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(57)【要約】
　特定の地理的領域中のアクセスポイントのパイロット
周波数を備えるネイバーリストをデバイスに与えること
を可能にするシステムおよび方法が説明される。ネイバ
ーリストを使用して、デバイスは、パイロットの周波数
を走査することに基づいてアクセスポイントを発見する
ことができ、その発見から、またはその発見から生じる
後続の要求に基づいて、追加の通信パラメータを判断す
ることができる。この点について、アクセスポイントの
位置を特定すること、アクセスポイントを選択／再選択
すること、リスト中のアクセスポイントをインターフェ
ースに与えること、アクセスポイントのＧＰＳ位置に基
づいて三角測量を使用してデバイスの位置を特定するこ
と、等々のために、アクセスポイント情報がデバイスに
プロビジョンされる必要はない。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の地理的領域中の１つまたは複数のアクセスポイントから、前記領域中のアクセス
ポイントパイロットに関係する周波数のネイバーリストを受信することと、
　関連するアクセスポイントに関係する追加の通信パラメータを収集するために前記ネイ
バーリスト中の１つまたは複数の周波数を走査することと、
　前記ネイバーリストを前記追加の通信パラメータでポピュレートすること（populating
）と、
を備える方法。
【請求項２】
　前記ネイバーリストからの前記追加の通信パラメータを評価することに少なくとも部分
的に基づいて、前記関連するアクセスポイントとの通信を確立することをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネイバーリスト中のアクセスポイントタイプインジケータに少なくとも部分的に基
づいて、前記ネイバーリスト中のフェムトセルアクセスポイントを区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４】
　前記ネイバーリスト中の前記フェムトセルアクセスポイントの収集した識別子のリスト
をインターフェースに与えることをさらに備え、収集した識別子の前記リストは前記追加
の通信パラメータである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　１つまたは複数の周波数を走査することは、フェムトセルアクセスポイントに対応する
周波数のみを走査することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記アクセスポイントパイロット周波数に関連する全地球測位システム（ＧＰＳ）情報
を前記ネイバーリスト中で受信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＧＰＳ情報を使用して三角測量を実行することに少なくとも部分的に基づいて、モ
バイルデバイスのロケーションを判断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】
　前記ネイバーリスト中の情報に少なくとも部分的に基づいて、前記関連するアクセスポ
イントに関係する技術を検出することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　特定の地理的領域中のアクセスポイントに対応するパイロット周波数のネイバーリスト
を受信し、
　前記ネイバーリスト中のそれぞれのパイロット周波数に少なくとも部分的に基づいて前
記アクセスポイントの１つまたは複数を検出し、
　前記１つまたは複数のアクセスポイントの１つまたは複数の追加の通信パラメータを判
断する、
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つのプロセッサに結合されたメモリと、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記１つまたは複数の追加の通信パラメータを利
用して、前記検出されたアクセスポイントの少なくとも１つとの通信を確立するようにさ
らに構成される、請求項９に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ネイバーリスト中のアクセスポイントタイプ
インジケータに少なくとも部分的に基づいて、前記ネイバーリスト中のフェムトセルアク
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セスポイントを区別するようにさらに構成される、請求項９に記載のワイヤレス通信装置
。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって検出される前記１つまたは複数のアクセスポ
イントは、フェムトセルアクセスポイントである、請求項１１に記載のワイヤレス通信装
置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ネイバーリスト中で受信された情報に少なく
とも部分的に基づいて、前記１つまたは複数のアクセスポイントに関係する全地球測位シ
ステム（ＧＰＳ）ロケーション情報を判断するようにさらに構成される、請求項９に記載
のワイヤレス通信装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＧＰＳロケーション情報に少なくとも部分的
に基づいて、三角測量を使用して前記ワイヤレス通信装置のロケーションを判断するよう
にさらに構成される、請求項１３に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１５】
　１つまたは複数のアクセスポイントから、関係する地理的領域中の異種アクセスポイン
トによって利用されるパイロット周波数を備えるネイバーリストを受信するための手段と
、
　前記パイロット周波数を走査することに少なくとも部分的に基づいて、前記異種アクセ
スポイントに関係する追加情報を判断するための手段と、
を備える装置。
【請求項１６】
　前記追加情報に少なくとも部分的に基づいて、前記異種アクセスポイントの少なくとも
１つとの通信を確立するための手段をさらに備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ネイバーリストを受信するための前記手段は、前記追加情報を前記ネイバーリスト
にさらに記憶する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　追加情報を判断するための前記手段は、前記リスト中の１つまたは複数のアクセスポイ
ントタイプ識別子に少なくとも部分的に基づいて、前記ネイバーリスト中のフェムトセル
アクセスポイントを区別し、前記フェムトセルアクセスポイントのみの追加情報を判断す
る、請求項１５に記載の装置。
【請求項１９】
　前記フェムトセルアクセスポイントのリストをインターフェースに提示し、通信確立の
ための前記フェムトセルアクセスポイントの１つまたは複数を手動で選択することを可能
にするための手段をさらに備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記異種アクセスポイントに関係する、前記ネイバーリスト中で受信された全地球測位
システム（ＧＰＳ）情報に基づいて、当該装置のロケーションを判断するための手段をさ
らに備える、請求項１５に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ロケーションを判断するための前記手段は、前記ロケーションを判断するために、
前記ＧＰＳ情報に少なくとも部分的に基づいて三角測量を利用する、請求項２０に記載の
装置。
【請求項２２】
　少なくとも１つのコンピュータに、特定の地理的領域中の１つまたは複数のアクセスポ
イントから、前記領域中のアクセスポイントパイロットに関係する周波数のネイバーリス
ト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、関連するアクセスポイントに関係する追加の通
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信パラメータを収集するために前記ネイバーリスト中の１つまたは複数の周波数を走査さ
