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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フェムトセルにおける無線通信の方法であって、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）フェムトプロキシが、ＯＯＢ信号を送信することと、
　前記ＯＯＢフェムトプロキシが、前記ＯＯＢ信号に対する応答に基づいて、フェムトセ
ルカバレージエリア内のユーザー機器（ＵＥ）の存在を検出することと、
　前記検出された存在に応答して、前記フェムトセルが、前記ＵＥを登録することと、
　前記フェムトセルが、前記登録されたＵＥへのコントロールインフォメーションを備え
る不連続なインバンド送信を実行することであって、前記不連続なインバンド送信がウェ
イクアップ状態及びパワーダウン状態のシリーズを備えることと、
　前記ＵＥの存在を検出する前に、前記フェムトセルが、前記コントロールインフォメー
ションを備える不連続なインバンド送信を実行することと、
　不連続送信コントロールモジュールが、前記コントロールインフォメーションを備える
不連続なインバンド送信の不連続なサイクルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続な
インバンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記フェムトセルが、第２のＵＥを登録することをさらに備え、前記第２のＵＥは、前
記コントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信に応答して登録を要
求する



(2) JP 5908488 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

　請求項１の方法。
【請求項３】
　前記フェムトセルが、前記ＵＥの検出に応答して、前記コントロールインフォメーショ
ンを備える不連続なインバンド送信をディセーブルにすることと、
　前記フェムトセルが、フェムトセルベースステーションを発見することを前記ＵＥに合
図するために、インバンド送信を実行することと、
　をさらに備えた請求項１の方法。
【請求項４】
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記ＵＥの存在を検出することの前に、前
記ＵＥを検出するために前記ＯＯＢ信号が送信されながら、前記インバンド送信を静的な
不活性な状態に遷移させることをさらに備えた
　請求項１の方法。
【請求項５】
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記ＯＯＢフェムトプロキシによるプロキ
シミティ検出に応答して不連続な送信サイクルをモディファイすることをさらに備えた
　請求項１の方法。
【請求項６】
　前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信は、前記ＵＥへの送信に対するウェイ
クアップ期間をスケジュールすることを備える
　請求項１の方法。
【請求項７】
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミ
ナルへの送信のための前記フェムトセルでのウェイクアップ期間をシンクロナイズさせる
ことをさらに備えた
　請求項１の方法。
【請求項８】
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記フェムトセルにおけるアイドルモード
において、ＵＥへのダウンストリーム送信に対する不連続なサイクルタイム及びウェイク
アップ期間タイミングを設定することをさらに備えた
　請求項１の方法。
【請求項９】
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記フェムトセルにおける接続モードにお
いて、ＵＥへのダウンストリーム送信に対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアッ
プ期間タイミングを設定することをさらに備えた
　請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記不連続なサイクルタイム及びウェイク
アップ期間タイミングが接続モードにおいて前記ＵＥに対して設定された後、前記フェム
トセルにおけるアイドルモードにおいて前記ＵＥに対する不連続なサイクルタイム及びウ
ェイクアップ期間タイミングを設定することをさらに備え、前記アイドルモードにおける
前記ＵＥに対する前記不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングは、前
記アイドルモードにおけるウェイクアップ期間が接続モードにおける前記ウェイクアップ
期間のサブセットにオーバーラップするように設定される
　請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記ＵＥ及び複数の他の登録されたＵＥに
対する不連続な受信タイミングを決定することと、
　前記不連続送信コントロールモジュールが、前記ウェイクアップ状態を前記決定された
受信タイミングにマッチさせることと、
　をさらに備えた請求項１の方法。
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【請求項１２】
　前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実行され、
　インバンド周波数は、前記フェムトセルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用いる
ことが可能であり、
　前記ＯＯＢ信号はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である
　請求項１の方法。
【請求項１３】
　前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実行され、
　インバンド周波数は、前記フェムトセルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用いる
ことが可能である
　請求項１の方法。
【請求項１４】
　前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実行され、
　前記ＯＯＢ信号はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である
　請求項１の方法。
【請求項１５】
　フェムトセルにおける無線通信のための装置であって、
　１以上のアンテナと、
　前記１以上のアンテナに結合され、インバンド信号及びアウトオブバンド（ＯＯＢ）信
号を送信及び受信するように構成されているトランシーバと、
　前記トランシーバに通信的に結合され、前記ＯＯＢ信号に対する応答を用いて前記フェ
ムトセル内のユーザー機器（ＵＥ）の存在を検出するように構成されているフェムトプロ
キシモジュールと、
　前記フェムトプロキシモジュール及び前記トランシーバに通信的に結合され、前記検出
された存在に応答して、前記フェムトセルで前記ＵＥを登録し、前記登録されたＵＥに向
けられたコントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信を発生し、前
記ＵＥの存在を検出する前に、前記コントロールインフォメーションを備える不連続なイ
ンバンド送信を発生するように構成され、前記不連続なインバンド送信がウェイクアップ
状態及びパワーダウン状態のシリーズを備えるフェムトセルアクセスポイントと、
　前記フェムトセルアクセスポイントに通信的に結合され、前記コントロールインフォメ
ーションを備える不連続なインバンド送信の不連続なサイクルタイムを、前記登録された
ＵＥへの不連続なインバンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更するように構成
されている不連続送信コントロールモジュールと、
　を備えた装置。
【請求項１６】
　前記フェムトセルアクセスポイントは、
　前記ＵＥの検出の際に前記コントロールインフォメーションを備える不連続なインバン
ド送信をディセーブルにし、
　前記フェムトセルを発見することを前記ＵＥに合図するために前記ＵＥの検出に応答し
て連続的なインバンド送信を発生するように、
　さらに構成されている請求項１５の装置。
【請求項１７】
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥがアイドルモードに遷移するとき
に前記不連続なサイクルタイムを変更するように構成されている
　請求項１５の装置。
【請求項１８】
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥが接続モードに遷移するときに前
記不連続なサイクルタイムを変更するように構成されている
　請求項１５の装置。
【請求項１９】
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　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥの存在の前記検出の前に、前記Ｕ
Ｅを検出するために前記ＯＯＢ信号が送信されながら、静的な不活性な状態に入らせるた
めに前記フェムトセルアクセスポイントをトリガするように構成されている
　請求項１５の装置。
【請求項２０】
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記フェムトプロキシモジュールによるプ
ロキシミティ検出に応答して不連続な送信サイクルをモディファイするように構成されて
いる
　請求項１５の装置。
【請求項２１】
　前記フェムトセルアクセスポイントは、ウェイクアップ状態の間に前記ＵＥにアクセス
パラメータを送信するように構成されている
　請求項１５の装置。
【請求項２２】
　前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信は、前記ＵＥへの送信に対するウェイ
クアップ期間をスケジュールすることを備える
　請求項１５の装置。
【請求項２３】
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミ
ナルへの送信のための前記フェムトセルアクセスポイントに対するウェイクアップ期間を
シンクロナイズさせるように構成されている
　請求項１５の装置。
【請求項２４】
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥ及び複数の他の登録されたＵＥに
対する不連続な受信タイミングを決定し、前記ウェイクアップ状態を前記決定された受信
タイミングにマッチさせるように構成されている
　請求項１５の装置。
【請求項２５】
　前記装置は、フェムトプロキシシステムを用いるホームノードＢを備え、
　前記登録は、インバンド送信を用いて実行される
　請求項１５の装置。
【請求項２６】
　フェムトセルにおける無線通信のための装置であって、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を送信する手段と、
　前記ＯＯＢ信号に対する応答を用いてフェムトセルカバレージエリア内のユーザー機器
（ＵＥ）の存在を検出する手段と、
　前記検出された存在に応答して、前記フェムトセルで前記ＵＥを登録する手段と、
　前記登録されたＵＥへのコントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド
送信を実行し、前記不連続なインバンド送信がウェイクアップ状態及びパワーダウン状態
のシリーズを備える手段と、
　前記ＵＥの存在を検出する前に、前記コントロールインフォメーションを備える不連続
なインバンド送信を実行する手段と、
　前記コントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信の不連続なサイ
クルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信に対する異なったサイク
ルタイムに変更する手段と、
　を備える装置。
【請求項２７】
　前記検出に応答して、前記不連続なサイクルタイムを変更する手段をさらに備えた
　請求項２６の装置。
【請求項２８】
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　前記コントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信の不連続なサイ
クルタイムを、アイドルモードにおいて前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信
に対する異なったサイクルタイムに変更する手段をさらに備えた
　請求項２６の装置。
【請求項２９】
　前記ＵＥを検出するために前記ＯＯＢ信号が送信されながら、前記不連続なインバンド
送信を不活性化する手段をさらに備えた
　請求項２６の装置。
【請求項３０】
　前記ＯＯＢ信号によるプロキシミティ検出に応答して不連続な送信サイクルをモディフ
ァイする手段をさらに備えた
　請求項２６の装置。
【請求項３１】
　前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルへの送信のための前記フェムトセルでの
ウェイクアップサイクルをシンクロナイズさせる手段をさらに備えた
　請求項２６の装置。
【請求項３２】
　前記装置は、フェムトプロキシシステムであり、
　インバンド周波数は、前記フェムトセルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用いる
ことが可能であり、
　前記ＯＯＢ信号はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である
　請求項２６の装置。
【請求項３３】
　フェムトセルにおける無線通信のためのプロセッサであって、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を送信し、
　前記ＯＯＢ信号に対する応答を用いてフェムトセルカバレージエリア内のユーザー機器
（ＵＥ）の存在を検出し、
　前記検出された存在に応答して、前記フェムトセルで前記ＵＥを登録し、
　前記登録されたＵＥへのコントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド
送信を実行し、前記不連続なインバンド送信がウェイクアップ状態及びパワーダウン状態
のシリーズを備え、
　前記ＵＥの存在を検出する前に、前記コントロールインフォメーションを備える不連続
なインバンド送信を実行し、
　前記コントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信の不連続なサイ
クルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信に対する異なったサイク
ルタイムに変更する
　ように構成されているプロセッサ。
【請求項３４】
　前記検出に応答して、前記コントロールインフォメーションを備える不連続なインバン
ド送信の不連続なサイクルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信に
対する異なったサイクルタイムに変更するようにさらに構成されている
　請求項３３のプロセッサ。
【請求項３５】
　アイドルモードにおける前記不連続なインバンド送信の不連続なサイクルタイムを、接
続モードにおける前記不連続なインバンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更す
るようにさらに構成されている
　請求項３３のプロセッサ。
【請求項３６】
　前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルへの送信のための前記フェムトセルでの
