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(57)【要約】
別のフェムトセルまたはマクロセルによって送信された
信号に少なくとも部分的に基づいて、フェムトセルを自
動的に設定することを容易にするシステムおよび方法が
記載される。特に、フェムトセルは、モバイル・デバイ
スと同様、近隣セルから信号を受信し、使用されている
通信パラメータを判定する。これらパラメータはチャネ
ル識別子、疑似雑音（ＰＮ）オフセット等でありうる。
その後、フェムトセルは、近隣信号で検出されたものか
ら変更するように、あるいは、近隣信号のものに一致さ
せるように、通信パラメータを設定しうる。これら通信
パラメータは、例えば、通信環境に関連している。した
がって、フェムトセルは、周囲のフェムトセルおよび／
またはマクロセルとの干渉を緩和するように自己設定す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおいてフェムトセルの自己設定を容易にする方法であって、
　１または複数の別のフェムトセルあるいはマクロセルから、通信信号を受信することと
、
　前記通信信号から、少なくとも１つの通信パラメータの値のセットを判定することと、
　前記値のセットに少なくとも部分的に基づいて、フェムトセルのための通信パラメータ
の値を自動的に設定することと
を備える方法。
【請求項２】
　前記設定された値は、前記判定された値のセット以外である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記通信パラメータは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）チャネル識別子および／または
擬似雑音（ＰＮ）オフセットである請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記値に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つのモバイル・デバイスへその後
の無線通信アクセスを提供することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記受信した通信信号に少なくとも部分的に基づいて、前記１または複数の別のフェム
トセルまたはマクロセルを識別することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記識別された１または複数の別のフェムトセルまたはマクロセルを近隣リストに入れ
ることをさらに備える請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　少なくとも１つのモバイル・デバイスから前記１または複数の別のフェムトセルまたは
マクロセルへの通信をハンドオフするために、前記近隣リストへアクセスすることをさら
に備える請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信装置であって、
　　１または複数の別のフェムトセルおよび／またはマクロセルによって利用される通信
パラメータの値のセットを推論し、
　　前記値のセット以外の通信パラメータの値を、自動設定し、
　　前記自動設定された値に少なくとも部分的に基づいて、１または複数のモバイル・デ
バイスへ無線通信サービスを提供する
ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに接続されたメモリと
を備える無線通信装置。
【請求項９】
　前記通信パラメータは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）チャネル識別子および／または
疑似雑音（ＰＮ）オフセットである請求項８に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記別のフェムトセルおよび／またはマク
ロセルからの範囲内信号を受信するように構成され、前記値のセットは、前記信号から推
論される請求項８に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記値のセットに少なくとも部分的に基づ
いて、前記１または複数の別のフェムトセルおよび／またはマクロセルのアイデンティテ
ィを判定するように構成された請求項８に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記アイデンティティおよび／または前記
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値のセットの更なる値を、近隣リストに入れるように構成された請求項１１に記載の無線
通信装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記近隣リスト内の１または複数の別のフ
ェムトセルまたはマクロセルへとモバイル・デバイス通信をハンドオフするように構成さ
れた請求項１２に記載の無線通信装置。
【請求項１４】
　検知された利用されている通信パラメータから、自己設定を容易にする無線通信装置で
あって、
　１または複数のフェムトセルまたはマクロセルによって送信された無線信号から、１ま
たは複数の利用されている通信パラメータを判定する手段と、
　前記１または複数のフェムトセルまたはマクロセルとの干渉を緩和するために、１また
は複数のデバイスへ無線通信アクセスを提供する別の通信パラメータを自動的に設定する
手段と
を備える無線通信装置。
【請求項１５】
　前記１または複数のフェムトセルまたはマクロセルから前記無線信号を受信する手段を
さらに備える請求項１４に記載の無線通信装置。
【請求項１６】
　前記通信パラメータは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）チャネル識別子および／または
疑似雑音（ＰＮ）オフセットである請求項１４に記載の無線通信装置。
【請求項１７】
　前記１または複数のフェムトセルまたはマクロセルからの通信パラメータと同様に、前
記別の通信パラメータのうちの１または複数を自動的に設定する手段をさらに備える請求
項１４に記載の無線通信装置。
【請求項１８】
　前記１または複数のフェムトセルまたはマクロセルに関する追加情報を受信するために
、前記判定された通信パラメータを、無線ネットワークに送信する手段をさらに備える請
求項１４に記載の無線通信装置。
【請求項１９】
　前記１または複数のフェムトセルまたはマクロセルを識別する手段をさらに備える請求
項１４に記載の無線通信装置。
【請求項２０】
　前記識別された１または複数のフェムトセルまたはマクロセルを備えた近隣リストを生
成する手段をさらに備える請求項１９に記載の無線通信装置。
【請求項２１】
　前記１または複数のフェムトセルまたはマクロセルへのモバイル・デバイス通信のハン
ドオフ中に、前記近隣リストにアクセスする手段をさらに備える請求項２０に記載の無線
通信装置。
【請求項２２】
　前記設定された別の通信パラメータを利用する１または複数デバイスへ、前記無線通信
アクセスを提供する手段をさらに備える請求項１４に記載の無線通信装置。
【請求項２３】
　コンピュータ読取可能媒体を備えたコンピュータ・プログラム製品であって、
　前記コンピュータ読取可能媒体は、
　少なくとも１つのコンピュータに対して、１または複数の別のフェムトセルまたはマク
ロセルから通信信号を受信させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記通信信号から、少なくとも１つの通
信パラメータの値のセットを判定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに対して、前記値のセットに少なくとも部分的に基
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づいて、フェムトセルのための通信パラメータの値を設定させるためのコードと
を備えるコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２４】
　前記設定された値は、前記判定された値のセット以外である請求項２３に記載のコンピ
ュータ・プログラム製品。
【請求項２５】
　前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記少なくとも１つのコンピュータに対して
、前記値に少なくとも部分的に基づいて、少なくとも１つのモバイル・デバイスに対して
