動化するための表示を受信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　下記を備える無線通信装置、
　少なくとも１つのプロセッサ、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　無線デバイスとの接続を確立するためにランダム・アクセス手続きを行ない、
　　サポートされている閉じた加入者グループから除外されるものとして前記無線デバイ
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スを識別し、
　　前記サポートされている閉じた加入者グループから除外されていない無線デバイスに
与えられるものと比較してリソースのより小さな部分を前記無線デバイスに提供し、
　　前記無線デバイスからのネットワーク・アクセスの要求を受信することと、及び、前
記無線デバイスからの異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求を受信すること
のうちの少なくとも１つと同時に、前記無線デバイスを前記異種のアクセス・ポイントへ
ハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開始するように構成される、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリ。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイン
トとの間の複数の通信との干渉を軽減するためにダウンリンク送信電力を減少させるよう
にさらに構成される、請求項１５に記載の無線通信装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイン
トとの間の複数の通信との干渉を軽減するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、異種
のダウンリンク送信周波数を選択するようにさらに構成される、請求項１５に記載の無線
通信装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、アクセス・ポイントからの異種のハンドオーバ手
続きで前記閉じた加入者グループから除外された異種の無線デバイスを受信せよとの要求
を獲得すると同時に、ダウンリンク送信電力を低下させるようにさらに構成される、請求
項１５に記載の無線通信装置。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、１または複数のページング信号を前記無線デバイ
スに通信することによって前記無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提供
するようにさらに構成される、請求項１５に記載の無線通信装置。
【請求項２０】
　前記ネットワーク・アクセスの要求は、データ・ベアラの要求、公衆データ・ネットワ
ーク接続を確立せよとの要求、あるいは登録手続きの一部として複数の無線ベアラを活動
化するための表示を含む、請求項１５に記載の無線通信装置。
【請求項２１】
　下記を備える装置、
　　接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立するための手段、
　　前記無線デバイスがサポートされている閉じた加入者グループから除外されることを
決定するための手段、
　　前記サポートされている閉じた加入者グループから除外されていない無線デバイスに
与えられるものと比較してリソースのより小さな部分を前記無線デバイスに提供するため
の手段、
　　前記無線デバイスからのリソース割り当ての要求を受信することと、及び、前記無線
デバイスからの異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求を受信することのうち
の少なくとも１つと同時に、前記無線デバイスを前記異種のアクセス・ポイントへハンド
オーバするためにハンドオーバ手続きを開始するための手段。
【請求項２２】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信に引き起こされ
る干渉を軽減するためにダウンリンク送信電力を減少させ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２３】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信に引き起こされ
る干渉を軽減するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、ダウンリンク送信周波数を切
替えるための手段をさらに備える、請求項２１に記載の装置。
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【請求項２４】
　　下記を備えるコンピュータ可読記憶媒体、
　　　無線デバイスとの接続を確立するためにランダム・アクセス手続きを、少なくとも
１つのコンピュータに行なわせるコード、
　　　サポートされている閉じた加入者グループから除外されるものとして前記無線デバ
イスを、前記少なくとも１つのコンピュータに識別させるコード、
　　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記サポートされている閉じた加入者グルー
プから除外されていない無線デバイスに与えられるものと比較してリソースのより小さな
部分を前記無線デバイスに提供させるコード、
　　　前記無線デバイスからネットワーク・アクセスの要求を受信することと、及び、前
記無線デバイスから異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求を受信することの
うちの少なくとも１つと同時に、前記異種のアクセス・ポイントへ前記無線デバイスをハ
ンドオーバするためにハンドオーバ手続きを、前記少なくとも１つのコンピュータに開始
させるコード。
【請求項２５】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信との干渉を軽減
するためにダウンリンク送信電力を、前記少なくとも１つのコンピュータに減少させるコ
ードをさらに備える、請求項２４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２６】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信との干渉を軽減
するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、異種のダウンリンク送信周波数を、前記少
なくとも１つのコンピュータに選択させるコードをさらに備える、請求項２４に記載のコ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　アクセス・ポイントからの異種のハンドオーバ手続きで前記閉じた加入者グループから
除外された異種の無線デバイスを受信せよとの要求を獲得すると同時に、ダウンリンク送
信電力を、前記少なくとも１つのコンピュータに低下させるコードをさらに備える、請求
項２４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２８】
　１または複数のページング信号を前記無線デバイスに通信することによって前記無線デ
バイスに少なくとも最低のレベルのサービスを、前記少なくとも１つのコンピュータに提
供させるコードをさらに備える、請求項２４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２９】
　下記を備える装置、
　　接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立する接続確立コンポーネント、
　　前記無線デバイスがサポートされている閉じた加入者グループから除外されることを
見分ける閉じた加入者グループメンバー決定コンポーネント、
　　前記サポートされている閉じた加入者グループから除外されていない無線デバイスに
与えられるものと比較してリソースのより小さな部分を前記無線デバイスに提供するリソ
ース提供コンポーネント、
　　前記無線デバイスからのリソース割り当ての要求、及び、前記無線デバイスからの異
種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求のうちの少なくとも１つに少なくとも部
分的に基づいて前記異種のアクセス・ポイントへ前記無線デバイスをハンドオーバするた
めにハンドオーバ手続きを開始するハンドオーバ・コンポーネント。
【請求項３０】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信への干渉を軽減
するためにダウンリンク送信電力を減少させる送信コンポーネントをさらに備える、請求
項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信への干渉を軽減
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するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、ダウンリンク送信周波数を調節する送信コ
ンポーネントをさらに備える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提供するために１または複数
のページング信号を前記無線デバイスに送信するページング・コンポーネントをさらに備
える、請求項２９に記載の装置。
【請求項３３】
　前記無線デバイスからの前記異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求は、前
記無線デバイスに与えられた前記リソースのより小さな部分が前記無線デバイスにとって
不十分であるという決定に応答して受信される、請求項１に記載の方法。 
【請求項３４】
　前記無線デバイスからの前記異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求は、前
記無線デバイスに与えられた前記リソースのより小さな部分が前記無線デバイスにとって
不十分であるという決定に応答して受信される、請求項１５に記載の無線通信装置。 
【請求項３５】
　前記無線デバイスからの前記異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求は、前
記無線デバイスに与えられた前記リソースのより小さな部分が前記無線デバイスにとって
不十分であるという決定に応答して受信される、請求項２１に記載の装置。 
【請求項３６】
　前記無線デバイスからの前記異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求は、前
記無線デバイスに与えられた前記リソースのより小さな部分が前記無線デバイスにとって
不十分であるという決定に応答して受信される、請求項２４に記載のコンピュータ可読記
憶媒体。 
【請求項３７】
　前記無線デバイスからの前記異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバの要求は、前
記無線デバイスに与えられた前記リソースのより小さな部分が前記無線デバイスにとって
不十分であるという決定に応答して受信される、請求項２９に記載の装置。 
【発明の詳細な説明】
【関連技術】
【０００１】
［３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９下での優先権主張］
　本願は、ここにおいて参考文献とされ、その権利が譲渡された仮米国特許出願第６１/
１６１，８７７号（２００９年３月２０日出願、表題「MIMICシグナリング・アソシエー
ションへのハイブリッド・アクセスの使用(USING HYBRID ACCESS TO MIMIC SIGNALING AS
SOCIATION)」）及び仮米国特許出願第６１/１８７，２３０号（２００９年６月１５日出
願、表題「ハイブリッド・セル管理(HYBRID CELL MANAGEMENT)」）に基づき優先権を主張
している。
【技術分野】
【０００２】
　以下の記載は一般に無線通信に関するものであり、具体的には、ハイブリッド・セル・
アクセス・ポイント管理に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、たとえば、音声、データ等のような、様々なタイプの通信内容を
提供するために広範囲に配置されている。典型的な複数の無線通信システムは、利用可能
な複数のシステム・リソース（たとえば、帯域幅、送信電力、・・・）を共用することに
よりマルチプルの(multiple)ユーザとの通信をサポートすることができる多元接続システ
ムであることができる。そのような多元接続システムの複数の例には、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（Ｆ
ＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続(ＯＦＤＭＡ)システム等が含まれることがで
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きる。さらに、該複数のシステムは、第３世代パートナーシップ・プロジェクト(3rd Gen
eration Partnership Project)」（３ＧＰＰ）のような複数の仕様、３ＧＰＰのＬＴＥ(L
ong Term Evolution)、ＵＭＢ(Ultra Mobile Broadband)、および、またはＥＶ－ＤＯ(ev
olution data optimized) 、その１または複数の改訂されたもの(revisions)のような複
数のマルチ・キャリア(multi-carrier)無線仕様等に準拠していることができる。
【０００４】
　一般に、無線多元接続通信システムは、マルチプルの移動デバイス(mobile devices)の
ための通信を同時にサポートすることができる。各移動デバイスは、順方向および逆方向
リンク上の送信によって１または複数のアクセス・ポイント（たとえば、基地局）と通信
することができる。該順方向リンク（あるいはダウンリンク）とは、複数のアクセス・ポ
イントから複数の移動デバイスへの通信リンクのことであり、逆方向リンク（あるいはア
ップリンク)とは、複数の移動デバイスから複数のアクセス・ポイントへの通信リンクの
ことである。さらに、移動デバイスとアクセス・ポイントとの間の通信は、ＳＩＳＯ(sin
gle-input single-output)システム、ＭＩＳＯ(multiple-input single-output)システム
、ＭＩＭＯ(multiple-input multiple-output)システム等によって確立されることができ
る。さらに、複数のピア・ツゥ・ピア無線ネットワーク構成で、複数の移動デバイスは他
の複数の移動デバイスと（及び、または複数のアクセス・ポイントは他の複数のアクセス
・ポイントと）通信することができる。
【０００５】
　さらに、たとえば、異なるクラスのアクセス・ポイントは、複数の移動デバイスとの高
い電力の(high-powered)通信を実施する複数のマクロ(macro)・セル・アクセス・ポイン
トのような、１つの無線ネットワークにおいて提供されることができる。さらに、複数の
移動デバイスとの低い電力の(lower-powered)通信を実施するフェムト(femto)またはピコ
(pico)・セル・アクセス・ポイントが提供されることができる。たとえば、フェムトまた
はピコ・セル・アクセス・ポイントは広帯域バックホール(backhaul)によって無線ネット
ワークと通信することができ、したがって会社や住宅等内で動作して、より小さい規模で
無線ネットワーク・アクセスを提供することができる。さらに、たとえば、無線ネットワ
ーク中のいくつかのアクセス・ポイントは、多くの移動デバイスに開いた通信を提供する
ことができるが、いくつかのアクセス・ポイントは複数の閉じた加入者グループ(ＣＳＧ)
・セルをインプリメントすることができ、それらは、該ＣＳＧ内における複数の移動デバ
イスの一部分へのアクセスを制限する。これは、メンバー・デバイスの個人またはグルー
プ識別子を含むアクセス制御リストに基づいて決定されることができ、それは該アクセス
・ポイントに供給され(provisioned)、あるいは、そうでなければ、構成(configuration)
、無線ネットワークの１または複数のコンポーネント等から獲得されることができる。
【発明の概要】
【０００６】
　以下、基本的な理解を提供するために１または複数の態様の簡明化された概要を示す。
この概要は熟考されたすべての態様の広範囲な概説ではなく、すべての態様の基本的な(k
ey)または重大な(critical)複数の要素(elements)を示すものでも、任意のまたはすべて
の態様の技術的範囲を詳細に図示する(delineate)ものでもない。その唯一の目的は、以
下に示されているさらに詳細な説明への序章(prelude)として簡単化された形態で１また
は複数の態様のいくつかの概念を示すことである。
【０００７】
　１または複数の態様及び対応するその開示によると、加入者グループの中にない複数の
移動デバイスに最低のレベルのサービスを提供する一方で、加入者グループの中の１また
は複数の移動デバイスへの閉じた加入者グループ（ＣＳＧ）のアクセスを提供することが
できるハイブリッド・セルを提供すること容易にすることに関連して、種々の態様が記載
されている。一例において、該ハイブリッド・セルは、そのような複数の非メンバーの移
動デバイスが複数のページング信号をそこから受信するために該ハイブリッド・セルにキ
ャンプする(camp)ことを可能にすることができる。この例において、該ハイブリッド・セ
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ル・アクセス・ポイントは、接続が該ハイブリッド・セルにおいて試みられる複数の非メ
ンバー移動デバイスをハンドオーバすることができる。別の例において、該ハイブリッド
・セル・アクセス・ポイントは、増加されたリソース、ベアラ(bearers)等を提供するこ
とによってメンバーの移動デバイスを選び(prefer)、その一方で、より低いレベルのサー
ビスを非メンバーの移動デバイスに依然として提供することができる。さらに、たとえば
、ハイブリッド・セルは、複数の近隣のアクセス・ポイントでの負荷バランシングを容易
にするために、様々なレベルのサービスを構成し、それらの間で切替えを行なうことがで
きる。
【０００８】
　関連する態様によれば、受信された接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立す
ること、及び該無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提供するために１ま
たは複数のページング信号を該無線デバイスに送信することを含む方法が提供される。該
方法はまた、該無線デバイスがサポートされているＣＳＧから除外されることを決定する
ことを含む。
【０００９】
　別の態様は無線通信装置に関する。該無線通信装置は、無線デバイスとの接続を確立す
るためにランダム・アクセス手続きを行ない、サポートされているＣＳＧから除外される
ものとして無線デバイスを識別するように構成された少なくとも１つのプロセッサを含む
ことができる。該プロセッサはさらに、該無線デバイスからのネットワーク・アクセスの
要求を受信すると同時に、該無線デバイスを異種の(disparate)アクセス・ポイントへハ
ンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開始するように構成されている。該無線通信
装置はまた、該少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリを備えている。
【００１０】
　さらに別の態様は、装置に関する。該装置は、接続要求に基づいて無線デバイスとの接
続を確立するための手段、および該無線デバイスがサポートされているＣＳＧから除外さ
れることを決定するための手段を含む。該装置はさらに、該無線デバイスからのリソース
・割り当て(allocation)の要求を受信すると同時に、該無線デバイスを異種の(disparate
)アクセス・ポイントへハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開始するための手
段を含む。
【００１１】
　別の態様はコンピュータ・プログラム製品に関し、それは、無線デバイスとの接続を確
立するためにランダム・アクセス手続きを、少なくとも１つのコンピュータに行なわせる
コード、およびサポートされているＣＳＧから除外されるものとして該無線デバイスを、
該少なくとも１つのコンピュータに識別させるコードを含むコンピュータ可読媒体を有す
ることができる。該コンピュータ可読媒体はさらに、該無線デバイスからネットワーク・
アクセスの要求を受信すると同時に、異種のアクセス・ポイントへ該無線デバイスをハン
ドオーバするためにハンドオーバ手続きを、該少なくとも１つのコンピュータに開始させ
るコードを備えることができる。
【００１２】
　さらに、付加的な態様は、接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立する接続確
立コンポーネント、および該無線デバイスがサポートされているＣＳＧから除外されるこ
とを見分ける(discerns)ＣＳＧメンバー決定コンポーネントを含む装置に関する。該装置
は、該無線デバイスからのリソース割り当ての要求に少なくとも部分的に基づいて異種の
アクセス・ポイントへ該無線デバイスをハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開
始するハンドオーバ・コンポーネントをさらに含む。
【００１３】
　別の態様によれば、アクセス・ポイントに関連した負荷バランシング要求を受信し、該
負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいてサポートされているＣＳＧから除外
された１または複数の無線デバイスと通信することに関連したサービス・レベルを選択す
ることを含む方法が提供される。該方法は、該負荷バランシング要求に少なくとも部分的
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に基づいて無線ネットワーク中のカバレージ・エリアを拡大するためにダウンリンク送信
電力を増加させることをさらに含む。
【００１４】
　別の態様は、無線通信装置に関する。該無線通信装置は、アクセス・ポイントに関係し
た負荷バランシング要求を獲得し、該負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づい
てＣＳＧから除外された１または複数の無線デバイスと通信することに関連したサービス
・レベルを修正するように構成された少なくとも１つのプロセッサを含むことができる。
該プロセッサは、該負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて無線ネットワー
ク中のカバレージ・エリアを拡大するためにダウンリンク送信電力を増加させるようにさ
らに構成される。該無線通信装置はまた、該少なくとも１つのプロセッサに結合されたメ
モリを備える。
【００１５】
　さらに別の態様は、装置に関する。該装置は、アクセス・ポイントに関連した負荷バラ
ンシング要求を受信するための手段、該負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づ
いてサポートされているＣＳＧから除外された１または複数の無線デバイスと通信するこ
とに関連したサービス・レベルを選択するための手段を含む。該装置はまた、該負荷バラ
ンシング要求に少なくとも部分的に基づいて無線ネットワーク中のカバレージ・エリアを
拡大するためにダウンリンク送信電力を増加させるための手段を含む。
【００１６】
　別の態様は、コンピュータ・プログラム製品に関し、それは、アクセス・ポイントに関
