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(57)【要約】
　基地局の種類を特定するためのシステム及び方法の実
施形態が記載される。その他の実施形態についても説明
及び特許請求される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチレイヤネットワークにアクセスする方法であって、
　前記マルチレイヤネットワークにおける第１アドバンスト基地局（ＡＢＳ）と、アドバ
ンスト移動局（ＡＭＳ）とを関連付ける段階と、
　優先順位及びＡＢＳの種類に従って複数のＡＢＳがリスト化されている近隣通知メッセ
ージを受信する段階と、
　近隣通知メッセージを受信する段階と、
　前記近隣通知メッセージにおいて前記ＡＭＳに関連付けられているＡＢＳを特定する段
階と、
　前記近隣通知メッセージから、非マクロＡＢＳを見つける段階と、
　前記非マクロＡＢＳが、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）クローズドフェムトかＣ
ＳＧオープンフェムトかを特定する段階と、
　チャネルパラメータ及び負荷状態のうちの少なくとも１つに基づいて、前記第１ＡＢＳ
から前記非マクロＡＢＳへのハンドオーバーを実行する段階と
　を備え、
　前記ＡＭＳは、前記ＡＭＳと関連付けられるＡＢＳのＣＳＧのメンバーである、方法。
【請求項２】
　前記ＡＢＳの種類は、セルのサイズ、アクセス種類及びネットワーク同期状態のうちの
少なくとも１つによって判断される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記近隣通知メッセージは、ＭＯＢ＿ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージである請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記近隣通知メッセージは、近隣基地局のセルの種類を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１ＡＢＳは、アドバンスト無線インターフェースプロトコルをサポートする公衆
基地局である請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　プリアンブルシーケンスを使用して、前記ＡＢＳの種類を特定する段階を更に備える請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　マルチレイヤネットワークにアクセスする方法であって、
　前記マルチレイヤネットワークにおけるアドバンスト移動局（ＡＭＳ）を初期化する段
階と、
　前記ＡＭＳがクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）のメンバーであるかを判断する段階
と、
　ＣＳＧクローズドフェムトセルにサービスを提供するＣＳＧクローズドフェムトアドバ
ンスト基地局（ＡＢＳ）を見つけるべく、第１無線周波数（ＲＦ）キャリア及び第１ＲＦ
キャリアプリアンブルをスキャンする段階と、
　前記ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳを見つける段階と、
　前記ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳが、前記ＡＭＳにサービスを提供するかを判断す
る段階と、
　複数の更なるＣＳＧクローズドフェムトセルにサービスを提供する前記ＡＭＳと関連付
けられた１以上の更なるＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳを特定する前記ＡＭＳに対する
優先チャネルリストを見つける段階と、
　前記優先チャネルリスト上で、第２ＲＦキャリアを特定する段階と、
　前記ＣＳＧクローズドフェムトセル、又は、前記複数の更なるＣＳＧクローズドフェム
トセルのうちの少なくとも１つを介して、前記マルチレイヤネットワークにアクセスする
段階と
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　を備える方法。
【請求項８】
　前記優先チャネルリストは、前記ＡＭＳに用意される請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＡＭＳは、優先ハンドオーバーに従い、
　前記ＡＭＳは、前記複数の更なるＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳのうちの少なくとも
１つのメンバーである請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記優先チャネルリストは、近隣通知メッセージから取得される請求項７に記載の方法
。
【請求項１１】
　公衆基地局をスキャンする段階を更に備える請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　アドバンスト移動局（ＡＭＳ）を使用してマルチレイヤネットワークにアクセスする方
法であって、
　プライマリアドバンストプリアンブル（ＰＡプリアンブル）及びセカンダリアドバンス
トプリアンブル（ＳＡプリアンブル）を含むスーパーフレームを基地局から受信する段階
と、
　前記基地局がマクロＡＢＳか非マクロＡＢＳかを示す前記ＳＡプリアンブルにおけるハ
ードパーティションを特定するべく、前記スーパーフレームの前記ＳＡプリアンブルを読
み出す段階と、
　前記ＳＡプリアンブルが、非マクロアドバンスト基地局（ＡＢＳ）からのものであると
判断する段階と、
　パーティションによって前記非マクロＡＢＳをクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）フ
ェムトＡＢＳとして特定するスーパーフレームヘッダ（ＳＦＨ）を見つけるべく、前記ス
ーパーフレームを読み出す段階と、
　前記ＡＭＳが、前記ＣＳＧフェムトＡＢＳのメンバーであるかを判断する段階と、
　前記ＡＭＳが前記ＣＳＧフェムトＡＢＳのメンバーである場合には、前記ＣＳＧフェム
トＡＢＳと関連付ける段階と、
　前記ＡＭＳが前記ＣＳＧフェムトＡＢＳのメンバーでない場合には、別のＡＢＳと関連
付ける段階と
　を備える方法。
【請求項１３】
　ブロードキャストを介して、フェムトＡＢＳから近隣通知メッセージを受信する段階を
更に備える請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記近隣通知メッセージは、近隣マクロＡＢＳをリストに載せる請求項１３に記載の方
法。
【請求項１５】
　ユニキャストメッセージを介して、アクセス可能近隣フェムトＡＢＳのリストを受信す
る請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記リストは、ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ及びＣＳＧオープンフェムトＡＢＳを
含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記フェムトＡＢＳは、前記ＡＭＳにアクセス可能なＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ
をスキャンするように前記ＡＭＳに命令する請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　命令を格納する記憶媒体を備える物品であって、
　前記命令は、コンピューティングプラットフォームによって実行されると、
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　第１アドバンスト基地局（ＡＢＳ）と、アドバンスト移動局（ＡＭＳ）とを関連付ける
段階と、
　優先順位及びＡＢＳの種類に従ってＡＢＳがリスト化された近隣通知メッセージを受信
する段階と、
　前記近隣通知メッセージにおいて前記ＡＭＳと関連付けられているＡＢＳを特定する段
階と、
　前記近隣通知メッセージから、非マクロＡＢＳを見つける段階と、
　前記非マクロＡＢＳが、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）クローズドフェムトかＣ
ＳＧオープンフェムトかを特定する段階と、
　チャネルパラメータ及び負荷状態のうちの少なくとも１つに基づいて、前記第１ＡＢＳ
から第２ＡＢＳへのハンドオーバーを実行する段階と
　が実行され、
　前記ＡＭＳは、前記ＡＭＳと関連付けられるＡＢＳのＣＳＧのメンバーである、物品。