ウェイクアップサイクルをシンクロナイズさせ、
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　不連続な受信に対する前記ＵＥ及び前記複数の他の登録されたターミナルに前記シンク
ロナイズしたサイクルタイムで合図をするようにさらに構成されている
　請求項３３のプロセッサ。
【請求項３７】
　プロセッサ読み取り可能なインストラクションを備えたプロセッサ読み取り可能な記憶
媒体であって、前記プロセッサ読み取り可能なインストラクションはプロセッサに、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を送信させ、
　前記ＯＯＢ信号に対する応答に基づいて、ＯＯＢフェムトプロキシを用いてフェムトセ
ルカバレージエリア内のユーザー機器（ＵＥ）の存在を検出させ、
　前記検出された存在に応答して、前記フェムトセルで前記ＵＥを登録させ、
　前記登録されたＵＥへのコントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド
送信を実行させ、前記不連続なインバンド送信がウェイクアップ状態及びパワーダウン状
態のシリーズを備え、
　前記ＵＥの存在を検出する前に、前記コントロールインフォメーションを備える不連続
なインバンド送信を実行させ、
　前記コントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信の不連続なサイ
クルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信に対する異なったサイク
ルタイムに変更させるように構成されている
　プロセッサ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下は、一般に無線通信に関し、より具体的にはフェムトセルにおける不連続なダウン
ストリーム送信（discontinuous downstream transmission）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、広く発展し、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
放送等のような、種々のタイプの通信コンテントに提供されている。これらのシステムは
、利用可能なシステムリソース（例えば、時間、周波数、及び電力）をシェアすることに
よって、複数のユーザーとの通信をサポートすることが可能なマルチプルアクセスシステ
ムであるかもしれない。そのようなマルチプルアクセスシステムの例は、コード分割マル
チプルアクセス（ＣＤＭＡ）システム、時間分割マルチプルアクセス（ＴＤＭＡ）システ
ム、周波数分割マルチプルアクセス（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰロングタームエボル
ーション（ＬＴＥ）システム、及び直交周波数分割マルチプルアクセス（ＯＦＤＭＡ）シ
ステムを含む。
【０００３】
　一般に、無線マルチプルアクセス通信システムは、多くのベースステーションを含むか
もしれず、それぞれは複数のモバイルターミナルに対する通信を同時にサポートするかも
しれない。ベースステーションは、ダウンストリーム及びアップストリームリンク上でモ
バイルターミナルと通信するかもしれない。各ベースステーションは、カバレージレンジ
を有し、それはセルのカバレージエリアとして参照されるかもしれない。セルラー展開に
おいて、マクロセルは、いなかの（rural）、郊外の（suburban）、及び都会の（urban）
エリアといった、広い領域に仕えるセルを記述するために用いられる。「フェムトセル」
は、より小さなセルであり、典型的には、家庭、小ビジネス、ビルディング、或いは他の
制限された領域内での使用に対して展開される。それは、ブロードバンド接続を介してサ
ービスプロバイダのネットワークにしばしば接続される。３ＧＰＰタームにおいて、フェ
ムトセルは、ＬＴＥに対するＵＭＴＳ（ＷＣＤＭＡ(登録商標）、或いはハイスピードパ
ケットアクセス（ＨＳＰＡ）及びＨｏｍｅｅＮｏｄｅＢ（ＨｅＮＢ））に対するＨｏｍｅ
ＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）として参照されるかもしれない。
【０００４】



(7) JP 5908488 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

　フェムトセル送信は、同じ周波数で展開される他のフェムトセルやマクロセルに対して
セルラー間干渉を引き起こすかもしれない。この干渉は、それらのセルにおいてキャパシ
ティ及びユーザーが知覚するパフォーマンスを劣化させる。セルラー間干渉は、ユーザー
機器（user equipment）（ＵＥ）によってフェムトセルの発見を容易にするために、フェ
ムトセルがインバンド信号（in-band signal）を連続的に送信するときに、引き起こされ
るかもしれない。しかしながら、連続的なインバンド送信の全てが必要ではないかもしれ
ない。過度のインバンド信号を送信することは、ＨＮＢ／ＨｅＮＢでの電力消費に悪影響
を与え、隣接するセルでの干渉を引き起こすかもしれない。
【発明の概要】
【０００５】
　説明される特徴は一般に、フェムトセルにおける不連続なダウンストリーム送信に対す
る１以上の改善されたシステム、方法、及び／又は装置に関連する。説明される方法及び
装置の応用性のさらなる観点は、以下の詳細な説明、クレーム及び図面から明らかになる
であろう。詳細な説明及び実施例は、説明のためにのみ与えられており、説明の精神及び
範囲内の変更及び変形は、当業者に明らかになるであろう。
【０００６】
　システム、方法、デバイス、及びコンピュータプログラム製品は、無線通信システムに
おける不連続な送信のために説明される。一例において、フェムトセルは、フェムトセル
カバレージエリア内のＵＥの存在を検出するために、アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を
用いる。検出に応答して、フェムトセルは、検出されたＵＥとの通信及び検出されたＵＥ
の登録を容易にするために、インバンド（in-band）信号を送信するかもしれない。フェ
ムトセルは、登録されたＵＥに不連続なインバンド送信（discontinuous in-band transm
ission）を実行するかもしれない。
【０００７】
　フェムトセルにおける無線通信の例示的な方法は、アウトオブバンド（ＯＯＢ）フェム
トプロキシ（femto-proxy）を用いてフェムトセルカバレージエリア内のユーザー機器（u
ser equipment）（ＵＥ）の存在を検出し、検出された存在に応答するフェムトセルでＵ
Ｅを登録し（register）、登録されたＵＥに不連続なインバンド送信を実行することを含
み、不連続なインバンド送信はウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズ（series
 of wake-up and powered down states）を備える。
【０００８】
　そのような方法の実施例は、以下の特徴の１以上を含むかもしれない；不連続なインバ
ンド送信を実行することは、ＵＥの存在を検出する前のコントロールインフォメーション
を備える；第２のＵＥを登録し、第２のＵＥは、コントロールインフォメーションを備え
た不連続なインバンド送信に応答する登録を要求する；ＵＥの検出に応答するコントロー
ルインフォメーションを備えた不連続なインバンド送信をディセーブル（disable）にし
、フェムトセルベースステーションを発見する（discover）ことをＵＥに合図する（sign
al）ために、インバンド送信を実行する;コントロールインフォメーションを備える不連
続なインバンド送信の不連続なサイクルタイムを、登録されたＵＥへの不連続なインバン
ド送信に対する異なったサイクルタイムに変更する;ＵＥの存在を検出することの前に、
ＵＥを検出するためにＯＯＢ信号が送信されながら、インバンド送信を静的な不活性な状
態（static deactivated state）に遷移させる。
【０００９】
　また、実施例は、ＯＯＢフェムトプロキシによるプロキシミティ検出に応答して不連続
な送信サイクルをモディファイすることを含み、登録されたＵＥへの不連続なインバンド
送信は、ＵＥへの送信に対するウェイクアップ期間をスケジュールすることを備え；ＵＥ
及び複数の他の登録されたターミナルへの送信のためのフェムトセルでのウェイクアップ
期間をシンクロナイズさせ；フェムトセルにおけるアイドルモード（idle mode）におい
て、ＵＥへのダウンストリーム送信に対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ
期間タイミング（wake-up period timing）を設定し；フェムトセルにおける接続モード
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（connected mode）において、ＵＥへのダウンストリーム送信に対する不連続なサイクル
タイム及びウェイクアップ期間タイミングを設定し；不連続なサイクルタイム及びウェイ
クアップ期間タイミングが接続モードにおいてＵＥに対して設定された後、フェムトセル
におけるアイドルモードにおいてＵＥに対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアッ
プ期間タイミングを設定し、アイドルモードにおけるＵＥに対する不連続なサイクルタイ
ム及びウェイクアップ期間タイミングは、アイドルモードにおけるウェイクアップ期間が
接続モードにおけるウェイクアップ期間のサブセットに実質的にオーバーラップするよう
に設定され；ＵＥ及び複数の他の登録されたＵＥに対する不連続な受信タイミング（rece
ption timing）を決定し、ウェイクアップ状態を決定された受信タイミングにマッチさせ
；前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実行され、インバンド周波数は、フ
ェムトセルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用いることが可能であり、ＯＯＢ信号
はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号であり；前記方法は、複数のネットワークデバイ
スによって実行され、インバンド周波数は、フェムトセルとの通信に加えてマクロセルと
の通信に用いることが可能であり；前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実
行され、ＯＯＢ信号はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である。
【００１０】
　フェムトセルにおける無線通信のための例示的な装置は、１以上のアンテナと、１以上
のアンテナに結合され、インバンド及びアウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を送信及び受信
するように構成されたトランシーバと、トランシーバに通信的に結合され（communicativ
ely coupled）、ＯＯＢ信号を用いてフェムトセル内のユーザー機器（ＵＥ）の存在を検
出するように構成されたフェムトプロキシモジュールと、フェムトプロキシモジュール及
びトランシーバに通信的に結合され、検出された存在に応答するフェムトセルでＵＥを登
録し、ウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズを備えた登録されたＵＥに向けら
れた（directed）不連続なインバンド送信を発生するように構成されたフェムトセルアク
セスポイントと、を含む。フェムトセルアクセスポイントはさらに、ＵＥの存在を検出す
る前のコントロールインフォメーションを備えた不連続なインバンド送信を発生するよう
に構成され；フェムトセルアクセスポイントは、ＵＥの検出に応答してコントロールイン
フォメーションを備えた不連続なインバンド送信をディセーブルにし、フェムトセルを発
見することをＵＥに合図するためにＵＥの検出に応答して連続的なインバンド送信を発生
するように、さらに構成されている。
【００１１】
　そのような装置の実施例は、１以上の以下の特徴を含むかもしない；フェムトセルアク
セスポイントに通信的に結合された不連続送信コントロールモジュール含み、不連続送信
コントロールモジュールは、コントロールインフォメーションを備える不連続なインバン
ド送信の不連続なサイクルタイムを、登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信に対す
る異なったサイクルタイムに変更するように構成されている。不連続送信コントロールモ
ジュールは、ＵＥがアイドルモード或いは接続モードに遷移するときに、不連続なサイク
ルタイムを変更するように構成されている。不連続送信コントロールモジュールは、ＵＥ
の存在の検出の前に、ＵＥを検出するためにＯＯＢ信号が送信されながら、静的な不活性
な状態に入らせるためにフェムトセルアクセスポイントをトリガするように構成され、或
いは、フェムトプロキシモジュールによるプロキシミティ検出に応答して不連続な送信サ
イクルをモディファイするように構成されている。
【００１２】
　フェムトセルアクセスポイントは、ウェイクアップ状態の最中にＵＥにアクセスパラメ
ータを送信するように構成されているかもしれず、登録されたＵＥへの不連続なインバン
ド送信は、ＵＥへの送信に対するウェイクアップ期間をスケジュールすることを備え、不
連続送信コントロールモジュールは、ＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルへの送信
のためのフェムトセルアクセスポイントに対するウェイクアップ期間をシンクロナイズさ
せ、ＵＥ及び複数の他の登録されたＵＥに対する不連続な受信タイミングを決定し、ウェ
イクアップ状態を決定された受信タイミングにマッチさせる。前記装置は、フェムトプロ
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キシシステムを用いるホームノードＢであるかもしれず、前記登録は、インバンド送信を
用いて実行されるかもしれない。
【００１３】
　装置は、アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を用いてフェムトセルカバレージエリア（fe
ntocell coverage area）内のユーザー機器（ＵＥ）の存在（presence）を検出する手段
と、検出された存在に応答する（responsive to）フェムトセルでＵＥを登録する（resis
tor）手段と、ウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズを備える登録されたＵＥ
への不連続なインバンド送信（discontinuous in-band transmission）を実行する手段と
、を含むかもしれない。装置は、検出に応答する不連続なサイクルタイムを変更する手段
を含むかもしれず、コントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信の
不連続なサイクルタイムを、アイドルモードにおいて登録されたＵＥへの不連続なインバ
ンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更する手段をさらに含むかもしれず、ＵＥ
を検出するためにＯＯＢ信号が送信されながら、不連続なインバンド送信を不活性化する
手段、ＯＯＢフェムトプロキシによるプロキシミティ検出に応答して不連続な送信サイク
ルをモディファイする手段、或いは、ＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルへの送信
のためのフェムトセルでのウェイクアップ期間をシンクロナイズさせる手段を含んでもよ
く、前記装置は、フェムトプロキシシステムであり、前記インバンド周波数は、フェムト
セルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用いることが可能であり、前記ＯＯＢ信号は
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である。
【００１４】
　フェムトセルにおける無線通信のための例示的なプロセッサは、以下を実行する；アウ
トオブバンド（ＯＯＢ）信号を用いてフェムトセルカバレージエリア内のユーザー機器（
ＵＥ）の存在（presence）を検出し、検出された存在に応答する（responsive to）フェ
ムトセルでＵＥを登録し（resister）、ウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズ
を備える登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信を実行する。プロセッサは、検出に
応答して、コントロールインフォメーションを備える不連続なインバンド送信の不連続な
サイクルタイムを、登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信に対する異なったサイク
ルタイムに変更してもよく、アイドルモード（idle mode）における不連続なインバンド
送信の不連続なサイクルタイムを、接続モード（connected mode）における不連続なイン
バンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更してもよく、ＵＥ及び複数の他の登録
されたターミナルへの送信のためのフェムトセルでのウェイクアップサイクルをシンクロ
ナイズさせ、或いは、不連続な受信に対するＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルに
シンクロナイズしたサイクルタイムで合図をする（signal）ようにしてもよい。
【００１５】
　プロセッサ読み取り可能な媒体に存在し、プロセッサ読み取り可能なインストラクショ
ンを備えた例示的なコンピュータプログラム製品は、アウトオブバンド（ＯＯＢ）フェム
トプロキシ（femto-proxy）を用いてフェムトセルカバレージエリア内のユーザー機器（
ＵＥ）の存在を検出し、検出された存在に応答するフェムトセルでＵＥを登録し、ウェイ
クアップ及びパワーダウン状態のシリーズを備える登録されたＵＥへの不連続なインバン
ド送信を実行するかもしれない。
【００１６】
　フェムトセルにおける無線通信の例示的な方法は、フェムトセルにおける接続モードに
おいて、ユーザー機器（ＵＥ）へのダウンストリーム送信に対する不連続なサイクルタイ
ム及びウェイクアップ期間タイミングを設定することと、不連続なサイクルタイム及びウ
ェイクアップ期間タイミングが接続モードにおいてＵＥに対して設定された後、フェムト
セルにおけるアイドルモードにおいてＵＥに対する不連続なサイクルタイム及びウェイク
アップ期間タイミングを設定することとを含むかもしれず、アイドルモードにおけるＵＥ
に対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングは、アイドルモード
におけるウェイクアップ期間が接続モードにおけるウェイクアップ期間のサブセット（su
bset）に実質的にオーバーラップするように設定されてもよい。接続モードにおけるＵＥ
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に対する不連続なサイクルタイムは、アイドルモードにおけるＵＥよりも短いかもしれな
い。フェムトセルにおけるアイドルモードにおいてＵＥに対するウェイクアップ期間タイ
ミングを設定することは、アイドルモードにおけるＵＥに対するウェイクアップ期間のス
タートを、接続モードにおけるＵＥに対するウェイクアップ期間のスタートにアライン（
align）させることを含むかもしれない。アイドルモードにおけるＵＥに対するウェイク
アップ期間の長さは、接続モードにおけるＵＥに対するウェイクアップ期間に実質的に等
しいかもしれない。アイドルモードにおけるＵＥに対する不連続なサイクルタイムは、接
続モードにおけるＵＥに対する不連続なサイクルタイムの整数倍に実質的に等しいかもし
れない。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、無線通信システムのブロック図を示している。
【図２Ａ】図２Ａは、フェムトプロキシシステムを含む例示的な無線通信システムのブロ
ック図を示している。
【図２Ｂ】図２Ｂは、フェムトプロキシシステムの代替的な構成を含む例示的な無線通信
システムのブロック図を示している。
【図３】図３は、通信マネージメントサブシステムの機能をインプリメントするためのプ
ロセッサモジュールの実施例のブロック図を示している。
【図４】図４は、ＵＥの実施例のブロック図を示している。
【図５Ａ】図５Ａは、フェムトセルでの不連続な送信に対するタイミング図を示している
。
【図５Ｂ】図５Ｂは、フェムトセルでの不連続な送信に対するタイミング図を示している
。
【図５Ｃ】図５Ｃは、フェムトセルでの不連続な送信に対するタイミング図を示している
。
【図６】図６は、フェムトセルでの不連続なダウンストリーム送信の方法のフローチャー
トである。
【図７】図７は、タイミングサイクルのダイナミックなチェンジングを用いたフェムトセ
ル内の不連続なダウンストリーム送信の方法のフローチャートである。
【図８】図８は、種々のタイミングサイクルアラインメントテクニックを用いたフェムト
セル内の不連続なダウンリンク送信の方法のフローチャートである。
【図９】図９は、異なった構成のＵＥに対するフェムトセル内の不連続なダウンリンク送
信の方法のフローチャートである。
【図１０】図１０は、フェムトセル内の不連続なインバンド送信のタイミングをシンクロ
ナイズする方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　無線通信システムにおける不連続なダウンストリーム送信のマネージメントが説明され
る。フェムトセルにおいてユーザーが登録されていないとき、フェムトセルは、アウトオ
ブバンド（out-of-band）（ＯＯＢ）信号及びインバンド（in-band）コントロールインフ
ォメーション（例えば、パイロット信号）の不連続な送信（discontinuous transmission
）を用いて、ユーザー機器（user equipment）（ＵＥ）によるフェムトセルの発見（disc
overy）を容易にするかもしれない。一例において、フェムトセルは、ＯＯＢ信号を用い
てフェムトセルカバレージエリア（femtocell coverage area）内のＵＥの存在（presenc
e）を検出する。検出に応答して、フェムトセルは、検出されたＵＥとの通信及び検出さ
れたＵＥの登録（registration）を容易にするために、連続的なインバンド信号のセット
を送信するかもしれない。登録されたＵＥは、アイドルモード（idle mode）に入るかも
しれず、フェムトセルは、登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信（discontinuous 
in-band transmission）を実行するかもしれない。ＵＥが接続モード（connected mode）
に入ると、フェムトセルは、不連続な送信のサイクルをモディファイ（modify）するかも
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しれない。
【００１９】
　ここで説明されるテクニックは、ＣＤＭＡ，ＴＤＭＡ，ＦＤＭＡ，ＯＦＤＭＡ，ＳＣ－
ＦＤＭＡ、及び他のシステムのような、種々の無線通信システムに用いられるかもしれな
い。「システム」及び「ネットワーク」なる語句は、しばしば互換的に用いられる。ＣＤ
ＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、Universal Terrestrial Radio Access（ＵＴＲＡ）
といった無線技術をインプリメントするかもしれない。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０
００，ＩＳ－９５，及びＩＳ－８５６スタンダードをカバーする。ＩＳ－２０００　Ｒｅ
ｌｅａｓｅｓ０及びＡは、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘ等として参照されるかもしれな
い。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯハイレート
パケットデータ（ＨＲＰＤ）等として参照されるかもしれない。ＵＴＬＡは、ワイドバン
ドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）及び他の種々のＣＤＭＡを含む。ＴＤＭＡシステムは、Global
 System for Mobile Communication（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技術をインプリ
メントするかもしれない。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（Ｕ
ＭＢ），Evolved ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ），ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ），Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ），ＩＥＥＥ８０２．２０，Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登
録商標）等をインプリメントするかもしれない。ＵＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲＡは、Universa
l Mobile Telecommunication System（ＵＭＴＳ）の一部である。3GPP Long Term Evolut
ion（ＬＴＥ）及び LTE Advanced（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＵＭＴＳの新
しいリリースである。ＵＴＲＡ，Ｅ－ＵＴＲＡ，ＵＭＴＳ，ＬＴＥ，ＬＴＥ－Ａ，及びＧ
ＳＭ（登録商標）は、"3rd Generation Partnership Project"（３ＧＰＰ）と名付けられ
た組織からの文書に説明されている。ＣＤＭＡ２０００及びＵＭＢは、"3rd Generation 
Partnership Project 2"（３ＧＰＰ２）と名付けられた組織からの文書に説明されている
。ここで説明されるテクニックは、他のシステム及び無線技術と同様に、上述したシステ
ム及び無
線技術に用いられるかもしれない。以下の説明は、しかしながら、例示目的のためにＬＴ
Ｅシステムを説明し、ＬＴＥアプリケーション以外にも応用可能であるが、ＬＴＥ技術は
以下の説明の多くで用いられる。
【００２０】
　それ故、以下の説明は例を提供し、クレームで明らかにされる範囲、適用性或いは構成
を制限しない。変更は、開示の精神及び範囲から逸脱することなく、議論される要素の機
能及びアレンジメントにおいてなされるかもしれない。種々の形態が、適宜、種々の手順
或いはコンポーネントを削除、置き換え、或いは付加するかもしれない。例えば、説明さ
れる方法は、説明される順序とは異なる順序で実行されるかもしれず、種々のステップが
追加、削除或いは結合されるかもしれない。また、実施形態について説明される特徴は、
他の実施形態に組み合わせられるかもしれない。以下の説明では、ＤＴＸ及び不連続な送
信なるタームを互換的に用いる。
【００２１】
　図１を参照すると、ブロック図は、無線通信システム１００の一例を示している。シス
テム１００は、セル１１０内に配置されたベーストランシーバステーション（ＢＴＳ）１
０５、モバイル（mobile）ユーザー機器（user equipment）（ＵＥ）１１５、及びベース
ステーションコントローラ（ＢＳＣ）１２０を含んでいる。システム１００は、複数のキ
ャリア上のオペレーション（波形信号及び異なった周波数）をサポートするかもしれない
。マルチキャリア送信機は、変調された信号を同時に複数のキャリア上で送信することが
できる。各変調された信号は、ＣＤＭＡ信号、ＴＤＭＡ信号、ＯＦＤＭＡ信号、ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ信号等であるかもしれない。各変調された信号は、異なるキャリア上で送られるか
もしれず、コントロールインフォメーション（例えば、パイロット信号）、オーバーヘッ
ドインフォメーション、データ等を運ぶかもしれない。システム１００は、ネットワーク
リソースを効率的に割り当てることが可能なマルチキャリアＬＴＥネットワークであるか
もしれない。
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【００２２】
　ＢＴＳ１０５は、ベースステーションアンテナを介してＵＥ１１５と無線通信するかも
しれない。ＢＴＳ１０５は、複数のキャリアを介してＢＳＣのコントロール下でＵＥ１１
５と通信するように構成されている。ＢＴＳ１０５のそれぞれは、対応する地理的エリア
（ここでは、セル１１０－ａ、１１０－ｂ、或いは１１０ｃ）に対する通信範囲を提供す
ることができる。システム１００は、異なるタイプのＢＴＳ１０５（マクロ、ミクロ及び
／又はピコベースステーション）を含むかもしれない。
【００２３】
　ＵＥ１１５は、セル１１０中に分散しているかもしれない。ＵＥ１１５は、モバイルス
テーション、モバイルデバイス、アクセスターミナル（ＡＴ）、或いはサブスクライバユ
ニットとして参照されるかもしれない。ＵＥ１１５はここでは、セルラフォン及び無線通
信デバイスを含み、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、他のハンドへルドデバ
イス、ネットブック、ノートブックコンピュータ等をも含むかもしれない。
【００２４】
　以下の議論について、ＵＥ１１５は、複数のＢＴＳ１０５によって容易にされたマクロ
或いは類似するネットワーク上で動作する（キャンプされる（camped）（以後、説明を容
易にするため、マクロＢＴＳ１０５及びマクロ通信ネットワークは例示目的のために用い
られ、原理がマクロ又はピコセルに適用されないかもしれない）。各マクロＢＴＳ１０５
は、相対的に大きな地理的エリアをカバーするかもしれず（例えば、半径数キロメートル
）、サービスサブスクリプション（service subscription）を有するターミナルによって
制限されていないアクセスを許容するかもしれない。ＵＥ１１５の一部は、「フェムト」
或いは「ホーム」ＢＴＳによって容易にされる少なくとも１つのフェムトセル上で動作す
ることを登録される。
【００２５】
　ＵＥ１１５は一般に、スモールバッテリのような内部電源を用いて動作するかもしれず
、高いモバイル動作を容易にする。フェムトセルのようなネットワークデバイスの戦略的
な展開は、モバイルデバイスの電力消費を軽減するために用いられるかもしれない。例え
ば、フェムトセルは、そうでなければ十分な或いは同等のサービスを経験しないかもしれ
ないエリア内のサービス（例えば、キャパシティの制限、帯域幅の制限、信号フェイディ
ング、信号シャドウイング、等）を提供するために用いられるかもしれず、それにより、
ＵＥ１１５に、サーチ時間を減少させ、送信電力を減少させ、送信時間を減少させるかも
しれない。フェムトセル（例えば、フェムトＢＴＳ１０５）は、相対的に小さなサービス
エリア内でサービスを提供する（例えば、家やビルディング内）。したがって、ＵＥ１１
５は典型的には、サービスを受けるときにフェムトセルの近くに配置され、しばしばＵＥ
が低減された送信電力で通信することを許容する。
【００２６】
　一例として、フェムトセルは、レジデンスやオフィスビルディング等のユーザー建物（