係した負荷バランシング要求を、少なくとも１つのコンピュータに獲得させるコード、お
よび該負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいてＣＳＧから除外された１また
は複数の無線デバイスと通信することに関連したサービス・レベルを、該少なくとも１つ
のコンピュータに修正させるコードを含むコンピュータ可読媒体を有することができる。
該コンピュータ可読媒体はまた、該負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて
無線ネットワーク中のカバレージ・エリアを拡大するためにダウンリンク送信電力を、該
少なくとも１つのコンピュータに増加させるコードを備えることができる。
【００１７】
　さらに、付加的な態様は、アクセス・ポイントに関連した負荷バランシング要求を獲得
する負荷バランシング・パラメータ受信コンポーネント、および該負荷バランシング要求
に少なくとも部分的に基づいてサポートされているＣＳＧから除外された１または複数の
無線デバイスと通信することに関連したサービス・レベルを選択するサービス・レベル初
期化コンポーネントを含む装置に関する。該装置は、該負荷バランシング要求に少なくと
も部分的に基づいて無線ネットワーク中のカバレージ・エリアを拡大するためにダウンリ
ンク送信電力を増加させる送信コンポーネントをさらに含む。
【００１８】
　さらに別の態様において、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービス・
レベル調節の通知を受信すること、および該ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへ
オフロードする(offloading)１または複数の無線デバイスを選択することを含む方法が提
供される。該方法はまた、該ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへの該１または複
数の無線デバイスのハンドオーバを容易にするために該１または複数の無線デバイスから
の複数の測定報告を要求することを含む。
【００１９】
　別の態様は無線通信装置に関する。該無線通信装置は、ハイブリッド・セル・アクセス
・ポイントによるサービ・スレベル調節の通知を獲得し、該ハイブリッド・セル・アクセ
ス・ポイントへオフロードする１または複数の無線デバイスを決定するように構成された
少なくとも１つのプロセッサを含むことができる。該プロセッサは、該ハイブリッド・セ
ル・アクセス・ポイントへの該１または複数の無線デバイスのハンドオーバを容易にする
ために該１または複数の無線デバイスからの複数の測定報告を要求するようにさらに構成
される。該無線通信装置はまた、該少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリを備
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える。
【００２０】
　さらに別の態様は装置に関する。該装置は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント
によるサービス・レベル調節の通知を受信するための手段、及びの該サービス・レベル調
節の通知に基づいて該ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへの１または複数の無線
デバイスのハンドオーバを容易にするために該１または複数の無線デバイスからの複数の
測定報告を要求するための手段を含む。
【００２１】
　別の態様は、コンピュータ・プログラム製品に関し、それは、ハイブリッド・セル・ア
クセス・ポイントによるサービス・レベル調節の通知を、少なくとも１つのコンピュータ
に獲得させるコード、及び該ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントにオフロードする
１または複数の無線デバイスを、該少なくとも１つのコンピュータに決定させるコードを
含むコンピュータ可読媒体を有することができる。該コンピュータ可読媒体はまた、該ハ
イブリッド・セル・アクセス・ポイントへの該１または複数の無線デバイスのハンドオー
バを容易にするために該１または複数の無線デバイスからの複数の測定報告を、該少なく
とも１つのコンピュータに要求させるコードを備えることができる。
【００２２】
　さらに、付加的な態様は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービス・
レベル調節の通知を受信する負荷バランシング要求コンポーネントを含む装置に関する。
該装置は、該サービス・レベル調節の通知に基づいて該ハイブリッド・セル・アクセス・
ポイントへの１または複数の無線デバイスのハンドオーバを容易にするために該１または
複数の無線デバイスからの複数の測定報告を要求する近隣探索開始コンポーネントをさら
に含むことができる。
【００２３】
　上記および関連した複数の結果を達成するために、１または複数の態様は以下詳細に記
載され、複数の請求項中では具体的に指摘される複数の特徴を備える。次の記載及び添付
された図面は、１つ以上の態様のある決まった例示的な複数の特徴を詳細に示す。しかし
ながら、これらの特徴は、種々の態様の複数の原理が使用されることができる様々なやり
方の少数のものを示し、この記載はそのような態様及びそれらの等価なものをすべて含む
ように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、複数の非メンバー・デバイスに最低のレベルのサービスを提供すること
を容易にする例示的な無線通信システムの一例である。
【図２】図２は、メンバー及び非メンバー・デバイスへのハイブリッド・セル・アクセス
を提供することを容易にする例示的な無線通信システムの一例である。
【図３】図３は、負荷バランシングのためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへ
複数の無線デバイスをオフロードすることを実施する(effectuates)例示的な無線通信シ
ステムの一例である。
【図４】図４は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントのダウンリンク送信電力を調
節する例示的な無線通信システムの一例である。
【図５】図５は、複数の非メンバー・デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提
供することを容易にする例示的な方法の一例である。
【図６】図６は、負荷バランシングのためにオフロードされた複数のデバイスを受信する
ように複数の通信パラメータを修正することを容易にする例示的な方法の一例である。
【図７】図７は、負荷バランシングに続いて複数の通信パラメータを修正する例示的な方
法の一例である。
【図８】図８は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへ１または複数の無線デバイ
スをオフロードすることを容易にする例示的な方法の一例である。
【図９】図９は、１または複数のデータ・レートに少なくとも部分的に基づいてダウンリ
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ンク送信電力を調節する例示的な方法の一例である。
【図１０】図１０は、非メンバー・デバイスを受信することを避けるためにダウンリンク
送信電力を減少させる例示的な方法の一例である。
【図１１】図１１は、非メンバー・デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提供
することを容易にする例示的なシステムの一例である。
【図１２】図１２は、アクセス・ポイントとの負荷バランシングを容易にするように複数
の通信パラメータを調節する例示的なシステムの一例である。
【図１３】図１３は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへ１または複数のデバイ
スをオフロードする例示的なシステムの一例である。
【図１４】図１４は、ここに記述された複数の機能性の種々の態様をインプリメントする
ために使用されることのできる例示的な無線通信デバイスのブロック図である。
【図１５】図１５は、ここに記述された複数の機能性の種々の態様をインプリメントする
ために使用されることのできる例示的な無線通信デバイスのブロック図である。
【図１６】図１６は、ここに述べられた種々の態様による無線通信システムの一例である
。
【図１７】図１７は、マクロ(macro)・セル及びフェムト・セル・アクセス・ポイント通
信を提供することを容易にする例示的な無線ネットワーク環境の一例である。
【図１８】図１８は、マルチプルの(multiple)タイプのアクセス・ノードを含む例示的な
無線ネットワーク環境の一例である。
【図１９】図１９は、複数のマクロ・セル内に配置された複数のフェムト・セル・アクセ
ス・ポイントを有する例示的な無線ネットワーク環境の一例である。
【図２０】図２０は、ここに記述された様々なシステム及び方法と共に使用されることが
できる例示的な無線ネットワーク環境の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、図面を参照して様々な態様を説明する。以下の説明においては、説明のために、
は１または複数の態様についての完全な理解を提供するために多くの特定の詳細が述べら
れている。しかしながら、そのような１または複数の態様はこれらの特定の詳細なしに行
なわれ得ることは明らかであろう。
【００２６】
　本願明細書中で使用されているように、「コンポーネント(component)」、「モジュー
ル」、「システム」等という用語は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソ
フトウェアの組合せ、ソフトウェア、あるいは実行中のソフトウェア(software in execu
tion)に制限されていないが、そのようなコンピュータ関連エンティティ(entity)を含む
ように意図されている。たとえば、コンポーネントは、コンピュータ、プログラム、実行
のスレッド、実行可能コード(executable)、オブジェクト、プロセッサおよび、またはプ
ロセッサ上で実行するプロセスであることができるが、それらに制限されない。例示する
と、計算デバイス上で実行するアプリケーション及び該計算デバイスの両者は、コンポー
ネントであることができる。１または複数のコンポーネントは、実行のスレッド及び、ま
たはプロセス内に存在することができ、また、コンポーネントは１つのコンピュータ上に
局所化され(localized)、および、または２またはそれより多くのコンピュータ間に分散
されることができる。さらに、これらのコンポーネントはその上に格納された様々なデー
タ構造を有する様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。該複数のコンポ
ーネントは、インターネットのようなネットワークにわたって他の複数のシステムを用い
て信号によって通信することができ、および/または分散型(distributed)システム、ロー
カル(local)システムにおいて１つのコンポーネントと対話する別のコンポーネントから
のデータのような１または複数のデータ・パケットを有する該信号によって、複数の局所
プロセス及び/または遠隔プロセスによって通信するようなことができる。
【００２７】
　さらに、様々な態様は１つの端末と関連してここに記載されており、それはワイヤード
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(wired)端末、あるいは無線端末であることができる。端末はまた、システム、デバイス
、加入者装置、加入者局、移動局、モバイル(mobile)、移動デバイス、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、無線デバイス、ユーザ・エージェン
ト(user agent)、ユーザ・デバイス、またはユーザ装置（ＵＥ）と呼ばれることもできる
。無線端末は、セルラー(cellular)電話、衛星電話、コードレス電話、セッション開始プ
ロトコル(ＳＩＰ)電話、無線ローカル・ループ(ＷＬＬ)局、携帯情報端末（ＰＤＡ)、無
線接続能力を有するハンドヘルド(handheld)・デバイス、計算デバイス、あるいは無線モ
デムに接続された他の複数の処理デバイスであることができる。さらに、種々の態様は、
基地局に関してここに記載されている。基地局は、１または複数の無線端末と通信するた
めに使用されることができ、アクセス・ポイント、ノードＢ(たとえば、進化型(evolved)
ノードＢ(ｅＮＢ)及び、または同様なもの)、あるいは他のある用語と呼ばれることがで
きる。
【００２８】
　さらに、「あるいは」という用語は、排他的な「あるいは」ではなく、包括的な「ある
いは」を意味するものである。すなわち、そうではないと明記されない限り、あるいは文
脈から明らかでない限り、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、当然の(natural)
包括的な置換のうちの任意のものを意味するものである。すなわち、「ＸはＡまたはＢを
使用する」という句は、ＸはＡを使用する、ＸはＢを使用する、あるいは、ＸはＡとＢの
両方を使用するというインスタンスのうちの任意のものによって満たされる。さらに、本
願明細書及び添付の請求項の中で使用されている「１つの」(a， an)という冠詞の邦文訳
は、一般に、そうではないと明記されていない限り、あるいは単数形に向けられているこ
とが文脈から明らかでない限り、「１または複数の」を意味すると解釈されるべきである
。
【００２９】
　ここに記述された複数の技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣー
ＦＤＭＡ及び他の複数のシステムのような様々な無線通信システムに使用されることがで
きる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば交換可能に使用され
ることができる。ＣＤＭＡシステムは、ＵＴＲＡ(Universal Terrestrial Radio Access)
、ｃｄｍａ２０００等のような無線テクノロジー(radio technology)をインプリメントす
ることができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ(ＷーＣＤＭＡ)及びＣＤＭＡの他の複数の
変形を含む。さらに、ｃｄｍａ２０００はＩＳー２０００、ＩＳー９５及びＩＳー８５６
標準をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、ＧＳＭ（登録商標）(Global System for Mobil
e Communications)（登録商標）のような無線テクノロジーをインプリメントすることが
できる。ＯＦＤＭＡシステムは、進化型ＵＴＲＡ(Ｅ-ＵＴＲＡ)、ＵＭＢ、ＩＥＥＥ　８
０２．１１ (Ｗｉ-Ｆｉ), ＩＥＥＥ　８０２．１６ (ＷｉＭＡＸ) 、ＩＥＥＥ　８０２．
２０、Ｆｌａｓｈ-ＯＦＤＭ等のような無線テクノロジーをインプリメントすることがで
きる。ＵＴＲＡ及びＥ-ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ(Universal Mobile Telecommunication Sys
tem)の一部である。３ＧＰＰのＬＴＥは、Ｅ-ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリース(re
lease)であり、それはダウンリンク上でＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク上でＳＣーＦ
ＤＭＡを使用する。ＵＴＲＡ、Ｅ-ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ及びＧＳＭ（登録商標）
は、「第３世代パートナーシップ・プロジェクト(３rd Generation Partnership Project
)」（３ＧＰＰ）という名の団体からの文献に記載されている。さらに、ｃｄｍａ２００
０とＵＭＢは、「第３世代パートナーシップ・プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）という名
の団体からの文献に記載されている。さらに、そのような無線通信システムは、加えて、
ペアにされていない無免許の(unlicensed)スペクトル、８０２．ｘｘ 無線ＬＡＮ、ＢＬ
ＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、ならびに任意の他の短または長距離無線通信技術をしばし
ば使用するピア・ツゥ・ピア（たとえば、モバイル・トゥ・モバイル）アドホック(ad ho
c)・ネットワーク・システムを含むことができる。
【００３０】
　種々の態様または特徴は、多くのデバイス、コンポーネント、モジュール等を含むこと
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のできるシステムに関して示される。様々なシステムは複数の追加のデバイス、コンポー
ネント、モジュール等を含むことができ、及び、または、複数の図面に関して記載されて
いる該複数の装置、コンポーネント、モジュール等のすべてを含まなくてもよいことが理
解されるであろう。これらのアプローチの組合せもまた使用されることができる。
【００３１】
　図１を参照すると、メンバーシップ(membership)・ステータス(status)にかかわらず、
複数のデバイスへの少なくとも最低のレベルのハイブリッド・セル・アクセスを提供する
ことを容易にする無線通信システム１００が示されている。システム１００は、複数の非
メンバー・デバイスへの何等かのアクセスならびに関連した加入者グループに属する複数
のデバイスへの無線ネットワーク・アクセスを提供するハイブリッド・セル・アクセス・
ポイント１０２を含む。システム１００はまた、関連したネットワーク仕様(specificati
on)に準拠している実質的に任意のデバイスへの無線ネットワーク・アクセスを提供する
アクセス・ポイント１０４を含む。さらに、システム１００は、ハイブリッド・セル・ア
クセス・ポイント１０２に関係した加入者グループ中にない非メンバー無線デバイス１０
６、及び該加入者グループのメンバーであるメンバー無線デバイス１０８を備える。
【００３２】
　記述されているように、たとえば、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は
１つの加入者グループに関連があることができ、該加入者グループ中の複数の無線デバイ
スが複数の非メンバー・デバイスより増強された(enhanced)サービスを提供されるように
、閉じた加入者グループ(closed subscriber group)(ＣＳＧ)の機能性を提供することが
できる。しかしながら、従来のＣＳＧセル・アクセス・ポイントとは異なり、ハイブリッ
ド・セル・アクセス・ポイント１０２は、少なくとも最低のレベルのサービスを非メンバ
ー無線デバイスに提供することができる。したがって、ハイブリッド・セル・アクセス・
ポイント１０２は、無線デバイス１０６及び１０８へのハイブリッド・アクセスを知らせ
る(advertise)ことができ、それはハイブリッド・アクセスの明示的な表示(indication)
、実質的に任意のデバイスがハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２にアクセス
することができるという表示及び、または同種のものであることができる。さらに、たと
えば、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、アクセス・ポイント１０４と
の負荷バランシング(load balancing)を容易にするために、複数の非メンバー無線デバイ
スへのサービスのそのレベルを変えることができる。
【００３３】
　一例によれば、メンバー無線デバイス１０８は、該ハイブリッド・セル・アクセス・ポ
イント１０２上にキャンプするためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２へ
の接続を確立することができる。たとえば、キャンプすることは、該ハイブリッド・セル
・アクセス・ポイント１０２への接続を確立し、該ハイブリッド・セル・アクセス・ポイ
ント１０２とアクティブに通信することなしに、ページング信号をそこから受信すること
を指すことができる。メンバー無線デバイス１０８は、その後、無線ネットワークへのア
クセスを受信するためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２から複数の通信
リソースを要求することができる。ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、
メンバー無線デバイス１０８がハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２に関連し
たＣＳＧのメンバーであることを確実にすることができる(たとえば、アクセス制御リス
ト、取り決められた(negotiated)セキュリティ・パラメータを協定した、及び、または同
様なものの中に存在することができる、該メンバー無線デバイス１０８の識別子に基づい
て)。メンバー無線デバイス１０８が該ＣＳＧ中にあることを検証する(verifying)と同時
に、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、メンバー無線デバイス１０８、
及び、または、同種のものと通信することを容易にするために、メンバー無線デバイス１
０８に複数のリソースを割り当て、該無線ネットワーク中の適切な複数のベアラ（示され
ていない）、サービスの品質（ＱｏＳ）等をセットアップする(setup)ことができる。そ
のようなＣＳＧメンバー検証(verification)及びサービス提供は、一例においては、従来
のＣＳＧ機能性に類似していることができる。
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【００３４】
　さらに、非メンバーである無線デバイス１０６は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポ
イント１０２上にキャンプするように該ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２
への接続を確立して複数のページング信号をそこから獲得することができる。この点では
、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、ネットワーク仕様(たとえば、Ｌ
ＴＥ)に準拠している実質的にすべての無線デバイスのすべてに最低のレベルのサービス
を提供する。しかしながら、一例において、非メンバー無線デバイス１０６が無線ネット
ワークへ通信するためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２からの複数のリ
ソースを要求することを試みるとき、ハイブリッド・セルアクセス・ポイント１０２は、
非メンバー無線デバイス１０６が該ＣＳＧのメンバーではないことを決定することができ
る。この点では、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、アクセス・ポイン
ト１０４あるいは非メンバー無線デバイス１０６に複数のリソースを提供することができ
る別のアクセス・ポイントのような、異種のアクセス・ポイントへ非メンバー無線デバイ
ス１０６をハンドオーバすることを試みることができる。しかしながら、別の例において
は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、非メンバー無線デバイス１０６
よりも(over)メンバー無線デバイス１０８を選んで(preferring)、非メンバー無線デバイ