【請求項１９】
　前記ＡＢＳの種類は、セルのサイズ、アクセス種類及びネットワーク同期状態のうちの
少なくとも１つによって判断される請求項１８に記載の物品。
【請求項２０】
　前記第１ＡＢＳは、アドバンスト無線インターフェースプロトコルをサポートする公衆
基地局である請求項１８に記載の物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、無線システムに関し、より詳細には、無線ネットワークにおける基地局の種類
の識別に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＷｉＭＡＸ又はＷｉＭＡＸ－Ｉは、ＩＥＥＥ（電気電子技術者協会）８０２．１６規格
に基づく。ＷｉＭＡＸ－Ｉは、伝送に直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）を採用して
おり、見通し外接続（non-line-of-sight）環境でのマルチパスの性能を改善させている
。ＷｉＭＡＸ－Ｉは、シングルユーザー（ＳＵ）又はマルチユーザー（ＭＵ）複数入力複
数出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術、適応変調及びコーディング方法を採用してもよい。８
０２．１６ｍ又はＷｉＭＡＸ－ＩＩと称されるＷｉＭＡＸの新たな世代が現在開発されて
いる。
【０００３】
　本発明は、以下、例示を目的として説明され、添付の図面に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】ある実施形態に係る無線ネットワークの概略図である。
【図２】ある実施形態に係る無線ネットワークで使用される装置の概略図である。
【図３】ある実施形態に係るフレーム構造の概略図である。
【図４】ある実施形態に係るマルチレイヤネットワークにおけるセルと通信を行う移動局
（ＭＳ）の概略図である。
【図５】ある実施形態に係るネットワークエントリを示したフローチャートである。
【図６】ある実施形態に係るネットワークエントリの別のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　以下の詳細な説明では、本発明を理解するために多くの詳細事項が記される。しかしな
がら、これら詳細事項がなくとも本発明を実施可能であることは、当業者にとって明らか
である。また、本発明を不明瞭にしない目的から、他の場合においては、周知の方法、手
順、部品及び回路等の詳細な説明を省略している。
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【０００６】
　そうでないと明記していない限り、明細書で使用されている、「処理する（processing
）」、「演算する（computing）」、「計算する（calculating）」、「決定する（determ
ining）」、等の言葉の使用は、コンピュータ、コンピューティングシステム、又は、そ
の他の同様な電子演算装置が、そのコンピュータのレジスタ及び／又はメモリ内の物理的
な量（例えば、電子的な量）で表されるデータを、そのコンピュータのレジスタ及び／又
はメモリ内、又は、その他の情報記憶媒体内、伝送又は表示装置内に存在する物理量で表
される他の同様なデータへと、操作する及び／又は変換することを意味する。また、「複
数の」という言葉は、本明細書中では、二つ以上の構成要素、デバイス、素子、パラメー
タ等を述べるのに使用されている。
【０００７】
　以下の詳細な説明では、様々な本発明の実施形態が、基地局識別子を使用したマルチレ
イヤ無線ネットワークの優先（preferred）アクセス及び／又は制限（restricted）アク
セスと関連付けて説明される。また、本明細書では、マルチレイヤネットワークに関連し
て実施形態が説明されるが、本発明はこれに限定されず、単層の無線ネットワークを含む
その他の種類の無線ネットワークにも適用可能である。無線ネットワークとしては、これ
に限定されないが、具体的には、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）及び／又
は無線広域エリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を含む。
【０００８】
　以下に記す本発明の実施形態は、無線システムの送信機及び受信機を含む様々なアプリ
ケーションで使用されてもよく、この点に関して本発明は限定されない。本発明の範囲に
含まれる無線システムとしては、これに限定するわけではないが、具体的には、ネットワ
ークインターフェースカード（ＮＩＣ）、ネットワークアダプタ、移動局、アドバンスト
移動局（ＡＭＳ）、基地局、アドバンスト基地局（ＡＢＳ）、アクセスポイント（ＡＰ）
ゲートウェイ、ブリッジ、ハブ、及び、セルラー無線電話機が含まれる。また、本発明の
範囲に含まれる無線システムとして、セルラー無線電話機システム、衛星システム、パー
ソナル通信システム（ＰＣＳ）、送受信兼用無線システム、双方向ポケベル、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）及び関連する周辺機器、パーソナルデジタルアシスタンス（ＰＤＡ
）、パーソナルコンピュータアクセサリ、並びに、本発明実施形態の原理を好適に適用可
能な性質を有する既存の又は将来開発されるシステムを含む。
【０００９】
　無線ネットワーク又はマルチレイヤネットワークにおけるアクセス又はハンドオーバー
は、無線チャネル状態のような１つのパラメータ種類に基づいてトリガされてもよい。当
技術分野では、基地局の種類及び／又は１以上の基地局と関連付けられるネットワークの
種類についての情報を提供するべく、基地局の識別子を使用して、無線ネットワーク又は
マルチレイヤネットワークにおける無線ネットワークにアクセスするシステム及び方法を
提供することは有益である。基地局の種類に対応する情報は、１以上の媒体アクセス制御
（ＭＡＣ）層識別子及び／又は物理（ＰＨＹ）層識別子を使用して特定されてもよい。識
別子は、１以上の無線ネットワークへの望ましい及び制限されたアクセスに関する見識を
提供してもよい。
【００１０】
　図１には、本発明のある実施形態に係る無線ネットワーク１００が概略的に示されてい
る。無線ネットワーク１００は、基地局（ＢＳ）１２０、及び、１以上のプラットフォー
ム、加入者局、移動局、アドバンスト移動局又はその他の局１１０、１１２、１１４及び
／又は１１６を含むでもよく、局は、例えば、移動局又は固定移動局であってもよい。あ
る実施形態では、基地局１２０とは、アドバンスト基地局（ＡＢＳ）、アクセスポイント
（ＡＰ）、端末及び／又はノードを指す場合があり、局１１０、１１２、１１４及び／又
は１１６は、局（ＳＴＡ）、移動ＳＴＡ（ＭＳ）、アドバンストＭＡ（ＡＭＳ）、プラッ
トフォーム、端末及び／又はノードを指す場合がある。しかしながら、基地局及び移動局
という言葉は、本明細書全体に渡って一例として使用されており、この点に関して、この
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ような記載により、本発明の実施形態を特定の種類のネットワーク又はプロトコルに限定
することを意図していない。
【００１１】
　無線ネットワーク１００は、基地局１２０と移動局１１０、１１２、１１４及び／又は
１１６各々との間の無線アクセスを提供してもよい。例えば、無線ネットワーク１００は
、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格（登録商標）規格（"IEEE Standard
 for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifica
tion.1999 Edition"（無線ＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）及び物理層（ＰＨＹ）仕様
書のＩＥＥＥ規格、１９９９年版）２００３年６月１２日）に規定されるような１以上の
プロトコルを使用するよう設定されていてもよく、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ（登
録商標）－１９９９、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ（登録商標）－１９９９／Ｃｏｒｌ２００
１、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ（登録商標）－２００３、及び／又は、ＩＥＥＥ８０２．１