その後の無線通信アクセスを提供させるためのコードをさらに備える請求項２３に記載の
コンピュータ・プログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下の記載は、一般に、無線通信に関し、さらに詳しくは、無線通信ネットワークにお
けるフェムトセルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、例えば、音声、データ等のようなさまざまなタイプの通信コンテ
ンツを提供するために広く開発された。一般的な無線通信システムは、（例えば、帯域幅
、送信電力などのような）利用可能なシステム・リソースを共有することにより、複数の
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りうる。そのような多
元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤ
ＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）システムなどを含む。さらに、システムは、例えば第３世代パートナ
シップ計画（３ＧＰＰ）、３ＧＰＰ２、３ＧＰＰロング・ターム・イボリューション（Ｌ
ＴＥ）、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（ＵＭＴＳ）等の
ような仕様に準拠しうる。
【０００３】
　一般に、無線多元接続通信システムは、複数のモバイル・デバイスのための通信を同時
にサポートすることができる。モバイル・デバイスはおのおのの、順方向リンクおよび逆
方向リンクによる送信を介して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（すなわち、ダウンリンク）は、基地局からモバイル・デバイスへの通信リンクを称
し、逆方向リンク（すなわち、アップリンク）は、モバイル・デバイスから基地局への通
信リンクを称する。さらに、モバイル・デバイスと基地局との間の通信は、単一入力単一
出力（ＳＩＳＯ）システム、複数入力単一出力（ＭＩＳＯ）システム、複数入力複数出力
（ＭＩＭＯ）システム等によって確立されうる。さらに、モバイル・デバイスは、ピア・
ツー・ピア無線ネットワーク構成で、他のモバイル・デバイスと（および／または基地局
が他の基地局と）通信することができる。
【０００４】
　一般に、ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために、複数（ＮＴ個）の送信アンテナと
複数（ＮＲ個）の受信アンテナとを使用する。アンテナは、基地局とモバイル・デバイス
との両方に関連しており、一例では、無線ネットワークにおけるデバイス間の双方向通信
を可能とする。より最近の技術では、利用者が、（例えば、屋内、遠隔位置等により）通
常の基地局サポートが弱いかまたは利用可能ではない場合に、セルラ・アクセスを提供す
ることを可能にするフェムトセルが開発されている。フェムトセルは、本質的には、例え
ばデジタル加入者線（ＤＳＬ）、ケーブル・インターネット・アクセス、Ｔ１／Ｔ３等の
ようなブロードバンド・バックホール・リンクを介して無線サービス・プロバイダへ接続
し、例えば基地トランシーバ局（ＢＴＳ）技術、ラジオ・ネットワーク・コントローラ、
およびゲートウェイ・ノード・サービスのような一般的な基地局機能を提供する小さな基
地局である。これによって、セルラ・デバイスは、フェムトセルに接続し、無線サービス
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を利用できるようになる。フェムトセルは、サイズが小さいので、平均的な利用者が、小
売店でフェムトセルを購入し、自宅に配置することができる。
【発明の概要】
【０００５】
　以下は、１または複数の実施形態の基本的な理解を与えるために、そのような実施形態
の簡略化された概要を示す。この概要は、考えられるすべての実施形態の広範囲な概観で
はなく、すべての実施形態の重要要素や決定的要素を特定することも、何れかまたはすべ
ての実施形態のスコープを線引きすることも意図されていない。その唯一の目的は、後に
示されるより詳細な記載に対する前置きとして、簡略化された形式で１または複数の実施
形態のいくつかの概念を表すことである。
【０００６】
　１または複数の実施形態および対応する開示によれば、フェムトセルはマクロセルとは
異なり、無計画に配置することができるので、フェムトセルおよび／またはマクロセル間
の干渉を緩和するために、フェムトセルの自動設定または自己設定に関連するさまざまな
態様が記載される。特に、フェムトセルは、セルラ電話受信機のような、近隣のフェムト
セルおよび／またはマクロセルからオーバヘッド・メッセージ信号を受信し、受信したメ
ッセージに少なくとも部分的に基づいて自己を設定する。例えば、フェムトセルは、この
信号から決定される１または複数の設定パラメータを判定するために、オーバヘッド・メ
ッセージ信号を分析しうる。フェムトセルはまた、この信号から、チャネル識別子、擬似
雑音（ＰＮ）オフセット、および／または、送信セルに関するその他のパラメータを判定
し、さらに、チャネル識別子、ＰＮオフセット等を別に設定することによって、通信干渉
を緩和しうる。さらに、フェムトセルによって受信されたオーバヘッド信号は、フェムト
セルのためのタイミングおよび／または位置を決定するために利用されうる。位置は、例
えば、フェムトセルに関連するオペレータのために利用可能な周波数のような追加情報の
ために導入されうる。
【０００７】
　関連する態様によれば、無線通信ネットワークにおいて、フェムトセルの自己設定を容
易にする方法が提供される。この方法は、１または複数の別のフェムトセルあるいはマク
ロセルから、通信信号を受信することを備える。この方法はさらに、通信信号から、少な
くとも１つの通信パラメータの値のセットを判定することと、これら値のセットに少なく
とも部分的に基づいて、フェムトセルのための通信パラメータの値を自動的に設定するこ
ととを含みうる。
【０００８】
　別の態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、１または複数の別のフェム
トセルおよび／またはマクロセルによって利用されている通信パラメータの値のセットを
推論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みうる。この少なくとも１つ
のプロセッサはさらに、これら値のセット以外の通信パラメータのための値を自動設定し
、この自動設定された値に少なくとも部分的に基づいて、１または複数のモバイル・デバ
イスへ無線通信サービスを提供しうる。この無線通信装置はまた、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリをも含みうる。
【０００９】
　また、別の態様は、検知された利用されている通信パラメータから、自己設定を容易に
する無線通信装置に関する。この無線通信装置は、１または複数のフェムトセルまたはマ
クロセルによって送信された無線信号から、１または複数の利用されている通信パラメー
タを判定する手段を備えうる。この無線通信装置はさらに、１または複数のフェムトセル
またはマクロセルとの干渉を緩和するために、１または複数のデバイスへ無線通信アクセ
スを提供する別の通信パラメータを自動的に設定する手段を含みうる。
【００１０】
　また別の態様は、コンピュータ・プログラム製品に関する。これは、少なくとも１つの
コンピュータに対して、１または複数の別のフェムトセルまたはマクロセルからの通信信
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号を受信させるためのコードを含むコンピュータ読取可能媒体を有しうる。コンピュータ
読取可能媒体はまた、少なくとも１つのコンピュータに対して、この通信信号から、少な
くとも１つの通信パラメータの値のセットを判定させるためのコードを備えうる。さらに
、このコンピュータ読取可能媒体は、少なくとも１つのコンピュータに対して、これら値
のセットに少なくとも部分的に基づいて、フェムトセルのための通信パラメータの値を設
定させるためのコードを備えうる。
【００１１】
　前述した目的および関連する目的を達成するために、１または複数の実施形態は、後に
十分に記載され、特許請求の範囲において特に指摘されている特徴を備える。
【００１２】
次の記載および添付図面は、１または複数の実施形態のある実例となる態様を詳細に記載
する。しかしながら、これらの態様は、さまざまな実施形態の原理が適用されるさまざま