ス１０６(たとえば、複数のベアラだけ)へ、限られたリソース及び、またはベアラを提供
することができる。
【００３５】
　別の例において、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、アクセス・ポイ
ント１０４の負荷バランシングの必要性(needs)に基づいてサービスのレベルを変えるこ
とができる。たとえば、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、複数のＣＳ
Ｇデバイスに関して閉じたレベルのサービス、記載されているようなページング・シグナ
リング(signaling)のみの(たとえば、最低の)レベルのサービス、記載されているような
メンバー・プリファード(memberーpreferred)レベルのサービス、ならびに複数のメンバ
ー・デバイス及び複数の非メンバー・デバイスが類似した複数のリソース割り当て（たと
えば、アクセス・ポイント１０４によって提供される開いたサービスに類似している）を
提供されるレベルのサービスの間で動くことができる。さらに、ハイブリッド・セル・ア
クセス・ポイント１０２は、アクセス・ポイント１０４に関する負荷バランシングを容易
にするためにそのカバレージ・エリアを増加させてダウンリンク（ＤＬ)送信電力を増加
させることができる。さらに、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、追加
の複数のメンバー無線デバイス及び、またはメンバー無線デバイス１０８にサービスを提
供することに少なくとも部分的に基づいて、アクセス・ポイント１０４の負荷バランシン
グを適応させる(accommodating)ための複数の方策(measures)を決定することができる。
【００３６】
　図２を参照すると、メンバー及び非メンバー・デバイスへのハイブリッド・セル・アク
セスを提供することを容易にする無線通信システム２００が示されている。システム２０
０は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２を含み、それはある１つの加入者
グループの中の１または複数の無線デバイスのメンバシップにしたがって無線ネットワー
ク(示されていない)へのアクセスを該１または複数の無線デバイスに提供する実質的に任
意のデバイスであることができる。システム２００は、無線ネットワークにアクセスする
ためのあるレベルのサービスを受信するためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイント
１０２と通信する無線デバイス２０２をさらに含むことができる。無線デバイス２０２は
ＵＥ、移動デバイス、つながれた(tethered)デバイス(モデムのような)、モバイル基地局
、アクセス・ポイント、中継ノード及び、またはアクセス・ポイントから無線ネットワー
クへのアクセスを受信する実質的に任意のデバイスであることができる。さらに、システ
ム２００はＭＩＭＯシステムであることができ、及び、または１または複数の無線ネット
ワーク・システム仕様(たとえば、ＥＶーＤＯ、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、３ＧＰＰ ＬＴＥ
、ＷｉＭＡＸ等)に準拠していることができ、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント
１０２と無線デバイス２０２との間の通信を容易にするために追加の付加的なコンポーネ
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ントを備えることができる。
【００３７】
　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、１または複数の無線デバイスが該
ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２によってサポートされているＣＳＧのメ
ンバーであるかどうかにかかわらず、該１または複数の無線デバイスとの接続をセットア
ップする接続確立コンポーネント２０４、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０
２上にキャンプする該１または複数の無線デバイスに複数のページング信号を送信するペ
ージング・コンポーネント２０６、該１または複数の無線デバイスが該ＣＳＧに属するか
否かを見分けるＣＳＧメンバー決定コンポーネント２０８を含むことができる。ハイブリ
ッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、１または複数の無線デバイスがＣＳＧに属す
るか否かに基づいて該１または複数の無線デバイスに提供するサービスのレベルを選択す
るサービス・レベル決定コンポーネント２１０、該ＣＳＧへのメンバシップに少なくとも
部分的に基づいて１または複数の無線デバイスに複数のリソースのセットを割り当てるリ
ソース割り当てコンポーネント２１２、及び該ＣＳＧへのメンバシップに基づいて該１ま
たは複数の無線デバイスの無線ネットワーク中の複数のベアラを活動化する（activate)
ベアラ確立コンポーネント２１４をさらに含む。ハイブリッド・セル・アクセス・ポイン
ト１０２はまた、たとえば、１または複数の無線デバイスがＣＳＧに属さない異種のアク
セス・ポイントへの該１または複数の無線デバイスのハンドオーバ手続きを開始するハン
ドオーバ・コンポーネント２１６、及び複数のリソースの１つのセットによって(over)１
または複数の無線デバイスと通信する送信コンポーネント２１８を備えることができる。
【００３８】
　一例によると、無線デバイス２０２は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０
２への接続（たとえば、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２によって提供さ
れるランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）上で）を要求することができ、接続確立
コンポーネント２０４は無線デバイス２０２への接続確立を確認する(confirm)ことがで
きる。この点では、たとえば、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、ハイ
ブリッド・アクセス(たとえば、基準信号（ＲＳ）または類似した同報通信メッセージで)
を公示する(advertise)ことができる。１つの例において、無線デバイス２０２は、異種
のアクセス・ポイントへの無線リンク失敗(radio link failure)（ＲＬＦ）に後続してハ
イブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２への接続を要求することができ、ここで、
ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は異種のアクセス・ポイントより望まし
い複数の通信パラメータ（たとえば、信号対雑音比(ＳＮＲ)、ＲＳ受信電力(ＲＳＲＰ)、
ＲＳ受信品質(ＲＳＲＱ)等）を有する。いずれの場合も、ページング・コンポーネント２
０６は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２に接続された１または複数の無
線デバイスに複数のページング信号を送信することができる。たとえば、該複数のページ
ング信号はハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２へのアイドル(idle)・モード
接続を維持することを容易にすることができる。無線デバイス２０２は、接続を維持する
ために該複数のページング信号を受信することができ、ハイブリッド・セル・アクセス・
ポイント１０２からのネットワーク・アクセスを要求するために該複数のページング信号
中の情報を使用することができます。記述されているように、無線デバイス２０２はハイ
ブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２によって提供されるＣＳＧのメンバーであっ
てもよいし、あるいはメンバーでなくてもよく、したがって、ハイブリッド・セル・アク
セス・ポイント１０２は、少なくとも、複数のページング信号をそれに提供する最低のレ
ベルのサービスで無線デバイス２０２と通信する(たとえば、無線デバイス２０２がハイ
ブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２上にキャンプすることを可能にする)ことが
できる。
【００３９】
　一例において、ＣＳＧメンバー決定コンポーネント２０８は、無線デバイス２０２がハ
イブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２に関連したＣＳＧのメンバーであるか否か
を確かめる(ascertain)ことができる。たとえば、ＣＳＧメンバー決定コンポーネント２
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０８は、無線デバイス２０２の識別子、無線デバイス２０２に関連したグループ識別子、
及び、または、同種のものに少なくとも部分的に基づいて、このようなことを決定するこ
とができる。たとえば、ＣＳＧメンバー決定コンポーネント２０８は、格納されたアクセ
ス制御リスト中においてそのような複数の識別子を捜し出す(locate)ことを試みることが
でき、それは該ＣＳＧの中の複数のデバイスに対応したこのような複数の識別子であるこ
とができる。該リストは、たとえば、構成に基づいて該ハイブリッド・セル・アクセス・
ポイント１０２によって生成された、該無線ネットワークのコンポーネント、及び、また
は同種のものから、受信されることができる。１つの例において、ＣＳＧメンバー決定コ
ンポーネント２０８は、無線デバイス２０２から受信された無線・ネットワーク・アクセ
スの要求に少なくとも部分的に基づいて、ＣＳＧメンバシップを見分けることができ、そ
れは記述されているように、その識別子を含むことができる。さらに、一例において、Ｃ
ＳＧメンバー決定コンポーネント２０８は、該無線ネットワークから、あるいはその１ま
たは複数のコンポーネントから、無線デバイス２０２が該ＣＳＧのメンバーであるか否か
の表示を受信することができる。無線デバイス２０２が該ＣＳＧのメンバーであるか否か
に少なくとも部分的に基づいて、サービス・レベル決定コンポーネント２１０は、該無線
デバイス２０２と通信するためのサービスのレベルを選択することができる。
【００４０】
　記載されているように、たとえば、無線デバイス２０２が該ＣＳＧ中にある場合、サー
ビス・レベル決定コンポーネント２１０は無線デバイス２０２への実質的に開いたアクセ
スを提供することができる。この点では、無線ネットワーク・アクセスの要求を受信する
と同時に、リソース割り当てコンポーネント２１２は、ハイブリッド・セル・アクセス・
ポイント１０２と通信するために無線デバイス２０２に複数のリソースの１セットを割り
当てることができる。同様に、たとえば、ベアラ確立コンポーネント２１４は、無線デバ
イス２０２との間で(to/from)データを通信するために無線ネットワーク(示されない)中
の１または複数のベアラを活動化することができる。この点に関して、たとえば、該要求
は、データ・ベアラ(たとえば、デフォルト・ベアラ、専用ベアラ及び、または同様なも
の)の要求、公衆データ・ネットワーク（ＰＤＮ）との接続を確立する要求、無線デバイ
ス２０２の登録(registration)手続きの一部として複数のベアラを活動化するための表示
等を含むことができ、また無線デバイス２０２から、無線ネットワーク・コンポーネント
(たとえば、該接続を活動化する無線デバイス２０２に応答して)から、及び、または同種
のものから受信されることができる。
【００４１】
　無線デバイス２０２が該ＣＳＧ中にない場合、たとえば、サービス・レベル決定コンポ
ーネント２１０は、無線デバイス２０２がキャンプし、複数のページング信号を受信する
ことを可能にするように、無線デバイス２０２のために最低のレベルのサービスを選択す
ることができる。この例において、無線デバイス２０２がハイブリッド・セル・アクセス
・ポイント１０２からの無線ネットワーク・アクセスを要求するとき、たとえば、ハンド
オーバ・コンポーネント２１６は、無線デバイス２０２と通信することができる異種のア
クセス・ポイント(たとえば、開いたアクセス・ポイント、無線デバイス２０２が異種の
ＣＳＧ中にある異種のＣＳＧアクセス・ポイント及び、または同様なもの)へハンドオー
バするために無線デバイス２０２のハンドオーバ手続きを開始することができる。ハンド
オーバ手続きを開始することは、ハンドオーバに望ましい複数の候補のアクセス・ポイン
トを決定するために、無線デバイス２０２からの複数の測定報告(たとえば、周波数間(in
terーfrequency)及び、または周波数内(intraーfrequency))を要求するハンドオーバ・コ
ンポーネント２１６を含むことができることが認識される。該複数の測定報告である異種
のアクセス・ポイントが存在しない(たとえば、あるしきい値レベル以上のＳＮＲあるい
は他の複数の通信パラメータを有するアクセス・ポイントが存在しない) 場合、リソース
割り当てコンポーネント２１２、あるいはハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０
２の別のコンポーネントは、たとえば、無線デバイス２０２へのアクセスを拒否すること
ができ、無線デバイス２０２はキャンプすることを続けることができる。



(16) JP 5329710 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

【００４２】
　さらに、ハンドオーバ・コンポーネント２１６は、ハンドオーバに関して該複数の候補
のアクセス・ポイントを評価する(evaluate)ことができる。たとえば、ハンドオーバ・コ
ンポーネント２１６は、ターゲットの(target)アクセス・ポイントがハイブリッド・セル
・アクセス・ポイント１０２との閾値の差より上の及び、または閾値より上のＳＮＲまた
は類似の通信パラメータを有する場合、該ターゲットのアクセス・ポイントへ無線デバイ
ス２０２をハンドオーバすることができる。一例において、送信コンポーネント２１８は
、ハンドオーバ中の信頼できる接続を提供するためにターゲットのアクセス・ポイント(
示されていない)へ無線デバイス２０２をハンドオーバすることに少なくとも部分的に基
づいて(たとえば、受信された複数の測定報告に基づいて)、１または複数の送信パラメー
タを調節することができる。たとえば、送信コンポーネント２１８は、無線デバイス２０
２が該ターゲットのアクセス・ポイントと通信することを可能にするように送信電力を調
節することができる。１つの例において、送信コンポーネント２１８は、該ターゲットの
アクセス・ポイントのＳＮＲ、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ等を決定することができ、それに従っ
て送信電力を調節することができる。したがって、たとえば、上述の複数のパラメータ(
たとえば、該測定報告で、あるいはたの方法で受信された)のうちの１または複数のもの
が、無線デバイス２０２におけるハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２のパラ
メータとの閾値の差より下である場合、送信コンポーネント２１８は該ターゲットのアク
セス・ポイントとの無線デバイス２０２の通信を改善するために送信電力を適切に調節す
ることができる。
【００４３】
　さらに、一例において、送信コンポーネント２１８は、無線デバイス２０２と該ターゲ
ットのアクセス・ポイントとの間の通信に引き起こされた干渉を軽減する(mitigate)ため
に無線デバイス２０２をハンドオーバした後に複数の周波数を切替えることができる。上
述した複数の送信パラメータ調節は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２に
おける通信に関係する他の複数のパラメータ (たとえば、それと通信する１または複数の
メンバー無線デバイスのＳＮＲへの効果(effect)、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイ
ント１０２との通信を続けるために周波数の変更を要求するメンバー無線デバイスの数、
および、または同様なもののような) にさらに基づくことができることが認識される。さ
らに別の例において、たとえば、周波数間アクセス・ポイントがあるしきい値レベルより
上のＳＮＲを有する場合、たとえば、ハンドオーバ・コンポーネント２１６は、無線デバ
イス２０２にその周波数を変更させることができ、複数の送信パラメータを調節するので
はなく、該周波数間アクセス・ポイントへ無線デバイス２０２をハンドオーバすることが
できる。
【００４４】
　別の例において、無線デバイス２０２が該ＣＳＧにない場合、サービス・レベル決定コ
ンポーネント２１０は、非メンバー無線デバイスがメンバー無線デバイスに比較してリソ
ースのより小さな部分及び、または制限されたベアラを受信することができるように、無
線デバイス２０２により高いレベル (たとえば、メンバー・プリファード・サービス・レ
ベル) のサービスを提供することができる。したがって、この例において、リソース割り
当てコンポーネント２１２はサービスのレベルに基づいてリソースのより小さい部分を割
り当てることができ、ベアラ確立コンポーネント２１４は該サービスのレベルにしたがっ
てコア・ネットワークを有するベアラ(たとえば、非メンバー無線デバイスだけのための
音声ベアラ)を活動化することができる。１つの例において、リソース割り当てコンポー
ネント２１２は、以下にさらに説明するように、ある隣接したアクセス・ポイントとの負
荷バランシングを容易にするために該隣接したアクセス・ポイントによってブランクにさ
れた(blanked)複数のリソースの一部分を割り当てることができる。たとえば、ブランク
にされた複数のリソースは、アクセス・ポイント１０４が送信を中止する(ceases)複数の
リソースを指すことができる。
【００４５】
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　リソースのより小さな部分または制限されたベアラが無線デバイス２０２にとって不十
分である場合、無線デバイス２０２は異種のアクセス・ポイントへのハンドオーバを要求
することができ、ハンドオーバ・コンポーネント２１６はハンドオーバ手続きを開始する
ことができることが認識される。さらに、一例において、サービス・レベル決定コンポー
ネント２１０は、さらに、非メンバー無線デバイスに実質的に開いたレベルのサービスを
選択することができる。さまざまなレベルのサービスは、たとえば、上述され、またはこ
こにさらに述べられるように、１または複数のシナリオでの無線ネットワーク・アクセス
を提供するためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２のフレキシビリティ(f
lexibility)を高めることができる。
【００４６】
　図３を参照すると、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントとアクセス・ポイントと
の間の負荷バランシングを容易にする一例の無線通信システム３００が示されている。シ
ステム３００は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２を含み、それは、説明
されているように、無線ネットワーク(示されない)へのアクセスを１または複数の無線デ
バイス(示されない)へ、加入者グループ中の該１または複数の無線デバイスのメンバシッ
プにしたがって提供する実質的に任意のデバイスであることができる。システム３００は
またアクセス・ポイント１０４を含み、それはマクロ・セル、フェムト・セル、またはピ
コ・セル・アクセス・ポイント、あるいは、たとえば、移動デバイス等の他のｅＮＢ、も
しくはその複数の部分、または無線ネットワークへのアクセスを１または複数の無線デバ
イスに提供する実質的に任意のデバイスであることができる。さらに、システム３００は
ＭＩＭＯシステムであることができ、及び、または１または複数の無線ネットワーク・シ
ステム仕様(たとえば、ＥＶ-ＤＯ、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、３ＧＰＰ　ＬＴＥ（ＷｉＭＡ
Ｘ）等)に準拠していることができ、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２と
アクセス・ポイント１０４との間の通信を容易にするための追加の複数のコンポーネント
を備えることができる。さらに、たとえば、アクセス・ポイント１０４はハイブリッド・
セル・アクセス・ポイントであることができ、１または複数の無線デバイスに類似した機
能性を提供するようにハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２の複数のコンポー
ネントを含むことができ、及び、またはその逆も可能である。
【００４７】
　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、負荷バランシングを用いてアクセ
ス・ポイントを支援する(assisting)ことに関する１または複数のパラメータ及び、また
は要求を得る負荷バランシング・パラメータ受信コンポーネント３０２と、負荷バランシ
ングすることの支援を容易にするために非メンバー無線デバイス向けのサービスのレベル
を修正することができるサービス・レベル初期化コンポーネント３０４とを備える。ハイ
ブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２はまた、無線ネットワーク・カバレージ・エ
リアを拡大するか、あるいは縮小する(contract)ようにＤＬ送信電力を修正することがで
きる送信コンポーネント２１８と、及びアクセス・ポイント１０４で開始されたハンドオ
ーバ手続きの結果として１または複数の無線デバイスとの通信を確立するハンドオーバ受
信コンポーネント３０６とを含む。
【００４８】
　アクセス・ポイント１０４は、１または複数のデバイスに割り当てられたいくつかの(a
 number of)リソースに関するアクセス・ポイント１０４上のロードを計算する負荷決定
コンポーネント３０８と、及び１または複数のパラメータを指定する隣接したハイブリッ
ド・セル・アクセス・ポイントへの負荷バランシングに関する要求を送信することができ
る負荷バランシング要求コンポーネント３１０を含む。アクセス・ポイント１０４は、そ
こへのハンドオーバを容易にするために、１または複数の無線デバイスに、隣接した複数
のアクセス・ポイントを探索させることができる近隣探索開始コンポーネント３１２と、
及び負荷バランシングを行なう(effectuate)ためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイ
ントへ該１または複数の無線デバイスをハンドオーバするハンドオーバ・コンポーネント
３１４とをさらに含む。
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【００４９】
　一例によれば、負荷決定コンポーネント３０８は、アクセス・ポイント１０４上の負荷
を計算することができる。たとえば、負荷決定コンポーネント３０８は、サポートされて
いるデバイスの個数と比較されるサービスされている(served)デバイスの個数、利用可能
なリソースの個数と比較される１または複数の無線デバイスに割り当てられるリソースの
個数及び、または同種のものを決定することができる。別の例において、負荷決定コンポ
ーネント３０８は、利用可能なリソースの個数を閾値の数と比較することができる。いず
れの場合も、利用可能なリソースの数が望まれるレベルを越えて減少する場合、たとえば
、負荷バランシング要求コンポーネント３１０は、負荷バランシングの要求をハイブリッ
ド・セル・アクセス・ポイント１０２へ送信することができる。１つの例において、その