１ｎ（登録商標）を使用してもよい。また、ＩＥＥＥ８０２．１６（登録商標）規格（"I
EEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks - Part 16: Air Interface f
or Fixed Broadband Wireless Access System"（ローカル及びメトロポリタンエリアネッ
トワーク－パート１６：固定ブロードバンド無線アクセスシステムのための無線インター
フェース）２００４年１０月１日）に規定された規格、例えば、本明細書では、"ＩＥＥ
Ｅ８０２．１６－２００９"又は"ＷｉＭＡＸ"規格とも称される、規格ＩＥＥＥ８０２．
１６２００４／Ｃｏｒｌ－２００５又はＩＥＥＥ規格８０２．１６－２００９を使用して
もよい。また、ＩＥＥＥ８０２．１５．１（登録商標）規格（"IEEE Standard for Local
 and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements.Part 15.1（ローカル及び
メトロポリタンエリアネットワークのためのＩＥＥＥ規格－仕様要求１５．１）に規定さ
れる規格を使用してもよく、この点に関して本発明は限定されず、その他の規格を使用し
てもよい。幾つかの実施形態において、無線ネットワーク１００の属性、互換性及び／又
は機能、及び、構成要素は、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１６規格（例えば、ＷｉＭＡＸ（
worldwide interoperability for microwave access）と称される規格）に従って規定さ
れる。これに替えて又は加えて、無線ネットワーク１００は、第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）、第４世代（４Ｇ）、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ
）セルラーネットワーク、又は、ＷＷＡＮのためのあらゆるプロトコルに準拠したデバイ
ス及び／又はプロトコルを使用してもよい。
【００１２】
　本発明の実施形態は、モバイルＷｉＭＡＸシステムの次世代（例えば、ＩＥＥＥ８０２
．１６ｍ規格に基づくシステム）が、例えば、ボイスオーバーインターネットプロトコル
（ＶｏＩＰ）、無線インターフェースを介したインタラクティブゲーム、大型セルのサイ
ズ又は低周波数帯域への配置、及び／又は、"マルチホップ"中継動作等の実質的に移動性
が高くレイテンシの低いアプリケーションを効率的にサポートすることを可能にする。
【００１３】
　ある実施形態では、基地局１２０は、移動局１１０、１１２、１１４及び／又は１１６
間、及び、移動局１１０、１１２、１１４及び／又は１１６と基地局１２０との間の無線
通信を管理及び制御してもよい。そして、移動局１１０、１１２、１１４及び１１６は、
プライベート又は公衆ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介して、無線ネットワー
ク１００へ他のデバイス（図示せず）を接続する様々な接続サービスを提供してもよいが
、実施形態はこの点に関して限定されない。
【００１４】
　図２には、本発明の一実施形態に係る無線ネットワークで使用される装置１３０が概略
的に示されている。例えば、装置１３０は、無線ネットワーク（例えば、図１に示された
無線ネットワーク１００）他のプラットフォーム、端末、デバイス又はノードと通信を行
うための局、プラットフォーム、端末、デバイス又はノード（例えば、図１に示した、移
動局１１０、１１２、１１４及び／又は１１６及び基地局１２０のうちの１つ）であって
もよい。装置１３０は、コントローラ又はロジックを含む処理回路１５０（例えば、ハー
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ドの回路、プロセッサ、ソフトウェア及びこれらの組み合わせ）を含んでもよい。ある実
施形態では、装置１３０は、無線周波数（ＲＦ）インターフェース１４０及び／又は媒体
アクセスコントローラ（ＭＡＣ）／ベースバンドプロセッサ回路１５０を含んでもよい。
【００１５】
　一実施形態において、ＲＦインターフェース１４０は、１つのキャリア又はマルチキャ
リア変調信号（例えば、相補型符号変調（ＣＣＫ）及び／又は直交周波数分割多重（ＯＦ
ＤＭ）シンボルを含む）を送信及び／又は受信するための構成要素又は構成要素の組み合
わせを含んでもよく、本発明の実施形態は、特定の無線インターフェース又は変調方法に
よって限定されない。ＲＦインターフェース１４０は、例えば、受信機１４２、送信機１
４４及び／又は周波数シンセサイザ１４６を含んでもよい。インターフェース１４０は、
バイアス制御回路、水晶発振器、及び／又は、１以上のアンテナ１４８、１４９を含んで
もよい。別の実施形態では、ＲＦインターフェース１４０は、外付けの電圧制御発振器（
ＶＣＯ）、弾性表面波フィルタ、中間周波数（ＩＦ）フィルタ及び／又はＲＦフィルタを
必要に応じて使用してもよい。様々なＲＦインターフェース設計が考えうることから、こ
れについての説明は省略する。
【００１６】
　ＲＦインターフェース１４０と情報をやりとりして受信及び／又は送信信号を処理する
処理回路１５０は、例えば、受信した信号をダウンコンバートするアナログ／デジタル変
換器１５２、送信する信号をアップコンバートするデジタル／アナログ変換器１５４を含
んでもよい。例えば、処理回路１５０は、受信／送信信号を処理するＰＨＹリンク層のた
めのベースバンド又は物理層（ＰＨＹ）処理回路１５６を含んでもよい。処理回路１５０
は、例えば、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）／データリンク層処理のための処理回路１５９
を含んでもよい。処理回路１５０は、例えば、インターフェース１５５を介して、処理回
路１５９及び／又は基地局管理エンティティ１６０と通信を行うためのメモリコントロー
ラ１５８を含んでもよい。
【００１７】
　本発明のある実施形態では、ＰＨＹ処理回路１５６は、フレーム構築及び／又は検出モ
ジュールを含んでもよく、バッファメモリ、のような更なる回路と組み合わせて、スーパ
ーフレームを構築及び／又は分解してもよい。これに替えて又はこれに加えて、ＭＡＣ処
理回路１５９は、これらの機能の一部の処理を共有してもよく、又は、ＰＨＹ処理回路１
５６とは独立してこれらの処理を実行してもよい。ある実施形態では、ＭＡＣ及びＰＨＹ
処理は、必要であれば、１つの回路に統合してもよい。
【００１８】
　装置１３０は、例えば、本発明の方法、以下に説明するプロトコル及び／又はアーキテ
クチャを実装するのに好適な基地局、アドバンスト基地局、アクセスポイント、加入者局
、プラットフォーム、移動局又はアドバンスト移動局、デバイス、端末、ノード、ハイブ
リッドコーディネータ、無線ルータ、コンピュータ装置又はその他のデバイスのＮＩＣ及
び／又はネットワークアダプタ等であってもよい。したがって、本明細書に記載される装
置１３０の機能及び／又は特定の設定は、装置１３０の様々な実施形態において必要に応
じて好適に、備えられる又は省略される。ある実施形態では、装置１３０は、ＷＬＡＮ及
び／又はブロードバンド無線ネットワークのＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１５及び／
又は８０２．１６規格に準拠するように構成されてもよく、実施形態はこの点に関して限
定されない。
【００１９】
　装置１３０の実施形態は、単入力単出力（ＳＩＳＯ）アーキテクチャを使用して実装さ
れてもよい。図２に示すように、ある実装形態では、送信及び／又は受信のために複数の
アンテナ（例えば、アンテナ１４８及び１４９）を含んでもよく、ビーム形成又は空間分
割多重アクセス（ＳＤＭＡ）及び／又は複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）通信技術を使用し
てもよい。
【００２０】
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　局１３０の構成要素及び特徴は、個別の回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ロ
ジックゲート及び／又は１つのチップ構造のあらゆる組み合わせを使用して実装されても
よい。さらに、装置１３０の特徴は、マイクロコントローラ、プログラム可能ロジックア
レイ及び／又はマイクロプロセッサ、又は、必要に応じて好適に、上記の組み合わせを使
用して実装されてもよい。ハードウェア、ファームウェア及び／又はソフトウェア構成要