premise）内に配置されたＨｏｍｅＮｏｄｅＢ（“ＨＮＢ”）としてインプリメントされ
るかもしれない。ＨＮＢは、以降、任意のフェムトセルアクセスポイントを述べるために
一般に用いられるが、制限するものとして解釈されるべきではない。ＨＮＢの位置は、最
大のカバレージのために選択されるかもしれず（例えば、中心的な位置）、グローバルポ
ジショニングサテライト（ＧＰＳ）（例えば、窓の近く）或いは他の位置へのアクセスを
許容するかもしれない。ここでの開示は、ＵＥ１１５のセットが実質的にユーザー建物内
全体にわたるカバレージを提供する単一のＨＮＢ上に登録される（例えば、ホワイトリス
ト上）ことを想定している。“ホーム”ＨＮＢは、マクロ通信ネットワークへの接続を介
して通信サービスへのアクセスをＵＥ１１５に提供する。ここで用いられるように、マク
ロ通信ネットワークは、無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）であると想定される
。「マクロ通信ネットワーク」及び「ＷＷＡＮネットワーク」のようなタームは、互換可
能である。同様のテクニックが、開示の或いはクレームの範囲から逸脱することなく、他
のタイプのネットワーク環境、ＨＮＢカバレージトポロジー等に適用されるかもしれない
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。
【００２７】
　例示的な構成において、ＨＮＢは、フェムトプロキシ（femto-proxy）システムとして
の１以上のアウトオブバンド（out-of-band）（ＯＯＢ）プロキシとともに集積化される
かもしれない。ここで用いられる「アウトオブバンド」或いは「ＯＯＢ」は、マクロ通信
ネットワーク（或いは、適用可能であるようなマクロ又はピコセル）についてアウトオブ
バンドである任意のタイプの通信を含む。例えば、ＯＯＢプロキシ及び／又はＵＥ１１５
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（例えば、クラス１、クラス１．５、及び／又はク
ラス２）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１５．４－２００３無
線スタンダード）、及び／又は、任意の他の有用なタイプのマクロネットワークバンドの
外の通信、を用いて動作するように構成されているかもしれない。
【００２８】
　ＯＯＢのＨＮＢとの集積化（integration）は、多くの特徴を提供するかもしれない。
例えば、ＯＯＢプロキシは、低減された干渉、低電力ＨＮＢ登録（registration）、及び
／又は再選択（reselection）を許容するかもしれない。さらに、ＯＯＢ機能（functiona
lity）のＨＮＢとの集積化は、ＨＮＢに関連付けられたＵＥ１１５がＯＯＢピコネット（
piconet）の一部であることをも許容するかもしれない。ピコネットは、増強されたＨＮ
Ｂ機能、他の無線サービス、電力管理機能、及び／又はＵＥ１１５への他の特徴を容易に
するかもしれない。これら及び他の特徴は、以下の説明からさらに認識されるであろう。
【００２９】
　図２Ａは、フェムトプロキシシステム２９０－ａを含む無線通信システム２００－ａの
ブロック図を示している。フェムトプロキシシステム２９０－ａは、単一のデバイスに集
積される、或いは多くのネットワークデバイス（すなわち、直接的或いは間接的に、フェ
ムトプロキシシステム２９０－ａの機能を提供する、互いに通信する多くの異なったデバ
イス）に構成されるかもしれない。フェムトプロキシシステム２９０－ａは、フェムトプ
ロキシモジュール２４０－ａ、ＤＴＸモジュール２３５－ａ、ＨＮＢ２３０－ａ、及び通
信マネージメントサブシステム２５０を含んでいる。ＨＮＢ２３０－ａは、フェムトＢＴ
Ｓであるかもしれない。フェムトプロキシシステム２９０－ａは、アンテナ２０５、トラ
ンシーバモジュール２１０、メモリ２１５、及びプロセッサモジュール２２５も含み、そ
れらは、直接的或いは間接的に相互に（例えば、１以上のバス上で）通信を行うかもしれ
ない。トランシーバモジュール２１０は、アンテナ２０５を介してＵＥ１１５と双方向に
通信するように構成されている。トランシーバモジュール２１０（及び／又はフェムトプ
ロキシシステム２９０－ａの他のコンポーネント）は、マクロ通信ネットワーク１００－
ａ（例えば、ＷＷＡＮ）と双方向に（例えば、有線或いは無線リンクを通して）通信する
ように構成されている。マクロ通信ネットワーク１００－ａは、図１の通信システム１０
０であるかもしれない。
【００３０】
　メモリ２１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及びリードオンリメモリ（ＲＯＭ
）を含むかもしれない。メモリ２１５は、実行時にプロセッサモジュール２２５に対して
ここで述べる種々の機能（例えば、セルプロセッシング、データベースマネージメント、
メッセージルーティング等）を実行させるように構成されたインストラクションを含むコ
ンピュータ読み取り可能、コンピュータ実行可能なソフトウェアコード２２０を記憶する
かもしれない。或いは、ソフトウェア２２０は、プロセッサモジュール２２５によって直
接的に実行可能ではなく、例えばコンパイル及び実行されたときに、コンピュータにここ
で説明される機能を実行させるように構成されているかもしれない。
【００３１】
　プロセッサモジュール２２５は、インテリジェントなハードウェアデバイスであり、例
えば、Ｉｎｔｅｌ（登録商標）ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎやＡＭＤ（登録商標）によって製
造されたようなセントラルプロセッシングユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、
特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等である。トランシーバモジュール２１０は、パケッ
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トを変調し、変調されたパケットを送信のためのアンテナ２０５に供給し、アンテナ２０
５から受信したパケットを復調するように構成されたモデムを含むかもしれない。システ
ム２９０－ａのいくつかの例は、単一のアンテナを含むかもしれないが、システム２９０
－ａは、複数のリンクに対する複数のアンテナ２０５を含むかもしれない。例えば、１以
上のリンクは、ＵＥ１１５とともにマクロネットワーク通信をサポートするために用いら
れるかもしれない。また、１以上のＯＯＢリンクは、同一のアンテナ又は異なるアンテナ
２０５によってサポートされるかもしれない。
【００３２】
　特に、フェムトプロキシシステム２９０－ａは、ＨＮＢ２３０－ａ及びフェムトプロキ
シモジュール２４０－ａの機能の両方を提供するように構成されている。一例において、
フェムトプロキシモジュール２４０－ａは、アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を用いてフ
ェムトセル内のＵＥの存在（presence）を検出するかもしれない。ＨＮＢ２３０－ａは、
検出された存在に応答するフェムトセルでＵＥを登録する（register）かもしれず、登録
されたＵＥに向けられた（directed）不連続な（discontinuous）インバンド送信を発生
するかもしれない。
【００３３】
　それ故、ＨＮＢ２３０－ａは、不連続な送信モードで動作するかもしれず、コントロー
ルインフォメーション（例えば、システムインフォメーションブロードキャスト（ＳＩＢ
）及び／又はパイロット信号）を周期的に送信するかもしれない。不連続送信モードは、
ＨＮＢ２３０－ａが送信バースト（transmission burst）をアクティブに発生するウェイ
クアップ状態（Wake-up state）、及びＨＮＢ２３０－ａがパワーオフされ不活性化され
るパワーダウン状態（powered-down state）を含むかもしれず、そうでなければ低パワー
モードで動作するかもしれない。ウェイクアップ及びパワーダウン状態は交互に繰り返す
（alternate）かもしれず、サイクルタイムは種々のファクタに依存して変化するかもし
れない。ＤＴＸモジュール２３５－ａは、サイクルタイミングを設定するかもしれない。
例えば、ＤＴＸモジュール２３５－ａは、ＵＥ１１５の存在（presence）が検出されたと
き、ＵＥ１１５が登録されたとき、登録されたＵＥ１１５がアイドルモード（idle mode
）に入ったとき、アイドルモードのＵＥ１１５が接続モード（connected mode）に遷移し
たときに、不連続なシグナリングのサイクルタイムを変更するかもしれない。さらに、Ｄ
ＴＸモジュール２３５－ａは、通信が発生するタイプに依存して接続モード内でサイクル
期間をモディファイするかもしれない。
【００３４】
　フェムトセルが登録されたＵＥ１１５を有していない例について考える。フェムトプロ
キシモジュール２４０－ａは、フェムトセルカバレージエリアに入ったＵＥ１１５と通信
して検出することを試みるために、ＯＯＢ信号を送信するかもしれない。同時に、ＨＮＢ
２３０－ａは、不連続送信モードで動作するかもしれず、カバレージエリアに入るＵＥ１
１５によってフェムトセルの発見を容易にするためにコントロール情報を送信するかもし
れない。
【００３５】
　フェムトセルカバレージエリア内のＵＥ１１５の存在は、ＯＯＢシグナリングを用いて
検出されるかもしれない。例えば、ＵＥ１１５は、ＯＯＢ信号を受信し、フェムトプロキ
シモジュール２４０－ａと通信する（例えば、サービスをリクエストする）かもしれない
。フェムトプロキシモジュール２４０－ａは、フェムトセルカバレージエリア内のＵＥ１
１５の存在を検出するかもしれず、ＨＮＢ２３０－ａをトリガしてウェイクアップさせる
（例えば、現在のＤＴＸサイクルを中断し、パワーダウン状態から早く抜け出させる）か
もしれない。コントロールインフォメーションの不連続な送信は、ディセーブルにされる
（disabled）かもしれず、ＨＮＢ２３０－ａは、連続的な送信を開始して、ＵＥ１１５に
よるフェムトセル内の発見及び登録を容易にするかもしれない。代替的なアプローチは、
ＯＯＢリンク上でＵＥ１１５に通信されるフェムトセルのＤＴＸスケジュールに対するも
のである。この場合、現在のフェムトセルＤＴＸスケジュールを中断する必要はない。
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【００３６】
　多くの代替的なシナリオがある。例えば、ＵＥ１１５がイネーブルにされたプロキシで
ないとすると、ＵＥ１１５は、コントロールインフォメーションの不連続な通信を通して
ＨＮＢ２３０－ａによって合図される（signaled）かもしれない（ＨＮＢ２３０－ａがパ
ワーダウン状他でありながらシグナリングが生じるとすると、いくらかの遅延があるかも
しれないが）。隣接するマクロセル／フェムトセルは、フェムトセルのＤＴＸコントロー
ルインフォメーションについてセル内のＵＥ１１５に知らせるために、セル内でブロード
キャストされた（broadcasted）それらのシステムインフォメーションブロック内のフェ
ムトセルのＤＴＸスケジュールを含むことができる。一例において、ＨＮＢ２３０－ａは
、フェムトセルが登録されたＵＥ１１５を有していないときに、静的なパワーダウンモー
ドで動作するかもしれない。この場合、フェムトセルモジュール２４０ａは、ＵＥ１１５
の存在が検出されたときに、ＨＮＢ２３０－ａをトリガしてアクティブになるかもしれな
い（及びインバンド信号を送信してフェムトセルの発見を容易にする）。
【００３７】
　カバレージエリア（coverage area）で検出された（インバンド又はＯＯＢシグナリン
グを介して）ＵＥ１１５は、登録されるかもしれず（例えば、ＨＮＢ２３０－ａによって
送信された連続又は不連続なインバンド信号を介して）、アイドルモードに入る。ＨＮＢ
２３０－ａは、検出されたＵＥ１１５を登録するかもしれず、アクセスパラメータ及びス
ケジューリングインフォメーションをＵＥ１１５に送信するかもしれない（例えば、不連
続なインバンド送信によって）。一例において、ＵＥは、６４０、１２８０、２５６０或
いは５１２０ｍｓの不連続な受信サイクルを有するかもしれない。ＤＴＸモジュール２３
５－ａは、ＨＮＢ２３０－ａに対するタイミングサイクルを設定するかもしれない。新し
いＵＥ１１５がフェムトセルカバレージエリアに入ると、それらはＯＯＢシグナリングに
基づくＨＮＢ２３０－ａウェイクアップ及び存在検出（presence detection）をトリガす
るかもしれず、或いはコントロールインフォメーションの不連続なインバンド送信に基づ
いて再トリガするかもしれない。
【００３８】
　一例において、ＵＥ１１５の不連続な受信サイクルは、ＵＥ１１５ＩＤ（例えば、ＵＥ
のＩＭＳＩ）によって決定されるかもしれない。それ故、ウェイクアップ時間及び送信サ
イクルは、各ＵＥ１１５の不連続な受信サイクルにマッチするために適合される（tailor
ed）かもしれず、それ故、そのようなＩＤによって要求される（dictated）かもしれない
。しかしながら、これは、各登録されたＵＥ１１５に対して不連続な受信サイクルをマッ
チさせるために、ＨＮＢ２３０－ａにより頻繁にウェイクアップすることを要求するかも
しれない。他の例において、ＵＥ１１５に対する不連続な受信サイクルは、ＤＴＸモジュ
ール２３５－ａによって決定されるかもしれず、ＨＮＢ２３０－ａは、コントロールイン
フォメーションを送信して、各登録されたＵＥ１１５に対して不連続な受信サイクルをシ
ンクロナイズさせるかもしれない。このアラインメントは、サイクル間の時間を延ばすこ
とにより、さらなるパワーセービングを生じさせることができる。
【００３９】
　ＵＥ１１５が接続モード（connected mode）に遷移するとき、不連続な受信サイクル時
間は、モディファイされるかもしれない（それ故、ＨＮＢ２３０－ａに対する不連続な送
信時間が変化する）。不連続な受信サイクルは、ＷＣＤＭＡ／ＨＳＰＡシステムに対する
３ＧＧＰスタンダードで現在規定されているように以下のようであるかもしれない。
【００４０】
　　　DRX cycle in CELL DCH - 8 to 40 ms
　　　DRX cycle in CELL FACH - 40 to 320 ms
　　　DRX cycle in CELL PCH - 320 to 2560 ms
一例において、上述したように、ＵＥ１１５の不連続な受信サイクルは、ＵＥ１１５ＩＤ
（例えば、Cell Radio Network Identifier (C-RNTI) 或いは HS-DSCH Radio Network Id
entifier (HRNTI) in UMTS）によって決定されるかもしれない。それ故、ウェイクアップ
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タイム及び送信サイクルは、そのようなＩＤによって要求される（dictated）かもしれな
い。しかしながら、これは、ＨＮＢ２３０－ａが接続モードにおいてより頻繁にウェイク
アップし、各登録されたＵＥ１１５に対して不連続な受信サイクルにマッチすることを要
求するかもしれない。他の例において、ＵＥ１１５に対する不連続な受信（ＤＲＸ）サイ
クルは、ＤＴＸモジュール２３５－ａによって決定されるかもしれず、ＨＮＢ２３０－ａ
は、コントロール情報を送信して、アイドル及び接続モードの両方において（いくらかの
オーバーラップを伴って）各登録されたＵＥ１１５に対する不連続な受信サイクルをシン
クロナイズさせるかもしれない。接続モードにおける或いは接続モード及びアイドルモー
ドの両方におけるＵＥ１１５のこのアライメント（alignment）は、サイクルタイムを延
ばすことによるさらなるパワーセービングを生むことができる。一例において、第１のＵ
Ｅ１１５が接続モードに入り、ＨＮＢによって指示されるＤＲＸサイクルがネットワーク
をアクセスするために用いられる。他のＵＥ１１５が接続モードに入ると、それらのＵＥ
１１５に対するＤＲＸサイクルは、第１のＵＥ１１５にシンクロナイズされる。アイドル