要求は、アクセス・ポイント１０４によってブランクにされた１または複数のリソースの
表示、最大ＤＬ送信電力、非メンバーであるデバイスに提供すべきサービス・レベル、ハ
イブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２へオフロードすべきデバイスの望まれる個
数及び、または同種のもののような、負荷バランシングを要求することに関連した１また
は複数のパラメータを含むことができる。負荷バランシング・パラメータ受信コンポーネ
ント３０２は、負荷バランシング及び、または１または複数のパラメータの要求を得るこ
とができる。
【００５０】
　サービス・レベル初期化コンポーネント３０４は、負荷バランシングすることにおいて
アクセス・ポイント１０４を支援する非メンバー無線デバイスに提供するサービスのレベ
ルを決定することができる。１つの例において、サービス・レベル初期化コンポーネント
３０４は、１または複数のパラメータに少なくとも部分的に基づいてサービスのレベルを
決定することができる。たとえば、サービスの明示的なレベルが１または複数のパラメー
タで指定される場合、サービス・レベル初期化コンポーネント３０４はそのサービスのレ
ベルを設定することができる。別の例において、１または複数のパラメータがオフロード
すべきリソースまたはデバイスの個数を指定する場合、サービス・レベル初期化コンポー
ネント３０４はこのパラメータに基づいてレベル(たとえば、リソースまたはデバイスの
個数があるしきい値を越える場合は、より高いレベルのサービス)を選択することができ
る。さらに、あるいは、その代わりに、送信コンポーネント２１８は、負荷バランシング
要求及び、または関連する複数のパラメータにしたがってＤＬ送信電力を修正することが
できる。送信コンポーネント２１８は、信頼できるアクセス・ポイント１０４が通信する
ことを確実にするためにＤＬ電力をスリューする(slew)(たとえば、段階的な(gradual)レ
ートで調節する)ことができることが認識される。１つの例において、そのスルー・レー
トは１または複数のパラメータで指定され、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１
０２及び、または同種のものによって構成されることができる。
【００５１】
　ＤＬ送信電力を増加させることにより、送信コンポーネント２１８は、アクセス・ポイ
ント１０４と通信するデバイスのためにハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２
のＳＮＲを改善する。一例において、サービス・レベル初期化コンポーネント３０４はア
クセス・ポイント１０４にサービス・レベルの変更の表示を提供することができ、及び、
または送信コンポーネント２１８はＤＬ送信電力の変更の表示を提供することができる。
負荷バランシング要求コンポーネント３１０は、表示のうちの１または複数を受信するこ
とができる。これに関して、近隣探索開始コンポーネント３１２は、ハンドオーバのため
に隣接したアクセス・ポイントを測定するために、それが現在サービスしている(たとえ
ば、ネットワーク・アクセスを提供するために通信している)１または複数の無線デバイ
スに要求を送信することができる。
【００５２】
　１つの例において、近隣探索開始コンポーネント３１２は、要求を送信すべきある決ま
った無線デバイス(たとえば、あるしきい値より低い１または複数のチャネル品質インジ
ケータ（ＣＱＩ）及び、または同様なものを報告する無線デバイス)を選択することがで
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きる。たとえば、無線デバイスはアクセス・ポイント１０４へＣＱＩあるいは類似の制御
データを通信することができ、近隣探索開始コンポーネント３１２はその無線デバイスの
ＣＱＩを評価することができる。１つの例において、近隣探索開始コンポーネント３１２
は、ＣＱＩの劣化あるいは他の傾向(trends)を検出する時間の期間にわたってＣＱＩを決
定することができる。測定報告の要求を受信することに基づいて、無線デバイスの１また
は複数のものは、アクセス・ポイント１０４に測定報告を提供することができ、ハンドオ
ーバ・コンポーネント３１４は、測定報告のパラメータ(たとえば、ＳＮＲ)がアクセス・
ポイント１０４のものより望ましい場合、その１または複数の無線デバイスをハイブリッ
ド・セル・アクセス・ポイント１０２へハンドオーバすることを決定することができる。
【００５３】
　ハンドオーバ受信コンポーネント３０６は、それに従って１または複数の無線デバイス
との通信を確立することができる。ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２によ
るＤＬ電力の増加により、いくつかの無線デバイスは、ハイブリッド・セル・アクセス・
ポイント１０２のＳＮＲにおけるそのような増加を経験することができ、したがってハン
ドオーバ・コンポーネント３１４は無線デバイスをそれにハンドオーバすることができる
。１つの例において、１または複数のブランクにされたリソースは、ハイブリッド・セル
・アクセス・ポイント１０２がアクセス・ポイント１０４からの干渉なしに対応する無線
デバイスと通信することのできるハンドオーバ・コンポーネント３１４によって開始され
たハンドオーバ手続き中に指定されることができる。ハンドオーバ受信コンポーネント３
０６は、たとえば、ハンドオーバ・コンポーネント３１４からの１または複数のブランク
にされたリソースの表示を得ることができる。これは、オフロードされた無線デバイスへ
のより高速のデータ・レート送信を容易にすることができる。
【００５４】
　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、サービス・レベル初期化コンポー
ネント３０４によって決定されるサービス・レベルにしたがって、図２に示されるように
、非メンバーであるアクセス・ポイント１０４からハドオーバされた前記複数の無線デバ
イスへ複数のベアラ及び、または複数のリソースを提供することができる。したがって、
たとえば、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、前記複数の非メンバー・
デバイスにより少ない数のリソース及び、または制限された複数のベアラを提供すること
ができる。さらに、記述されているように、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１
０２は、アクセス・ポイント１０４へハンドオーバされた複数の非メンバー無線デバイス
に、アクセス・ポイント１０４によってブランクにされるとして（たとえば、負荷バラン
シング・パラメータ受信コンポーネント３０２によって受信される１または複数のパラメ
ータ中に）示された複数のリソースを割り当てることができる。オフロード(offloading)
の増加がアクセス・ポイント１０４によって望まれる場合、たとえば、負荷バランシング
要求コンポーネント３１０は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２へより高
いレベルのサービスを送信することができ、サービス・レベル初期化コンポーネント３０
４は、それにしたがって、より多くの無線デバイスに適応するようにそのより高いレベル
（たとえば、複数のメンバー無線デバイス及び複数の非メンバー無線デバイスが類似した
複数のリソース割り当てを提供される実質的に開いたレベルのサービス）をインプリメン
トすることができる。別の例において、記述されるように、負荷バランシング要求コンポ
ーネント３１０はＤＬ送信電力を上げよとの要求を送信することができ、送信コンポーネ
ント２１８は、それにしたがって、カバレージ・エリアを増加させるためにそのＤＬ電力
を上げることができる。
【００５５】
　このような複数のパラメータ調節要求（及び、または、最初の負荷バランシング要求）
は、アクセス・ポイント１０４及びハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２によ
り使用されるオペレーション管理メンテナンス(operations administration maintenance
)（ＯＡＭ）のような、異種の無線ネットワーク・コンポーネントによってハイブリッド
・セル・アクセス・ポイント１０２へ送信されることができることが認識される。この例
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において、そのＯＡＭは、負荷バランシングを要求することも決定することができる(た
とえば、アクセス・ポイント１０４から受信された複数のパラメータに少なくとも部分的
に基づいて)。それに加えて、さらに別の一例では、サービス・レベル初期化コンポーネ
ント３０４及び送信コンポーネント２１８は、複数のパラメータ修正を自動的に行なうこ
とができ、その望まれるロード（たとえば、負荷バランシング要求の中で示される）が達
成されるまで、アクセス・ポイント１０４(それは、複数の無線デバイスの中で近隣探索
することを要求することができる)に通知することができる。この例において、送信コン
ポーネント２１８は、しきい値までのあるレベルにＤＬ送信電力を調節することができ、
依然としてさらにオフロードすることが必要とされる場合、サービス・レベル初期化コン
ポーネント３０４は、要求されるサービスをより多くのデバイスへ提供するためにそのサ
ービス・レベルをさらに開く（たとえば、音声のみまたは他のメンバー・プリファードの
サービス・レベルから実質的に開いたサービス・レベルへ移る）ことができる。
【００５６】
　さらに、記述されているように、送信コンポーネント２１８は、ハイブリッド・セル・
アクセス・ポイント１０２と通信する他の複数の無線デバイスに関する１または複数の態
様にしたがってＤＬ送信電力を修正することができる。したがって、たとえば、ハイブリ
ッド・セル・アクセス・ポイント１０２がメンバー無線デバイスと通信している場合、送
信コンポーネント２１８は、そのメンバー無線デバイスがハイブリッド・セル・アクセス
・ポイント１０２と通信することに関するしきい値ＳＮＲを維持することを確実にしなが
ら、ＤＬ送信電力を増加させるか、または減少させることができる。一例において、その
しきい値ＳＮＲは、ここにおいてさらに記述されるように、無線ネットワークへのバック
ホール・リンク上でハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２によってサポートさ
れることができる最大のレート、そのメンバー無線デバイスあるいはハイブリッド・セル
・アクセス・ポイント１０２のデコーディング(decoding)能力、及び、または、同種のも
のに関連することができる。
【００５７】
　同様に、望まれるロード・バランスが達成される(たとえば、上述されるように、類似
した複数のパラメータに基づいて負荷決定コンポーネント３０８により見分けられる)と
、負荷バランシング要求コンポーネント３１０は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイ
ント１０２への複数の調節を中止するために通知を送信することができる。負荷バランシ
ング・パラメータ受信コンポーネント３０２は、その通知を獲得することができ、サービ
ス・レベル初期化コンポーネント３０４及び送信コンポーネント２１８は、それにしたが
って、ＤＬ送信電力及び複数の非メンバー無線デバイスのための複数のサービス・レベル
を保持することができる。さらに、アクセス・ポイント１０４においてロードが減少中で
あることを、負荷決定コンポーネント３０８が確認する場合、負荷バランシング要求コン
ポーネント３１０は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２からアクセス・ポ
イント１０４へ非メンバーである複数の無線デバイスをオフロードすることを容易にする
ために、関連した通知をハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２へ送信すること
ができる。負荷バランシング・パラメータ受信コンポーネント３０２は、その通知を獲得
することができ、サービス・レベル初期化コンポーネント３０４は複数のメンバー無線デ
バイスにより専用のものとなるように複数の非メンバー無線デバイスのための複数のサー
ビス・レベルを調節することができ、及び、または送信コンポーネント２１８はＤＬ送信
電力を低下させることができる。
【００５８】
　さらに、図２に記述されるように、これは、いくつかの非メンバー無線デバイスがハン
ドオーバされるようにすることができ（たとえば、複数の非メンバー無線デバイスが複数
のリソースまたは複数のベアラ等をもはや受信することができない場合）、該複数の非メ
ンバー無線デバイスは１または複数の追加のアクセス・ポイントあるいはアクセス・ポイ
ント１０４へハンドオーバされることができる。さらに、たとえば、ハイブリッド・セル
・アクセス・ポイント１０２がメンバー無線デバイスと通信している場合、たとえば、送
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信コンポーネント２１８は、少なくともそのメンバー無線デバイスに指定されたＳＮＲを
確実にしながら、ＤＬ送信電力を低下させることができる。たとえば、ＳＮＲは、無線ネ
ットワークとハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２との間のバックホール・リ
ンク上のサポートされた最大のデータ・レートに少なくとも部分的に基づいて指定される
ことができる。別の例において、デコーディング能力がメンバー無線デバイスあるいはハ
イブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２を、データが受信されるより低いレートで
受信されたデータを処理することに制限する場合、送信コンポーネント２１８はＤＬ送信
電力をさらに低下させることができる。これに関して、送信コンポーネント２１８は、こ
こにさらに説明されるように全ＤＬ送信電力を使用することによって引き起こされる干渉
を軽減しながら、メンバー無線デバイスでの最大受信レートを容易にするようにＤＬ送信
電力を修正することができる。
【００５９】
　図４を参照すると、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントの送信電力を調節するこ
とを容易にする一例の無線通信システム４００が示されている。システム４００はハイブ
リッド・セル・アクセス・ポイント１０２を含み、それは、記載されているように、加入
者グループの中の１または複数の無線デバイスのメンバシップにしたがって１または複数
の無線デバイスに無線ネットワーク(示されていない)へのアクセスを提供する実質的に任
意のデバイスであり得る。システム４００はまた、マクロ・セル、フェムト・セルまたは
ピコ・セル・アクセス・ポイントであることができるアクセス・ポイント１０４、あるい
は、たとえば、移動デバイス等の他のｅＮＢ、またはその複数の部分、あるいは１または
複数の無線デバイスに無線ネットワークへのアクセスを提供する実質的に任意のデバイス
を含む。システム４００はまた、記述されているように、メンバー無線デバイス１０８を
含む。さらに、システム４００はＭＩＭＯシステムであることができ、及び、または、１
または複数の無線ネットワーク・システム仕様(たとえば、ＥＶーＤＯ、３ＧＰＰ、３Ｇ
ＰＰ２、３ＧＰＰ ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ等)に準拠していることができ、ハイブリッド・セ
ル・アクセス・ポイント１０２とアクセス・ポイント１０４との間の通信を容易にするた
めに追加の付加的なコンポーネントを備えることができる。さらに、たとえば、アクセス
・ポイント１０４は、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントであることができ、他の
複数の無線デバイスに類似した機能性を提供するためにハイブリッド・セル・アクセス・
ポイント１０２の複数のコンポーネントを含むことができ、及び、またはその逆であるこ
とができる。
【００６０】
　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２は、無線ネットワークとのバックホー
ル・リンクの送信レートを獲得するバックホール・リンク・レート決定コンポーネント４
０２、バックホール・リンク上で受信されたデコーディング・データのレートを計算する
ことができるデコーディング・レート決定コンポーネント４０４、アクセス・ポイントか
らのハンドオーバ手続きの一部として非メンバー無線デバイスを受信せよとの要求を獲得
するハンドオーバ要求受信コンポーネント４０６を含むことができる。ハイブリッド・セ
ル・アクセス・ポイント１０２は、バックホール・リンク・レート、デコーディング・レ
ート、ハンドオーバ要求及び、または同種のものに少なくとも部分的に基づいてハイブリ
ッド・セル・アクセス・ポイント１０２のＤＬ送信電力を修正する送信コンポーネント２
１８、及びアップリンクの電力調節を容易にするために無線デバイスに電力調節コマンド
を送信する電力調節コマンド提供コンポーネント４０８をさらに含む。
【００６１】
　一例によれば、上述のように、送信コンポーネント２１８は、様々なシナリオでハイブ
リッド・セル・アクセス・ポイント１０２のＤＬ送信電力を修正することができる。しか
しながら、さらに、送信コンポーネント２１８は、１または複数のメンバー無線デバイス
との現在の複数の通信を危険にさらさないようにその電力を調節することに関する追加の
複数のファクタ(factors)を決定することができる。記述されているように、たとえば、
送信コンポーネント２１８は負荷バランシング手続きでカバレージを拡大するためにＤＬ
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送信電力を増加させることができる。この負荷バランシング手続きに続いて(たとえば、
その要求しているアクセス・ポイントの負荷が減少するとき)、送信コンポーネント２１
８はＤＬ送信電力を低下させることができる。別の例において、送信コンポーネント２１
８は、非メンバー無線デバイスとアクセス・ポイントの間の複数の通信との干渉を軽減す
るために、アクセス・ポイントへ非メンバー無線デバイスのハンドオーバに続いて、ＤＬ
送信電力を低下させることができる。
【００６２】
　一例において、メンバー無線デバイス１０８へのサービスのレベルを維持しながらＤＬ
送信電力を低下させることを容易にするために、バックホール・リンク・レート決定コン
ポーネント４０２は、バックホール・リンク上でデータ・レートを計算することができ、
あるいは、他の場合には、受信することができる。たとえば、ハイブリッド・セル・アク
セス・ポイント１０２は、無線ネットワーク(示されていない)への広帯域接続によって制
限されたフェムト・セル・アクセス・ポイントであることができる。バックホール・リン
ク・レート決定コンポーネント４０２は、この例においては、広帯域接続のレートを決定
する。送信コンポーネント２１８は、少なくとも、たとえば、バックホール・リンク・デ
ータ・レートと同じくらい良好であるメンバー無線デバイス１０８に関するデータ・レー
トを維持するレベルにＤＬ送信電力を低下させることができる。
【００６３】
　別の例において、デコーディング・レート決定コンポーネント４０４は、バックホール
・リンク上で受信された複数のデコーディング・パケットのレートを計算することができ
る。デコーディング・レートがバックホール・リンク・レートより小さい場合、送信コン
ポーネント２１８は少なくともそのデコーディング・レートと同じくらい良好であるメン
バー無線デバイス１０８に関するデータ・レートを維持しながら、ＤＬ送信電力をさらに
低下させることができる。これに関して、送信コンポーネント２１８は、アクセス・ポイ
ント１０４ (及び、または、１または複数の異種のアクセス・ポイント) 干渉を軽減する
ためにＤＬ送信電力を低下させながら、メンバー無線デバイス１０８に関する最大データ
・レートを維持する。同様の例において、電力調節コマンド提供コンポーネント４０８は
、同様に、少なくともデコーディング・レートあるいはバックホール・リンクのデータ・
レートでハイブリッド・セル・アクセス・ポイント１０２へ送信することを可能にするレ
ベルにメンバー無線デバイス１０８のアップリンク(ＵＬ)送信電力を設定するために、バ
ックホール・リンク及び、またはデコーディング・レートに少なくとも部分的に基づいて
、メンバー無線デバイス１０８に電力調節コマンドを送信することができる。したがって
、最大処理レートでの複数のＵＬ通信を可能にしながら、アクセス・ポイント１０４(及
び、または他の複数のアクセス・ポイント)への干渉をさらに軽減するために、ＵＬ電力
制御もたま容易にされる。
【００６４】
　さらに別の例において、アクセス・ポイント１０４は、記述されているように、ハイブ
リッド・セル・アクセス・ポイント１０２でのより望ましい複数の通信パラメータに基づ
いて、ハイブリッド・セルアクセス・ポイント１０２へ非メンバー無線デバイス(示され
ていない)をハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開始することができる。ハン
ドオーバ要求受信コンポーネント４０６は、ハンドオーバ手続きを開始せよとの要求(ハ
ンドオーバ準備コマンド及び、または同様なもの)を獲得することができる。一例におい
て、送信コンポーネント２１８は、ハンドオーバ手続きを有効に断わる(decline)ために
ハンドオーバ手続きを開始せよとの要求を受信することに基づいてＤＬ送信電力を低下さ
せることができる。たとえば、ＤＬ送信電力を低下させることは、ハイブリッド・セル・
アクセス・ポイント１０２で複数の通信パラメータの望ましさ(desirability)を減少させ
ることができる。１つの例において、ハンドオーバ要求受信コンポーネント４０６は、非
メンバー無線デバイスによって測定されたアクセス・ポイント１０４からの複数の通信パ
ラメータ(たとえば、ＳＮＲ、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ等)を獲得することができる。１つの例
において、複数の通信パラメータは、ハンドオーバ要求で指定されることができ、あるい
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はハンドオーバ要求を受信することに基づいて要求されることができる。いずれにしても
、送信コンポーネント２１８は、該複数の通信パラメータに少なくとも部分的に基づいて
ＤＬ送信電力を調節することができる。たとえば、送信コンポーネント２１８は、アクセ
ス・ポイント１０４がより望ましい複数のパラメータを有するように、ＤＬ送信電力を低
下させることができる。さらに、たとえば、上述されるように、メンバー無線デバイス１
０８に関する最大実効(effective)データ・レートを維持しながら、ＤＬ送信電力は低下
されることができる。
【００６５】
　図５ー１０を参照すると、ハイブリッド・セル機能性の提供に関する方法が示されてい
る。説明を簡明にするために、複数の方法が一連の行為(acts)として説明され、図示され
ているが、いくつかの行為が１または複数の態様にしたがって、ここに説明され、図示さ
れているものとは異なる順序で、及び、または他の複数の動作と同時並行的に生じること
ができるので、複数の方法は複数の行為の順序により制限されないことが理解され、認識
される。たとえば、当業者は、１つのある方法が、その代わりに、状態図(state diagram
)中でのような、一連の相互に関係のある状態(states)あるいは事象(events)として表わ
されることができることを理解し、認識するであろう。さらに、１または複数の態様にし
たがってある１つの方法をインプリメントするために、示されているすべての行為が要求
されるとは限らない。
【００６６】
　図５を参照すると、ＣＳＧメンバシップにかかわらず１または複数の無線デバイスに最
低レベルのサービスを提供することを容易にする一例の方法５００が示されている。５０