素は、本明細書中では、集合的に又は個別に"ロジック"又は"回路"と称されてもよい。
【００２１】
　図２のブロック図に示された装置１３０の例は、数多くの可能な実装形態のうちの１つ
を機能的に示したものであることは理解されるべきである。したがって、本発明の実施形
態において、添付の図面に示されたブロック機能の分割、省略及び包含関係は、ハードウ
ェア構成要素、回路、ソフトウェア及び／又びこれらの機能を実装するための要素は、必
ず分割、省略及び包含されていることを示しているわけではない。
【００２２】
　図３には、本発明の一実施形態に係るフレーム３００の構造が概略的に示されている。
フレーム３００（例えば、無線フレーム）は、無線ネットワーク１００又は後で図４を参
照して説明するマルチレイヤ無線ネットワークにおける送信及び／又は受信された情報の
一部である。ある実施形態では、フレーム３００は、大きな通信信号又はストリームの周
期的に繰り返されるセグメント構造を示していると考えてもよい。ある実施形態では、繰
り返されるフレーム３００は、例えば、実質的に別々の送信の間に、実質的に異なる情報
を含んでもよい。フレーム３００は、例えば、ＩＥＥＥ規格８０２．１６－２００９又は
モバイルＷｉＭＡＸプロファイルに従って規定されていてもよく、又は、これらに従うブ
ロードバンド無線アクセス技術を含んでもよい。モバイルＷｉＭＡＸプロファイルに従っ
て、フレーム３００の継続期間又は送信時間間隔（ＴＴＩ）は、例えば、約５ｍｓであっ
てもよい。　例えば、ＩＥＥＥ規格８０２．１６－２００９仕様書に規定されるように、
２、２．５、４、８、１０、１２及び２０ｍｓといったその他のフレームサイズ又は無線
フレームサイズが使用されてもよい。
【００２３】
　ある実施形態では、フレーム３００は、例えば、時分割複信（ＴＤＤ）モード又はスキ
ームに従って送信及び／又は受信されてもよい。本発明の実施形態に従って、その他の時
間及び／又は周波数スキーム（例えば、周波数分割複信（ＦＤＤ）モード又はスキーム等
）を使用してもよい。
【００２４】
　フレーム３００は、ＯＦＤＭシンボル又はその他の多重化シンボルを含んでもよい。フ
レーム毎のＯＦＤＭシンボルの数は、例えば、ＯＦＤＭヌメロロジー（numerology）の選
択に従って決定されてもよい（例えば、サブキャリア、間隔、サイクリックプリフィック
ス長、サンプリング周波数等）。ある実施形態では、ＯＦＤＭヌメロロジーは、例えば、
帯域及びサンプリング周波数（例えば、又は、モバイルＷｉＭＡＸプロファイルに従った
オーバーサンプリング係数）に応じて、決定、設定又は取得されてもよい。様々な実施形
態において、実質的に異なるＯＦＤＭヌメロロジーが使用されてもよく、これにより、フ
レーム３００におけるＯＦＤＭシンボルが実質的に異なる数となる。
【００２５】
　ある実施形態では、フレーム３００は、アイドルシンボル及び／又はアイドルタイムス
ロットを含んでもよい。一実施形態において、フレーム３００は、例えば、ＴＤＤデュプ
レックス（同時送受信）モード又はスキームが使用される場合の予め指定されるダウンリ
ンク（ＤＬ）送信３０６及び予め指定されるアップリンク（ＵＬ）送信３０８の間を切り
替えるための１以上のスイッチング期間３０２及び／又は３０４を含んでもよい。別の実
施形態において、例えば、ＦＤＤデュプレックススキームが使用される場合には、ＤＬ送
信３０６及びＵＬ送信３０８は、実質的に同時に又は重複する期間に（例えば、異なる周
波数チャネル又はネットワークチャネルで）送信されてもよく、フレーム３００は、アイ
ドルシンボル、アイドルタイムスロット、及び／又はスイッチング期間３０２、３０４を
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実質的にほぼ含まない又は全く含まなくてもよい。
【００２６】
　ある実施形態では、ＴＴ１又はフレーム３００の継続時間は、例えば、約５ｍｓであっ
てもよい。ラウンドトリップタイム（往復遅延時間：ＲＴＴ）（例えば、２つの連続した
予めスケジュールされた特定の無線ノードへのＤＬ送信３０６）は、例えば、約１０ｍｓ
であってもよい。急速に変化するチャネル状態及び／又は小さな可干渉時間（例えば、車
両の速度が、例えば、時速約１２０ｋｍ（ｋｍ／ｈ）を超えるような自動車といった、高
速で移動する移動局又はノード）を有する無線ネットワーク（例えば、無線ネットワーク
１００）は、変化するチャネル状態にある高速移動性をサポートするメカニズムを使用し
てもよい。本発明の実施形態は、実質的に小さなラウンドトリップタイムを有する無線ネ
ットワーク１００をサポートし、例えば、実質的に高速で変化するチャネル状態の移動局
１１０、１１２、１１４及び／又は１１６及び基地局１２０間でのフィードバックを可能
とする。その他の時間間隔を使用してもよい。
【００２７】
　現在のＩＥＥＥ８０２．１６－２００９規格の標準フレーム構造では、例えば、将来の
無線アクセス技術で使用されるであろう実質的に高速フィードバック及び低いアクセスレ
イテンシ（例えば、１０ｍｓ未満）をサポートするのに適さない長いＴＴ１を使用してい
るといったように、制約が含まれる場合がある。
【００２８】
　本発明の実施形態は、例えば、ＩＥＥＥ規格８０２．１６－２００９規格のフレーム構
造との後方互換性を維持すると同時に、レイテンシが低いオペレーションをサポートする
フレーム３００構造の変更バージョンを含む又は使用してもよい。フレーム３００構造は
、例えば、次世代の（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍ規格を含む）モバイルＷｉＭＡＸ
システム及びデバイスにおいて使用されてもよい。ある実施形態では、フレーム３００の
構造又は部分は、レガシー端末（例えば、モバイルＷｉＭＡＸプロファイル及びＩＥＥＥ
企画８０２．１６－２００９に従って動作する端末）に対してトランスパレントであって
もよく、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍ規格に基づいて共に動作するＢＳ、移動局及び／又はＭ
Ｓとの間の通信に対してのみ使用されてもよい。
【００２９】
　本発明の実施形態によれば、フレーム構造は、同期及びブロードキャストチャネルを含
んでもよく、移動局は、アップリンク（ＵＬ）及びダウンリンク（ＤＬ）割り当てを決定
するためにシステム設定情報を取得するべく、共通制御チャネル（例えば、媒体アクセス
プロトコル（ＭＡＰ）フレーム部分）を構文解析又はデコードする必要が生じる場合があ
る。
【００３０】
　図４には、幾つかの実施形態に係るマルチレイヤネットワーク４００におけるセルと通
信を行う移動局（ＭＳ）又はアドバンストＭＳ（ＡＭＳ）４２５が概略的に示されている
。ＡＭＳ４２５に対して、セルの種類の情報を通知又は提供するべく、１以上のパラメー
タその他のしるしを提供することは有用である。これらのパラメータ又はその他のしるし
を使用することなく、複数の基地局が同じ層に位置しているとして扱ってもよく、この場
合、アクセス及びハンドオーバーの決定は、無線チャネル状態に基づいて行われる。ＡＭ
Ｓ４２５のような移動局に、マルチレイヤネットワーク４００内の基地局の種類に関する
情報を、ブロードキャストチャネル又はメッセージを介して、及び、各マルチレイヤネッ
トワーク４００におけるセル間のアクセス及びハンドオーバーを試みるのにＡＭＳ４２５
が適用するプロセス及び方法を使用して提供するメカニズムにより、ＡＭＳ４２５にセル
種類情報を提供することができる。
【００３１】
　マルチレイヤネットワーク４００におけるネットワークアクセス及びハンドオーバーの
決定は、利用可能な基地局の種類に関する情報に少なくとも一部基づいてもよく、利用可
能な基地局の種類に関する情報は、セル間のアクセス又はハンドオーバーを試みる時にＡ
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ＭＳ４２５が適用するプロセス又は関連するプロトコル、並びに、ブロードキャストチャ
ネル又はメッセージを使用して提供される。図４に示す実施形態では、マルチレイヤネッ
トワーク４００は、それぞれがマクロセル４１０を配置している１以上のマクロアドバン
スト基地局（ＡＢＳ）４０５を含み、各マクロＡＢＳ４０５は、１キャリアに対応してい
る。キャリアの各々は、指定種類によって分類されてもよく、ＡＢＳ４０５の種類は、セ
ルのサイズ、アクセスの種類及びネットワーク同期状態といった、パラメータ的識別子に
従って分類されてもよい。
【００３２】
　マクロＡＢＳ４０５は、サービスプロバイダによって配備される公衆基地局であっても