モードにおけるＵＥ１１５は、それらの受信サイクルが延ばされるかもしれないが、それ
らのＤＲＸサイクルを第１のＵＥ１１５にシンクロナイズさせるかもしれない。
【００４１】
　ＵＥ１１５の遠方（perspective）から、それがフェムトセルカバレージエリアに近づ
くと、ＵＥ１１５のＯＯＢ無線（radio）は、ＯＯＢフェムトプロキシモジュール２４０
－ａから信号を受信し始め、或いはＯＯＢフェムトプロキシモジュール２４０－ａをサー
チするかもしれない。発見すると、ＵＥ１１５は、それがフェムトセルカバレージエリア
に接近していることを認識するかもしれず、ＨＮＢ２３０－ａに対するスキャンが始まる
かもしれない。
【００４２】
　ＨＮＢ２３０－ａに対するスキャンは、異なった方法でインプリメントされるかもしれ
ない。例えば、ＵＥ１１５のＯＯＢ無線（radio）によるフェムトプロキシモジュール２
４０－ａの発見に起因して、ＵＥ１１５及びフェムトプロキシシステム２９０－ａは互い
の接近に気付くかもしれない。ＵＥ１１５は、ＨＮＢ２３０－ａに対してスキャンする。
或いは、ＨＮＢ２３０－ａは、ＵＥ１１５に対してポール（poll）でき（例えば、個別に
、或いは全ての登録されたＵＥ１１５のラウンドロビンポーリング（round-robin pollin
g）の一部として）、ＵＥ１１５はポールに対して聞き耳を立てる（listen）。ＨＮＢ２
３０－ａに対するスキャンが成功したとき、ＵＥ１１５はＨＮＢ２３０－ａに登録するか
もしれない。
【００４３】
　ＵＥ１１５がフェムトセルカバレージエリア内にあり、ＨＮＢ２３０－ａに登録されて
いるとき、ＵＥ１１５はＨＮＢ２３０－ａを介してマクロ通信ネットワーク１００－ａと
通信しているかもしれない。上述したように、ＵＥ１１５は、フェムトプロキシモジュー
ル２４０－ａがマスターとして振る舞うためのピコネット（piconet）のスレーブ（slave
）であるかもしれない。例えば、ピコネットは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を用い
て動作するかもしれず、ＨＮＢ２３０－ａ内のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線（ra
dio）（例えば、トランシーバモジュール２１０の一部としてインプリメントされる）に
よって容易にされるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信リンクを含むかもしれない。
【００４４】
　ＨＮＢ２３０－ａは、ベースステーション或いは無線アクセスポイント機器の種々の構
成を有するかもしれない。ここで用いられるように、ＨＮＢ２３０－ａは、種々のターミ
ナル（例えば、クライアントデバイス（ＵＥ１１５等）、プロキシミティエイジェントデ
バイス等）と通信するデバイスであるかもしれず、ベースステーション、ＮｏｄｅＢ、及
び／又は他の類似するデバイスの幾つか或いは全ての機能を含むかもしれない。ＨＮＢ２
３０－ａとしてここで参照されるが、ここでのコンセプトは、フェムトセル構成（例えば
、ピコセル、マイクロセル等）以外のアクセスポイント構成に適用可能であるかもしれな
い。ＨＮＢ２３０－ａの例は、対応するセルラーネットワーク（例えば、マクロ通信ネッ
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トワーク１００－ａ或いはその一部）の本来の（native）プロトコル及び通信周波数を利
用し、ＨＮＢ２３０－ａに関連付けられたフェムトセルカバレージエリア内の通信を容易
にする（例えば、エリアの改善されたカバレージを提供する、増加したキャパシティを提
供する、増加した帯域幅を提供する）。
【００４５】
　ＨＮＢ２３０－ａは、図２Ａに明確に示されていない他のインターフェースと通信する
かもしれない。例えば、ＨＮＢ２３０－ａは、本来の（native）セルラー無線リンク（例
えば、「インバンド」通信リンク）を通して、ＵＥ１１５のような種々の適切な構成のデ
バイスと通信するためのトランシーバモジュール２１０（例えば、動作時に相対的に多く
の電力を消費するセルラーネットワーク通信テクニックを用いた特別なトランシーバ）の
一部として、本来の（native）セルラーインターフェースと通信するかもしれない。その
ような通信インターフェースは、限定されるものではないが、ワイドバンドコード分割マ
ルチプルアクセス（Ｗ－ＣＤＭＡ）、ＣＤＭＡ２０００、グローバルシステムフォウモバ
イルテレコミュニケーション（ＧＳＭ（登録商標））、ワールドワイドインターオペラビ
リティフォウマイクロウェーブアクセス（ＷｉＭａｘ）、及び無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）を
含む種々の通信スタンダードにしたがって動作するかもしれない。また或いは、ＨＮＢ２
３０－ａは、種々のデバイス或いは他のネットワークと通信するためのトランシーバモジ
ュール２１０の一部として（例えば、インターネット介した通信を提供するバックハウル
（backhaul）インターフェース、パケットスイッチトネットワーク、スイッチトネットワ
ーク、ラジオネットワーク、コントロールネットワーク、有線リンク、等）、１以上のバ
ックエンドネットワークインターフェースと通信するかもしれない。
【００４６】
　上述したように、ＨＮＢ２３０－ａは、直接的又は間接的に、トランシーバモジュール
２１０及び／又はフェムトプロキシモジュール２４０－ａの一部として、１以上のＯＯＢ
インターフェースと通信するかもしれない。例えば、ＯＯＢインターフェースは、動作時
に相対的に少ない電力を消費するトランシーバを含むかもしれず、及び／又は、インバン
ドトランシーバに関してインバンドスペクトラムにおける干渉をほとんど生じさせないか
もしれない。そのようなＯＯＢインターフェースは、ＵＥ１１５のＯＯＢ無線（radio）
のような種々の適切に構成されたデバイスに関して、低電力無線通信を提供する実施形態
にしたがって用いられるかもしれない。ＯＯＢインターフェースは、例えば、時分割デュ
プレックス（ＴＤＤ）スキームを用いるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）コンプライアン
ト（compliant）トランシーバであるかもしれない。ＯＯＢリンクは、ウルトラワイドバ
ンド（ＵＷＢ）リンク、ＩＥＥＥ８０２．１１リンク、ＺｉｇＢｅｅリンク、ＩＰトンネ
ル、有線リンク等であるかもしれない。さらに、バーチャルＯＯＢリンクは、バーチャル
ＯＯＢリンクとして振る舞うワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）リンク（
例えば、ＷＷＡＮリンク上のＩＰトンネル）上のＩＰベースメカニズムを利用するように
して用いられるかもしれない。
【００４７】
　ここで用いられる「ハイパワー」及び「ロウパワー」なるタームは、相対的なタームで
あり、電力消費の特定のレベルを暗示するものではない。したがって、ＯＯＢデバイス（
例えば、ＯＯＢフェムトプロキシモジュール２４０－ａ）は、動作の所与の時間に対して
本来の（native）セルラーインターフェースよりも少ない電力を消費するかもしれない（
例えば、マクロセルとの通信に対して）。いくつかのインプリメンテーションにおいて、
ＯＯＢインターフェースは、マクロ通信インターフェースと比較して、相対的に低い帯域
幅の通信、相対的に短いレンジの通信、及び／又は、相対的に低い消費電力を提供するか
もしれない。ＯＯＢデバイス及びインターフェースが、低電力、短いレンジ、及び／又は
低帯域幅であるという制限はない。
【００４８】
　フェムトプロキシモジュール２４０－ａは、種々のタイプのＯＯＢ機能を提供するかも
しれず、種々の方法でインプリメントされるかもしれない。フェムトプロキシモジュール
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２４０－ａは、スタンドアロンプロセッサベースシステム、或いはホストデバイスととも
に集積化されたプロセッサベースシステム（例えば、アクセスポイント、ゲートウェイ、
ルーター、スイッチ、リピータ、ハブ、コンセントレータ等）のような、任意の種々の構
成を有しているかもしれない。
【００４９】
　あるフェムトプロキシモジュール２４０－ａは、種々のデバイス或いはネットワークと
通信するためのトランシーバモジュール２１０（例えば、パケットスイッチトネットワー
クインターフェース、スイッチトネットワークインターフェース、ラジオネットワークイ
ンターフェース、コントロールネットワークインターフェース、有線リンク等）の一部と
して、１以上のバックエンドネットワークインターフェースを含んでいるかもしれない。
例えば、フェムトプロキシモジュール２４０－ａは、バックエンドネットワークインター
フェースを通して、ＨＮＢ２３０－ａ、及び／又は、マクロ通信ネットワーク１００－ａ
の他のマクロＢＴＳと通信するかもしれない。ＨＮＢ２３０－ａのようなホストデバイス
とともに集積化されたフェムトプロキシモジュール２４０－ａは、バックエンドネットワ
ークインターフェースの代わりの他のそのような通信インターフェースや内部バスを用い
て、フェムトプロキシモジュール２４０－ａと他のネットワーク或いはデバイスとの間で
の通信を提供するかもしれない。さらに或いは、ＯＯＢインターフェース、ネイティブセ
ルラーインターフェース等のような他のインターフェースが、フェムトプロキシモジュー
ル２４０－ａとＨＮＢ２３０－ａ及び／又は他のデバイス又はネットワークとの間の通信
を提供するために用いられるかもしれない。
【００５０】
　種々の通信ファンクション（例えば、ＨＮＢ２３０－ａ及び／又はフェムトプロキシモ
ジュール２４０－ａのそれらを含む）は、通信マネージメントサブシステム２５０を用い
て管理される（managed）かもしれない。例えば、通信マネージメントサブシステム２５
０は、マクロセル（例えば、ＷＷＡＮ）、１以上のＯＯＢネットワーク（例えば、ピコネ
ット、ＵＥ１１５ＯＯＢラジオ、他のフェムトプロキシ、ＯＯＢビーコン等）、１以上の
他のフェムトセル、ＵＥ１１５等との通信を少なくとも部分的に扱う（handle）かもしれ
ない。通信マネージメントサブシステム２５０は、バスを介してフェムトプロキシシステ
ム２９０－ａの他のコンポーネントの幾つか或いは全てと通信するフェムトプロキシシス
テム２９０－ａのコンポーネントかもしれない。
【００５１】
　種々の他のアーキテクチャが、図２Ａによって示されたもの以外にも可能である。ＨＮ
Ｂ２３０－ａ及びフェムトプロキシモジュール２４０－ａは、一緒に配置されるかもしれ
ないし配置されないかもしれず、単一のデバイスに集積化されるかもしれないし集積化さ
れないかもしれず、コンポーネントをシェアするかもしれないしシェアしないかもしれな
い。例えば、図２Ａのフェムトプロキシシステム２９０－ａは、アンテナ２０５、トラン
シーバモジュール２１０、メモリ２１５，及びプロセッサモジュール２２５を含むコンポ
ーネントを少なくとも部分的にシェアする集積化されたＨＮＢ２３０－ａ及びフェムトプ
ロキシモジュール２４０－ａを有する。
【００５２】
　図２Ｂは、図２Ａに示されたアーキテクチャとは異なったフェムトプロキシシステム２
９０－ｂのアーキテクチャを含む無線通信システム２００－ｂのブロック図を示している
。フェムトプロキシシステム２９０－ａと同様に、フェムトプロキシシステム２９０－ｂ
は、フェムトプロキシモジュール２４０－ｂ及びＨＮＢ２３０－ｂを含んでいる。しかし
ながら、システム２９０－ａとは異なり、フェムトプロキシモジュール２４０－ｂ及びＨ
ＮＢ２３０－ｂのそれぞれは、それら自身のアンテナ２０５、トランシーバモジュール２
１０、メモリ２１５、及びプロセッサモジュール２２５を有している。ＤＴＸモジュール
２３５－ａの機能は、この実施形態中のＨＮＢ２３０－ｂに集積化されている。トランシ
ーバモジュール２１０のいずれも、それらの対応するアンテナ２０５を介してＵＥ１１５
と通信するように構成されている。ＨＮＢ２３０－ｂのトランシーバモジュール２１０－
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１は、マクロ通信ネットワーク１００－ｂとの双方向通信が示されている。
【００５３】
　説明目的にため、フェムトプロキシシステム２９０－ａは、分離した通信マネージメン
トサブシステム２５０なしに示されている。いくつかの構成において、通信マネージメン
トサブシステム２５０は、フェムトプロキシモジュール２４０－ｂ及びＨＮＢ２３０－ｂ
の両方に提供されている。他の構成において、通信マネージメントサブシステム２５０は
、フェムトプロキシモジュール２４０－ｂの一部としてインプリメントされる。さらに他
の構成において、通信マネージメントサブシステム２５０の機能は、フェムトプロキシモ
ジュール２４０－ｂ及びＨＮＢ２３０－ｂの一方又は両方のコンピュータプログラム製品
（例えば、メモリ２１５内のソフトウェア２２０として記憶されている）としてインプリ
メントされている。
【００５４】
　より具体的に上述されたように、フェムトプロキシシステム２９０－ｂは、フェムトプ
ロキシモジュール２４０－ｂ及びＨＮＢ２３０－ｂの機能の両方を提供するように構成さ
れている。ＨＮＢ２３０－ｂ及びフェムトプロキシモジュール２４０－ｂは、ＨＮＢ２３
０－ａ及びフェムトプロキシモジュール２４０－ａを参照して説明されたように、同一の
或いは類似する機能を有しているかもしれない。それ故、一例において、フェムトプロキ
シモジュール２４０－ｂは、アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を用いてフェムトセル内の
ＵＥ１１５の存在を検出するかもしれない。ＨＮＢ２３０－ｂは、検出された存在（pres
ence）に応答する（responsive to）フェムトセルでＵＥ１１５を登録するかもしれず、
登録されたＵＥ１１５に向けられた（directed）不連続なインバンド送信を発生するかも
しれない。
【００５５】
　ＨＮＢ２３０－ｂは、多くの異なる不連続な送信モードで動作するかもしれず、周期的
なインフォメーションを送信するかもしれない。不連続な送信モードは、ＨＮＢ２３０－
ｂが送信バースト（burst）をアクティブに発生するウェイクアップ状態、及びＨＮＢ２
３０－ｂがパワーオフで非活性であるパワーダウン状態を含むかもしれず、そうでなけれ
ば低減されたパワーモードで動作するかもしれない。ウェイクアップ及びパワーダウン状
態は交互であり、サイクルタイムは種々のファクタに依存して変化するかもしれない。Ｄ
ＴＸモジュール２３５－ａは、サイクルタイミングを設定するかもしれない。種々の異な
ったインフォメーションは、ウェイクアップ状態の最中に送信されるかもしれず、コント
ロールインフォメーション（例えば、ＳＩＢ及び／又はパイロット信号）、不連続な送信
スケジューリングインフォメーション（例えば、スタートタイム及び／又はサイクル期間
）、及び受信された通信インフォメーション（例えば、音声データ、メッセージデータ等
）を含む。
【００５６】
　ＨＮＢ２３０－ｂは、フェムトプロキシモジュール２４０－ｂからのＯＯＢ信号の送信
とともに、コントロールインフォメーション（例えば、ＳＩＢ／パイロット信号を含む）
との不連続なインバンド送信を行うかもしれない。ＵＥ１１５は、ＯＯＢ信号或いは不連
続なインバンドパイロット信号送信のいずれかを受信することに応答するフェムトセルを
発見するかもしれない。それ故、ＨＮＢ２３０－ｂは、フェムトプロキシシステム２９０
－ｂからのインバンド又はＯＯＢ信号のいずれかを受信したＵＥ１１５を登録するかもし
れない。ＵＥ１１５の存在がＯＯＢ信号を介して検出されるとすると、ＨＮＢ２３０－ｂ
からの不連続なインバンド送信は、一時的にディセーブル（disable）であるかもしれず
、ＨＮＢ２３０－ｂは、フェムトセルを発見するためにＵＥ１１５に合図する（signal）
ために連続的なインバンド送信を実行するかもしれない。
【００５７】
　上述したように、ＨＮＢ２３０－ｂは、ＯＯＢ信号を用いた近接（proximity）の検出
に応答して不連続な送信サイクルをモディファイするかもしれない。例えば、ＨＮＢ２３
０－ｂは、フェムトセルの発見を容易にするために用いられる不連続なインバンド送信の