２において、接続要求に基づいて、無線デバイスとの接続が確立されることができる。た
とえば、その接続要求はその無線デバイスから受信されることができる。５０４で、その
無線デバイスはサポートされているＣＳＧから除外されることを決定されることができる
。これは、記述されているように、格納されたアクセス制御リストの中に無線デバイスと
関連した識別子がないことを検出することに、少なくとも部分的に、基づくことができる
。５０６で、リソース割り当ての要求は無線デバイスから受信されることができる。記述
されるように、無線デバイスはサポートされているＣＳＧから除外されるが、少なくとも
最低のレベルのサービス(キャンプし、複数のページング信号を受信する能力のような)が
無線デバイスに提供されることができる。さらに、たとえば、該要求は、記載されている
ように、データ・ベアラ(たとえば、デフォルト・ベアラ、専用ベアラ及び、または同様
なもの)の要求、ＰＤＮとの接続を確立する要求、無線デバイス２０２の登録手続きの一
部として複数のベアラを活動化するための表示、及び、または同様なものを含むことがで
きる。５０８において、リソース割り当ての要求を受信すると同時に、無線デバイスを異
種のアクセス・ポイントへハンドオーバするためにハンドオーバ手続きが開始されること
ができる。
【００６７】
　図６を参照すると、負荷バランシングを用いてアクセス・ポイントを支援することを容
易にする一例の方法６００が示されている。６０２で、アクセス・ポイントに関連した負
荷バランシング要求が受信されることができる。記述されているように、これは、アクセ
ス・ポイントから、ＯＡＭあるいは他のネットワーク・コンポーネントから、及び、また
は、同種のものから受信されることができる。６０４で、サービス・レベルは、サポート
されているＣＳＧから除外された１または複数の無線デバイスと通信するために選択され
ることができる。これは、たとえば、負荷バランシング要求に基づくことができ、その選
択されたサービス・レベルは、上述されているように、閉じた、最低の、メンバー・プリ
ファード、実質的に開いた、あるいは類似のサービス・レベルに対応することができる。
６０６において、ダウンリンク送信電力は無線ネットワーク・カバレージを拡大するため
に増加されることができる。これに関して、１または複数のデバイスはアクセス・ポイン
トからハンドオーバされることができる。その増加されたダウンリンク送信は、記述され
るように、それが測定報告の中の、ＳＮＲ、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ等のような、複数の通信
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パラメータを増加させるので、ハンドオーバを容易にすることができる。さらに、その選
択されたサービス・レベルは、ＣＳＧから除外された１または複数の無線デバイスにある
サービスを提供して（たとえば、メンバー・プリファードあるいは実質的に開いたサービ
ス・レベルで）、該１または複数の無線デバイスが無線ネットワークにアクセスすること
を可能にすることができる。 
　図７を参照すると、アクセス・ポイントに関する負荷バランシングに続いて動作を再開
する一例の方法７００が示されている。７０２で、減少されたロードの通知がアクセス・
ポイントから受信されることができる。記述されるように、負荷バランシングは要求と同
時にアクセス・ポイントへ提供されることができ、アクセス・ポイントは、負荷バランシ
ングがもはや必要とされないとき及び、または負荷バランシングの減少されたレベルが必
要とされることを示すことができる。７０４で、サポートされているＣＳＧから除外され
た１または複数の無線デバイスは、ハンドオーバすることができる。１または複数の無線
デバイスは、負荷バランシングを容易にするために、あるレベルのネットワーク・アクセ
スを前から提供されることが可能となっている。７０６で、ＤＬ送信電力は減少されるこ
とができる。記述されているように、ＤＬ送信電力は負荷バランシングのために１または
複数の無線デバイスを引きつける(attract)ために、前から増加されることが可能となっ
ている。これに関して、ＤＬ送信電力は、その後の複数の測定報告を生成するときに、１
または複数の無線デバイスに望ましく見えないように減少される。
【００６８】
　図８を参照すると、負荷バランシングを実施するために、ハイブリッド・セル・アクセ
ス・ポイントへ複数の無線デバイスをオフロードすることを容易にする一例の方法８００
が示されている。８０２で、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービス・
レベル調節の通知が受信されることができる。サービス・レベル調節は、１つの例におい
て、負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて修正されることができ、サービ
ス・レベルは、より開いたサービス・レベル(たとえば、記述されているように、最低の
からメンバー・プリファードへ、あるいはメンバー・プリファードから実質的に開いたも
のへ) に調節されることができる。８０４で、１または複数の無線デバイスは、ハイブリ
ッド・セル・アクセス・ポイントへオフロードするために選択されることができる。記述
されているように、一例において、１または複数の無線デバイスは、提供されたＣＱＩ(
たとえば、他の複数のＣＱＩと比較される)、ＣＱＩにおける計算された傾向(たとえば、
劣化したＣＱＩ)及び、または同種のものに少なくとも部分的に基づいて選択される。８
０６で、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへハンドオーバすることを容易にする
ために、複数の無線デバイスからの複数の測定報告が要求される。たとえば、ハイブリッ
ド・セル・アクセス・ポイントは、複数の測定報告を生成することにおいて１または複数
の無線デバイスにより望ましく見えるように、ＤＬ送信電力を低下させることが可能とな
っている。
【００６９】
　図９を参照すると、メンバー無線デバイスへのＳＮＲを確実にするために１または複数
のデータ・レートに基づいてダウンリンク送信電力を修正する一例の方法９００が示され
ている。９０２で、バックホール・リンク・データ・レートは決定されることができる。
これは、たとえば、コア・ネットワークとの通信のレートに関連があることができる。９
０４で、デコーディング・レートもまた決定されることができる。たとえば、これは、無
線デバイスに提供するために受信された複数のパケットを処理するレートを計算すること
を含むことができる。９０６で、ＤＬ送信電力は、バックホール・リンク・データ・レー
ト及び、またはデコーディング・レートに少なくとも部分的に基づいて設定されることが
できる。これに関して、ＤＬ送信電力は複数のアクセス・ポイント通信と干渉しないよう
に、しかし、バックホール・リンク・データ・レート及び、またはデコーディング・レー
トを最大にするために必要とされるＳＮＲを提供するように低下されることができる。
【００７０】
　図１０を参照すると、アクセス・ポイントから受信された複数の非メンバー無線デバイ
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スのハンドオーバ要求を回避することを容易にする一例の方法１０００が示されている。
１００２で、サポートされているＣＳＧから除外された無線デバイスに関連したハンドオ
ーバ要求は、アクセス・ポイントから受信されることができる。要求を受信すると同時に
、たとえば、ＣＳＧメンバーのアクセス制御リスト中におけるその識別子を捜し出すこと
を試みることにより、無線デバイスがＣＳＧにないことが決定されることができる。１０
０４で、ＤＬ送信電力は減少されることができる。これは、上述されるように、アクセス
・ポイントからの無線デバイスのハンドオーバを有効に回避する。
【００７１】
　ここに記載されている１または複数の態様によると、複数の推論(inferences)は、(た
とえば、ハンドオーバを回避するように、負荷バランシングを容易にするように、干渉を
軽減するように)サービス・レベル及び、またはＤＬ送信電力を調節すること及び、また
は同種のものに関してなされることができる。ここに使用されるように、「推論する」あ
るいは「推論」という用語は、一般に、データ及び、または複数の事象によって捕らえら
れる(captured)複数の観察のセットからのシステム、環境及び、またはユーザの複数の状
態を推論する、あるいはそれらについて推理するプロセスを指す。推論は特定のコンテキ
スト(context)またはアクションを識別するために使用されることができ、あるいは、た
とえば、複数の状態に関する確率分布を生成することができる。推論は確率的、すなわち
、複数の事象及びデータの考察に基づいた興味の対象の複数の状態に関する確率分布の計
算であることができる。推論はまた、複数の事象及び、またはデータのセットからより高
いレベルの事象を構成するために使用された複数の技術を指すことができる。複数の事象
が閉じた一時的な近隣で相互に関連付けられるか否か、及び複数の事象とデータが１また
はいくつかの事象及び複数のデータ・ソースからのものか否かにかかわらず、そのような
推論は、格納された事象データ及び、または観察された複数の事象のセットからの新しい
複数の事象あるいは複数のアクションの構成に帰着する。
【００７２】
　図１１に関して、複数の非メンバー無線デバイスに最低のレベルのサービスを提供する
システム１１００が示されている。たとえば、システム１１００は、無線ネットワーク・
コンポーネント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１１００は、複
数の機能ブロックを含むものとして表わされ、それらは、プロセッサ、ソフトウェアある
いはその組合せ（たとえば、ファームウェア)によってインプリメントされる複数の機能
を表わす複数の機能ブロックであることできることが認識される。システム１１００は、
関連して動作する(act)ことができる複数の電気コンポーネントのロジック・グループ(gr
ouping) １１０２を含む。たとえば、ロジック・グループ１１０２は、接続要求１１０４
に基づいて無線デバイスとの接続を確立する電気コンポーネントを含むことができる。記
述されるように、接続確立手続きは、ランダム・アクセス手続きまたは類似の手続きであ
ることができる。
【００７３】
　さらに、ロジック・グループ１１０２は、無線デバイスがサポートされているＣＳＧ 
１１０６から除外されることを決定する電気コンポーネントを含むことができる。たとえ
ば、電気コンポーネント１１０６は、記述されているように、アクセス制御リストに少な
くとも部分的に基づいて、このようなものを決定する (たとえば、無線デバイスの識別子
がアクセス制御リストにあるか否かを決定する) ことができる。ロジック・グループ１１
０２は、無線デバイスからリソース割り当ての要求を受信すると同時に、異種のアクセス
・ポイントへ無線デバイスをハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開始する電気
コンポーネント１１０８をさらに含むことができる。したがって、たとえば、少なくとも
ページングは、記述されているように、無線デバイスがキャンプすることを可能にするよ
うに無線デバイスに提供されることができ、複数のリソースが要求されると、無線デバイ
スは、無線デバイスへのネットワーク・アクセスを提供することができるアクセス・ポイ
ントへハンドオーバされることができる。
【００７４】
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　さらに、ロジック・グループ１１０２は、ＤＬ送信電力を減少させる電気コンポーネン
ト１１１０を含むことができる。これは、記述されているように、無線デバイスと、その
無線デバイスがハンドオーバされるアクセス・ポイントとの間の複数の通信への潜在的な
(potential)干渉を軽減することができる。１つの例において、電気コンポーネント１１
１０は、ＳＮＲあるいは該アクセス・ポイントに関連する他の複数の通信パラメータを受
信することができ、アクセス・ポイントのＳＮＲを改善するようにＤＬ電力を減少させる
ことができる。さらに、ロジック・グループ１１０２は、ハンドオーバ手続きに続いてＤ
Ｌ送信周波数を切替える電気コンポーネント１１１２を含むことができる。同様に、これ
は、無線デバイスとアクセス・ポイントとの間の複数の通信への干渉を軽減することがで
きる(たとえば、システム１１００が著しく良好なＳＮＲを有し、複数のメンバー無線デ
バイスに大きな影響を与えずに十分なそのＤＬ送信電力を低下させることができない場合
等)。さらに、システム１１００は、電気コンポーネント１１０４、１１０６、１１０８
、１１１０及び１１１２と関連した複数の機能を実行する複数の命令を保存する(retain)
メモリ１１１４を含むことができる。電気コンポーネント１１０４、１１０６、１１０８
、１１１０及び１１１２のうちの１または複数のものは、メモリ１１１４の外部にあるも
のとして示されているが、メモリ１１１４内に存在することができることが理解される。
【００７５】
　図１２を参照すると、負荷バランシングを容易にするためにアクセス・ポイントからオ
フロードされる複数の無線デバイスを受信するシステム１２００が示されている。たとえ
ば、システム１２００は、無線ネットワーク・コンポーネント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１２００は、複数の機能ブロックを含むものとして表わさ
れ、それらは、プロセッサ、ソフトウェア、あるいはその組合せ(たとえば、ファームウ
ェア)によってインプリメントされる複数の機能を表わす複数の機能ブロックであること
ができることが認識される。システム１２００は、関連して動作することができる複数の
電気コンポーネントのロジック・グループ１２０２ を含む。たとえば、ロジック・グル
ープ１２０２は、アクセス・ポイント１２０４に関連した負荷バランシング要求を受信す
る電気コンポーネントを含むことができる。記述されるように、その要求は、アクセス・
ポイント、ＯＡＭ、及び、または同様の複数のネットワーク・コンポーネントから受信さ
れることができる。さらに、ロジック・グループ１２０２は、負荷バランシング要求１２
０６に少なくとも部分的に基づいて、サポートされているＣＳＧから除外された１または
複数の無線デバイスと通信することに関連したサービス・レベルを選択する電気コンポー
ネントを備えることができる。記述されているように、サービス・レベルは、増加された
数の無線デバイスにサービスすること(serving)を容易にするために現在のサービス・レ
ベルよりも開いたレベルであるように選択されることができる。
【００７６】
　さらに、ロジック・グループ１２０２は、負荷バランシング要求１２０８に少なくとも
部分的に基づいて、無線ネットワークにおけるカバレージエリアを拡大するためにＤＬ送
信電力を増加させる電気コンポーネントを含むことができる。したがって、システム１２
００は、これに関して、ＳＮＲを改善することによりアクセス・ポイントと通信している
より多くの無線デバイスからの複数の通信をサポートすることができる。ロジック・グル
ープ１２０２は、アクセス・ポイントからのハンドオーバ手続きの一部として１または複
数の無線デバイスとの複数の通信を確立する電気コンポーネント１２１０をさらに含むこ
とができる。電気コンポーネント１２１０は、１または複数の無線デバイスに選択された
レベルのサービスをさらに提供することができる。さらに、ロジック・グループ１２０２
は、１または複数の無線デバイスをアクセス・ポイントへハンドオーバするためにハンド
オーバ手続きを開始する電気コンポーネント１２１２を含むことができる。記載されてい
るように、負荷バランシングがもはや必要とされないか、あるいはより小さいレベルでの
み必要とされるようにアクセス・ポイントで減少されたロードの通知を受信すると同時に
、これは発生することができる。さらに、システム１２００は、電気コンポーネント１２
０４、１２０６、１２０８、１２１０及び１２１２に関連した複数の機能を実行する複数



(27) JP 5329710 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

の命令を保存するメモリ１２１４を含むことができる。電気コンポーネント１２０４、１
２０６、１２０８、１２１０及び１２１２のうちの１または複数のものは、メモリ１２１
４の外部にあるものとして示されているが、メモリ１２１４内に存在することができるこ
とが理解されるであろう。
【００７７】
　図１３を参照すると、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへ複数の無線デバイス
をオフロードするシステム１３００が示されている。たとえば、システム１３００は、無
線ネットワーク・コンポーネント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１３００は複数の機能ブロックを含むものとして表わされ、それらはプロセッサ、ソフ
トウェア、あるいはその組合せ(たとえば、ファームウェア)によってインプリメントされ
る複数の機能を表わす複数の機能ブロックであることができることが認識される。システ
ム１３００は、関連して動作することができる複数の電気コンポーネントのロジック・グ
ループ１３０２ を含む。たとえば、ロジック・グループ１３０２は、ハイブリッド・セ
ル・アクセス・ポイントによるサービス・レベル調節の通知を受信する電気コンポーネン
ト１３０４を含むことができる。記載されているように、ハイブリッド・セル・アクセス
・ポイントにおいて複数の非メンバー無線デバイスに少なくともあるレベルのサービスを
提供することを促進するために、サービス・レベルはより開いたサービス・レベルに調節
されることができる。
【００７８】
　さらに、ロジック・グループ１３０２は、通知に基づいてハイブリッド・セル・アクセ
ス・ポイントへの１または複数の無線デバイスのハンドオーバを容易にするために１また
は複数の無線デバイスからの複数の測定報告を要求する電気コンポーネント１３０６を含
むことができる。記述されるように、たとえば、ハイブリッド・セル・アクセス・ポイン
トはさらにＤＬ送信電力を増加させることができており、したがって１または複数の無線
デバイスに関してより望ましいＳＮＲを有することができる。複数の測定報告に基づいて
、１または複数の無線デバイスの少なくとも一部分は、ハイブリッド・セル・アクセス・
ポイントへハンドオーバされることができる。さらに、システム１３００は、電気コンポ
ーネント１３０４及び１３０６に関連した複数の機能を実行する複数の命令を保存するメ
モリ１３０８を含むことができる。電気コンポーネント１３０４及び１３０６のうちの１
または複数のものは、メモリ１３０８の外部にあるものとして示されているが、メモリ１
３０８内に存在することができることが理解される。
【００７９】
　図１４は、ここに記述された機能性の種々の態様をインプリメントするために使用され
ることができるシステム１４００のブロック図である。１つの例において、システム１４
００は基地局またはｅＮＢ １４０２を含む。示されているように、ｅＮＢ １４０２は、
１または複数の受信（Ｒｘ）アンテナ１４０６によって１または複数のＵＥ １４０４か
ら（複数の）信号を受信し、１または複数の送信（Ｔｘ）アンテナ１４０８によって１ま
たは複数のＵＥ １４０４に送信することができる。さらに、ｅＮＢ １４０２は、（複数
の）受信アンテナ１４０６から情報を受信する受信機１４１０を含むことができる。１つ
の例において、受信機１４１０は、受信された情報を復調する復調器(Ｄｅｍｏｄ)１４１
２に有効に(operatively)関連付けられることができる。復調された複数のシンボルは、
その後、プロセッサ１４１４によって分析されることができる。プロセッサ１４１４は、
メモリ１４１６に結合されることができ、それは複数のコード・クラスタに関連した情報
、アクセス端末の割り当て、それに関連した複数のルックアップ・テーブル、固有(uniqu
e)の複数のスクランブリング(scrambling)・シーケンス、及び、または、他の適切な複数
のタイプの情報を格納することができる。１つの例において、ｅＮＢ １４０２は、方法
５００、６００、７００、８００、９００、１０００及び、または、他の類似した適切な
方法を行なうためにプロセッサ１４１４を使用することができる。ｅＮＢ １４０２はま
た、（複数の）送信アンテナ１４０８を介した送信機１４２０による送信のために信号を
多重化することができる変調器１４１８を含むことができる。
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【００８０】
　図１５は、ここに記述された機能性の種々の態様をインプリメントするために使用され
ることができる別のシステム１５００のブロック図である。１つの例において、システム
１５００は移動端末１５０２を含む。示されているように、移動端末(mobile terminal)
１５０２は１または複数の基地局１５０４から（複数の）信号を受信し、１または複数の
アンテナ１５０８によって１または複数の基地局１５０４へ送信することができる。さら
に、移動端末１５０２は、（複数の）アンテナ１５０８から情報を受信する受信機１５１
０を含むことができる。１例において、受信機１５１０は、受信された情報を復調する復
調器(Ｄｅｍｏｄ)１５１２に有効に関連付けられることができる。復調された複数のシン
ボルは、その後、プロセッサ１５１４によって分析されることができる。プロセッサ１５
１４はメモリ１５１６に結合されることができ、それは移動端末１５０２に関連した複数
のプログラム・コード及び、またはデータを格納することができる。さらに、移動端末１
５０２は、方法５００、６００、７００、８００、９００、１０００及び、または、他の
類似した適切な方法を行なうためにプロセッサ１５１４を使用することができる。移動端
末１５０２はまた、記載されている機能性を実施するために先の図面で説明された１また
は複数のコンポーネントを使用することができ、１つの例において、その複数のコンポー
ネントはプロセッサ１５１４によってインプリメントされることができる。移動端末１５
０２はまた、（複数の）アンテナ１５０８を介した送信機１５２０による送信のために信
号を多重化することができる変調器１５１８を含むことができる。
【００８１】
　図１６を参照すると、ここに与えられている様々な実施形態による無線通信システム１
６００が示されている。システム１６００は、マルチプルの(multiple)アンテナ・グルー
プを含むことができる基地局１６０２を含む。たとえば、１つのアンテナ・グループは、
アンテナ１６０４及び１６０６を含むことができ、別のグループはアンテナ１６０８及び
１６１０を含むことができ、追加のグループはアンテナ１６１２及び１６１４を含むこと
ができる。２つのアンテナは各アンテナ・グループのために示されているが、しかしなが
ら、もっと多くまたはもっと少ないアンテナが各グループに関して使用されることができ
る。基地局１６０２は送信機チェーン(chain)及び受信機チェーンをさらに含むことがで
き、それらはまたそれぞれ、当業者によって認識されるように、信号送信及び受信に関連
付けられる複数のコンポーネント（たとえば、複数のプロセッサ、複数の変調器、複数の
マルチプレクサ、複数の復調器、複数のデマルチプレクサ、複数のアンテナ等）を含むこ
とができる。
【００８２】
　基地局１６０２は、移動デバイス１６１６及び移動デバイス１６２６のような１または
複数の移動デバイスと通信することができるが、しかしながら、基地局１６０２は、移動
デバイス１６１６及び１６２６に類似した実質的に任意の数の移動デバイスと通信するこ
とができることが認識される。移動デバイス１６１６及び１６２６は、たとえば、セルラ
ー電話(cellular phones)、スマートフォン(smart phones)、ラップトップ、ハンドヘル
ド(handheld)通信デバイス、ハンドヘルド計算デバイス、衛星ラジオ、全地球測位システ
ム、ＰＤＡ、及び、または、無線通信システム１６００で通信する任意の他の適切なデバ