よく、マクロセル４１０において、ＩＥＥＥ８０２．１６ｍに記載されるアドバンスト無
線インターフェースプロトコルをサポートするサービスプロバイダのバックホール上で動
作してもよい。マクロセル４１０は、その全体又は一部が、１以上の別のマクロセル４１
０、及び、マルチレイヤネットワーク４００における非マクロセル４２０を配備する非マ
クロＡＢＳ４１５とオーバーラップしていてもよい。非マクロＡＢＳ４１５の各々は、ラ
イセンスされた周波数帯域における、マクロＡＢＳ４０５と比較して相対的に低送信電力
で動作するピコ又はフェムトＡＢＳであってもよく、マクロＡＢＳ４０５と同じ又は異な
る周波数を使用してもよい。この実施形態において、マクロＡＢＳ４０５及び非マクロＡ
ＢＳ４１５の各々は、隣接する基地局であってもよく、この点に関して実施形態は限定さ
れない。マクロセル４１０の外側の基地局を含む更なる基地局（図示せず）が、隣接基地
局であってもよい。
【００３３】
　マクロＡＢＳ４０５が１以上の有線又は無線接続を使用する場合に、非マクロＡＢＳ４
１５は、同じサービスプロバイダネットワークに接続されてもよい。マルチレイヤ無線ネ
ットワーク４００におけるその他の種類のセルとしては、マイクロセル、又は、プライマ
リプリアンブルに示されるように、ダウンリンク（ＤＬ）のみのキャリアをサポートする
部分的に構成されたキャリアを含んでもよい。また、１以上の中継局（図示せず）又はア
ドバンスト無線インターフェースプロトコルをサポートするアドバンスト中継局（ＡＲＳ
）も、マルチレイヤネットワーク４００に位置していてもよい。ＡＲＳは、マクロＡＢＳ
４０５又は非マクロＡＢＳ４１５のようなサービング基地局、及び／又は、その他の中継
局、及び／又は、移動局からの信号を、受信及びこれらの局へと送信して、セル通信可能
エリアの境界又は縁の付近の領域に位置する移動局の通信品質を改善する。セル内の位置
に応じて、所与のＡＭＳ４２５は、サービスを提供する基地局又は中継局の１以上と関連
付けられてもよい。
【００３４】
　非マクロＡＢＳ４１５は、ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）又はＯＳＧ（Open Subs
criber Group）内のユーザーにサービスを提供するように構成されたフェムトＡＢＳであ
ってもよく、この点に関して実施形態は限定されない。一実施形態において、ＣＳＧは、
非マクロＡＢＳ４１５のオーナー又はネットワークサービスプロバイダによって、認証さ
れた複数の加入者のセットである。非マクロＡＢＳ４１５の各々は、ＣＳＧにサービスを
提供するフェムトＡＢＳであってもよく、この場合、ＡＢＳ４１５の各々は、ＣＳＧクロ
ーズドフェムトＡＢＳ、又は、ＣＳＧオープンフェムトＡＢＳである。ＣＳＧクローズド
フェムトＡＢＳの各々は、規則に規定される緊急時のサービスにアクセスが必要なＡＭＳ
４２５のような移動局を除いて、ＣＳＧ内のＡＭＳ４２５にのみアクセス可能なプライベ
ートＡＢＳであってもよい。ＣＳＧオープンフェムトＡＢＳは、ＣＳＧオープンフェムト
ＡＢＳのＣＳＧに属するＡＭＳ４２５に主にアクセス可能な準プライベートのＡＢＳであ
ってもよい。ＣＳＧ外のその他のＡＭＳ４２５は、ＣＳＧオープンフェムトＡＢＳにアク
セスしてもよいが、サービスが提供される優先順位は低い。ＯＳＧにサービスを提供する
非マクロＡＢＳ４１５は、あらゆるＡＭＳ４２５にアクセス可能な公衆非マクロＡＢＳ４
１５である。
【００３５】
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　ＷｉＭＡＸ及びその他のブロードバンドアクセスシステムのようなアクセスシステムは
、マルチレイヤネットワーク４００における各層にＡＭＳ４２５がアクセスするマルチレ
イヤネットワーク４００をサポートすることを期待されてもよく、マクロセル４１０及び
非マクロセル４２０は、無線チャネル状態及びトラフィック負荷又はトラフィックの種類
だけでなく、ロジック的に規定される設定及び制限の一部に基づいて最適化されるべきで
ある。無線インターフェースプロトコルは、ＡＭＳ４２５のスキャン、セル選択及び再選
択、ネットワークエントリ、再エントリ及び非マクロＡＢＳ４１５へのハンドオーバーの
ためのアクセスに対する必要性を制限し、例えば、ＡＭＳ４２５が、フェムトＡＢＳのＣ
ＳＧの一部であると指定されている場合には、フェムトＡＢＳは制限されたアクセスを有
する。また、無線インターフェースプロトコルは、ＡＭＳ４２５のハンドオーバー及び省
電力オペレーションの間、フェムトＡＢＳへの優先アクセスをサポートする。マクロＡＢ
Ｓ４０５及び非マクロＡＢＳ４１５へのアクセス及びハンドオーバーは、ＡＭＳ４２５の
移動速度に基づいて、決定及び／又は最適化されてもよい。
【００３６】
　一実施形態において、高速ＡＭＳ４２５は、マクロセル４１０にアクセス又はハンドオ
ーバーしてもよく、低速ＡＭＳ４２５は、非マクロセル４２０へのアクセスを選択しても
よい。セルへのアクセスは、１以上のＰＨＹ識別子及び／又はＭＡＣ識別子を使用して、
セルの種類を示す柔軟で拡張可能な型の識別子に基づいてもよい。例えば、ＰＨＹ識別子
は、基地局の各種類に対するＰＨＹプリアンブルコードの指定によって規定されてもよい
。ＭＡＣ識別子は、ＭＡＣメッセージに含まれていてもよい。一実施形態において、ＭＡ
Ｃ層１５９の特定は、マクロＡＢＳ４０５又は非マクロＡＢＳ４１５のようなサービング
基地局のブロードキャスト制御チャネルにおけるセル種類パラメータを取り込むことによ
って実行される。また、近隣通知（neighbor advertisement）メッセージ（ＭＯＢ＿ＮＢ
Ｒ－ＡＤＶメッセージ）に、近隣基地局のセルの種類を組み込むことによって、ＭＡＣ層
１５９の識別を可能としてもよい。更なるオーバーヘッド削減のために、近隣基地局の種
類が、サービング基地局とは異なっている場合にのみ、近隣基地局のセル種類を示すパラ
メータが送信されるようにしてもよい。
【００３７】
　図２を参照して先に説明したＰＨＹ層１５６は、プライマリアドバンスト・プリアンブ
ル（ＰＡ－プリアンブル）及びセカンダリアドバンスト・プリアンブル（ＳＡ－プリアン
ブル）の２種類のアドバンストプリアンブルを使用する。スーパーフレームには、１つの
ＰＡ－プリアンブルシンボルと３つのＳＡプリアンブルシンボルが存在する。一実施形態
において、非マクロＡＢＳ４１５又はフェムトＡＢＳは、プリアンブルコード空間のＳＡ
プリアンブルパーティションに特定されてもよい。マクロＡＢＳ４０５及び／又は非マク
ロＡＢＳ４１５の種類の特定は、プリアンブルシーケンスを複数のグループに分割するこ
とによって達成されてもよく、１つのグループが１つの基地局種類に対応する。グループ
又はプリアンブルパーティションは、プロビジョニング時に、ＡＭＳ４２５に予め規定さ
れる及び／又はプログラムされてもよい。これに替えて又はこれと組み合わせて、パーテ
ィショニングは、ブロードキャスト制御チャネル又はスーパーフレームヘッダ（ＳＦＨ）
において信号で通知することによって、柔軟に規定されてもよい。フィードバックチャネ
ル（ＢＣＨ）は、プライマリプリアンブル又はセカンダリプリアンブルのプリアンブルシ
ーケンスが、サービングセル種類以外のセルの種類を含む利用可能なセルの種類に対して
どのようにパーティショニングされるかについての情報を含んでもよい。パーティション
は、ネットワーク全体に渡って規定されてもよく、第１に選択されたキャリアからのＢＣ
Ｈを読むＡＭＳ４２５が、第１に選択されたキャリアがアクセス可能か又はアクセス実行
可能かを判断することができる。ＡＭＳ４２５は、替わりのキャリアの探索においてＡＭ
Ｓ４２５が位置するプリアンブルの１以上のサブセットを決定してもよい。
【００３８】
　一実施形態において、ＳＡプリアンブルにおいて３つのキャリアセットが利用可能な場
合、３×２５６個の利用可能なシーケンスとなる。この実施形態において、シーケンスは
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４１５として、２種類の基地局にパーティションされる。基地局をマクロＡＢＳ４０５又
は非マクロＡＢＳ４１５の何れかとして分類するべく、ハードパーティションを使用して
パーティショニングが実行されてもよい。ＳＦＨにおける更なるビットを使用して、様々
な種類の非マクロセル４２０を更に階層化するべく、非マクロセル４２０に対する柔軟な
又はソフトなパーティショニングを規定してもよい。例えば、非マクロＡＢＳ４１５は、
パブリックフェムトＯＳＧセル又はＣＳＧにサービスを提供するフェムトＡＢＳにパーテ
ィショニングされてもよく、この場合、ＡＢＳ各々は、ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ
及び／又はＣＳＧオープンフェムトＡＢＳである。
【００３９】
　ＳＦＨにエンコードする２つ以上の方法を使用して、フェムトセルを特定してもよい。
第１の例として、［プライベート、準プライベート、公衆］の３つの組のインデックスを
、［ＣＳＧクローズド、ＣＳＧオープン、ＯＳＧ］フェムトセルとそれぞれ関連付けても
よい。この例では、インデックスのビット［０，０，１］は、マルチレイヤネットワーク
４００内に利用可能なプライベートセルが存在しないことを示す。パーティショニングは
、マクロセル４１０及び非マクロセル４２０の全ての種類について、初期設定として確立
されていてもよい。さらに、２種類以上のセルが存在する場合にはそのことを示すべくフ
ラグを設定してもよい。この例では、フラグが１に設定されると、ＳＦＨは、不均一なパ
ーティショニングについての情報を含む。情報は、［ｐ１，ｐ２］として符号化されても
よいが、実施形態はこの点に関して限定されない。
【００４０】
　ＳＦＨにおけるフェムトセルを特定するのにエンコーディングが使用される実施形態で
は、［プライベート、準プライベート、公衆］で表される３つの組のインデックスに、２
つのビット（又は２つの項）が使用され、［（ａ１，ａ２）、（ｂ１，ｂ２）、（ｃ１，
ｃ２）］と表され、各２つの項は、対応するフェムトセルの種類の重み付け係数を表す。
一実施形態では、プライベートセル型に対して確保されるプリアンブルコードの数は、次
の式及び表に示すように計算される。
【数１】

【表１】

【００４１】
　第３の例では、ｎ＝ビット数であり、ＳＡプリアンブルシーケンスの種類及びパーティ
ションの２ｎ個の組み合わせを表に示す。
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【表２】

【００４２】
　第４の例では、ＳＦＨにおけるビットマップに１を設定して示し、各セル種類に対して
等しい数のシーケンスが割り当てられてもよい。
【００４３】
　マクロＡＢＳ４０５及び非マクロＡＢＳ４１５のような基地局が、マルチレイヤネット
ワーク４００と同期しているかを示す、割り当てビットのようなメカニズムを使用して、
マクロセル４１０及び非マクロセル４２０といったセルの種類が特定されてもよい。例え
ば、ＡＭＳ４２５が、非マクロセル４２０のフェムトＡＢＳと関連付けられており、フェ
ムトＡＢＳがマルチレイヤネットワーク４００と同期していない場合には、ＡＭＳ４２５
は、マルチレイヤネットワーク４００内で基地局を探索又はスキャンする場合に、広い検
索窓を適用してもよい。
【００４４】
　基地局がマルチレイヤネットワーク４００と同期しているかを示すメカニズムは、ＰＨ
Ｙ１５６層及び／又はＭＡＣ１５９層において適用されてもよい。例えば、非マクロセル
４２０の各種類に対するプリアンブルインデックスは、同期された又は同期されていない
ＯＳＧフェムトＡＢＳ、ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ、又は、ＣＳＧオープンフェム
トＡＢＳのように、非マクロセル種類及び同期状態の関数としてパーティショニングされ
てもよい。一実施形態では、ＡＭＳ４２５は、基地局がマルチレイヤネットワーク４００
と同期されていないと判断した場合には、１以上のマクロＡＢＳ４０５及び／又は非マク
ロＡＢＳ４１５から受信される対応するプリアンブルのスキャンのための探索窓を拡張し
てもよい。
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【００４５】
　ＩＥＥＥ８０２．１６規格では、ＤＣＤメッセージとも称される、近隣通知メッセージ
(ＭＯＢ＿ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージ）に対して、"セル種類"という必要に応じて使用さ
れるパラメータが規定されている。このパラメータは、セルへの優先アクセス及び／又は
制限されたアクセスをイネーブルするのに使用されてもよい。本明細書に記載された例で
説明されたＰＨＹ識別子は、ＡＭＳ４２５が、基地局をスキップし、別の基地局を探すべ
きかについて、ＡＭＳ４２５に迅速に示すことができる。これにより、ＡＭＳ４２５は、
マルチレイヤネットワーク４００におけるスキャン及びセル選択を素早く実行することが
できる。加えて、ハード及び／又はソフトパーティショニングにより、基地局種類の特定
に必要なプリアンブルコードの柔軟性及び有用性を最大にすることができる。
【００４６】
　マルチレイヤネットワーク４００へのエントリは、ＲＦキャリアをスキャンし、マクロ
セル４１０又は非マクロセル４２０の何れかのセル選択を実行することを含んでもよい。
ＡＭＳ４２５は、ＡＭＳ４２５に準備され利用可能である場合には、各周波数スペクトル
に対する望ましいチャネルのリストに従って、スキャンを行ってもよい。一実施形態では
、各ＲＦチャネル内において、ＡＭＳ４２５は、ＰＡプリアンブル、ＳＡプリアンブルの
ようなプリアンブルをスキャンし、スリープ制御ヘッダ（ＳＣＨ）、物理的ブロードキャ
ストチャネル（ＰＢＣＨ）、又は、ＡＭＳ４２５が利用可能なその他の同様なブロードキ
ャスト情報におけるパラメータを使用して、基地局の種類を確認する。優先アクセス及び
制限アクセスに関する予め規定された規則を使用して、１以上のセルの選択がパーティシ
ョニングされてもよい。
【００４７】
　優先アクセスの場合、ＡＭＳ４２５が任意のフェムトセルのＣＳＧに属しているときに
は、ＡＭＳ４２５は、優先アクセス及び制限アクセスについてＡＭＳ４２５に準備されて
いる周波数、プリアンブルシーケンス及び基地局ＩＤ（ＢＳＩＤ）と関連する優先基地局
を最初にスキャンする。ＡＭＳ４２５が、隣接マクロセル４１０又はＯＳＧフェムトアド
バンスト基地局（ＡＢＳ）のような非マクロセル４２０によるサービス提供を受けられな
い場合には、ＡＭＳ４２５は、基地局とのネットワークエントリを継続する。ＡＭＳ４２
５は、通信可能範囲及びサービス要件に従ってＡＭＳ４２５がメンバーとなっているＣＳ
Ｇフェムトセルへのサービスを提供している非マクロＡＢＳ４１５のうちの１つにアクセ
スする。ＡＭＳ４２５は、ＣＳＧクローズドフェムトのような、ＡＭＳ４２５のプライベ
ートネットワークにおいて非マクロＡＢＳ４１５を発見できなかった場合にのみ、別の基
地局を選択する。例えば、ホームフェムトセル基地局のＣＳＧに属するＡＭＳ４２５は、
別の基地局を探す前に、ホームフェムトセル基地局で使用されている周波数及びプリアン
ブルを見つける。
【００４８】
　この実施形態では、プライベートＢＳ又はＣＳＧクローズドフェムトセルＡＢＳのＣＳ
Ｇの一部でないＡＭＳ４２５は、そのプライベートＢＳにアクセス又はハンドオーバーを
試みない。また、この実施形態では、利用可能なその他の基地局が他に存在しない又はＡ
ＭＳ４２５が規則条件に従って緊急サービスにアクセスする必要があるといった事情でな
い限り、このＡＭＳ４２５は、準プライベートＢＳ又はＣＳＧオープンフェムトセルＡＢ
Ｓにアクセスすることを避ける。
【００４９】
　マクロＡＢＳ４０５及び／又はフェムトＡＢＳのような非マクロＡＢＳ４１５等の基地
局は、近隣基地局についてのシステム情報を、近隣通知メッセージを使用して周期的にブ
ロードキャストしてもよい。一実施形態において、通知メッセージは、ＭＯＢ　ＮＢＲ－
ＡＤＶ又はＤＣＤメッセージである。別の実施形態では、通知メッセージは、拡張又はＥ
－ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージである。基地局によってブロードキャストされる通知メッセ
ージは、マクロＡＢＳ４０５及び非マクロＡＢＳ４１５のような近隣基地局の種類及びパ
ラメータに関する情報を含み、また、近隣ＣＳＧオープンフェムトＡＢＳ及びオープン加
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入者基地局についての情報も含む。別の実施形態では、１以上の近隣基地局の基地局種類
情報が省略されている通知メッセージは、これら１以上の近隣基地局が、サービング基地
局として同じ種類であることを意味する。
【００５０】
　マクロＡＢＳ４０５又はフェムトＡＢＳを含む非マクロＡＢＳ４１５のようなパブリッ
ク又はオープン加入者グループ基地局と関連付けられているＡＭＳ４２５は、ユニキャス
ト通知によって、アクセス可能な近隣フェムトＡＢＳのリストを受信してもよい。アクセ
ス可能フェムトＡＢＳリストには、ＡＭＳ４２５が属するクローズド加入者グループにサ
ービスを提供するＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ、及び、ＣＳＧオープンフェムトＡＢ