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不連続なサイクルタイムを、登録されたＵＥ１１５への不連続なインバンド送信に対する
異なったサイクルタイムに変更するかもしれない。ＵＥ１１５がアイドルモードにあるか
接続モードにあるかに依存して異なる長さのサイクル期間であるかもしれず、実行される
通信のタイプに依存して接続モード内で異なったサイクル期間であるかもしれない。
【００５８】
　ＵＥが全く登録されなかったときに、ＯＯＢ信号がＵＥ１１５を検出するために送信さ
れながら、ＨＮＢ２３０－ｂが静的な不活性な状態に遷移するかもしれず、ＵＥ１１５の
存在が検出されるまでインバンド送信が中止されることは、特筆に値する。
【００５９】
　図３を参照すると、ブロック図は、プロセッサモジュール３００のコンポーネントの例
を示している。プロセッサモジュール３００は、フェムトセルに用いられるかもしれず（
例えば、ｈｏｍｅＮｏｄｅＢにおいて）、図２Ａ及び２Ｂのフェムトプロキシシステムを
参照して説明された機能の幾つか或いは全てを有するかもしれない。それ故、プロセッサ
モジュール３００は、図２Ａ及び２ＢのＨＮＢ２３０、ＤＴＸモジュール２３５－ａ、フ
ェムトプロキシモジュール２４０、及び通信マネージメントサブシステム２５０の機能の
幾つか或いは全てを含むかもしれない。プロセッサモジュール３００は、ＷＷＡＮ通信コ
ンロローラ３１０、ＵＥコントローラ３２０、ＨＮＢ２３０－ｃ、ＤＴＸモジュール２３
５－ｂ、及びフェムトプロキシモジュール２４０－ｃを含んでいる。ＷＷＡＮ通信コンロ
ローラ３１０は、指示されたＵＥ１１５に対するＷＷＡＮ通信（例えば、ページ）を受信
するように構成されている。ＵＥコントローラ３２０は、ＨＮＢ２３０－ｃ及び／又はフ
ェムトプロキシモジュール２４０－ｃのオペレーションへの影響を含む通信をどのように
扱うかを決定する。ＨＮＢ２３０－ｃ、ＤＴＸモジュール２３５－ｂ及びフェムトプロキ
シモジュール２４０－ｃは、図２Ａ及び２Ｂを参照して説明されたＨＮＢ２３０、ＤＴＸ
モジュール２３５－ａ、及びフェムトプロキシモジュール２４０と同じ又は類似する機能
を有しているかもしれない。
【００６０】
　図３のプロセッサモジュール３００のコンポーネントは、ハードウェア内の適用可能な
ファンクションの幾つか又は全てを実行するように適応された１以上の特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）によって、個別に又は集合的にインプリメントされるかもしれない。或
いは、ファンクションは、１以上の集積回路上の１以上の他のプロセッシングユニット（
又はコア）によって実行されるかもしれない。他の実施形態において、他のタイプの集積
回路が用いられるかもしれず（例えば、ストラクチャド／プラットフォームＡＳＩＣ、フ
ィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、及び他のセミカスタムＩＣ）、それ
らは公知の任意の方法でプログラムされるかもしれない。各ユニットのファンクションは
、全体又は一部が、メモリに入れられたインストラクション、１以上の一般的な或いは特
定用途向けのプロセッサによって実行されるようにフォーマットされて、インプリメント
されているかもしれない。各モジュールは、メモリを含むかもしれず、アクセスされたメ
モリ（例えば、図２Ａ又は２Ｂのメモリ２１５）は、プロセッサモジュール３００をオン
又はオフさせるかもしれない。
【００６１】
　図２Ａ及び２ＢのＨＮＢ２３０は、マクロ通信ネットワーク１００－ａへの通信リンク
を提供するものとして示されている。しかしながら、ＨＮＢ２３０は、多くの異なったタ
イプのネットワーク及び／又はトポロジーを介して通信機能を提供するかもしれない。例
えば、図２Ａ、図２Ｂ或いは図３のＨＮＢ２３０は、セルラーテレフォンネットワーク、
セルラーデータネットワーク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタン
エリアネットワーク（ＭＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、パブリックスイ
ッチトテレフォンネットワーク（ＰＳＴＮ）、インターネット等に対する無線インターフ
ェースを提供するかもしれない。
【００６２】
　上述したように、フェムトプロキシシステムは、ＵＥ１１５を含むクライアントデバイ
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スと通信するように構成されているかもしれない。図４は、図２Ａ及び図２Ｂのフェムト
プロキシシステム２９０を用いるための、或いは図３のフェムトセルをインプリメントす
るプロセッサモジュール３００における、モバイルユーザー機器（equipment）（ＵＥ）
１１５－ａのブロック図４００を示している。ＵＥ１１５－ａは、パーソナルコンピュー
タ（例えば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピ
ュータ等）、セルラーテレフォン、ＰＤＡ、デジタルビデオレコーダー（ＤＶＲ）、イン
ターネット機器、ゲームコンソール、ｅ－リーダ等のような、任意の種々の構成を有する
かもしれない。ＵＥ１１５－ａは、モバイルオペレーションを容易にするために、スモー
ルバッテリのような内部電源（図示せず）を有するモバイル構成を有するかもしれない。
【００６３】
　ＵＥ１１５－ａは、アンテナ４０５、トランシーバモジュール４１０、メモリ４１５、
及びプロセッサモジュール４２５を含み、それらは互いに（１以上のバスを介して）直接
的又は間接的に通信をするかもしれない。トランシーバモジュール４１０は、上述したよ
うに、１以上のネットワークにより、アンテナ４０５及び／又は１以上の有線又は無線リ
ンクを介して、双方向に通信するように構成されている。例えば、トランシーバモジュー
ル４１０は、マクロ通信ネットワーク（例えば、図１、図２Ａ或いは図２Ｂの通信システ
ム１００）のＢＴＳ１０５により、特に、少なくとも１つのフェムトセル（例えば、図２
Ａ、図２Ｂ或いは図３のＨＮＢ２３０）により、双方向に通信するように構成されている
。
【００６４】
　一般に上記で参照したように、トランシーバモジュール４１０は、１以上のＯＯＢリン
ク上で、さらに通信するように構成されているかもしれない。例えば、トランシーバモジ
ュール４１０は、ＨＮＢ２３０へのインバンド（例えば、マクロ）リンク及びフェムトプ
ロキシモジュールへの少なくとも１つのＯＯＢリンク上で、フェムトプロキシシステム２
９０（例えば、図２Ａ及び２Ｂを参照して説明されたような）と通信するかもしれない。
トランシーバモジュール４１０は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信用のア
ンテナ４０５に供給し、アンテナ４０５から受信したパケットを復調するように構成され
たモデムを含んでいるかもしれない。ＵＥ１１５－ａは単一のアンテナを含んでいるかも
しれないが、ＵＥ１１５－ａは典型的には複数のリンクに対する複数のアンテナ４０５を
含んでいる。
【００６５】
　メモリ４１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）及びリードオンリメモリ（ＲＯＭ
）を含むかもしれない。メモリ４１５は、プロセッサモジュール４２５にここで説明され
た種々のファンクション（例えば、コールプロセッシング、データベースマネージメント
、メッセージルーティング等）を実行させるように構成されたインストラクションを含ん
だ、コンピュータ読み取り可能な、コンピュータ実行可能なソフトウェアコード４２０を
記憶しているかもしれない。或いは、ソフトウェア４２０は、プロセッサモジュール４２
５によって直接的に実行可能ではないかもしれず、例えばコンパイル及び実行されたとき
に、ここで説明されたファンクションをコンピュータに実行させるように構成されている
かもしれない。
【００６６】
　プロセッサモジュール４２５は、インテリジェントハードウェアデバイス、例えば、イ
ンテル（登録商標）コーポレーションやＡＭＤ（登録商標）で製造されたようなセントラ
ルプロセッシングユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）等を含むかもしれない。プロセッサモジュール４２５は、マイクロフォンを介
してオーディオを受信し、オーディオを受信されたオーディオを表すパケット（例えば、
長さ３０ｍｓ）に変換し、オーディオパケットをトランシーバモジュール４１０に提供し
、ユーザーが話しているか否かの指標を提供するように構成されたスピーチエンコーダ（
図示せず）を含んでいるかもしれない。或いは、エンコーダは、ユーザーが話しているか
否かの指標を提供するパケットそれ自身のプロビジョン又は保留（withhold）／抑圧（su
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ppression）を伴う、トランシーバモジュール４１０へのパケットの提供だけであるかも
しれない。
【００６７】
　図４の構成によれば、ＵＥ１１５－ａは、さらに通信マネージメントサブシステム４４
０を含んでいる。通信マネージメントサブシステム４４０は、マクロ通信ネットワーク（
例えば、ＷＷＡＮ）、１以上のＯＯＢネットワーク（例えば、ピコネット、フェムトプロ
キシモジュール２４０等）、１以上のフェムトセル（例えば、ＨＮＢ２３０）、他のＵＥ
１１５（例えば、第２のピコネットのマスターとして振る舞う）により、通信を管理する
（manage）かもしれない。例えば、通信マネージメントサブシステム４４０は、バスを介
してＵＥ１１５－ａの他のコンポーネントの幾つか又は全てと通信するＵＥ１１５－ａの
コンポーネントであるかもしれない。或いは、通信マネージメントサブシステム４４０の
機能は、トランシーバモジュール４１０のコンポーネントとして、コンピュータプログラ
ム製品として、及び／又は、プロセッサモジュール４２５の１以上のコントローラエレメ
ントとして、インプリメントされるかもしれない。
【００６８】
　ＵＥ１１５－ａは、マクロ通信ネットワーク（例えば、セルラー）及び１以上のＯＯＢ
ネットワークの両者とインターフェースするための通信機能を含むかもしれない。例えば
、いくつかのＵＥ１１５－ａは、ネイティブセルラー無線リンクを通して他の適切に構成
されたデバイスと通信するための（例えば、ＨＮＢ２３０を介してマクロ通信ネットワー
クとリンクを確立するための）通信マネージメントサブシステム４４０（例えば、動作時
に比較的多くの電力を消費するセルラーネットワーク通信テクニックを利用したトランシ
ーバ）或いはトランシーバモジュール４１０の一部として、ネイティブセルラーインター
フェースを含んでいる。ネイティブセルラーインターフェースは、限定されるものではな
いが、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ（登録商標）、ＷｉＭａｘ、及びＷＬＡＮ
を含む１以上の通信スタンダードにしたがって動作するかもしれない。以下に述べるよう
に、非ＯＯＢイネーブルデバイスがインバンドＤＴＸ信号を介してシステムを検出するこ
とは、特筆する価値がある。
【００６９】
　さらに、ＵＥ１１５－ａは、無線リンクを通して他の適切に構成されたデバイスと通信
するためのトランシーバモジュール４１０及び／又は通信マネージメントサブシステム４
４０（例えば、動作時に相対的に少ない電力を消費する、及び／又は、インバンドスペク
トラムよりも少ない干渉を生じるトランシーバ）の一部としてインプリメントされるＯＯ
Ｂインターフェースを含むかもしれない。適切なＯＯＢ通信インターフェースの一例は、
時分割デュプレックス（ＴＤＤ）スキームを用いるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）－コ
ンプライアントトランシーバである。
【００７０】
　図５Ａは、フェムトセルでの不連続送信に対するタイミング図５００－ａを示している
。タイミング図は、ＵＥがアイドルモードのときの例示的なタイミングスキームを示して
いる。タイミング図５０５は、ＨＮＢからの不連続な送信に対するウェイクアップタイミ
ングを示している。これは、図２Ａ、図２Ｂ及び図３のＨＮＢ２３０であるかもしれない
。タイミング図５１５－ａ及び５１５－ｂは、ＵＥ（図４のＵＥ１１５－ａのような）で
の不連続な受信に対するウェイクアップタイミングを示している。
【００７１】
　この例において、各ＵＥの不連続な受信サイクル５２０は、ＵＥのＩＤ（例えば、ＭＡ
Ｃアドレス）によって決定される。それ故、受信サイクルはオーバーラップしないかもし
れない。それ故、ＨＮＢに対する不連続な送信サイクル５１０及びウェイクアップタイム
は、各ＵＥ１１５の不連続な受信サイクルにマッチするように適合され、それ故、そのよ
うなＩＤによって規定される（dictated）。しかしながら、これは、ＨＮＢ２３０－ａに
対して、より頻繁にウェイクアップして、各登録されたＵＥに対して不連続な受信サイク
ルにマッチさせることを要求するかもしれず、電力を消費し、不要な干渉を生じさせる。
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この場合、不連続な受信サイクルタイムは、ＨＮＢに対するウェイクアップサイクルをド
ライブさせている。
【００７２】
　図５Ｂは、代替的なスキームによる、フェムトセルでの不連続送信に対するタイミング
図５００－ｂを示している。タイミング図５００－ｂは、ＵＥがアイドルモードのときの
例示的なタイミングを示している。タイミング図５２５は、ＨＮＢからの不連続な送信に
対するウェイクアップタイミングを示している。これは、図２Ａ、図２Ｂ及び図３のＨＮ
Ｂ２３０であるかもしれない。タイミング図５３５－ａ及び５３５－ｂは、ＵＥ（図４の
ＵＥ１１５－ａのような）での不連続な受信に対するウェイクアップタイミングを示して
いる。
【００７３】
　この例において、ＵＥに対する不連続な受信サイクル５４０は、ＨＮＢ（ＵＥのＩＤの
代わり）によって決定される。ＨＮＢは、各登録されたＵＥに対する不連続な受信サイク
ル５４０に対するタイミング及びサイクル長をシンクロナイズさせるために、コントロー
ルインフォメーションを送信するかもしれない。このアラインメントは、ＨＮＢサイクル
５３０を延ばし、ウェイクアップ間の時間を増加させる。これは、さらなるパワーセービ
ングを生じさせ、セルラー間の干渉を減少させる。
【００７４】
　図５Ｃは、他の代替的なスキームによる、フェムトセルでの不連続送信に対するタイミ
ング図５００－ｃを示している。タイミング図は、１つのＵＥがアイドルモードで、１つ
のＵＥが接続モードのときの、例示的なタイミングを示している。タイミング図５５５は
、ＨＮＢからの不連続な送信に対するウェイクアップタイミングを示している。これは、
図２Ａ、図２Ｂ及び図３のＨＮＢ２３０であるかもしれない。タイミング図５６５は、ア
イドルモードのＵＥでの不連続な受信に対するウェイクアップタイミングを示し、タイミ
ング図５７５は、接続モードのＵＥでの不連続な受信に対するウェイクアップタイミング
を示している。
【００７５】
　この例において、ＵＥに対する不連続な受信サイクルは、ＨＮＢ（ＵＥのＩＤの代わり
）によって決定されるかもしれない。ＨＮＢは、アクロスモードであっても、各登録され
たＵＥに対する不連続な受信サイクル６４０に対するタイミング及びサイクル長をシンク
ロナイズさせるために、コントロールインフォメーションを送信するかもしれない。一例
において、接続モードスケジュールがまず決定され、それからアイドルモードスケジュー
ルがまず決定される。これは、フェムトセルへの／からのトラフィックの送信／受信をし
ている接続モードＵＥへのディスラプション（disruption）を避けるためである。それ故
、フェムトセルにおける接続モードにおいて、ＵＥへのダウンストリーム送信に対する不
連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングが、まず設定されるかもしれな
い。そして、フェムトセルにおけるアイドルモードにおいて、ＵＥに対する不連続なサイ