イスであることができる。図示されているように、移動デバイス１６１６はアンテナ１６
１２及び１６１４と通信しており、ここで、アンテナ１６１２及び１６１４は順方向リン
ク１６１８上で移動デバイス１６１６に情報を送信し、逆方向リンク１６２０上で移動デ
バイス１６１６から情報を受信する。周波数分割二重通信(ＦＤＤ)システムにおいては、
順方向リンク１６１８は、たとえば、逆方向リンク１６２０によって使用されるものとは
異なる周波数帯域を使用することができる。時分割二重通信(ＴＤＤ)システムにおいては
、順方向リンク１６１８及び逆方向リンク１６２０は共通の周波数を使用することができ
る。
【００８３】
　アンテナの各グループ及び、またはそれらが通信することを指定されたエリアは、基地
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局１６０２のセルまたはセクタと呼ばれることができる。たとえば、複数のアンテナ・グ
ループは、基地局１６０２によってカバーされたその複数のエリアのあるセクタ中の複数
の移動デバイスに通信するように設計されることができる。順方向リンク１６１８上での
通信において、基地局１６０２の複数の送信アンテナは、移動デバイス１６１６のための
順方向リンク１６１８の信号対雑音比を改善するためにビームフォーミング(beamforming
)を使用することができる。さらに、基地局１６０２が関連したカバレージエリアじゅう
にランダムに散在された移動デバイス１６１６に送信するためにビームフォーミングする
ことを使用する一方で、隣接した複数のセルの中の複数の移動デバイスは、その複数の移
動デバイスのすべてに単一のアンテナを通して送信する基地局と比較して、より少ない干
渉を受けることができる。さらに、移動デバイス１６１６及び１６２６は、ピア・ツー・
ピアまたはアド・ホック・テクノロジーを使用して、互いと直接的に通信することができ
る。
【００８４】
　さらに、基地局１６０２はバックホール・リンク接続１６３２上でネットワーク１６２
２と通信することができ、それは無線サービス・アクセス・ネットワーク(たとえば、Ｌ
ＴＥまたは同様のネットワーク)を含む１または複数のネットワークでありえる。このネ
ットワーク１６２２は、移動デバイス１６１６及び１６２６にサービスを提供するために
、移動デバイス１６１６及び１６２６に関連した複数のアクセス・パラメータならびに無
線アクセス・ネットワークの他の複数のパラメータに関する情報を格納することができる
。さらに、フェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４は、順方向リンク１６２８及び
逆方向リンク１６３０上で移動デバイス１６２６と通信することを容易にするために提供
されることができる。フェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４は、基地局１６０２
によく似ているがもっと小さい規模で、１または複数の移動デバイス１６２６へのアクセ
スを提供することができる。１つの例において、フェムト・セル・アクセス・ポイント１
６２４は、住宅、企業及び、または他の近接距離(close range)の環境(setting) (たとえ
ば、テーマパーク、競技場、団地等)に構成されることができる。フェムト・セル・アク
セス・ポイント１６２４は、１つの例においては、バックホール・リンク接続１６３４を
利用してネットワーク１６２２に接続することができ、それは終わることができ、あるい
は広帯域インターネット回線(T１/T３、デジタル加入者線(ＤＳＬ)、ケーブル等)を部分
的に含むことができる。ネットワーク１６２２は、同様に、移動デバイス１６２６にアク
セス情報を提供することができる。
【００８５】
　一例によれば、移動デバイス１６１６及び１６２６は複数のサービス・エリアにわたっ
て移動し、静止している間に、あるいは移動中に、複数の異種の基地局及び、または複数
のフェムト・セルの間でセル再選択を行なうか、もしくは無線アクセスを開始することが
できる。これに関して、移動デバイス１６１６及び１６２６は、その移動デバイス１６１
６及び１６２６の複数のユーザにシームレスの連続的な無線ネットワーク・アクセスを実
施することができる。１つの例(示されていない)において、移動デバイス１６２６は、移
動デバイス１６１６と同様に基地局１６０２と通信していることが可能となっており、フ
ェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４の指定された範囲へ移動することが可能とな
っている。これに関して、移動デバイス１６２６は、より望ましい無線ネットワーク・ア
クセスを受信するためにフェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４に関連した１また
は複数のセルを再選択することが可能となっている。さらに、移動デバイス１６２６が基
地局１６０２に向かって移動する場合、それは、様々な理由のために(たとえば、フェム
ト・セル・アクセス・ポイント１６２４上の干渉を軽減するために、より最適な信号ある
いは増加されたスループットを受信するために、等)、あるポイントで、それに関連した
セルを再選択することができる。
【００８６】
　サービス・エリアにわたって移動することにおいて、与えられた移動デバイス１６１６
及び、または１６２６は、たとえば、移動デバイス１６１６及び、または１６２６に関し
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て何時セル再選択が適切であるかを決定するために、利用可能な複数の基地局 (基地局１
６０２のような) 、フェムト・セル(フェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４のよ
うな)及び、または他の複数のアクセス・ポイントの信号品質を測定することができる。
別の例において、移動デバイス１６１６及び、または１６２６は、異種のセルを何時再選
択すべきかを決定するために、それらのそれぞれのアクセス・ポイント、基地局１６０２
及びフェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４へ複数の異種のセルに関連した複数の
測定報告を送ることができる。そのような決定は、測定報告中の１または複数のパラメー
タにしたがってなされることができる。１つの例において、複数の測定報告は、再選択の
ために複数のアクセス・ポイントをランクづける(rank)ことができる(たとえば、信号対
雑音比(ＳＮＲ) または類似の複数のパラメータに基づいて)。このランク付けに基づいて
、たとえば、基地局１６０２は、最高のランク付けのアクセス・ポイントを用いて移動デ
バイス１６１６及び、または１６２６のための再選択を開始することができる。しかしな
がら、一例において、フェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４は、閉じた加入者グ
ループ(ＣＳＧ)アクセス・ポイントであることができ、移動デバイス１６１６及び、また
は１６２６はそれへのアクセスを可能にされることができ、あるいはできず、基地局１６
０２は、セル再選択においてフェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４を回避するこ
とができる(及び、または移動デバイス１６１６及び、または１６２６は近隣リストにフ
ェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４を含まないことを決定することができる)。
【００８７】
　一例によれば、基地局１６０２及びフェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４は、
それぞれのバックホール・リンク１６３２及び１６３４を使用して、ネットワーク１６２
２上で互いと通信することができる。たとえば、基地局１６０２及びフェムト・セル・ア
クセス・ポイント１６２４は、複数の異種(heterogeneous)配置において引き起こされる
ことができる干渉を軽減するために複数の干渉管理メッセージを交換することができる。
別の例において、基地局１６０２及びフェムト・セル・アクセス・ポイント１６２４は、
ネットワーク１６２２上で通信することによって複数の複数の近隣リストを調整する(coo
rdinate)か、あるいは更新することができ、セル再選択を容易にするために移動デバイス
１６１６及び、または１６２６のためのコンテキスト情報を通信することができ、移動デ
バイス１６１６及び、または１６２６の三角測量(triangulation)のための複数の座標(co
ordinates)あるいは他の位置決定等を通信することができる。
【００８８】
　いくつかの態様では、ここにおける複数の教示は、マクロ規模のカバレージ(coverage)
 (たとえば、マクロ・セル・ネットワークと典型的に呼ばれる３Ｇネットワークのような
広いエリアのセルラー・ネットワーク) ならびにもっと小さい規模のカバレージ(たとえ
ば、住宅ベースの、あるいはビルディング・ベースのネットワーク環境)を含むネットワ
ーク中で使用されることができる。アクセス端末(ＡＴ)がそのようなネットワークじゅう
を移動すると、そのアクセス端末はマクロ・カバレージを提供する複数のアクセス・ノー
ド(ＡＮ)によってある決まった複数の位置でサービスされることができ、その一方でこの
アクセス端末は、もっと小さい規模のカバレージを提供する複数のアクセス・ノードによ
って他の複数の位置でサービスされることができる。いくつかの態様において、そのもっ
と小さいカバレージの複数のノードは、インクリメンタル(incremental)容量増加(growth
)、ビルディング内(inーbuilding) カバレージ、及び異なるサービス(たとえば、もっと
ロバストな(robust)ユーザ体験のための)を提供するために使用される。ここにおける説
明において、比較的広いエリアにわたってカバレージを提供するノードはマクロ・ノード
と呼ばれることができる。比較的小さいエリア(たとえば、住宅)にわたってカバレージを
提供するノードは、フェムト・ノードと呼ばれることができる。マクロ・エリアより小さ
く、かつフェムト・エリアより広いエリアにわたってカバレージを提供するノードは、ピ
コ・ノード(たとえば、商業ビルディング内にカバレージを提供する)と呼ばれることがで
きる。
【００８９】
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　マクロ・ノード、フェムト・ノード、あるいはピコ・ノードに関連したセルは、それぞ
れ、マクロ・セル、フェムト・セル、あるいはピコ・セルと呼ばれることができる。いく
つかのインプリメンテーションでは、各セルは１または複数のセクタにさらに関連付けら
れる(たとえば、分割される)ことができる。
【００９０】
　様々なアプリケーションにおいては、マクロ・ノード、フェムト・ノード、あるいはピ
コ・ノードを参考するために他の用語が使用されることができる。たとえば、マクロ・ノ
ードは、アクセス・ノード、基地局、アクセス・ポイント、ｅノードＢ(eNode Ｂ)、マク
ロ・セル等として構成され、あるいはそう呼ばれることができる。さらに、フェムト・ノ
ードは、ホーム・ノードＢ、ホームｅノードＢ(Home eNode Ｂ)、アクセス・ポイント基
地局、フェムト・セル等として構成され、あるいはそう呼ばれることができる。
【００９１】
　図１７は、いくつ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１７０
０を示し、そこにおいて、ここにおける複数の教示がインプリメントされることができる
。システム１７００は、各セルが対応するアクセス・ノード１７０４(たとえば、アクセ
ス・ノード１７０４Ａー１７０４Ｇ)によってサービスされる、たとえば、マクロ・セル
１７０２Ａー１７０２Ｇのようなマルチプルのセル１７０２に通信を提供する。図１７に
示されるように、複数のアクセス端末１７０６(たとえば、アクセス端末１７０６Ａー１
７０６Ｌ)は、ある期間にわたってそのシステム全体にわたる様々な位置に散在されるこ
とができる。各アクセス端末１７０６は、たとえば、そのアクセス端末１７０６がアクテ
ィブ(active)であるか否か、及びそれがソフト・ハンドオフ中であるか否かに依存して、
与えられた瞬間に順方向リンク（ＦＬ）及び、または逆方向リンク（ＲＬ）上で１または
複数のアクセス・ノード１７０４と通信することができる。無線通信システム１７００は
、広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る。たとえば、マクロ・セル
１７０２Ａー１７０２Ｇは、近隣の少数のブロックをカバーすることができる。
【００９２】
　図１８は、１または複数のフェムト・ノードがネットワーク環境内に配置される典型的
な通信システム１８００を示す。具体的には、このシステム１８００は、比較的小さい規
模のネットワーク環境に（たとえば、１または複数のユーザ住宅１８３０の中に）インス
トールされたマルチプルのフェムト・ノード１８１０(たとえば、フェムト・ノード１８
１０Ａ及び１８１０Ｂ)を含む。各フェムト・ノード１８１０は、ＤＳＬルータ、ケーブ
ル・モデム、無線リンク、あるいは他の接続手段(示されていない)を介して広域ネットワ
ーク１８４０（たとえば、インターネット）及びモバイル・オペレータ・コア・ネットワ
ーク(mobile operator core network)１８５０に結合されることができる。以下に説明す
るように、各フェムト・ノード１８１０は、関連した複数のアクセス端末１８２０(たと
えば、アクセス端末１８２０Ａ)及び、随意に、複数のエイリアン(alien)・アクセス端末
１８２０(たとえば、アクセス端末１８２０Ｂ)にサービスするように構成されることがで
きる。換言すると、複数のフェムト・ノード１８１０へのアクセスは制限されることがで
き、それによって、与えられたアクセス端末１８２０は、１または複数の指定された（た
とえば、ホーム）フェムト・ノード１８１０の１つのセットによってサービスされること
ができるが、しかし、任意の指定されていないフェムト・ノード１８１０(たとえば、近
隣のフェムト・ノード１８１０)によってサービスされることはできない。
【００９３】
　図１９は、それぞれがいくつかのマクロ・カバレージエリアを含むいくつかのトラッキ
ング(tracking)・エリア１９０２(あるいはルーティング(routing)・エリア、もしくは位
置エリア)が定められるカバレージ・マップ１９００の一例を示す。ここにおいて、トラ
ッキング・エリア１９０２Ａ、１９０２Ｂ、及び１９０２Ｃに関連したカバレージの複数
のエリアは太線で表わされ、マクロ・カバレージエリア１９０４は複数の六角形で表わさ
れている。これら複数のトラッキング・エリア１９０２はまた複数のフェムト・カバレー
ジエリア１９０６を含む。この例において、複数のフェムト・カバレージエリア１９０６
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のそれぞれ(たとえば、フェムト・カバレージエリア１９０６Ｃ)は、マクロ・カバレージ
エリア１９０４(たとえば、マクロ・カバレージエリア１９０４Ｂ)内に示されている。し
かしながら、フェムト・カバレージエリア１９０６は、マクロ・カバレージエリア１９０
４内に完全に位置しなくてもよいことが認識されるべきです。実際、非常に多くのフェム
ト・カバレージエリア１９０６は、与えられたトラッキング・エリア１９０２あるいはマ
クロ・カバレージエリア１９０４を用いて定められることができる。さらに、１または複
数のピコ・カバレージ・エリア(示されていない)は、与えられたトラッキング・エリア１
９０２あるいはマクロ・カバレージエリア１９０４内に定められることができる。
【００９４】
　図１８を再び参照すると、フェムト・ノード１８１０の所有者は、モバイル・オペレー
タ・コア・ネットワーク１８５０によって提供される、たとえば、３Ｇモバイル・サービ
スのようなモバイル・サービスに加入することができる。さらに、アクセス端末１８２０
は、マクロ環境、及びもっと小さい規模の(たとえば、住宅向き)ネットワーク環境の中で
動作することが可能であり得る。換言すると、アクセス端末１８２０の現在の位置に依存
して、アクセス端末１８２０は、モバイル・オペレータ・コア・ネットワーク１８５０の
アクセス・ノード１８６０によって、あるいは１つのセットのフェムト・ノード１８１０
（たとえば、対応するユーザ住宅１８３０内に存在するフェムト・ノード１８１０Ａ及び
１８１０Ｂ)のうちの任意の１つによってサービスされることができる。たとえば、加入
者は、彼が家の外にいるときは標準のマクロ・アクセス・ノード（たとえば、ノード１８
６０)によってサービスされ、家の中にいるときにはフェムト・ノード(たとえば、ノード
１８１０Ａ)によってサービスされる。ここで、フェムト・ノードは、複数の既存のアク
セス端末１８２０と後方互換性のあるものであり得ることが認識されるべきである。
【００９５】
　フェムト・ノード１８１０は、単一の周波数上に配置されることができ、あるいは、別
の実施形態では、マルチプル周波数上に配置されることができる。特定の構成に依存して
、マルチプルの周波数のうちの１または複数のものあるいは単一の周波数は、マクロ・ノ
ード(たとえば、ノード１８６０)によって使用される１または複数の周波数とオーバーラ
ップすることができる。
【００９６】
　いくつかの態様において、アクセス端末１８２０は、そのような接続が可能な場合は常
に、好ましいフェムト・ノード（たとえば、アクセス端末１８２０のホーム・フェムト・
ノード)に接続するように構成されることができる。たとえば、アクセス端末１８２０が
ユーザの住宅１８３０内にある場合は常に、アクセス端末１８２０はホーム・フェムト・
ノード１８１０とのみ通信することが望まれ得る。
【００９７】
　いくつかの態様において、アクセス端末１８２０がモバイル・オペレータ・コア・ネッ
トワーク１８５０内で動作するが、しかしその最も好ましいネットワーク（たとえば、好
ましいローミング・リストの中で定義された)上に存在していない場合、アクセス端末１
８２０は、より良いシステムの再選択(Ｂetter System Reselection)(ＢＳＲ)を使用して
、最も好ましいネットワーク(たとえば、好ましいフェムト・ノード１８１０)を探索し続
けることができ、それは、より良いシステムが現在利用可能であるか否かを決定するため
に利用可能な複数のシステムの周期的な走査(scanning)と、そのような好ましいシステム
と関連付けるためのその後の努力とを含み得る。獲得(acquisition)エントリを用いて、
アクセス端末１８２０は、特定の帯域及びチャネルの探索を限定することができる。たと
えば、最も好ましいシステムの探索は周期的に繰り返されることができる。好ましいフェ
ムト・ノード１８１０の発見と同時に、アクセス端末１８２０はそのカバレージエリア内
にキャンプするためにフェムト・ノード１８１０を選択する。
【００９８】
　いくつかの態様において、フェムト・ノードは制限されることができる。たとえば、与
えられたフェムト・ノードは、ある決まった複数のアクセス端末にある決まった複数のサ
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ービスを提供することだけを行なうことができる。いわゆる制限された(あるいは、閉じ
た)アソシエーション(association)を用いた配置において、与えられたアクセス端末は、
単に、フェムト・ノード（たとえば、対応するユーザ住宅１８３０内に存在する複数のフ
ェムト・ノード１８１０）の規定されたセット及びマクロ・セル・モバイル・ネットワー
クによってサービスされることができる。いくつかのインプリメンテーションでは、ノー
ドは、シグナリング(signaling)、データ・アクセス、登録、ページング、あるいはサー
ビスのうちの少なくとも１つを、少なくとも１つのノードに提供しないように制限される
ことができる。
【００９９】
　いくつかの態様において、制限されたフェムト・ノード（それはまた閉じた加入者グル
ープのホーム・ノードＢと呼ばれることができる)は、複数のアクセス端末の制限された
準備された(provisioned)セットにサービスを提供するものである。このセットは、必要
なときに、一時的にあるいは永続的に拡張されることができる。いくつかの態様では、閉
じた加入者グループ(ＣＳＧ)は、複数のアクセス端末の共通したアクセス制御リストを共
有する複数のアクセス・ノード（たとえば、複数のフェムト・ノード）のセットとして定
義されることができる。ある領域内のすべてのフェムト・ノード（あるいは、すべての制
限されたフェムト・ノード）が動作するチャネルは、フェムト・チャネルと呼ばれること
ができる。
【０１００】
　したがって、与えられたフェムト・ノードと与えられたアクセス端末との間には様々な
関係が存在し得る。たとえば、アクセス端末の観点から、開いたフェムト・ノードは制限
されたアソシエーションのないフェムト・ノードを指すことができる。制限されたフェム
ト・ノードは、あるやり方で制限される（たとえば、アソシエーション及び、または登録
に関して制限される)フェムト・ノードを指すことができる。ホーム・フェムト・ノード
は、アクセス端末がアクセスし、動作することを許可されるフェムト・ノードを指すこと
ができる。ゲスト(guest)・フェムト・ノードは、アクセス端末がアクセスし、動作する
ことを一時的に許可されるフェムト・ノードを指すことができる。エイリアン・フェムト
・ノードは、アクセス端末が、ことによると緊急事態（たとえば、９１１通話）を除いて
、アクセスするか、あるいは動作することを許可されていないフェムト・ノードを指すこ
とができる。
【０１０１】
　制限されたフェムト・ノードの観点から、ホーム・アクセス端末は、その制限されたフ
ェムト・ノードにアクセスすることを許可されたアクセス端末を指すことができる。ゲス
ト・アクセス端末は、その制限されたフェムト・ノードへの一時的なアクセスを用いるア
クセス端末を指すことができる。エイリアン・アクセス端末は、ことによると、たとえば
９１１通話のような緊急事態を除き、その制限されたフェムト・ノードにアクセスするこ
とを許可されていないアクセス端末（たとえば、その制限されたフェムト・ノードに登録
するための身分証明(credentials)または許可を持っていないアクセス端末）を指すこと
ができる。
【０１０２】
　便宜上、ここにおける開示は、フェムト・ノードという文脈の中で様々な機能性につい
て記述する。しかしながら、ピコ・ノードは、もっと広いカバレージエリアに同じまたは
類似した機能性を提供することができることが認識されるべきである。たとえば、与えら
れたアクセス端末等に関して、ピコ・ノードは制限されることができ、ホーム・ピコ・ノ
ードは定められることができる。
【０１０３】
　無線多元接続通信システムは、マルチプルの無線アクセス端末の通信を同時にサポート
することができる。上述されるように、各端末は順方向および逆方向リンク上の送信を介
して１または複数の基地局と通信することができる。順方向リンク(あるいは、ダウンリ
ンク)は基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク(あるいは、アップリンク)
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は端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力(singleーin
ーsingleーout)システム、ＭＩＭＯ(multipleーinーmultipleーout)システム、あるいは
他のあるタイプのシステムを介して確立されることができる。
【０１０４】
　ＭＩＭＯシステムは、データ伝送のためにマルチプル（ＮT）の送信アンテナとマルチ
プル（ＮR）の受信アンテナを使用する。ＮTの送信アンテナとＮRの受信アンテナによっ
て形成されたＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮSの独立したチャネルへ
分解されることができ、ここでＮS≦ｍｉｎ｛ＮT ，ＮR ｝である。ＮSの独立したチャネ