Ｓが含まれる。別の実施形態では、サービングフェムトＡＢＳは、ＡＭＳ４２５に、ＡＭ
Ｓ４２５にアクセス可能なＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳをスキャンするように命令し
てもよい。
【００５１】
　ＡＭＳ４２５が、制限ハンドオーバーに従い、ＡＭＳ４２５がＣＳＧクローズドフェム
トのメンバーでない場合、ＡＭＳ４２５は、ＣＳＧクローズドフェムトをスキャンせず、
ＯＳＧフェムトＡＢＳとして構成されているマクロＡＢＳ４０５又は非マクロＡＢＳ４１
５のような公衆基地局のみをスキャンする。ＡＭＳ４２５が好適な公衆基地局を見つける
ことができない場合には、ＡＭＳ４２５は、ＣＳＧオープンフェムトＡＢＳとして構成さ
れている非マクロＡＢＳ４１５をスキャンすることもできる。ＡＭＳ４２５がＣＳＧクロ
ーズドフェムトのメンバーである場合には、ＡＭＳ４２５は、ＣＳＧクローズドフェムト
のようなプライベート基地局への、接続モードでのハンドオーバー、又は、アイドルモー
ドでのネットワーク再エントリのみを試みる。
【００５２】
　ＡＭＳ４２５が、１以上のＣＳＧクローズドフェムト及びＣＳＧオープンフェムトを含
む非マクロＡＢＳ４１５のメンバーであるように、ＡＭＳ４２５が、優先ハンドオーバー
に従う実施形態では、非マクロＡＢＳが近隣通知メッセージに存在する場合には、ＡＭＳ
４２５は、ＡＭＳ４２５がメンバーになっている非マクロＡＢＳをスキャンする。そして
、ＡＭＳ４２５が好適なＣＳＧクローズドフェムト又はＣＳＧオープンフェムトを見つけ
られない場合には、ＡＭＳ４２５は、マクロＡＢＳ４０５のような公衆基地局又はＯＳＧ
フェムトをスキャンすることができる。ＡＢＳが利用可能又はサービス提供可能である場
合には、ＡＭＳ４２５は、ＣＳＧクローズドフェムト又はＣＳＧオープンフェムトに対し
て、優先ハンドオーバーを要求することができる、又は、ネットワーク再エントリを試み
ることができる。ＡＭＳ４２５は、必要であれば、公衆基地局を介してネットワークに再
エントリするべく、ハンドオーバーを要求してもよい。一実施形態において、ＣＳＧクロ
ーズドフェムトのようなプライベート基地局によってサービス提供を受けるＡＭＳ４２５
は、ＡＭＳ４２５のプライベート基地局からの通信可能エリア外に存在していない限り、
ＡＭＳ４２５のプライベートネットワークの外側の基地局にハンドオーバーを要求しない
。
【００５３】
　ＡＭＳ４２５がＣＳＧクローズドフェムトネットワークに追加されるＡＭＳ４２５のプ
ロビジョニングの際に、ＡＭＳのプライベート基地局ネットワーク及びマクロＡＢＳ４０
５のようなあらゆる対応する近接公衆基地局の基地局ＩＤ（ＢＳＩＤ）のリストが、ＣＳ
ＧクローズドフェムトＡＢＳにおけるプライベートネットワーク及び／又はＡＭＳ４２５
内に格納及び更新されてもよい。一実施形態において、ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ
のうちの１つに隣接するマクロセル４１０のうちの１つにＡＭＳ４２５が存在する場合に
は、ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳが、マクロＡＢＳ４０５の近隣通知メッセージのリ
ストに載っていなくても、ＡＭＳ４２５は、近隣ＣＳＧ非マクロＡＢＳ４１５のスキャン
をトリガして、測定結果をサービングマクロＡＢＳ４０５に報告してもよい。ＣＳＧネッ
トワークのメンバーであるＡＭＳ４２５が、近くのマクロＡＢＳ４０５における接続モー
ドである場合、マクロＡＢＳ４０５は、ＡＭＳ４２５にアクセス可能なＣＳＧクローズド
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フェムトＡＢＳをスキャンするようにＡＭＳ４２５に命令してもよい。
【００５４】
　図５は、幾つかの実施形態に係るネットワークエントリ及びセル選択のフローチャート
である。要素５００において、ＡＭＳ４２５のような装置１３０は、１以上のマクロセル
４１０及び／又は非マクロセル４２０を備えるマルチレイヤネットワーク４００内で電源
が投入される。要素５１０において、ＡＭＳ４２５は、マルチレイヤネットワーク４００
内に１以上のマクロセル４１０及び／又は非マクロセル４２０を特定し、ＡＭＳ４２５が
、ＣＳＧクローズドフェムトのようなプライベート基地局におけるクローズド加入者グル
ープ（ＣＳＧ）のメンバーであるか否かを判断する。ＡＭＳ４２５が、ＣＳＧのメンバー
である場合、要素５２０において、ＡＭＳ４２５は、優先プライベート基地局に対する利
用可能なＲＦキャリア及びプリアンブルをスキャンする。要素５３０において、ＡＭＳ４
２５は、ＡＭＳ４２５が優先プライベート基地局に到達するかを判断する。ＡＭＳ４２５
が優先プライベート基地局に到達できた場合には、要素５４０において、ＡＭＳ４２５は
、オペレータの優先チャネルリストに従って、その他のＲＦキャリア及びプリアンブルを
スキャンする。一実施形態において、優先チャネルリストは、製造者によってＡＭＳ５４
０に用意されていてもよく、或いは、ネットワークプロバイダによって後で用意されても
よい。
【００５５】
　ＡＭＳ４２５が、ＣＳＧのメンバーでない場合、要素５５０において、ＡＭＳ４２５に
優先チャネルリストが準備されていれば、オペレータの優先チャネルリストに従って、Ａ
ＭＳ４２５は、１以上のターゲット基地局に対するＲＦキャリアをスキャンする。要素５
６０において、ＡＭＳ４２５は、１以上のターゲット基地局が、ＣＳＧクローズドフェム
トのようなプライベート基地局、ＣＳＧオープンフェムトのような準プライベート基地局
であるのか、又は、ＯＳＧフェムトのようなその他の基地局種類が利用可能なのかを判断
する。要素５６０において、ＡＭＳ４２５は、プリアンブルシーケンス、フィードバック
チャネル（ＢＣＨ）における基地局種類、近隣通知メッセージ（ＭＯＢ＿ＮＢＲ－ＡＤＶ
メッセージ）又はＤＣＤメッセージを使用して、ＡＭＳ４２５がアイドルモードの時に、
レガシーシステムと同様に、基地局の種類を判断してもよい。要素５７０ＡＭＳにおいて
、ＡＭＳ４２５は、最終セル選択を実行して、マルチレイヤネットワーク４００へのネッ
トワークエントリを実行する。
【００５６】
　図６は、ある実施形態に係るセル選択及びネットワークエントリの別のフローチャート
である。要素６００において、ＡＭＳ４２５は接続状態又はアイドルモードであり、要素
６１０において、ＡＭＳ４２５に用意されていても近隣通知メッセージから取得されても
よい近隣リストにおいて、利用可能な基地局を優先順位及び基地局種類に従ってスキャン
し、スキャンリポートを生成する。要素６２０において、ＡＭＳ４２５は、スキャンリポ
ートを基地局に送信すると共に、ＡＭＳ４２５がＣＳＧのメンバーである優先基地局及び
／又はプライベート基地局をトリガする。要素６３０において、ＡＭＳ４２５は、優先及
び／又はプライベート基地局の何れかがＡＭＳ４２５に到達可能又は利用可能であるかを
判断する。優先基地局及び／又はプライベート基地局が到達可能又は利用可能である場合
、要素６４０において、ハンドオーバー指示が、チャネルパラメータ又は負荷状態の少な
くとも１つに基づいて、１以上の優先基地局及び／又はプライベート基地局に送信される
。優先及び／又はプライベート基地局が到達不可能又は利用不可能である場合には、要素
６５０において、チャネルパラメータ及び負荷状態の少なくとも１つに基づいて、ハンド
オーバー指示が送信される。
【００５７】
　本明細書で説明されたオペレーションは、多くの場合、適切なファームウェアの実行、
又は、適用可能な有形媒体上のコード媒体として実体化されるソフトウェアを介して、提
供されてもよい。したがって、発明の実施形態は、処理コアのある形態で実行される、又
は、機械可読媒体内に実装される又は実現される命令セットを含んでもよい。機械可読媒
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体としては、機械（例えば、コンピューター）が読み出し可能な形態で情報を格納又は送
信するためのあらゆる機構を含む。そのような機械可読媒体としては、これらに限定され
ないが、例えば、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、磁気ディスク記憶媒体、光学式記憶媒体、フラッシュメモリ装置等の製造物品を含むこ
とができる。また、機械可読媒体として、電気的、光学的、音波的、又は、他の形態の伝