な方法のうちの僅かしか示しておらず、記載された実施形態は、そのような全ての局面お
よびそれらの均等物を示すことが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本明細書に記載されたさまざまな態様にしたがう無線通信システムの実
例である。
【図２】図２は、無線通信環境において適用される通信装置の実例である。
【図３】図３は、フェムトセルの自己設定を容易にする無線通信システムの実例である。
【図４】図４は、近隣信号に基づいてフェムトセルを自己設定することを容易にする方法
の実例である。
【図５】図５は、後の通信ハンドオフのための近隣セル・リストを生成することを容易に
する方法の実例である。
【図６】図６は、フェムトセルを自己設定することを容易にするシステムの実例である。
【図７】図７は、本明細書で開示されたされたさまざまなシステムおよび方法と共に適用
されうる無線ネットワーク環境の実例である。
【図８】図８は、無線ネットワークにおいて適用するためのフェムトセルを自己設定する
システムの実例である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　さまざまな実施形態が、全体を通じて同一要素を示すために同一の参照番号が使用され
る図面を参照して説明される。次の記述では、説明の目的のために、多数の特定の詳細が
、１または複数の実施形態についての完全な理解を提供するために記述される。しかしな
がら、そのような実施形態は、これら具体的な詳細無しで実現されうることが明からであ
る。他の事例では、１または複数の実施形態の記載を容易にするために、周知の構成およ
びデバイスがブロック図形式で示される。
【００１５】
　本願で使用されるように、用語「構成要素」、「モジュール」、「システム」等は、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との組み合わせ、ソフトウェ
ア、あるいは実行中のソフトウェアのうちの何れかであるコンピュータ関連エンティティ
を称することが意図されている。例えば、構成要素は、限定される訳ではないが、プロセ
ッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行形式、実行スレッド、プロ
グラム、および／またはコンピュータでありうる。例示によれば、コンピュータ・デバイ
ス上で実行中のアプリケーションと、コンピュータ・デバイスとの両方が構成要素になり
える。１または複数の構成要素は、プロセスおよび／または実行スレッド内に存在し、構
成要素は、１つのコンピュータに局在化されるか、および／または、複数のコンピュータ
に分散されうる。さらに、これらの構成要素は、さまざまなデータ構造を格納したさまざ
まなコンピュータ読取可能媒体から実行可能である。これら構成要素は、（例えば、信号
によってローカル・システムや分散システム内の他の構成要素とインタラクトする１つの



(7) JP 2011-525329 A 2011.9.15

10

20

30

40

50

構成要素からのデータ、および／または、他のシステムを備えた例えばインターネットの
ようなネットワークを経由して他の構成要素とインタラクトする１つの構成要素からのデ
ータのような）１または複数のデータのパケットを有する信号にしたがって、ローカル処
理および／またはリモート処理によって通信することができる。
【００１６】
　さらに、本明細書では、さまざまな実施形態が、モバイル・デバイスに関連して記載さ
れる。モバイル・デバイスはまた、システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、
モバイル、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユ
ーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、あるいはユーザ機器（ＵＥ）とも称されうる。
モバイル・デバイスは、セルラ電話、コードレス電話、セッション初期化プロトコル（Ｓ
ＩＰ）電話、無線ローカル・ループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続機
能を有する携帯型デバイス、コンピュータ・デバイス、あるいは無線モデムに接続された
その他の処理デバイスでありうる。さらに、本明細書では、さまざまな実施形態が、基地
局に関連して記載される。基地局は、モバイル・デバイスと通信するために利用すること
ができ、アクセス・ポイント、ノードＢ、イボルブド・ノードＢ（ｅＮｏｄｅ　Ｂあるい
はｅＮＢ）、基地トランシーバ局（ＢＴ）、あるいはその他の用語でも称されうる。フェ
ムトセルは、無線サービス・プロバイダへの（例えば、デジタル加入者線（ＤＳＬ）、ケ
ーブル・インターネット、Ｔ１／Ｔ３等のような）ブロードバンド・バックホール・リン
クを用いて、基地局のような機能を１または複数のデバイスに提供する小さな基地局であ
る。フェムトセルはさらに、１または複数のフェムトセルまたはマクロセルを経由して無
線サービス・プロバイダと通信しうることが認識されるべきである。例えば、フェムトセ
ルは、一般に、小売店で購入し、住宅またはビルに設置できるほど十分小型である。
【００１７】
　さらに、本明細書に記載のさまざまな態様または特徴は、標準的なプログラミング技術
および／またはエンジニアリング技術を用いた方法、装置、または製造物品として実現さ
れうる。本明細書で使用される用語「製造物品」は、任意のコンピュータ読取可能デバイ
ス、キャリア、または媒体からアクセスすることが可能なコンピュータ・プログラムを含
むことが意図される。例えば、コンピュータ読取可能媒体は、限定される訳ではないが、
磁気記憶装置（例えば、ハード・ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気スト
リップなど）、光ディスク（例えば、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、ＤＶＤなど）、ス
マート・カード、およびフラッシュ・メモリ・デバイス（例えば、ＥＰＲＯＭ、カード、
スティック、キー・ドライブなど）を含みうる。さらに、本明細書に記載されたさまざま
な記憶媒体は、情報を格納するための１または複数のデバイス、および／または、その他
のマシン読取可能媒体を表すことができる。用語「マシン読取可能媒体」は、限定される
ことなく、無線チャネル、および、命令群および／またはデータを格納、包含、および／
または搬送することができるその他任意の媒体を含みうる。
【００１８】
　本明細書に記載された技術は、例えば符号分割多元接続（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（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数
分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングル・キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）
システム、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信システムのために使用さ
れうる。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば置換可能に使用される。
ＣＤＭＡシステムは、例えばユニバーサル地上ラジオ・アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ
２０００などのようなラジオ技術を実現することができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ
（Ｗ－ＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡのその他の変形を含んでいる。ＣＤＭＡ２０００は、Ｉ
Ｓ－２０００規格、ＩＳ－９５規格、およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシ
ステムは、例えばグローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））のような無線技
術を実現することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、例えばイボルブドＵＴＲＡ（Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ）、ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ　８０２．１１（
Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　８０２．２０、フラ
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ッシュ－ＯＦＤＭ（登録商標）などのような無線技術を実現することができる。ＵＴＲＡ
およびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（
ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロング・ターム・イボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ
－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの最新リリースであり、ダウンリンクではＯＦＤＭＡを用
い、アップリンクではＳＣ－ＦＤＭＡを用いる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、Ｌ
ＴＥ、およびＧＳＭは、「第３世代パートナシップ計画プロジェクト」（３ＧＰＰ）と命
名された組織からのドキュメントに記述されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、
「第３世代パートナシップ計画プロジェクト」（３ＧＰＰ２）と命名された組織からドキ
ュメントに記述されている。
【００１９】
　図１に示すように、本明細書に示されたさまざまな実施形態にしたがう無線通信システ
ム１００が例示されている。システム１００は、複数のアンテナ・グループを含むことが
できる基地局１０２を含む。例えば、１つのアンテナ・グループは、アンテナ１０４およ
びアンテナ１０６を含むことができ、別のグループはアンテナ１０８およびアンテナ１１
０を備えることができ、さらに別のグループはアンテナ１１２およびアンテナ１１４を含
むことができる。おのおののアンテナ・グループについて２つのアンテナしか例示されて
いないが、２本より多いアンテナ、または２本より少ないアンテナも、各グループのため
に利用されうる。基地局１０２はさらに、送信機チェーンおよび受信機チェーンを含みう
る。それらおのおのは、当業者によって理解されるように、信号の送信および受信に関連
する複数の構成要素（例えば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチ
プレクサ、アンテナなど）を備えうる。
【００２０】
　基地局１０２は、例えばモバイル・デバイス１１６およびモバイル・デバイス１２２の
ような１または複数のモバイル・デバイスと通信しうる。しかしながら、基地局１０２は
、モバイル・デバイス１１６およびモバイル・デバイス１２２に類似した実質的に任意の
数のモバイル・デバイスと通信しうることが理解されるべきである。モバイル・デバイス
１１６、１２２は例えば、セルラ電話、スマート・フォン、ラップトップ、ハンドヘルド
通信デバイス、ハンドヘルド・コンピュータ・デバイス、衛星ラジオ、全地球測位システ
ム、ＰＤＡ、および／または、無線通信システム１００を介して通信するのに適切なその
他任意のデバイスでありうる。図示するように、モバイル・デバイス１１６は、アンテナ
１１２およびアンテナ１１４と通信している。ここで、アンテナ１１２およびアンテナ１
１４は、順方向リンク１１８によってアクセス端末１１６へ情報を送信し、逆方向リンク
１２０によってアクセス端末１１６から情報を受信する。さらに、モバイル・デバイス１
２２はアンテナ１０４およびアンテナ１０６と通信している。ここで、アンテナ１０４お
よびアンテナ１０６は、順方向リンク１２４でアクセス端末１２２へ情報を送信し、逆方
向リンク１２６でアクセス端末１２２から情報を受信する。周波数分割デュプレクス（Ｆ
ＤＤ）システムでは、例えば、順方向リンク１１８は、逆方向リンク１２０によって使用
されるものとは異なる周波数帯域を使用し、順方向リンク１２４は、逆方向リンク１２６
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。さらに、時分割
デュプレクス（ＴＤＤ）システムでは、順方向リンク１１８および逆方向リンク１２０は
、共通の周波数帯域を使用し、順方向リンク１２４および逆方向リンク１２６は、共通の
周波数帯域を使用することができる。
【００２１】
　通信するように指定された領域および／またはアンテナのおのおののグループは、基地
局１０２のセクタと称されうる。例えば、基地局１０２によってカバーされる領域のセク
タ内のアクセス端末に通信するように、複数のアンテナが設計されうる。順方向リンク１
１８および順方向リンク１２４による通信では、基地局１０２の送信アンテナは、アクセ
ス端末１１６およびアクセス端末１２２のための順方向リンク１１８および順方向リンク
１２４の信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを適用することができる。ま
た、基地局１０２が、関連付けられた有効通信範囲にランダムに散在したモバイル・デバ
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イス１１６、１２２に送信するためにビームフォーミングを利用している間、近隣セル内
のモバイル・デバイスは、すべてのモバイル・デバイスに対して単一のアンテナによって
送信している基地局に比べて、少ない干渉しか被らない。さらに、モバイル・デバイス１
１６およびモバイル・デバイス１２２は、一例として、ピア・ツー・ビアまたはアド・ホ
ック技術を使用して、互いにダイレクトに通信しうる。
【００２２】
　基地局１０２に類似した機能は、例えば住宅やオフィス・ビルのような小さなスケール
の場所に配置されうるフェムトセル１２８、１３０においても実現されうる。説明するよ
うに、フェムトセル１２８、１３０は、例えばＤＳＬ、ケーブル、Ｔ１／Ｔ３等のような
無線サービス・プロバイダへのブロードバンド・バックホール・リンクを有し、１または
複数のモバイル・デバイスへ無線通信サービスを提供しうる。図示するように、フェムト
セル１２８は、基地局１０２と同様に、順方向リンク１３４によって１または複数のモバ
イル・デバイス１３２と通信し、逆方向リンク１３６によってモバイル・デバイス１３２
からの通信を受信する。フェムトセルは可搬性であるので、基地局１０２マクロセルとは
異なり、計画された配置をすることなく、多くの異なるエンティティによって、多くの場
所に設置されうる。この目的のために、フェムトセルは、周囲のフェムトセルまたはマク
ロセルと干渉しないように、本明細書で説明するように、自己設定可能でありうる。
【００２３】
　例によれば、フェムトセル１３０は、無線サービス・アクセスを提供するように構成さ
れうる。フェムトセル１３０は、ブロードバンド・バックホール・リンク、１または複数
の別のフェムトセルまたはマクロセルによるオーバ・ザ・エア等によって無線サービス・
アクセス・プロバイダに接続しうる。設置されると、フェムトセル１３０は、周囲のフェ
ムトセル（例えば、フェムトセル１２８）およびマクロセル（例えば、基地局１０２また
はそのセクタ／セル）との干渉を回避するように自己設定しうる。この点に関し、フェム
トセル１３０は、モバイル・デバイス１１６、１２２、１３２と同様に、基地局１０２お
よび他のフェムトセル１２８から信号を受信する。これら信号は、別のフェムトセル１２
８および／または基地局１０２によって利用されている設定パラメータを判定するために
フェムトセル１３０によって利用されうるオーバヘッド・システム・メッセージでありう
る。これら設定パラメータは、類似した環境設定のためにフェムトセル１３０によって判
定されうる。それに加えて、これらパラメータは、フェムトセル１３０が干渉を緩和する
ための別のパラメータを選択することを保証するように決定および利用されうる。これら
のパラメータは、フェムトセル１２８、基地局１０２、および／または、実質的に任意で
あるその他の周辺送信機のための例えばチャネル識別子（例えばＣＤＭＡチャネルＩＤ）
、疑似雑音（ＰＮ）オフセット等を含みうる。フェムトセル１３０は、それにしたがって
、周囲のフェムトセルおよびマクロセルと干渉しないように、自己のチャネル識別子、Ｐ
Ｎオフセット等を自己設定しうる。それに加えて、フェムトセル１３０は、フェムトセル