クルタイム及びウェイクアップ期間タイミングが設定され、アイドルモードにおけるウェ
イクアップ期間を接続モードにおけるウェイクアップ期間のサブセットに実質的にオーバ
ーラップさせるかもしれない。このアラインメントは、オーバーラップを許容し、ＨＮＢ
サイクルを延ばすかもしれず、ウェイクアップ間の時間及び電力効率を増加させるかもし
れない。これは、さらなるパワーセービングを生じさせ、セルラー間の干渉を減少させる
ことができる。
【００７６】
　図６は、フェムトセルでの不連続なダウンストリーム送信の方法６００のフローチャー
トである。方法６００は、例えば、全体又は一部が、図２Ａ又は図２Ｂのフェムトプロキ
シシステム２９０、或いは図３のプロセッサ３００によって実行されるかもしれない。方
法６００は、より具体的には、図２Ａ、図２Ｂ或いは図３のＨＮＢ２３０及びフェムトプ
ロキシモジュール２４０によって実行されるかもしれない。
【００７７】
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　ステージ６０５では、ＯＯＢフェムトプロキシを用いて、フェムトセルカバレージエリ
ア内のＵＥの存在（presence）を検出される。ステージ６１０では、検出された存在に応
答するフェムトセルでＵＥを登録される（registered）。ブロック６１５では、登録され
たＵＥへの不連続なインバンド送信が実行され、不連続な送信はウェイクアップ及びパワ
ーダウン状態のシリーズ（series of wake-up and powered-down state）で構成される。
【００７８】
　図７は、ダイナミックにタイミングサイクルを変化させることを用いたフェムトセル内
の不連続なダウンストリーム通信の方法７００のフローチャートである。方法７００は、
例えば、全体又は一部が、図２Ａ又は図２Ｂのフェムトプロキシシステム２９０、或いは
図３のプロセッサ３００によって実行されるかもしれない。方法７００は、より具体的に
は、図２Ａ、図２Ｂ或いは図３のＨＮＢ２３０及びフェムトプロキシモジュール２４０に
よって実行されるかもしれない。
【００７９】
　ステージ７０５では、ＯＯＢ信号が、フェムトプロキシを用いて、フェムトセルカバレ
ージエリア内のＵＥの存在を検出するために送信される。ステージ７１０では、ＯＯＢシ
グナリングとともに、不連続なインバンドコントロールインフォメーションが送信され、
ＵＥによるフェムトセルの発見を容易にする。ステージ７１５では、フェムトセル内のＵ
Ｅの存在が、ＯＯＢフェムトプロキシを用いて検出される。ステージ７２０では、不連続
なインバンドコントロールインフォメーションの送信が、ＵＥの検出に応答してディセー
ブルにされる。ステージ７２５では、ＵＥが、インバンド信号を用いて、検出された存在
に応答するフェムトセルで登録される。ステージ７３０では、登録されたＵＥへの不連続
なインバンド送信が、インバンドパイロット信号に対して、不連続な送信とは異なるサイ
クルで実行される。
【００８０】
　図８は、種々のタイミングサイクルアラインメントテクニックを用いたフェムトセル内
の不連続なダウンストリーム送信の方法８００のフローチャートである。方法８００は、
例えば、全体又は一部が、図２Ａ又は図２Ｂのフェムトプロキシシステム２９０、或いは
図３のプロセッサ３００によって実行されるかもしれない。方法８００は、より具体的に
は、図２Ａ、図２Ｂ或いは図３のＨＮＢ２３０及びフェムトプロキシモジュール２４０に
よって実行されるかもしれない。
【００８１】
　ステージ８０５では、ＯＯＢ信号が、フェムトプロキシを用いてフェムトセルカバレー
ジエリア内のＵＥの存在を検出するために送信される。ステージ８１０では、ＯＯＢシグ
ナリングとともに、不連続なインバンドコントロールインフォメーションが送信され、Ｕ
Ｅによるフェムトセルの発見を容易にする。ステージ８１５では、インバンドコントロー
ルインフォメーションのＤＴＸスケジュールが隣接するセルに送信される。ステージ８２
０では、フェムトセル内のＵＥの存在が、ＯＯＢフェムトプロキシを用いて検出される。
ステージ８２５では、不連続なインバンドコントロールインフォメーションの送信が、Ｕ
Ｅの検出に応答してディセーブルにされる。ステージ８３０では、インバンド信号を用い
て、検出された存在に応答するフェムトセルでＵＥが登録される。ステージ８３５では、
他のＵＥがフェムトセル内に存在するか否かの決定がなされる。もしそうでなければ、ス
テージ８４０において、フェムトプロキシがＤＴＸスケジュールに対するタイミングを選
択する。
【００８２】
　もしＵＥが存在すれば、フェムトセル内のＵＥがアイドルモードであるか接続モードで
あるかの決定がなされる。ステージ８４５では、もし全てがアイドルモードであれば、フ
ェムトプロキシがアイドルモードＵＥに対するアラインされたＤＲＸスケジュールを選択
し、スケジュールにしたがってウェイクアップする。ステージ８５０では、もし全てが接
続モードであれば、フェムトプロキシが接続モードＵＥに対するアラインされたＤＲＸス
ケジュールを選択し、フェムトプロキシがスケジュールにしたがってウェイクアップする
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。ステージ８５５では、アイ度モード及び接続モードであれば、フェムトプロキシがまず
接続モードＵＥに対するアラインされたＤＲＸスケジュール、アイドルモードＵＥに対す
るアラインされたＤＲＸスケジュールを選択し、フェムトプロキシがスケジュールにした
がってウェイクアップする。
【００８３】
　図９は、異なった構成のＵＥに対するフェムトセル内の不連続なダウンストリーム送信
の方法のフローチャートである。方法９００は、例えば、全体又は一部が、図２Ａ又は図
２Ｂのフェムトプロキシシステム２９０、或いは図３のプロセッサ３００によって実行さ
れるかもしれない。方法９００は、より具体的には、図２Ａ、図２Ｂ或いは図３のＨＮＢ
２３０及びフェムトプロキシモジュール２４０によって実行されるかもしれない。
【００８４】
　ステージ９０５では、非ＯＯＢリンクイネーブルＵＥ（non-OOB link-enabled UE）が
、隣接するセルからフェムトセルのインバンドＤＴＸスケジュールを受信する。ステージ
９１０では、非ＯＯＢリンクイネーブルＵＥが、不連続なインバンド信号を用いて、その
カバレージエリア内のフェムトセルの存在を検出する。ステージ９１５では、ＯＯＢリン
クイネーブルＵＥが、ＯＯＢ信号を用いて、そのカバレージエリア内のフェムトセルの存
在を検出する。ＵＥが非ＯＯＢリンクイネーブルであるかＯＯＢリンクイネーブルである
かによらず、フェムトセルによる登録においてオプションは同じであるかもしれない。各
タイプのＵＥに対して、ステージ９２０では、ＵＥが、アイドルモードにおいて、ＵＥＩ
Ｄ又はフェムトセルの決定されたＤＲＸサイクルで動作するかもしれない。また、各タイ
プのＵＥは、ステージ９２５において、接続モードにおいて、ＵＥＩＤ又はフェムトセル
の決定されたＤＲＸサイクルで動作するかもしれない。
【００８５】
　図１０は、フェムトセル内の不連続なインバンド送信に対するタイミングをシンクロナ
イズさせる方法１０００のフローチャートである。方法１０００は、例えば、全体又は一
部が、図２Ａ又は図２Ｂのフェムトプロキシシステム２９０、或いは図３のプロセッサ３
００によって実行されるかもしれない。方法１０００は、より具体的には、図２Ａ、図２
Ｂ或いは図３のＦＡＰ２３０及びフェムトプロキシモジュール２４０によって実行される
かもしれない。
【００８６】
　ステージ１００５では、フェムトプロキシを用いてフェムトセル内のＵＥの存在を検出
するためにＯＯＢ信号が送信される。ステージ１０１０では、ＵＥの存在が検出される前
に、インバンド送信が静的な非活性化状態（static deactivated state）に移動する。ス
テージ１０１５では、ＯＯＢフェムトプロキシを用いて、フェムトセル内のＵＥの存在が
検出される。ステージ１０２０では、インバンド送信が活性化され、ＵＥにフェムトセル
ベースステーションを発見させる合図をする（signal）。ステージ１０２５では、インバ
ンド信号を用いてフェムトセルで各ＵＥが登録される。ステージ１０３０では、登録され
たＵＥへの不連続なインバンド送信に対するタイミングがシンクロナイズされる。
【００８７】
　説明に関する考察
　添付図面に関連して上述された詳細な説明は、例示的な実施形態を説明するものであり
、実施されうる、あるいは請求項の範囲内に含まれる実施形態のみを表すものではない。
本文書にわたって使用される用語「例示的（exemplary）」は、「好ましい」あるいは「
その他の実施形態よりも有利である」ということではなく、「実例、インスタンス、ある
いは例示として役立つこと」を意味する。詳細な説明は、説明された技術の理解を与える
目的のための特定の詳細を含む。しかしながら、これらの技術は、これら特定の詳細を用
いることなく実践されうる。いくつかのインスタンスにおいて、周知の構造およびデバイ
スは、説明された実施形態の概念を曖昧にすることを回避するために、ブロック図の形態
で示される。
【００８８】
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　情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちの任意のものを使用して表され
うる。例えば、上記の説明を通して参照されうるデータ、命令群、コマンド、情報、信号
、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界あるいは磁気粒子、光
学界または光学粒子、あるいはそれら任意の組み合わせによって表わされうる。
【００８９】
　本明細書における開示に関連付けて説明された多様な例示的なブロックおよびモジュー
ルは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、あるいはその他のプロ
グラマブルロジックデバイス、離散ゲートもしくはトランジスタロジック、離散ハードウ
ェアコンポーネント、あるいは本明細書において説明された機能を実行するために設計さ
れた、それら任意の組合せで実施あるいは実行されうる。汎用プロセッサは、マイクロプ
ロセッサでありうるが、代替例として、このプロセッサは、任意の従来型のプロセッサ、
コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシンでありうる。プロセッサ
はまた、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ
、ＤＳＰコアと連結した1又は複数のマイクロプロセッサ、もしくはその他任意のこのよ
うな構成のような、コンピューティングデバイスの組み合わせとして実現されうる。
【００９０】
　本明細書において説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、あるいはそれら任意の組み合わせにおいて実施されうる。
プロセッサによって実行されるソフトウェアにおいて実現される場合、機能は、１又は複
数の命令群あるいはコードとして、コンピュータ可読媒体に記憶されうる、もしくはそれ
によって送信されうる。他の例及びインプリメンテーションは、本開示及び請求項の範囲
及び精神内である。例えば、ソフトウェアの本質に起因して、上述した機能は、プロセッ
サによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリン
グ、或いはそれらの任意の組み合わせを用いてインプリメントすることができる。機能を
インプリメントする特徴は、種々の位置に物理的に配置されるかもしれず、機能の一部が
異なった物理的位置にインプリメントされるように分配されることを含む。また、ここで
用いられるように、請求項に含まれ、「少なくとも１つの」によってプリフェイスされる
アイテムのリストで用いられるような「又は」は、分離的なリストを含み、例えば、「Ａ
、Ｂ又はＣの少なくとも１つ」は、Ａ又はＢ又はＣ又はＡＢ又はＡＣ又はＢＣ又はＡＢＣ
（すなわち、Ａ及びＢ及びＣ）である。
【００９１】
　コンピュータ読取可能媒体は、１つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの
転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体およびコンピュータ記憶媒体の両方を含む。
記憶媒体は、汎用コンピュータあるいは特殊用途コンピュータによってアクセスされうる
任意の利用可能な媒体でありうる。限定ではなく、実例として、コンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいはその他の光学ディスク記憶装
置、磁気ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶デバイス、あるいは、命令群又はデータ
構造の形態で望ましいプログラムコード手段を搬送又は格納するために使用されることが
でき、かつ、汎用又は特殊用途コンピュータ、あるいは汎用又は特殊用途プロセッサによ
ってアクセスすることができるその他任意の媒体を備えうる。また、任意の接続は、コン
ピュータ読取可能媒体と厳密には称されうる。例えば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、
光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、
電波、およびマイクロ波などの無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の
リモートソースから送信される場合には、この同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツ
イストペア、ＤＳＬ、または赤外線、電波、およびマイクロ波などの無線技術は、媒体の
定義に含まれる。本明細書で使用されるようなディスク（disk）及びディスク（disc）は
、コンパクトディスク（ＣＤ）（disc）、レーザディスク（disc）、光学ディスク(disc)
、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（disk）、フロッピー（登録商標）ディスク
（disk）及びブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ここで、ディスク（disk
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）は通常、データを磁気的に再生する一方、ディスク（disc）はレーザを用いてデータを
光学的に再生する。上記のものによる組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれ
る。
【００９２】
　本開示の以上の説明は、当業者が本開示を製造あるいは使用できるように提供される。
本開示に対する様々な変形は当業者にとってすぐにわかるものであり、本明細書で定義さ
れた包括的原理は本開示の精神または範囲を逸脱することなく他の開示に適用可能である
。本開示を通して、用語「実例（example）」あるいは「例示的（exemplary）」は、実例
あるいはインスタンスを示すものであり、言及された実例に対するいかなる選好を暗に示
すものでも必要とするものでもない。よって、本開示は、本明細書において説明される実
例および設計に限定されるものではなく、本明細書において開示された原理および新規の
特徴と矛盾しない最大範囲であると認められるべきである。
　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。
　　［１］フェムトセルにおける無線通信の方法であって、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）フェムトプロキシを用いてフェムトセルカバレージエリア
内のユーザー機器（ＵＥ）の存在を検出することと、
　前記検出された存在に応答する前記フェムトセルで前記ＵＥを登録することと、