播信号（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号等）が含まれてもよい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月7日(2012.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチレイヤネットワークにアクセスする方法であって、
　前記マルチレイヤネットワークにおける第１アドバンスト基地局（ＡＢＳ）と、アドバ
ンスト移動局（ＡＭＳ）とを関連付ける段階と、
　優先順位及びＡＢＳの種類に従って複数のＡＢＳがリスト化されている近隣通知メッセ
ージを受信する段階と、
　近隣通知メッセージを受信する段階と、
　前記近隣通知メッセージにおいて前記ＡＭＳに関連付けられているＡＢＳを特定する段
階と、
　前記近隣通知メッセージから、非マクロＡＢＳを見つける段階と、
　前記非マクロＡＢＳが、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）クローズドフェムトかＣ
ＳＧオープンフェムトかを特定する段階と、
　チャネルパラメータ及び負荷状態のうちの少なくとも１つに基づいて、前記第１ＡＢＳ
から前記非マクロＡＢＳへのハンドオーバーを実行する段階と
　を備え、
　前記ＡＭＳは、前記ＡＭＳと関連付けられるＡＢＳのＣＳＧのメンバーである、方法。
【請求項２】
　前記ＡＢＳの種類は、セルのサイズ、アクセス種類及びネットワーク同期状態のうちの
少なくとも１つによって判断される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記近隣通知メッセージは、ＭＯＢ＿ＮＢＲ－ＡＤＶメッセージである請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記近隣通知メッセージは、近隣基地局のセルの種類を含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１ＡＢＳは、アドバンスト無線インターフェースプロトコルをサポートする公衆
基地局である請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　プリアンブルシーケンスを使用して、前記ＡＢＳの種類を特定する段階を更に備える請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　マルチレイヤネットワークにアクセスする方法であって、
　前記マルチレイヤネットワークにおけるアドバンスト移動局（ＡＭＳ）を初期化する段
階と、
　前記ＡＭＳがクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）のメンバーであるかを判断する段階
と、
　ＣＳＧクローズドフェムトセルにサービスを提供するＣＳＧクローズドフェムトアドバ
ンスト基地局（ＡＢＳ）を見つけるべく、第１無線周波数（ＲＦ）キャリア及び第１ＲＦ
キャリアプリアンブルをスキャンする段階と、
　前記ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳを見つける段階と、
　前記ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳが、前記ＡＭＳにサービスを提供するかを判断す
る段階と、
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　複数の更なるＣＳＧクローズドフェムトセルにサービスを提供する前記ＡＭＳと関連付
けられた１以上の更なるＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳを特定する前記ＡＭＳに対する
優先チャネルリストを見つける段階と、
　前記優先チャネルリスト上で、第２ＲＦキャリアを特定する段階と、
　前記ＣＳＧクローズドフェムトセル、又は、前記複数の更なるＣＳＧクローズドフェム
トセルのうちの少なくとも１つを介して、前記マルチレイヤネットワークにアクセスする
段階と
　を備える方法。
【請求項８】
　前記優先チャネルリストは、前記ＡＭＳに用意される請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＡＭＳは、優先ハンドオーバーに従い、
　前記ＡＭＳは、前記複数の更なるＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳのうちの少なくとも
１つのメンバーである請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記優先チャネルリストは、近隣通知メッセージから取得される請求項７に記載の方法
。
【請求項１１】
　公衆基地局をスキャンする段階を更に備える請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　アドバンスト移動局（ＡＭＳ）を使用してマルチレイヤネットワークにアクセスする方
法であって、
　プライマリアドバンストプリアンブル（ＰＡプリアンブル）及びセカンダリアドバンス
トプリアンブル（ＳＡプリアンブル）を含むスーパーフレームを基地局から受信する段階
と、
　前記基地局がマクロＡＢＳか非マクロＡＢＳかを示す前記ＳＡプリアンブルにおけるハ
ードパーティションを特定するべく、前記スーパーフレームの前記ＳＡプリアンブルを読
み出す段階と、
　前記ＳＡプリアンブルが、非マクロアドバンスト基地局（ＡＢＳ）からのものであると
判断する段階と、
　パーティションによって前記非マクロＡＢＳをクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）フ
ェムトＡＢＳとして特定するスーパーフレームヘッダ（ＳＦＨ）を見つけるべく、前記ス
ーパーフレームを読み出す段階と、
　前記ＡＭＳが、前記ＣＳＧフェムトＡＢＳのメンバーであるかを判断する段階と、
　前記ＡＭＳが前記ＣＳＧフェムトＡＢＳのメンバーである場合には、前記ＣＳＧフェム
トＡＢＳと関連付ける段階と、
　前記ＡＭＳが前記ＣＳＧフェムトＡＢＳのメンバーでない場合には、別のＡＢＳと関連
付ける段階と
　を備える方法。
【請求項１３】
　ブロードキャストを介して、フェムトＡＢＳから近隣通知メッセージを受信する段階を
更に備える請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記近隣通知メッセージは、近隣マクロＡＢＳをリストに載せる請求項１３に記載の方
法。
【請求項１５】
　ユニキャストメッセージを介して、アクセス可能近隣フェムトＡＢＳのリストを受信す
る請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記リストは、ＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ及びＣＳＧオープンフェムトＡＢＳを
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含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記フェムトＡＢＳは、前記ＡＭＳにアクセス可能なＣＳＧクローズドフェムトＡＢＳ
をスキャンするように前記ＡＭＳに命令する請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　コンピューティングプラットフォームに、
　第１アドバンスト基地局（ＡＢＳ）と、アドバンスト移動局（ＡＭＳ）とを関連付ける
段階と、
　優先順位及びＡＢＳの種類に従ってＡＢＳがリスト化された近隣通知メッセージを受信
する段階と、
　前記近隣通知メッセージにおいて前記ＡＭＳと関連付けられているＡＢＳを特定する段
階と、
　前記近隣通知メッセージから、非マクロＡＢＳを見つける段階と、
　前記非マクロＡＢＳが、クローズド加入者グループ（ＣＳＧ）クローズドフェムトかＣ
ＳＧオープンフェムトかを特定する段階と、
　チャネルパラメータ及び負荷状態のうちの少なくとも１つに基づいて、前記第１ＡＢＳ
から第２ＡＢＳへのハンドオーバーを実行する段階と
　を実行させるためのプログラムであって
　前記ＡＭＳは、前記ＡＭＳと関連付けられるＡＢＳのＣＳＧのメンバーである、プログ
ラム。
【請求項１９】
　前記ＡＢＳの種類は、セルのサイズ、アクセス種類及びネットワーク同期状態のうちの
少なくとも１つによって判断される請求項１８に記載のプログラム。
【請求項２０】
　前記第１ＡＢＳは、アドバンスト無線インターフェースプロトコルをサポートする公衆
基地局である請求項１８に記載のプログラム。
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