１３０と通信するデバイスのためのハード・ハンドオフおよびソフト・ハンドオフを容易
にするために、周囲のフェムトセルおよびマクロセルの近隣リストを構築するために、こ
の情報を利用しうる。さらに、フェムトセル１３０は、タイミングや場所等を決定するた
めに、フェムトセル１２８および／または基地局１０２から例えばＲＦ信号を受信しうる
。
【００２４】
　図２に移って、無線通信環境内に適用されるフェムトセル２００が例示される。フェム
トセル２００は、説明するように、ブロードバンド・バックホール・リンクによって無線
サービス・プロバイダへ接続することによって、１または複数のモバイル・デバイスへ、
セルラ基地局のようなサービスを提供しうる。説明するように、別の例では、フェムトセ
ル２００は、１または複数の別のフェムトセルまたはマクロセルへ接続することによって
、無線通信サービスを提供しうることが認識されるべきである。フェムトセル２００は、
無線通信ネットワークにおいてオーバヘッド・システム・メッセージを受信しうる信号受
信機２０２と、システム・メッセージから、使用されている通信パラメータを判定しうる



(10) JP 2011-525329 A 2011.9.15

10

20

30

40

50

信号インタプリタ２０４と、システム・メッセージを送信するセルと干渉しないように、
別のパラメータを用いてモバイル・デバイスへのアクセスを提供するようにフェムトセル
２００を自動設定しうるアクセス設定部２０６とを備えうる。
【００２５】
　例によれば、信号受信機２０２は、別のフェムトセル、マクロセル、モバイル・デバイ
ス、あるいは実質的に任意の送信機を含む１または複数のデバイスによって送信される様
々な信号を受信しうる。一例では、これら信号のうちの少なくとも一部が、無線サービス
・アクセスを提供することに関連しうる。信号インタプリタ２０４は、フェムトセル２０
０の設定の際における干渉を最小化する既存の信号の態様を決定するために、これら信号
を分析しうる。これは、無線デバイスが通信を解釈するのと実質的に同じ技術および／ま
たはプロトコルを用いて達成されうる。例えば、信号インタプリタ２０４は、チャネル識
別子（例えばＣＤＭＡチャネルＩＤ）、ＰＮオフセット、信号によって利用される周波数
、利用されるタイミング、あるいは、送信機間でユニークになるようにフェムトセル２０
０が区別しうる実質的に任意のパラメータを判定しうる。さらに、信号インタプリタ２０
４は、自己設定において反映あるいは利用するための、周囲のフェムトセルおよび／また
はマクロセルの環境設定パラメータを判定しうる。マクロセルのように、フェムトセルの
設置は計画されていないので、フェムトセル２００が、この環境において動作するために
必要な類似のパラメータを選択し、いくつかのパラメータのために別の値を選択すること
によって、他のセルとの干渉を緩和するように自己設定するために、設定パラメータが利
用されうる。
【００２６】
　それに加えて、信号インタプリタ２０４は、タイミング情報や位置情報等を備えたＲＦ
信号等のようなその他の信号をセルから受信しうる。これらの値は、一例において、信号
に組み込まれうる。フェムトセル２００は、例えば、そのタイミングの設定、および／ま
たは、その場所の導出のために、これらパラメータを利用しうる。それに加えて、あるい
は、その代わりに、説明したように、一例として、位置情報が、ブロードバンド・バック
ホールを経由して、フェムトセル２００へ接続された無線ネットワークへと送信されうる
。ネットワークは、さらに、場所、時間、送信のための有効な周波数範囲等を示すさらな
る情報を提供しうる。
【００２７】
　分析された情報を用いて、アクセス設定部２０６は、例えば、環境に基づいて決定され
たパラメータのための類似の値、および／または、複数の送信機間で自己をユニークに識
別するためのいくつかのパラメータのための別の値を選択しうる。説明するように、一例
において、信号インタプリタ２０４は、複数の近隣の送信デバイスによって利用されてい
るＣＤＭＡチャネルＩＤおよびＰＮオフセットを判定しうる。アクセス設定部２０６は、
１または複数のデバイスへ情報を送信する際にフェムトセル２００によって利用されるべ
き別のＣＤＭＡチャネルＩＤおよびＰＮオフセットを選択しうる。したがって、フェムト
セル２００は、近隣のフェムトセル、マクロセル、あるいは他の送信機による通信と干渉
することなくデータを送信しうる。アクセス設定部２０６はさらに、１または複数のポリ
シーあるいは仕様（例えば、ネットワークまたはプロトコルに関連するポリシーまたは仕
様）にしたがって、例えばチャネルＩＤやＰＮオフセットのようなパラメータを選択しう
ることが認識されるべきである。したがって、例えば、利用可能なチャネルＩＤやＰＮオ
フセットの数に、指定された制限が存在しうる。例えば、アクセス設定部２０６は、この
制限内で利用可能なパラメータを選択し、一例では、これにしたがうパラメータが、既に
、近隣のフェムトセルおよびマクロセルによって利用されている。
【００２８】
　図３に示すように、フェムトセルを自己設定することを容易にする無線通信システム３
００が例示されている。このシステム３００は、無線通信ネットワークにおける適用のた
めに、自己を自動設定しうるフェムトセル３０２を含む。さらに、アクセス端末３０４お
よびフェムトセル３０６が提供される。ここで、フェムトセル３０６は、順方向リンク・
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チャネルによってアクセス端末３０４へ情報を送信し、さらにフェムトセル３０６は、逆
方向リンク・チャネルによってアクセス端末３０４から情報を受信しうる。それに加えて
、フェムトセル３０６は、（例えば３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、３ＧＰＰ　ＬＴＥ等のような
）ＯＦＤＭＡ無線ネットワークにおいて動作しうる。ここで、フェムトセル３０６は、ア
クセス端末３０４へ無線アクセス・サービスを提供する。さらに、フェムトセル３０２に
おいて図示および後述される構成要素および機能は、一例において、逆にフェムトセル３
０６内にも存在しうる。
【００２９】
　フェムトセル３０２は、フェムトセル３０６とアクセス端末３０４との間の通信におい
て使用されるパラメータを推論しうる通信パラメータ推論ブ３０８と、アクセス端末と同
様に通信するために、それにしたがってフェムトセル３０２を設定しうるアクセス設定部
３１０と、後に通信するアクセス端末のソフト・ハンドオフまたはハード・ハンドオフの
ための近隣セル（例えば、フェムトセルまたはマクロセル）のリストの生成および格納を
行う近隣リスト・マネジャ３１２とを含む。例えば、通信パラメータ推論部３０８は、フ
ェムトセル３０６またはその他のセルから送信された信号の傍受または受信を行い、セル
、設定パラメータ、および／または、使用されているプロコトルを識別しうる。一例とし
て、例えばパイロットまたは基準信号のようなこれら信号は、アクセス端末３０４へ送信
されるか、あるいは、全般的に送信されうる。フェムトセル３０６を利用するために、ア
クセスを望むアクセス端末３０４と同様に、通信パラメータ推論部３０８は、フェムトセ
ル３０６に関する情報と、その通信パラメータ、および／または、これら信号からのプロ
トコルを推論しうる。
【００３０】
　例えば、前述したように、通信パラメータ推論部３０８は、例えばＰＮオフセット等の
ように、利用されている通信チャネルＩＤのみならず、フェムトセル３０６をも識別しう
る。これは、フェムトセル３０２が、関連するパラメータおよびセル識別子を決定するモ
バイル受信機のように動作するエリアにおける実質的任意のセルのためになされる。その
結果、アクセス設定部３１０は、フェムトセル３０２の通信パラメータを、通信パラメー
タ推論部３０８によって推論されたものとは別に設定しうる。一例において、パラメータ
が、プロトコルあるいは他の環境パラメータである場合、アクセス設定部３１０は、同じ
プロトコルを利用できるようにフェムトセル３０２も同様に設定しうるが、他の識別パラ
メータに対しては異なるように設定しうる。例えば、通信パラメータは、通信パラメータ
推論部３０８によって推論されたネットワーク条件にしたがって、一度設定されたものが
変更されうることが認識されるべきである。それに加えて、アクセス端末と通信するその
後のハンドオフのための近隣セルのリストを生成するために、識別された情報が、近隣リ
スト・マネジャ３１２によって利用されうる。したがって、フェムトセル３０６およびそ
の通信パラメータが識別されると、フェムトセル３０６は、近隣リスト・マネジャ３１２
によって生成された近隣リストに入れられる。