　前記登録されたＵＥに不連続なインバンド送信を実行することであって、前記不連続な
インバンド送信がウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズを備えることと、
　を備える方法。
　　［２］前記ＵＥの存在を検出する前に、コントロールインフォメーションを備える不
連続なインバンド送信を実行することをさらに備える
　［１］の方法。
　　［３］第２のＵＥを登録することをさらに備え、前記第２のＵＥは、コントロールイ
ンフォメーションを備えた不連続なインバンド送信に応答する登録を要求する
　［２］の方法。
　　［４］前記ＵＥの検出に応答するコントロールインフォメーションを備えた不連続な
インバンド送信をディセーブルにすることと、
　前記フェムトセルベースステーションを発見することを前記ＵＥに合図するために、イ
ンバンド送信を実行することと、
　をさらに備えた［２］の方法。
　　［５］コントロールインフォメーションを備える前記不連続なインバンド送信の不連
続なサイクルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信に対する異なっ
たサイクルタイムに変更することをさらに備えた
　［２］の方法。
　　［６］前記ＵＥの存在を検出することの前に、前記ＵＥを検出するために前記ＯＯＢ
信号が送信されながら、前記インバンド送信を静的な不活性な状態に遷移させることをさ
らに備えた
　［１］の方法。
　　［７］前記ＯＯＢフェムトプロキシによるプロキシミティ検出に応答して不連続な送
信サイクルをモディファイすることをさらに備えた
　［１］の方法。
　　［８］前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信は、前記ＵＥへの送信に対す
るウェイクアップ期間をスケジュールすることを備える
　［１］の方法。
　　［９］前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルへの送信のための前記フェムト
セルでのウェイクアップ期間をシンクロナイズさせることをさらに備えた
　［１］の方法。
　　［１０］前記フェムトセルにおけるアイドルモードにおいて、ＵＥへのダウンストリ
ーム送信に対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングを設定する
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ことをさらに備えた
　［１］の方法。
　　［１１］前記フェムトセルにおける接続モードにおいて、ＵＥへのダウンストリーム
送信に対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングを設定すること
をさらに備えた
　［１］の方法。
　　［１２］不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングが接続モードに
おいて前記ＵＥに対して設定された後、前記フェムトセルにおけるアイドルモードにおい
て前記ＵＥに対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングを設定す
ることをさらに備え、アイドルモードにおける前記ＵＥに対する前記不連続なサイクルタ
イム及びウェイクアップ期間タイミングは、アイドルモードにおけるウェイクアップ期間
が接続モードにおける前記ウェイクアップ期間のサブセットに実質的にオーバーラップす
るように設定される
　［１２］の方法。
　　［１３］前記ＵＥ及び複数の他の登録されたＵＥに対する不連続な受信タイミングを
決定することと、
　前記ウェイクアップ状態を前記決定された受信タイミングにマッチさせることと、
　をさらに備えた［１］の方法。
　　［１４］前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実行され、
　前記インバンド周波数は、前記フェムトセルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用
いることが可能であり、
　前記ＯＯＢ信号はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である
　［１］の方法。
　　［１５］前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実行され、
　前記インバンド周波数は、前記フェムトセルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用
いることが可能である
　［１］の方法。
　　［１６］前記方法は、複数のネットワークデバイスによって実行され、
　前記ＯＯＢ信号はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である
　［１］の方法。
　　［１７］フェムトセルにおける無線通信のための装置であって、
　１以上のアンテナと、
　前記１以上のアンテナに結合され、インバンド及びアウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を
送信及び受信するように構成されたトランシーバと、
　前記トランシーバに通信的に結合され、ＯＯＢ信号を用いて前記フェムトセル内のユー
ザー機器（ＵＥ）の存在を検出するように構成されたフェムトプロキシモジュールと、
　前記フェムトプロキシモジュール及び前記トランシーバに通信的に結合され、前記検出
された存在に応答する前記フェムトセルで前記ＵＥを登録し、ウェイクアップ及びパワー
ダウン状態のシリーズを備えた前記登録されたＵＥに向けられた不連続なインバンド送信
を発生するように構成されたフェムトセルアクセスポイントと、
　を備えた装置。
　　［１８］前記フェムトセルアクセスポイントはさらに、前記ＵＥの前記存在を検出す
る前のコントロールインフォメーションを備えた不連続なインバンド送信を発生するよう
に構成されている
　［１７］の装置。
　　［１９］前記フェムトセルアクセスポイントは、
　前記ＵＥの検出に応答してコントロールインフォメーションを備えた不連続なインバン
ド送信をディセーブルにし、
　前記フェムトセルを発見することを前記ＵＥに合図するために前記ＵＥの検出に応答し
て不連続なインバンド送信を発生するように、



(29) JP 5908488 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

　さらに構成されている［１８］の装置。
　　［２０］前記フェムトセルアクセスポイントに通信的に結合された不連続送信コント
ロールモジュールをさらに備え、
　前記不連続送信コントロールモジュールは、コントロールインフォメーションを備える
不連続なインバンド送信の不連続なサイクルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続な
インバンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更するように構成されている
　［１８］の装置。
　　［２１］前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥがアイドルモードに遷
移するときに前記不連続なサイクルタイムを変更するように構成されている
　［２０］の装置。
　　［２２］前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥが接続モードに遷移す
るときに前記不連続なサイクルタイムを変更するように構成されている
　［２０］の装置。
　　［２３］前記フェムトセルアクセスポイントに通信的に結合された不連続送信コント
ロールモジュールをさらに備え、
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥの存在の前記検出の前に、前記Ｕ
Ｅを検出するために前記ＯＯＢ信号が送信されながら、静的な不活性な状態に入らせるた
めに前記フェムトセルアクセスポイントをトリガするように構成されている
　［１８］の装置。
　　［２４］前記フェムトセルアクセスポイントに通信的に結合された不連続送信コント
ロールモジュールをさらに備え、
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記フェムトプロキシモジュールによるプ
ロキシミティ検出に応答して不連続な送信サイクルをモディファイするように構成されて
いる
　［１７］の装置。
　　［２５］前記フェムトセルアクセスポイントは、ウェイクアップ状態の最中に前記Ｕ
Ｅにアクセスパラメータを送信するように構成されている
　［１７］の装置。
　　［２６］前記登録されたＵＥへの不連続なインバンド送信は、前記ＵＥへの送信に対
するウェイクアップ期間をスケジュールすることを備える
　［１７］の装置。
　　［２７］前記フェムトセルアクセスポイントに通信的に結合された不連続送信コント
ロールモジュールをさらに備え、
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミ
ナルへの送信のための前記フェムトセルアクセスポイントに対するウェイクアップ期間を
シンクロナイズさせるように構成されている
　［１７］の装置。
　　［２８］前記フェムトセルアクセスポイントに通信的に結合された不連続送信コント
ロールモジュールをさらに備え、
　前記不連続送信コントロールモジュールは、前記ＵＥ及び複数の他の登録されたＵＥに
対する不連続な受信タイミングを決定し、前記ウェイクアップ状態を前記決定された受信
タイミングにマッチさせるように構成されている
　［１７］の装置。
　　［２９］前記装置は、フェムトプロキシシステムを用いるホームノードＢを備え、
　前記登録は、インバンド送信を用いて実行される
　［１７］の装置。
　　［３０］フェムトセルにおける無線通信のための装置であって、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を用いてフェムトセルカバレージエリア内のユーザー
機器（ＵＥ）の存在を検出する手段と、
　前記検出された存在に応答する前記フェムトセルで前記ＵＥを登録する手段と、
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　ウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズを備える前記登録されたＵＥへの不連
続なインバンド送信を実行する手段と、
　を備える装置。
　　［３１］前記検出に応答する不連続なサイクルタイムを変更する手段をさらに備えた
　［３０］の装置。
　　［３２］コントロールインフォメーションを備える前記不連続なインバンド送信の不
連続なサイクルタイムを、アイドルモードにおいて前記登録されたＵＥへの不連続なイン
バンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更する手段をさらに備えた
　［３０］の装置。
　　［３３］前記ＵＥを検出するために前記ＯＯＢ信号が送信されながら、前記不連続な
インバンド送信を不活性化する手段をさらに備えた
　［３０］の装置。
　　［３４］前記ＯＯＢフェムトプロキシによるプロキシミティ検出に応答して不連続な
送信サイクルをモディファイする手段をさらに備えた
　［３０］の装置。
　　［３５］前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルへの送信のための前記フェム
トセルでのウェイクアップサイクルをシンクロナイズさせる手段をさらに備えた
　［３０］の装置。
　　［３６］前記装置は、フェムトプロキシシステムであり、
　前記インバンド周波数は、前記フェムトセルとの通信に加えてマクロセルとの通信に用
いることが可能であり、
　前記ＯＯＢ信号はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）信号である
　［３０］の方法。
　　［３７］フェムトセルにおける無線通信のためのプロセッサであって、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）信号を用いてフェムトセルカバレージエリア内のユーザー
機器（ＵＥ）の存在を検出し、
　前記検出された存在に応答する前記フェムトセルで前記ＵＥを登録し、
　ウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズを備える前記登録されたＵＥへの不連
続なインバンド送信を実行する
　ように構成されたプロセッサ。
　　［３８］前記検出に応答して、コントロールインフォメーションを備える前記不連続
なインバンド送信の不連続なサイクルタイムを、前記登録されたＵＥへの不連続なインバ
ンド送信に対する異なったサイクルタイムに変更するようにさらに構成された
　［３７］のプロセッサ。
　　［３９］アイドルモードにおける前記不連続なインバンド送信の不連続なサイクルタ
イムを、接続モードにおける前記不連続なインバンド送信に対する異なったサイクルタイ
ムに変更するようにさらに構成された
　［３７］のプロセッサ。
　　［４０］前記ＵＥ及び複数の他の登録されたターミナルへの送信のための前記フェム
トセルでのウェイクアップサイクルをシンクロナイズさせ、
　不連続な受信に対する前記ＵＥ及び前記複数の他の登録されたターミナルに前記シンク
ロナイズしたサイクルタイムで合図をするようにさらに構成された
　［３７］のプロセッサ。
　　［４１］プロセッサ読み取り可能な媒体に存在し、プロセッサ読み取り可能なインス
トラクションを備えたコンピュータプログラム製品であって、プロセッサ読み取り可能な
インストラクションはプロセッサに、
　アウトオブバンド（ＯＯＢ）フェムトプロキシを用いてフェムトセルカバレージエリア
内のユーザー機器（ＵＥ）の存在を検出させ、
　前記検出された存在に応答する前記フェムトセルで前記ＵＥを登録させ、
　ウェイクアップ及びパワーダウン状態のシリーズを備える前記登録されたＵＥへの不連
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　コンピュータプログラム製品。
　　［４２］フェムトセルにおける無線通信の方法であって、
　前記フェムトセルにおける接続モードにおいて、ユーザー機器（ＵＥ）へのダウンスト
リーム送信に対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングを設定す
ることと、
　前記不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングが接続モードにおいて
前記ＵＥに対して設定された後、前記フェムトセルにおけるアイドルモードにおいてＵＥ
に対する不連続なサイクルタイム及びウェイクアップ期間タイミングを設定することであ
って、アイドルモードにおける前記ＵＥに対する前記不連続なサイクルタイム及びウェイ
クアップ期間タイミングは、アイドルモードにおけるウェイクアップ期間が接続モードに
おける前記ウェイクアップ期間のサブセットに実質的にオーバーラップするように設定さ
れることと、
　を備えた方法。
　　［４３］前記接続モードにおけるＵＥに対する不連続なサイクルタイムは、アイドル
モードにおけるＵＥよりも短い
　［４２］の方法。
　　［４４］前記フェムトセルにおけるアイドルモードにおいてＵＥに対する前記ウェイ
クアップ期間タイミングを設定することは、
　アイドルモードにおけるＵＥに対するウェイクアップ期間のスタートを、接続モードに
おける前記ＵＥに対する前記ウェイクアップ期間のスタートにアラインさせることを備え
る
　［４２］の方法。
　　［４５］アイドルモードにおけるＵＥに対するウェイクアップ期間の長さは、接続モ
ードにおける前記ＵＥに対する前記ウェイクアップ期間に実質的に等しい
　［４２］の方法。
　　［４６］アイドルモードにおけるＵＥに対する前記不連続なサイクルタイムは、接続
モードにおけるＵＥに対する前記不連続なサイクルタイムの整数倍に実質的に等しい
　［４２］の方法。
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