ルの各々は１つの次元(dimension)に対応する。ＭＩＭＯシステムは、マルチプルの送信
及び受信アンテナにより生成された複数の追加の次元(dimensionalities)が使用される場
合、改善された性能（たとえば、より高いスループット及び、またはより高い信頼性)を
提供することができる。
【０１０５】
　ＭＩＭＯシステムは時分割二重通信（ＴＤＤ）及び周波数分割二重通信（ＦＤＤ）をサ
ポートすることができる。ＴＤＤシステムでは、相反定理(reciprocity principle)が逆
方向リンク・チャネルからの前方向リンク・チャネルの推定を可能にするように、順方向
および逆方向リンク送信は同じ周波数領域上にある。これは、マルチプルのアンテナがア
クセス・ポイントで利用可能であるときに、そのアクセス・ポイントが順方向リンク上の
送信ビームフォーミング利得を抽出することを可能にする。
【０１０６】
　ここにおける複数の教示は、少なくとも１つの他のノードと通信するために様々なコン
ポーネントを使用するノード(たとえば、デバイス)に組み入れられることができる。図２
０は、ノード間の通信を容易にするために使用されることのできるいくつかのサンプル・
コンポーネントを示す。具体的には、図２０は、ＭＩＭＯシステム２０００の無線デバイ
ス２０５０（たとえば、アクセス端末）及び無線デバイス２０１０（たとえば、アクセス
・ポイント）を示す。デバイス２０１０では、いくつかのデータ・ストリーム用のトラヒ
ック・データはデータ・ソース(source)２０１２から送信（ＴＸ）データ・プロセッサ２
０１４に提供される。
【０１０７】
　いくつかの態様においては、各データ・ストリームは、それぞれの送信アンテナによっ
て送信される。ＴＸデータ・プロセッサ２０１４は、コード化された(coded)データを提
供するために、各データ・ストリームのトラヒック・データを、そのデータ・ストリーム
のために選択された特定のコーディング・スキーム(scheme)に基づいてフォーマットし、
コード化し(codes)、インタリーブする(interleaves)。
【０１０８】
　各データ・ストリームのコード化されたデータは、複数のＯＦＤＭ技術を使用してパイ
ロット・データで多重化されることができる。パイロット・データは、典型的には、既知
の方法で処理され、チャネル応答を推定するために受信システムで使用されることのでき
る既知のデータ・パターンである。各データ・ストリームの多重化されたパイロット及び
コード化されたデータは、その後、変調シンボルを提供するためにそのデータ・ストリー
ムに関して選択された特定の変調スキーム（たとえば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、ＭーＰＳＫ
、あるいはＭーＱＡＭ）に基づいて、変調される（すなわち、シンボル・マップされる(s
ymbol mapped)）。各データ・ストリームのデータ・レート、コード化、及び変調は、プ
ロセッサ２０３０によって行なわれる複数の命令によって決定されることができる。デー
タ・メモリ２０３２は、プログラム・コード、データ、及びプロセッサ２０３０あるいは
デバイス２０１０の他の複数のコンポーネントによって使用される他の情報を格納するこ
とができる。
【０１０９】
　すべてのデータ・ストリームの変調シンボルは、その後、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２
０２０に提供され、それは変調シンボル（たとえば、ＯＦＤＭのための）をさらに処理す
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ることができる。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２０２０はその後、ＮTのトランシーバ(XCVR
)２０２２Ａ乃至２０２２ＴによってＮTの変調シンボル・ストリームを提供する。いくつ
かの態様においては、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２０２０は、複数のデータ・ストリーム
の複数のシンボルに、及びそのシンボルが送信されているアンテナに複数のビームフォー
ミング重み(weights)を適用する。
【０１１０】
　各トランシーバ２０２２は各シンボル・ストリームを受信し、１または複数のアナログ
信号を提供するために処理し、ＭＩＭＯチャネル上での送信に適切な変調された信号を提
供するためにそれらアナログ信号をさらに調整する（たとえば、増幅し、ろ波し(filters
)、アップコンバートする(upconverts)）。トランシーバ２０２２Ａ乃至２０２２Ｔから
のＮTの変調された信号はその後、ＮTのアンテナ２０２４Ａ乃至２０２４Ｔからそれぞれ
送信される。
【０１１１】
　デバイス２０５０において、送信された変調された信号はＮRのアンテナ２０５２Ａ乃
至２０５２Ｒによって受信され、各アンテナ２０５２からの受信された信号は各トランシ
ーバ(XCVR)２０５４Ａ乃至２０５４Ｒに提供される。各トランシーバ２０５４は、それぞ
れの受信された信号を調整し(たとえば、ろ波し、増幅し、ダウンコンバートし(downconv
erts))、複数のサンプルを提供するためにその調整された信号をデジタル化し、対応する
「受信された」シンボル・ストリームを提供するためにそれらサンプルをさらに処理する
。
【０１１２】
　受信（ＲＸ）データ・プロセッサ２０６０はその後、ＮTの「検出された」シンボル・
ストリームを提供するためにＮRのトランシーバ２０５４からＮRの受信されたシンボル・
ストリームを受信して特定の受信機処理技術に基づいて処理する。ＲＸデータ・プロセッ
サ２０６０はその後、そのデータ・ストリームのトラヒック・データを復元するために各
検出されたシンボル・ストリームを復調し、デインタリーブし(deinterleaves)、復号す
る。ＲＸデータ・プロセッサ２０６０による処理は、デバイス２０１０でＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ２０２０及びＴＸデータ・プロセッサ２０１４によって行なわれるものに相補
的である。
【０１１３】
　プロセッサ２０７０は、いずれのプリコーディング(preーcoding)・マトリックスを使
用すべきかを周期的に決定する(以下に説明する)。プロセッサ２０７０は、マトリックス
・インデックス部分及びランク値部分を含む逆方向リンク・メッセージを構築する(formu
lates)。データ・メモリ２０７２は、プログラム・コード、データ、及びプロセッサ２０
７０あるいはデバイス２０５０の他のコンポーネントによって使用される他の情報を格納
することができる。
【０１１４】
　逆方向リンク・メッセージは、通信リンク及び、または受信されたデータ・ストリーム
に関する様々なタイプの情報を含むことができる。逆方向リンク・メッセージはその後Ｔ
Ｘデータ・プロセッサ２０３８によって処理され、それはまたデータ・ソース２０３６か
らいくつかのデータ・ストリームのトラヒック・データを受信し、変調器２０２０によっ
て変調され、トランシーバ２０５４Ａ乃至２０５４Ｒによって調整され、デバイス２０１
０に送信されて戻される。
【０１１５】
　デバイス２０１０では、デバイス２０５０からの複数の変調された信号は、アンテナ２
０２４によって受信され、複数のトランシーバ２０２２によって調整され、復調器(ＤＥ
ＭＯＤ)２０４０によって復調され、デバイス２０５０によって送信された逆方向リンク
・メッセージを抽出するためにＲＸデータ・プロセッサ２０４２によって処理される。プ
ロセッサ２０３０はその後、複数のビームフォーミング重みを決定するためにいずれのプ
リコーディング・マトリックスを使用すべきかを決定し、その後その抽出されたメッセー
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ジを処理する。
【０１１６】
　図２０はまた、複数の通信コンポーネントがここに教示されている複数の干渉制御動作
を行なう１または複数のコンポーネントを含むことができることを示す。たとえば、干渉
(ＩＮＴＥＲ)制御コンポーネント２０９０は、プロセッサ２０３０及び、またはデバイス
２０１０の他の複数のコンポーネントと協働して、複数の信号をここに教示されている別
のデバイス（たとえば、デバイス２０５０）へ送る/から受信することができる。同様に
、干渉制御コンポーネント２０９２は、プロセッサ２０７０及び、またはデバイス２０５
０の他の複数のコンポーネントと協働して、複数の信号を別のデバイス（たとえば、デバ
イス２０１０）へ送る/から受信することができる。各デバイス２０１０及び２０５０に
関しては、説明された複数のコンポーネントの２またはそれより多くのものの機能性は単
一のコンポーネントによって提供されることができることが認識されるべきである。たと
えば、単一の処理コンポーネントは、干渉制御コンポーネント２０９０及びプロセッサ２
０３０の機能性を提供することができ、単一の処理コンポーネントは、干渉制御コンポー
ネント２０９２及びプロセッサ２０７０の機能性を提供することができる。
【０１１７】
　ここに開示された複数の実施形態に関して記載された様々な例示的な論理、論理ブロッ
ク、モジュール、及び回路は、ここに記載されている複数のファンクション(functions)
を行なうように設計された汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラム可能なゲート・アレイ（ＦＰＧＡ
）または他のプログラム可能な論理デバイス、ディスクリート(discrete)・ゲートまたは
トランジスタ論理回路(transistor logic)、複数のディスクリート・ハードウェア・コン
ポーネント(components)、あるいはその任意の組合せを用いてインプリメントされ、ある
いは行なわれることができる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができる
が、しかし、別の実施形態においては、該プロセッサは任意のコンベンショナル・プロセ
ッサ(conventional processor)、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機
械であることができる。プロセッサはまた、例えば、ＤＳＰコアに関連した１またはそれ
より多くのマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、１つのマイクロプロセッサ
と１つのＤＳＰの組合せ等の、複数の計算装置の組合せ、あるいは任意の他のこのような
構成としてインプリメントされ得る。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、上述され
た該複数のステップ及びまたは複数の動作のうちの１またはそれより多くのものを行なう
ように動作可能な１またはそれより多くのモジュールを備えることができる。
【０１１８】
　ここに開示された複数の態様に関連して記載された１つの方法またはアルゴリズムの複
数の該複数のステップ及びまたは複数の動作は、ハードウェアにおいて、プロセッサによ
って実行されるソフトウェア・モジュールにおいて、あるいは該２者の組合せにおいて直
接具体化されることができる。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、複数のレジスタ、ハ
ードディスク、取外し可能ディスク、ＣＤーＲＯＭ、あるいは技術的に知られている任意
の他の形態の記憶媒体に存在し得る。典型的な記憶媒体は、プロセッサが該記憶媒体から
情報を読取り、及び該記憶媒体に情報を書込むことができるように、該プロセッサに結合
されることができる。別の実施形態においては、該記憶媒体は該プロセッサに内蔵されて
いることができる。さらに、いくつかの態様においては、該プロセッサと該記憶媒体はＡ
ＳＩＣ中に存在し得る。さらに、該ＡＳＩＣはユーザ端末中に存在し得る。別の実施形態
では、該プロセッサと該記憶媒体は、ユーザ端末中の複数のディスクリート(discrete)な
コンポーネントとして存在し得る。さらに、いくつかの態様において、１つの方法または
アルゴリズムの複数の該複数のステップ及び、または複数の動作は、コンピュータ・プロ
グラム製品に組み込まれることができる、コンピュータ可読媒体及び、または機械可読媒
体上の複数の命令及び、または複数のコードのうちの１または任意の組合せとして存在す
ることができる。
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【０１１９】
　１またはそれより多くの態様において、記載された複数の機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、あるいはその任意の組合せでインプリメントされることがで
きる。ソフトウェアでインプリメントされる場合、該複数の機能は、コンピュータ可読媒
体上の１またはそれより多くの命令またはコードとして格納または送信されることができ
る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータ プログラムの転
送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体とコンピュータ記憶媒体の両者を含む。記憶媒
体はコンピュータによりアクセスされ得る任意の入手可能な媒体であることができる。限
定ではなく、例示すると、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰ
ＲＯＭ、ＣＤーＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置(disk storage) 、磁気ディスク記
憶装置または他の複数の磁気記憶デバイス、あるいはコンピュータによってアクセスされ
ることができ、及び複数のデータ構造または複数の命令の形態で望まれるプログラム・コ
ードを伝送または格納するために使用されることができる任意の他の媒体、を備えること
ができる。さらに、いずれの接続もコンピュータ可読媒体と呼ばれることができる。例え
ば、同軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、撚線対、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、また
は赤外線、無線、及びマイクロ波のような複数の無線イクノロジーを使用して、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(source)から送信される場合、該同
軸ケーブル、光ファイバ・ケーブル、撚線対、ＤＳＬ、または赤外線、無線、及びマイク
ロ波のような複数の無線テクノロジーは媒体の定義に含まれる。ここで使用されているデ
ィスク(disk) 及びディスク(disc)は、コンパクト ディスク（ＣＤ）、レーザ ディスク
、光ディスク、デジタル多用途(versatile)ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標
）ディスク及びブルーレイディスク（登録商標）を含み、ここで、ディスク(disks)は通
常データを磁気的に再生し、一方ディスク(discs)はレーザを用いてデータを光学的に再
生する。上記のものの複数の組合せもまた、コンピュータ可読媒体の技術的範囲内に含ま
れるべきである。
【０１２０】
　該開示には複数の例示的な態様及び、または実施形態が記載されているが、様々な変更
及び修正が、添付された複数の請求項により規定される該記載された複数の態様及び、ま
たは実施形態の技術的範囲を逸脱することなく、ここにおいて行なわれることができるこ
とが認識されるべきである。該記載された複数の態様及び、または実施形態の複数の要素
 (elements)が単数形で説明され、請求項に記載されているが、単数への限定が明示的に
述べられていない限り、その複数形が考慮される。さらに、任意の態様及び、または実施
形態のすべてまたは一部分は、そうではないと述べられていない限り、任意の他の態様及
び、または実施形態のすべてまたは一部分を用いて使用されることができる。さらに、「
含む(includes)」という用語が詳細な説明または複数の請求項のいずれにおいて使用され
る限り、このような用語は、「備える(comprising)」と同様に包括的である(inclusive)
よう意図されている。何故なら、「備える」は、使用されるとき、１つの請求項において
移行の(transitional)単語と解釈されるからである。さらに、該記載された複数の態様及
び、または実施形態の複数の要素は単数形で説明され、請求項に記載されているが、単数
への限定が明示的に述べられていない限り、その複数形が考慮される。さらに、任意の態
様及び、または実施形態のすべてまたは一部分は、そうではないと述べられていない限り
、任意の他の態様及び、または実施形態のすべてまたは一部分を用いて使用されることが
できる。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］下記を備える方法、
　　受信された接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立すること、
　　前記無線デバイスはサポートされている閉じた加入者グループ（ＣＳＧ）から除外さ
れることを決定すること、
　　前記無線デバイスからリソース割り当ての要求を受信すること、
　　前記リソース割り当ての要求を受信すると同時に、前記無線デバイスを異種のアクセ
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ス・ポイントへハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開始すること。
［Ｃ２］前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信との干渉
を軽減するためにダウンリンク送信電力を減少させることをさらに備える、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ３］前記ダウンリンク送信電力を減少させることは、デコーディング・レートまたは
バックホール・リンク・データ・レートに対応した前記サポートされているＣＳＧに含ま
れる１または複数の異種のデバイスに関する信号対雑音比を維持することに少なくとも部
分的に基づく、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信との干渉
を軽減するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、ダウンリンク送信周波数を切替える
ことをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］前記ハンドオーバ手続きを開始することは、１または複数の隣接したアクセス・
ポイントに対応する無線デバイスからの１または複数の測定報告を要求することを含む、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］前記１または複数の測定報告を要求することは、周波数内及び周波数間測定報告
を要求することを含む、Ｃ５に記載の方法。
［Ｃ７］前記無線デバイスが前記サポートされているＣＳＧから除外されることを決定す
ることは、前記無線デバイスに関連した識別子が複数のＣＳＧメンバーのアクセス制御リ
ストから除外されることを検証すること、あるいは前記無線デバイスが前記サポートされ
ているＣＳＧから除外されるという無線ネットワークからの表示を受信することを含む、
Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］前記ＣＳＧに含まれる１または複数の異種の無線デバイスと通信することをさら
に備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］下記をさらに備える、Ｃ８に記載の方法、
　　アクセス・ポイントからの異種のハンドオーバ手続きで前記ＣＳＧから除外された異
種の無線デバイスを獲得すべき旨の要求を受信すること、
　　前記要求を受信することに少なくとも部分的に基づいてダウンリンク送信電力を低下
させること。
［Ｃ１０］前記ダウンリンク送信電力を低下させることは、前記異種のアクセス・ポイン
トに関連した基準信号受信電力または品質に少なくとも部分的に基づいて前記ダウンリン
ク送信電力を低下させることを含む、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］前記無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提供するために１ま
たは複数のページング信号を前記無線デバイスに送信することをさらに備える、Ｃ１に記
載の方法。
［Ｃ１２］前記リソース割り当ての要求を受信することは、前記無線デバイスからデータ
・ベアラの要求を受信することを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］前記リソース割り当ての要求を受信することは、前記無線デバイスから公衆デ
ータ・ネットワーク接続を確立せよとの要求を受信することを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１４］前記リソース割り当ての要求を受信することは、登録手続きの一部として複数
の無線ベアラを活動化するための表示を受信することを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１５］下記を備える無線通信装置、
　少なくとも１つのプロセッサ、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　無線デバイスとの接続を確立するためにランダム・アクセス手続きを行ない、
　　サポートされている閉じた加入者グループ（ＣＳＧ）から除外されるものとして前記
無線デバイスを識別し、
　　前記無線デバイスからのネットワーク・アクセスの要求を受信すると同時に、前記無
線デバイスを異種のアクセス・ポイントへハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを
開始するように構成される、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリ。
［Ｃ１６］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線デバイスと前記異種のアクセス
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・ポイントとの間の複数の通信との干渉を軽減するためにダウンリンク送信電力を減少さ
せるようにさらに構成される、Ｃ１５に記載の無線通信装置。
［Ｃ１７］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記無線デバイスと前記異種のアクセス
・ポイントとの間の複数の通信との干渉を軽減するために前記ハンドオーバ手続きに続い
て、異種のダウンリンク送信周波数を選択するようにさらに構成される、Ｃ１５に記載の
無線通信装置。
［Ｃ１８］前記少なくとも１つのプロセッサは、アクセス・ポイントからの異種のハンド
オーバ手続きで前記ＣＳＧから除外された異種の無線デバイスを受信せよとの要求を獲得
すると同時に、ダウンリンク送信電力を低下させるようにさらに構成される、Ｃ１５に記
載の無線通信装置。
［Ｃ１９］前記少なくとも１つのプロセッサは、１または複数のページング信号を前記無
線デバイスに通信することによって前記無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービ
スを提供するようにさらに構成される、Ｃ１５に記載の無線通信装置。
［Ｃ２０］前記ネットワーク・アクセスの要求は、データ・ベアラの要求、公衆データ・
ネットワーク接続を確立せよとの要求、あるいは登録手続きの一部として複数の無線ベア
ラを活動化するための表示を含む、Ｃ１５に記載の無線通信装置。
［Ｃ２１］下記を備える装置、
　　接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立するための手段、