【００３１】
　一例において、通信パラメータ推論部３０８はまた、タイミングおよび／または位置情
報を受信するか、あるいは、（例えばＲＦ信号のような別の信号である）信号から、その
ような情報を推論しうる。この情報は、例えば、タイミングを設定するためにアクセス設
定部３１０によって利用されうる。それに加えて、この情報は、フェムトセル３０２が通
信のため合法的に利用する周波数に関する情報のみならず、ハンドオーバのために別のど
のフェムトセルが利用されるかを判定するために利用されうる。例えば、別のフェムトセ
ルが、プライベートな無線ネットワークであるか、あるいは、別の無線ネットワークを利
用する場合、ハンドオーバは好ましくはない。したがって、この情報は、さらに、近隣リ
ストを構築する際に、近隣リスト・マネジャ３１２によって利用されうる。ハンドオフが
望まれる場合、アクセス端末とのその後の通信がなされると、近隣リスト・マネジャ３１
２は、発見された近隣セルのリストや、例えば信号強度、方向、キャパシティのように、
通信パラメータ推論部３０８によってもともと推論されたその他の情報を返す。これらパ
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ラメータにしたがって、アクセス端末は、所望されるように、例えば、所望された指向性
を有する近隣のフェムトセルへとハンドオフされうる。
【００３２】
　図４乃至図５を参照して、検知されたパラメータからフェムトセルを自動設定すること
に関連する方法が例示される。説明を単純にする目的で、これら方法は、一連の動作とし
て示され説明されているが、これら方法は、１または複数の実施形態にしたがって、幾つ
かの動作が本明細書で示され記載されたものとは異なる順序で、あるいは他の動作と同時
に生じうるので、動作の順序によって限定されないことが理解され認識されるべきである
。例えば、当業者であれば、これら方法はその代わりに、例えば状態図におけるように、
一連の相互関連する状態またはイベントとして表されうることを理解し認識するだろう。
さらに、１または複数の実施形態にしたがって方法を実現するために、必ずしも例示され
たすべての動作が必要とされる訳ではない。
【００３３】
　図４に移って、周囲の無線通信セルの信号に基づいてフェムトセルを自動的に設定する
ことを容易にする方法４００が例示される。４０２では、周囲のセルからの無線信号のス
キャニングがなされうる。このスキャニングは、説明したようなさまざまなフェムトセル
および／またはマクロセルから送信された信号を受信しうる。その他の信号も同様に発見
されうることが認識されるべきである。４０４では、これら信号から、セルによって利用
されている通信パラメータが判定されうる。これらは、説明したように、チャネル識別子
、ＰＮオフセット等を含みうる。４０６では、セルによって利用されるものに基づいて、
通信パラメータが自己設定されうる。したがって、説明するように、フェムトセルを設定
するための値は、これらパラメータが、別のセルが参加している通信環境に関連している
場合と同様でありうる。しかしながら、自己設定の間、別のセルとの干渉を防ぐために、
例えば通信チャネルおよび／またはＰＮオフセットのようなその他の通信パラメータの値
が、別の値に設定されうる。４０８では、自己設定された通信パラメータを用いて、無線
アクセスが提供されうる。
【００３４】
　図５を参照して、その後の通信ハンドオフのための近隣セルのリストを生成することを
容易にする方法５００の例が示される。５０２では、送信された無線信号に基づいて、周
囲のセルが識別されうる。説明するように、これは、周囲のセルが検出され、判定された
通信パラメータが、干渉を緩和するために、別のパラメータの自己設定を保証する場合、
自己設定中に実行されうる。５０４では、識別されたセルを備える近隣リストが構築され
うる。説明するように、このリストは、自己設定中に識別されたセルのリストのみならず
、検出された通信パラメータをも備えうる。さらに、このリストは、ネットワーク・イベ
ント、設定パラメータの最新版、通知等に少なくとも部分的に基づいて更新されうる。５
０６では、モバイル・デバイス通信へハンドオフすることを示すインジケーションが受信
されうる。近隣リストが検索され、５０８では、モバイル・デバイスがハンドオフされう
るハンドオフ・セルが、近隣リストから選択されうる。
【００３５】
　本明細書に記載された１または複数の態様によれば、説明したように、周囲の複数のフ
ェムトセルおよび／またはマクロセルのための通信パラメータを決定することに関して推
論がなされうることが認識されるだろう。本明細書で使用されるように、「推論する」ま
たは「推論」なる用語は一般に、イベントおよび／またはデータによって取得されたよう
な観察のセットから、システム、環境、および／または、ユーザの状態の推論あるいはそ
れらに関する推理のプロセスを称する。推論は、特定のコンテキストまたは動作を特定す
るために適用されるか、あるいは、例えば状態にわたる確率分布を生成しうる。推論は、
確率論的、すなわち、データおよびイベントの考慮に基づいて、該当する状態にわたる確
率分布を計算することでありうる。推論はまた、イベントおよび／またはデータのセット
から、より高いレベルのイベントを構築するために適用される技術を称することができる
。そのような推論によって、イベントが時間的に近接していようといまいと、これらイベ
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ントおよびデータが１または幾つかのイベント・ソースおよびデータ・ソースに由来して
いようと、観察されたイベントおよび／または格納されたイベント・データのセットから
、新たなイベントまたは動作を構築することができる。
【００３６】
　図６は、無線通信サービスを提供するために自己設定可能なフェムトセルを利用するこ
とを容易にするシステム６００の実例である。このシステム６００は、複数の受信アンテ
ナ６０６を介して１または複数のモバイル・デバイス６０４から信号を受信する受信機６
１０と、送信アンテナ６０８を介して１または複数のモバイル・デバイス６０４へ信号を
送信する送信機６２４とを備えた、（例えばアクセス・ポイントのような）フェムトセル
６０２を備える。受信機６１０は、受信アンテナ６０６から情報を受信する。さらに、受
信した情報を復調する復調器６１２と動作可能に関連付けられている。復調されたシンボ
ルは、メモリ６１６に接続されたプロセッサ６１４によって分析されうる。このメモリ６
１６は、信号（例えばパイロット）強度および／または干渉強度を推定することに関する
情報、モバイル・デバイス６０４（または（図示しない）別の基地局またはフェムトセル
）との間で送信または受信されるデータ、および／または、本明細書に記載されたさまざ
まな動作および機能を実行することに関連するその他任意の適切な情報、を格納する。フ
ェムトセル６０２はさらに、必要な場合には、（図示しない）コア無線ネットワーク構成
要素と通信するために、ブロードバンド・バックホール・リンクを利用することによって
、モバイル・デバイス６０４へ無線通信サービスを提供しうる。
【００３７】
　プロセッサ６１４は、受信機６１０によって受信された情報の分析、および／または、
送信機６２４による送信のための情報の生成に特化されたプロセッサであるか、フェムト
セル６０２の１または複数の構成要素を制御するプロセッサであるか、および／または、
受信機６１０によって受信された情報の分析、送信機６２４によって送信される情報の生
成、および、フェムトセル６０２の１または複数の構成要素の制御の両方を行うプロセッ
サでありうる。
【００３８】
　フェムトセル６０２はさらに、プロセッサ６１４と動作可能に接続されたメモリ６１６
を備えうる。このメモリ６１６は、送信されるべきデータ、受信されたデータ、利用可能
なチャネルに関連する情報、分析された信号および／または干渉強度に関連付けられたデ
ータ、割り当てられたチャネルに関連する情報、電力、レート、あるいは、チャネルの推
定およびチャネルを介した通信のためのその他任意の適切な情報を格納しうる。メモリ６
１６はさらに、（例えば、パフォーマンス・ベース、キャパシティ・ベース等での）チャ
ネルの推定および／または利用に関連付けられたアルゴリズムおよび／またはプロトコル
を格納しうる。
【００３９】
　本明細書に記載されたメモリ６１６は、揮発性メモリか不揮発性メモリの何れかである
か、揮発性メモリと不揮発性メモリとの両方を含みうることが認識されるだろう。限定で
はなく例示によって、不揮発性メモリは、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲ
ＯＭ（ＰＲＯＭ）、電子的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電子的消去可能ＰＲＯ
Ｍ（ＥＥＰＲＯＭ）、あるいはフラッシュ・メモリを含みうる。揮発性メモリは、外部キ
ャッシュ・メモリとして動作するランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）を含みうる。限
定ではなく例示によって、ＲＡＭは、例えばシンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミ
ックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブル・データ・レー
トＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シン
クリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、およびダイレクト・ラムバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）
のような多くの形態で利用可能である。主題となるシステムおよび方法のメモリ６０８は
、限定される訳ではないが、これらおよびその他任意の適切なタイプのメモリを備えるこ
とが意図される。
【００４０】
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　プロセッサ６１４はさらに、説明したように、別のフェムトセルまたはマクロセルから
信号を受信し、それを分析する信号インタプリタ６１８に接続されている。例えば、信号
インタプリタ６１８は、別の送信機から、複数の近隣信号を検知または収集しうる。信号
インタプリタ６１８は、その後、モバイル・デバイス６０４のように、信号を送信するた
めに利用されている通信パラメータを判定しうる。この点に関し、信号インタプリタ６１
８は、通信チャネル識別子、ＰＮオフセット、周波数、タイミング、および／または、別
の送信機によって使用されている実質的に任意の通信パラメータを区別しうる。この情報
を用いて、アクセス設定部６２０は、信号インタプリタ６１８によって判定されたものと
は異なるフェムトセル６０２のための通信パラメータを設定しうる。このように、フェム
トセル６０２は、近隣の送信機と干渉しないように、自動的に設定されうる。設定される
と、フェムトセル６０２は、説明したように、モバイル・デバイス６０４と通信し、モバ
イル・デバイス６０４へサービスを提供しうる。それに加えて、設定されると、アクセス
設定部６２０は、（例えば、オーバ・ザ・エアまたはブロードバンド・バックホールによ
って受信された）ネットワーク・イベントあるいはコマンド、信号インタプリタ６１８か
らその後判定された情報等に基づいて、これらパラメータを修正しうることが認識される
べきである。さらに、前述したように、アクセス設定部６２０は、一例において、別のフ
ェムトセルおよび／またはマクロセルによって利用されているものと同じ、例えばプロト
コル・タイプおよび／または仕様のようなパラメータを設定しうる。さらに、プロセッサ
６１４と別に示されているが、信号インタプリタ６１８、アクセス設定部６２０、復調器
６１２、および／または、変調器６２２は、プロセッサ６１４または複数のプロセッサ（
図示せず）の一部でありうることが認識されるべきである。
【００４１】
　図７は、無線通信システム７００の例を示す。無線通信システム７００は、簡潔さの目
的で、１つのフェムトセル（または基地局）７１０および１つのモバイル・デバイス７５
０しか示していない。しかしながら、システム７００は、複数のフェムトセル（または基
地局）および／または複数のモバイル・デバイスを含むことができ、さらなるフェムトセ
ル／基地局および／またはモバイル・デバイスは、以下に示すように、例であるフェムト
セル７１０およびモバイル・デバイス７５０と実質的に同一であるか、あるいは異なりう
ることが認識されるべきである。さらに、フェムトセル（または基地局）７１０および／
またはモバイル・デバイス７５０は、その間の無線通信を容易にするために、本明細書で
記載されたシステム（図１乃至３、６）および／または方法（図４乃至５）を適用しうる
ことが認識されるべきである。
【００４２】
　フェムトセル７１０では、多くのデータ・ストリームのトラフィック・データが、デー
タ・ソース７１２から送信（ＴＸ）データ・プロセッサ７１４に提供される。一例によれ
ば、おのおののデータ・ストリームが、それぞれのアンテナを介して送信される。ＴＸデ
ータ・プロセッサ７１４は、トラフィック・データ・ストリームをフォーマットし、この
データ・ストリームのために選択された特定の符合化スキームに基づいて符号化し、イン
タリーブして、符合化されたデータを提供する。
【００４３】
　おのおののデータ・ストリームの符合化されたデータは、直交周波数分割多重化（ＯＦ
ＤＭ）技術を用いてパイロット・データと多重化されうる。さらに、あるいは、その代わ
りに、パイロット・シンボルは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）
、あるいは符号分割多重化（ＣＤＭ）されうる。パイロット・データは一般に、既知の方
法で処理される既知のデータ・パターンであり、チャネル応答を推定するためにモバイル
・デバイス７５０において使用されうる。おのおののデータ・ストリームについて多重化
されたパイロットおよび符合化されたデータは、データ・ストリームのために選択された
特定の変調スキーム（例えば、バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング（ＢＰＳＫ）、
直交フェーズ・シフト・キーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍフェーズ・シフト・キーイング（Ｍ
－ＰＳＫ）、Ｍ直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）等）に基づいて変調（例えば、シンボル・マ
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ップ）され、変調シンボルが提供される。おのおののデータ・ストリームのデータ・レー
ト、符号化、および変調は、プロセッサ７３０によって実行または提供される指示によっ
て決定されうる。
【００４４】
　データ・ストリームの変調シンボルは、（例えば、ＯＦＤＭのために）変調シンボルを
処理するＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ７２０に提供される。その後、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセ
ッサ７２０は、ＮＴ個の変調シンボル・ストリームを、ＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）７２
２ａ乃至７２２ｔへ提供する。さまざまな実施形態において、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ
７２０は、データ・ストリームのシンボル、および、そのシンボルが送信されるアンテナ
へ、ビームフォーミング重みを適用する。
【００４５】
　おのおのの送信機７２２は、１または複数のアナログ信号を提供するために、それぞれ
のシンボル・ストリームを受信して処理し、さらには、ＭＩＭＯチャネルを介した送信に
適切な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整（例えば、増幅、フィルタ、
およびアップコンバート）する。さらに、送信機７２２ａ乃至７２２ｔからのＮＴ個の変
調信号が、ＮＴ個のアンテナ７２４ａ乃至７２４ｔへ送信される。
【００４６】
　モバイル・デバイス７５０では、送信された変調信号が、ＮＲ個のアンテナ７５２ａ乃
至７５２ｒによって受信され、おのおののアンテナ７５２からの受信信号が、各受信機（
ＲＣＶＲ）７５４ａ乃至７５４ｒへ提供される。おのおのの受信機７５４は、それぞれの
信号を調整（例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート）し、この調整された信
号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにこのサンプルを処理して、対応する「受信
された」シンボル・ストリームを提供する。
【００４７】