　　前記無線デバイスがサポートされている閉じた加入者グループ（ＣＳＧ）から除外さ
れることを決定するための手段、
　　前記無線デバイスからのリソース割り当ての要求を受信すると同時に、前記無線デバ
イスを異種のアクセス・ポイントへハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを開始す
るための手段。
［Ｃ２２］前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信に引き
起こされる干渉を軽減するためにダウンリンク送信電力を減少させるための手段をさらに
備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２３］前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信に引き
起こされる干渉を軽減するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、ダウンリンク送信周
波数を切替えるための手段をさらに備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］下記を備えるコンピュータ・プログラム製品、
　　下記を備えるコンピュータ可読媒体、
　　　無線デバイスとの接続を確立するためにランダム・アクセス手続きを、少なくとも
１つのコンピュータに行なわせるコード、
　　　サポートされている閉じた加入者グループ（ＣＳＧ）から除外されるものとして前
記無線デバイスを、前記少なくとも１つのコンピュータに識別させるコード、
　　　前記無線デバイスからネットワーク・アクセスの要求を受信すると同時に、異種の
アクセス・ポイントへ前記無線デバイスをハンドオーバするためにハンドオーバ手続きを
、前記少なくとも１つのコンピュータに開始させるコード。
［Ｃ２５］前記コンピュータ可読媒体は、前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイ
ントとの間の複数の通信との干渉を軽減するためにダウンリンク送信電力を、前記少なく
とも１つのコンピュータに減少させるコードをさらに備える、Ｃ２４に記載のコンピュー
タ・プログラム製品。
［Ｃ２６］前記コンピュータ可読媒体は、前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイ
ントとの間の複数の通信との干渉を軽減するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、異
種のダウンリンク送信周波数を、前記少なくとも１つのコンピュータに選択させるコード
をさらに備える、Ｃ２４に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２７］前記コンピュータ可読媒体は、アクセス・ポイントからの異種のハンドオーバ
手続きで前記ＣＳＧから除外された異種の無線デバイスを受信せよとの要求を獲得すると
同時に、ダウンリンク送信電力を、前記少なくとも１つのコンピュータに低下させるコー
ドをさらに備える、Ｃ２４に記載のコンピュータ・プログラム製品。
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［Ｃ２８］前記コンピュータ可読媒体は、１または複数のページング信号を前記無線デバ
イスに通信することによって前記無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを、
前記少なくとも１つのコンピュータに提供させるコードをさらに備える、Ｃ２４に記載の
コンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ２９］下記を備える装置、
　　接続要求に基づいて無線デバイスとの接続を確立する接続確立コンポーネント、
　　前記無線デバイスがサポートされている閉じた加入者グループ（ＣＳＧ）から除外さ
れることを見分けるＣＳＧメンバー決定コンポーネント、
　　前記装置は、前記無線デバイスからのリソース割り当ての要求に少なくとも部分的に
基づいて異種のアクセス・ポイントへ前記無線デバイスをハンドオーバするためにハンド
オーバ手続きを開始するハンドオーバ・コンポーネント。
［Ｃ３０］前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信への干
渉を軽減するためにダウンリンク送信電力を減少させる送信コンポーネントをさらに備え
る、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３１］前記無線デバイスと前記異種のアクセス・ポイントとの間の複数の通信への干
渉を軽減するために前記ハンドオーバ手続きに続いて、ダウンリンク送信周波数を調節す
る送信コンポーネントをさらに備える、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３２］前記無線デバイスに少なくとも最低のレベルのサービスを提供するために１ま
たは複数のページング信号を前記無線デバイスに送信するページング・コンポーネントを
さらに備える、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３３］下記を備える方法、
　　アクセス・ポイントに関連した負荷バランシング要求を受信すること、
　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて、サポートされている閉じ
た加入者グループ（ＣＳＧ）から除外された１または複数の無線デバイスと通信すること
に関連したサービス・レベルを選択すること、
　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて、無線ネットワーク中のカ
バレージエリアを拡大するためにダウンリンク送信電力を増加させること。
［Ｃ３４］前記サービス・レベルは、前記サポートされているＣＳＧに含まれる１または
複数の異種の無線デバイスに類似のアクセスを、前記サポートされているＣＳＧから除外
された前記１または複数の無線デバイスへ提供すること、あるいは前記サポートされてい
るＣＳＧから除外された前記１または複数の無線デバイスよりも前記サポートされている
ＣＳＧに含まれる１または複数の異種の無線デバイスを選ぶことに関する、Ｃ３３に記載
の方法。
［Ｃ３５］前記サポートされているＣＳＧに含まれる前記１または複数の異種の無線デバ
イスを選ぶことは、前記サポートされているＣＳＧから除外された前記１または複数の無
線デバイスへのものよりも大きいリソース割り当てを、前記サポートされているＣＳＧに
含まれる前記１または複数の異種の無線デバイスへ割り当てることを含む、Ｃ３４に記載
の方法。
［Ｃ３６］ハンドオーバ手続きの一部として前記アクセス・ポイントから前記１または複
数の無線デバイスを受信することをさらに備える、Ｃ３３に記載の方法。
［Ｃ３７］前記ハンドオーバ手続きで前記アクセス・ポイントによってブランクにされた
１または複数のリソースの表示を受信することをさらに備える、Ｃ３６に記載の方法。
［Ｃ３８］前記アクセス・ポイント上の減少されたロードの表示を受信することをさらに
備える、Ｃ３６に記載の方法。
［Ｃ３９］下記をさらに備える、Ｃ３８に記載の方法、
　　前記表示に少なくとも部分的に基づいて前記１または複数の無線デバイスと通信する
ことに関連した異種のサービス・レベルを選択すること、
　　前記１または複数の無線デバイスを前記アクセス・ポイントへハンドオーバするため
に異種のハンドオーバ手続きを開始すること。
［Ｃ４０］前記表示に応答して前記ダウンリンク送信電力を減少させることをさらに備え
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る、Ｃ３８に記載の方法。
［Ｃ４１］前記ダウンリンク送信電力を減少させることは、デコーディング・レートまた
はバックホール・リンク・データ・レートに対応した前記サポートされているＣＳＧに含
まれる１または複数の異種のデバイスに関する信号対雑音比を維持することに少なくとも
部分的に基づく、Ｃ４０に記載の方法。
［Ｃ４２］前記アクセス・ポイントから前記負荷バランシング要求の中の１または複数の
パラメータを受信することをさらに備える、Ｃ３３に記載の方法。
［Ｃ４３］前記１または複数のパラメータは、前記アクセス・ポイントからオフロードす
るいくつかのリソースあるいはいくつかのデバイスに関する、Ｃ４２に記載の方法。
［Ｃ４４］前記ダウンリンク送信電力を増加させることは、前記いくつかのデバイスある
いは前記いくつかのリソースが受信されるまで、スルー・レートにしたがって前記ダウン
リンク送信電力を増加させることを含む、Ｃ４３に記載の方法。
［Ｃ４５］下記を備える無線通信装置、
　　少なくとも１つのプロセッサ、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　　アクセス・ポイントに関係した負荷バランシング要求を獲得し、
　　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて閉じた加入者グループ（
ＣＳＧ）から除外された１または複数の無線デバイスと通信することに関連したサービス
・レベルを修正し、
　　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて無線ネットワーク中のカ
バレージエリアを拡大するためにダウンリンク送信電力を増加させる
ように構成される、
　　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリ。
［Ｃ４６］前記サービス・レベルは、前記ＣＳＧに含まれる複数の無線デバイスに類似し
た複数のリソースを、前記ＣＳＧから除外された複数の無線デバイスに割り当てることに
よって、あるいは前記ＣＳＧから除外されたものよりもむしろ追加の複数のリソースを、
前記ＣＳＧに含まれる複数の無線デバイスに割り当てることによって規定される、Ｃ４５
に記載の無線通信装置。
［Ｃ４７］前記少なくとも１つのプロセッサは、ハンドオーバ手続きの一部として前記ア
クセス・ポイントから前記１または複数の無線デバイスを受信するようにさらに構成され
る、Ｃ４５に記載の無線通信装置。
［Ｃ４８］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記１または複数の無線デバイスと通信
するために前記アクセス・ポイントによってブランクにされた１または複数のリソースの
表示を獲得するようにさらに構成される、Ｃ４７に記載の無線通信装置。
［Ｃ４９］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記アクセス・ポイントにおける減少さ
れたロードの表示を受信するようにさらに構成される、Ｃ４７に記載の無線通信装置。
［Ｃ５０］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記１または複数の無線デバイスとの通
信を中止するように前記１または複数の無線デバイスと通信することに関連した前記サー
ビス・レベルをさらに修正し、前記アクセス・ポイントへ前記１または複数の無線デバイ
スをハンドオーバするために異種のハンドオーバ手続きを開始するように構成される、Ｃ
４５に記載の無線通信装置。
［Ｃ５１］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記表示に少なくとも部分的に基づいて
前記ダウンリンク送信電力を減少させるようにさらに構成される、Ｃ４９に記載の無線通
信装置。
［Ｃ５２］下記を備える装置、
　　アクセス・ポイントに関連した負荷バランシング要求を受信するための手段、
　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいてサポートされている閉じた
加入者グループ（ＣＳＧ）から除外された１または複数の無線デバイスと通信することに
関連したサービス・レベルを選択するための手段、
　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて無線ネットワーク中のカバ
レージエリアを拡大するためにダウンリンク送信電力を増加させるための手段。
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［Ｃ５３］前記サービス・レベルは、前記ＣＳＧに含まれる複数の無線デバイスに類似し
たあるいはそれより少ないリソースを、前記ＣＳＧから除外された複数の無線デバイスに
割り当てることに関する、Ｃ５２に記載の装置。
［Ｃ５４］前記アクセス・ポイントからのハンドオーバ手続きの一部として前記１または
複数の無線デバイスとの複数の通信を確立するための手段をさらに備える、Ｃ５２に記載
の装置。
［Ｃ５５］前記受信するための手段は、前記アクセス・ポイント上の減少されたロードの
表示を獲得する、Ｃ５４に記載の装置。
［Ｃ５６］前記１または複数の無線デバイスを前記アクセス・ポイントへハンドオーバす
るために異種のハンドオーバ手続きを開始するための手段をさらに備える、ここにおいて
、前記サービス・レベルを選択するための前記手段は前記表示に少なくとも部分的に基づ
いて異種のサービス・レベルを選択する、Ｃ５５に記載の装置。
［Ｃ５７］前記ダウンリンク送信電力を増加させるための前記手段は、前記表示に少なく
とも部分的に基づいて前記ダウンリンク送信電力を減少させる、Ｃ５５に記載の装置。
［Ｃ５８］下記を備えるコンピュータ・プログラム製品、
　　下記を備えるコンピュータ可読媒体、
　　　アクセス・ポイントに関係した負荷バランシング要求を、少なくとも１つのコンピ
ュータに獲得させるコード、
　　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて閉じた加入者グループ（
ＣＳＧ）から除外された１または複数の無線デバイスと通信することに関連したサービス
・レベルを、前記少なくとも１つのコンピュータに修正させるコード、
　　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて無線ネットワーク中のカ
バレージエリアを拡大するためにダウンリンク送信電力を、前記少なくとも１つのコンピ
ュータに増加させるコード。
［Ｃ５９］前記サービス・レベルは、前記ＣＳＧに含まれる複数の無線デバイスに類似し
たリソース割り当てを、前記ＣＳＧから除外された複数の無線デバイスに提供すること、
あるいは前記ＣＳＧから除外されたものよりもむしろ追加の複数のリソースを、前記ＣＳ
Ｇに含まれる複数の無線デバイスに提供することに関する、Ｃ５８に記載のコンピュータ
・プログラム製品。
［Ｃ６０］前記コンピュータ可読媒体は、ハンドオーバ手続きの一部として前記アクセス
・ポイントから前記１または複数の無線デバイスを、前記少なくとも１つのコンピュータ
に受信させるためのコードをさらに備える、Ｃ５８に記載のコンピュータ・プログラム製
品。
［Ｃ６１］前記コンピュータ可読媒体は、前記１または複数の無線デバイスと通信するた
めに前記アクセス・ポイントによってブランクにされた１または複数のリソースの表示を
、前記少なくとも１つのコンピュータに獲得させるためのコードをさらに備える、Ｃ６０
に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ６２］前記コンピュータ可読媒体は、前記アクセス・ポイントにおける減少されたロ
ードの表示を、前記少なくとも１つのコンピュータに受信させるためのコードをさらに備
える、Ｃ６０に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ６３］前記コンピュータ可読媒体は下記をさらに備える、Ｃ６２に記載のコンピュー
タ・プログラム製品、
　　前記１または複数の無線デバイスとの通信を中止するように前記１または複数の無線
デバイスと通信することに関連した前記サービス・レベルを、前記少なくとも１つのコン
ピュータに修正させるためのコード、
　　前記アクセス・ポイントへ前記前記１または複数の無線デバイスをハンドオーバする
ために異種のハンドオーバ手続きを、前記少なくとも１つのコンピュータに開始させるた
めのコード。
［Ｃ６４］前記コンピュータ可読媒体は、前記表示に少なくとも部分的に基づいて前記ダ
ウンリンク送信電力を、前記少なくとも１つのコンピュータに減少させるためのコードを
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さらに備える、Ｃ６２に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ６５］下記を備える装置、
　　アクセス・ポイントに関連した負荷バランシング要求を獲得する負荷バランシング・
パラメータ受信コンポーネント、
　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて、サポートされている閉じ
た加入者グループ（ＣＳＧ）から除外された１または複数の無線デバイスと通信すること
に関連したサービス・レベルを選択するサービス・レベル初期化コンポーネント、
　　前記負荷バランシング要求に少なくとも部分的に基づいて無線ネットワーク中のカバ
レージエリアを拡大するためにダウンリンク送信電力を増加させる送信コンポーネント。
［Ｃ６６］前記サービス・レベルは、前記ＣＳＧに含まれる複数の無線デバイスに類似し
たあるいはそれより少ないリソースを、前記ＣＳＧから除外された複数の無線デバイスに
割り当てることに関する、Ｃ６５に記載の装置。
［Ｃ６７］前記アクセス・ポイントからのハンドオーバ手続きの一部として前記１または
複数の無線デバイスとの複数の通信を確立するハンドオーバ受信コンポーネントをさらに
備える、Ｃ６５に記載の装置。
［Ｃ６８］前記負荷バランシング・パラメータ受信コンポーネントは、前記アクセス・ポ
イント上の減少されたロードの表示をさらに獲得する、Ｃ６７に記載の装置。
［Ｃ６９］前記１または複数の無線デバイスを前記アクセス・ポイントへハンドオーバす
るために異種のハンドオーバ手続きを開始するハンドオーバ・コンポーネントをさらに備
える、ここにおいて前記サービス・レベル初期化コンポーネントは前記表示に少なくとも
部分的に基づいて異種のサービス・レベルを選択する、Ｃ６８に記載の装置。
［Ｃ７０］前記送信コンポーネントは、前記表示に少なくとも部分的に基づいて前記ダウ
ンリンク送信電力を減少させる、Ｃ６９に記載の装置。
［Ｃ７１］ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービス・レベル調節の通知
を受信すること、
　　前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへオフロードする１または複数の無線
デバイスを選択すること、
　　前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへの前記１または複数の無線デバイス
のハンドオーバを容易にするために前記１または複数の無線デバイスからの複数の測定報
告を要求すること。
［Ｃ７２］１または複数の無線デバイスから１または複数のチャネル品質インジケータを
受信することをさらに備える、ここにおいて、１または複数の無線デバイスを選択するこ
とは、１または複数のチャネル品質インジケータに少なくとも部分的に基づく、Ｃ７１に
記載の方法。
［Ｃ７３］前記１または複数の無線デバイスからの前記１または複数のチャネル品質イン
ジケータは、前記１または複数の無線デバイスに関連したチャネル品質の劣化を示す、Ｃ
７２に記載の方法。
［Ｃ７４］下記を備える無線通信装置、
　　少なくとも１つのプロセッサ、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービ・スレベル調節の通知を獲
得し、
　　　前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへオフロードする１または複数の無
線デバイスを決定し、
　　　前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへの前記１または複数の無線デバイ
スのハンドオーバを容易にするために前記１または複数の無線デバイスからの複数の測定
報告を要求するように構成される、
　　　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリ。
［Ｃ７５］前記少なくとも１つのプロセッサは、前記１または複数の無線デバイスからの
１または複数のチャネル品質インジケータを獲得するようにさらに構成され、前記少なく
とも１つのプロセッサは、前記１または複数のチャネル品質インジケータに少なくとも部
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記載の無線通信装置。
［Ｃ７６］前記１または複数の無線デバイスからの前記１または複数のチャネル品質イン
ジケータは、前記１または複数の無線デバイスに関連したチャネル品質の劣化を示す、Ｃ
７５に記載の無線通信装置。
［Ｃ７７］下記を備える装置、
　　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービス・レベル調節の通知を受信
するための手段、
　　前記サービス・レベル調節の通知に基づいて前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポ
イントへの１または複数の無線デバイスのハンドオーバを容易にするために前記１または
複数の無線デバイスからの複数の測定報告を要求するための手段。
［Ｃ７８］前記複数の測定報告を要求するための手段は、１または複数の関連したチャネ
ル品質インジケータに少なくとも部分的に基づいて前記１または複数の無線デバイスを選
択する、Ｃ７７に記載の装置。
［Ｃ７９］下記を備えるコンピュータ・プログラム製品、
　　下記を備えるコンピュータ可読媒体、
　　　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービス・レベル調節の通知を、
少なくとも１つのコンピュータに獲得させるコード、
　　　前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントにオフロードする１または複数の無
線デバイスを、前記少なくとも１つのコンピュータに決定させるコード、
　　　前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントへの前記１または複数の無線デバイ
スのハンドオーバを容易にするために前記１または複数の無線デバイスからの複数の測定
報告を、前記少なくとも１つのコンピュータに要求させるコード。
［Ｃ８０］前記コンピュータ可読媒体は、前記１または複数の無線デバイスからの１また
は複数のチャネル品質インジケータを、前記少なくとも１つのコンピュータに獲得させる
コードをさらに備え、前記少なくとも１つのコンピュータに決定させる前記コードは、前
記１または複数のチャネル品質インジケータに少なくとも部分的に基づいて、オフロード
する前記１または複数の無線デバイスを決定する、Ｃ７９に記載のコンピュータ・プログ
ラム製品。
［Ｃ８１］前記１または複数の無線デバイスからの前記１または複数のチャネル品質イン
ジケータは、前記１または複数の無線デバイスに関連したチャネル品質の劣化を示す、Ｃ
８０に記載のコンピュータ・プログラム製品。
［Ｃ８２］下記を備える装置、
　　ハイブリッド・セル・アクセス・ポイントによるサービス・レベル調節の通知を受信
する負荷バランシング要求コンポーネント、
　　前記サービス・レベル調節の通知に基づいて前記ハイブリッド・セル・アクセス・ポ
イントへの１または複数の無線デバイスのハンドオーバを容易にするために前記１または
複数の無線デバイスからの複数の測定報告を要求する近隣探索開始コンポーネント。
［Ｃ８３］前記近隣探索開始コンポーネントは、１または複数の関連したチャネル品質イ
ンジケータに少なくとも部分的に基づいて前記１または複数の無線デバイスを選択する、
Ｃ８２に記載の装置。
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