　ＲＸデータ・プロセッサ７６０は、ＮＲ個の受信機７５４からＮＲ個のシンボル・スト
リームを受信し、受信されたこれらシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術に基
づいて処理して、ＮＴ個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。ＲＸデータ
・プロセッサ７６０は、検出されたおのおののシンボル・ストリームを復調し、デインタ
リーブし、復号して、そのデータ・ストリームのためのトラフィック・データを復元する
。ＲＸデータ・プロセッサ７６０による処理は、フェムトセル７１０におけるＴＸ　ＭＩ
ＭＯプロセッサ７２０およびＴＸデータ・プロセッサ７１４によって行なわれたものに対
して相補的である。
【００４８】
　プロセッサ７７０は、上述したように、どの事前符合化行列を使用するのかを定期的に
決定する。さらに、プロセッサ７７０は、行列インデクス部およびランク値部を備えた逆
方向リンク・メッセージを規定することができる。
【００４９】
　　逆方向リンク・メッセージは、通信リンクおよび／または受信されたデータ・ストリ
ームに関するさまざまなタイプの情報を備えうる。逆方向リンク・メッセージは、ＴＸデ
ータ・プロセッサ７３８によって処理され、変調器７８０によって変調され、送信機７５
４ａ乃至７５４ｒによって調整され、フェムトセル７１０へ送り戻される。ＴＸデータ・
プロセッサ７３８はまた、データ・ソース７３６から、多くのデータ・ストリームのトラ
フィック・データをも受け取る。
【００５０】
　フェムトセル７１０では、モバイル・デバイス７５０からの変調信号が、アンテナ７２
４によって受信され、受信機７２２によって調整され、復調器７４０によって復調され、
ＲＸデータ・プロセッサ７４２によって処理されて、モバイル・デバイス７５０によって
送信された逆方向リンク・メッセージが抽出される。さらに、プロセッサ７３０は、ビー
ムフォーミング重みを決定するためにどの事前符合化行列を使用するかを決定するために
、この抽出されたメッセージを処理する。
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【００５１】
　プロセッサ７３０、７７０は、フェムトセル７１０およびモバイル・デバイス７５０そ
れぞれにおける動作の指示（例えば、制御、調整、管理等）を行う。プロセッサ７３０お
よびプロセッサ７７０はそれぞれ、プログラム・コードおよびデータを格納するメモリ７
３２およびメモリ７７２に関連付けられうる。プロセッサ７３０およびプロセッサ７７０
はまた、アップリンクおよびダウンリンクそれぞれのための周波数およびインパルス応答
推定値を導出する計算をも実行する。
【００５２】
　本明細書に記載された実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミ
ドルウェア、マイクロコード、あるいはこれらの任意の組み合わせで実現されうることが
理解されるべきである。ハードウェアで実現する場合、処理ユニットは、１または複数の
特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理
デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理回路（ＰＬＤ）、フィールドプログラム可能
ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、マ
イクロ・プロセッサ、本明細書に記載の機能を実行するために設計されたその他の電子ユ
ニット、あるいはこれらの組み合わせ内に実装されうる。
【００５３】
　これら実施形態が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアあるいはマイクロコ
ード、プログラム・コードあるいはコード・セグメントで実現される場合、これらは、例
えば記憶素子のような機械読取可能媒体に格納されうる。コード・セグメントは、手順、
機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェ
ア・パッケージ、クラス、または、命令、データ構造、あるいはプログラム文からなる任
意の組み合わせを表すことができる。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラ
メータ、あるいは記憶内容の引渡および／または受信を行うことによって、他のコード・
セグメントまたはハードウェア回路に接続されうる。情報、引数、パラメータ、データな
どは、メモリ共有、メッセージ引渡し、トークン引渡、ネットワーク送信などを含む任意
の適切な手段を用いて引渡、転送、あるいは送信されうる。
【００５４】
　ソフトウェアで実現する場合、本明細書に記載のこれら技術は、本明細書に記載の機能
を実行するモジュール（例えば、手続き、機能等）を用いて実現されうる。ソフトウェア
・コードは、メモリ・ユニット内に格納され、プロセッサによって実行されうる。メモリ
・ユニットは、プロセッサ内部またはプロセッサ外部に実装されうる。プロセッサ外部に
実装される場合、メモリ・ユニットは、当該技術分野で周知のさまざまな手段によってプ
ロセッサと通信可能に接続されうる。
【００５５】
　図８を参照して、周囲セルに少なくとも部分的に基づいてフェムトセルを自動的に設定
することを容易にするシステム８００が例示される。例えば、システム８００は、フェム
トセル、基地局、モバイル・デバイス等の中に少なくとも部分的に存在しうる。システム
８００は、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ（例えば、ファームウ
ェア）によって実現される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブロックを含むものと
して示されることが認識されるべきである。システム８００は、連携して動作しうる電子
構成要素の論理グループ８０２を含む。例えば、論理グループ８０２は、１または複数の
フェムトセルまたはマクロセルによって送信された無線信号から、利用されている１また
は複数の通信パラメータを判定するための電子構成要素８０４を含みうる。例えば、無線
信号が検知、検出、または受信されると、これらから通信パラメータが判定される。これ
らパラメータは、（例えばＣＤＭＡチャネルＩＤのような）チャネル識別子、ＰＮオフセ
ット、あるいは、モバイル・デバイスと通信する１または複数のフェムトセルまたはマク
ロセルによって利用されているその他の通信パラメータに関連しうる。さらに、論理グル
ープ８０２は、１または複数のフェムトセルまたはマクロセルとの干渉を緩和するために
１または複数のデバイスへの無線通信アクセスを提供する別の通信パラメータを自動的に
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設定するための電子構成要素８０６を備えうる。したがって、前述したように、このシス
テム８００は、送信された信号において検知されたものからの別の通信パラメータを利用
することによって、モバイル・デバイスと通信している近隣のフェムトセルまたはマクロ
セルと干渉しないように、電子構成要素８０６によって自己を設定しうる。さらに、シス
テム８００は、電子構成要素８０４、８０６に関連付けられた機能を実行するための命令
群を保持するメモリ８０８を含みうる。メモリ８０８の外側にあると示されているが、電
子構成要素８０４、８０６の１または複数は、メモリ８０８内に存在しうることが理解さ
れるべきである。
【００５６】
　上述したものは、１または複数の実施形態のうちの一例を含む。もちろん、上述した実
施形態を説明する目的で、構成要素または方法の考えられるすべての組み合わせを記述す
ることは可能ではないが、当業者であれば、さまざまな実施形態のさらに多くの組み合わ
せおよび置き換えが可能であることを認識することができる。したがって、記載された実
施形態は、特許請求の範囲の精神およびスコープ内にあるそのようなすべての変更、変更
、および変形を含むことが意図される。さらにまた、用語「含む」が、詳細説明あるいは
特許請求の範囲のうちの何れかで使用されている限り、その用語は、用語「備える」が、
請求項における遷移語として適用される場合に解釈される用語「備える」と同様に、包括
的であることが意図される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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