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、前記追加の通信パラメータをもつ前記ネイバー
リストを伝搬させるためのコードと、
を備えるコンピュータ可読媒体、
を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項２３】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ネイバーリ
ストからの前記追加の通信パラメータを評価することに少なくとも部分的に基づいて、前
記関連するアクセスポイントとの通信を確立させるためのコードをさらに備える、請求項
２２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項２４】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ネイバーリ
スト中のインジケータに少なくとも部分的に基づいて、前記ネイバーリスト中のフェムト
セルアクセスポイントを区別させるためのコードをさらに備える、請求項２２に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
【請求項２５】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、前記アクセスポ
イントパイロット周波数に関連する全地球測位システム（ＧＰＳ）情報を前記ネイバーリ
スト中で受信させるためのコードをさらに備える、請求項２２に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
【請求項２６】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、前記ＧＰＳ情報
を使用して三角測量を実行することに少なくとも部分的に基づいて、モバイルデバイスの
ロケーションを判断させるためのコードをさらに備える、請求項２５に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項２７】
　地理的領域中のアクセスポイントから、前記地理的領域に固有の１つまたは複数のアク
セスポイントのパイロット周波数を備えるネイバーリストを受信するネイバーリストコン
ポーネントと、
　前記ネイバーリスト中の前記周波数上の前記１つまたは複数のアクセスポイントのパイ
ロットを検出し、前記１つまたは複数のアクセスポイントに関連する１つまたは複数の追
加の通信パラメータを判断するネットワーク走査コンポーネントと、
を備える装置。
【請求項２８】
　前記１つまたは複数の追加の通信パラメータに基づいて前記１つまたは複数のアクセス
ポイントとの通信を確立するネイバー選択コンポーネントをさらに備える、請求項２７に
記載の装置。
【請求項２９】
　前記ネイバーリストコンポーネントは、前記ネイバーリスト中のアクセスポイントタイ
プ識別子に基づいて前記ネイバーリスト中のフェムトセルアクセスポイントを区別する、
請求項２７に記載の装置。
【請求項３０】
　前記ネットワーク走査コンポーネントは、前記フェムトセルアクセスポイントのみのパ
イロットを検出する、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　インターフェースから手動走査コマンドを受信することに基づいて前記フェムトセルア
クセスポイントを表示することができるネイバー提示コンポーネントをさらに備える、請
求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
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　前記１つまたは複数のアクセスポイントの前記ネイバーリスト中に提示される全地球測
位システム（ＧＰＳ）ロケーション情報に少なくとも部分的に基づいて、当該装置のロケ
ーションを計算するロケーションコンポーネントをさらに備える、請求項２７に記載の装
置。
【請求項３３】
　前記ロケーションコンポーネントは、前記１つまたは複数のアクセスポイントへの推定
された距離とともに前記ＧＰＳロケーション情報を使用して前記ロケーションを計算する
ために三角測量を利用する、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　関係する地理的領域中のアクセスポイントに対応するパイロット周波数のネイバーリス
トを受信することと、
　前記ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデバイスに送信することと
を備える方法。
【請求項３５】
　前記地理的領域中のアクセスポイントに関係する受信したパラメータ変更に少なくとも
部分的に基づいて、前記リストを更新することをさらに備える、請求項３４に記載の方法
。
【請求項３６】
　前記パラメータ変更は、前記地理的領域への前記アクセスポイントの追加に関係する、
請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記パラメータ変更を受信するために前記アクセスポイントと通信することをさらに備
える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記パラメータ変更は、全地球測位システム（ＧＰＳ）ロケーション情報に関係する、
請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　当該ワイヤレス通信装置の地理的領域中のアクセスポイントに関係するパイロット周波
数のネイバーリストを受信し、
　前記ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデバイスに送信する、
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つのプロセッサに結合されたメモリと、
を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記地理的領域中のアクセスポイントに関係する
受信したパラメータ変更に少なくとも部分的に基づいて、前記リストを更新するようにさ
らに構成される、請求項３９に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項４１】
　当該装置の特定の地理的領域中の１つまたは複数のアクセスポイントのパイロット周波
数を備えるネイバーリストを受信するための手段と、
　前記ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデバイスに与えるための手段と、
を備える装置。
【請求項４２】
　前記特定の地理的領域中のアクセスポイントに関係する受信したパラメータ変更に少な
くとも部分的に基づいて、前記リストを更新するための手段をさらに備える、請求項４１
に記載の装置。
【請求項４３】
　前記パラメータ変更を受信するために、前記アクセスポイントと通信するための手段を
さらに備える、請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
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　前記パラメータ変更は、全地球測位システム（ＧＰＳ）ロケーション情報に関係する、
請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
　少なくとも１つのコンピュータに、関係する地理的領域中のアクセスポイントに対応す
るパイロット周波数のネイバーリスト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、前記ネイバーリストを１つまたは複数のモバイ
ルデバイスに送信させるためのコードと、
を備えるコンピュータ可読媒体、
を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項４６】
　前記コンピュータ可読媒体は、前記少なくとも１つのコンピュータに、前記地理的領域
中のアクセスポイントに関係する受信したパラメータ変更に少なくとも部分的に基づいて
、前記リストを更新させるためのコードをさらに備える、請求項４５に記載のコンピュー
タプログラム製品。
【請求項４７】
　当該装置の地理的領域中の１つまたは複数のアクセスポイントに関係するパイロット周
波数のネイバーリストを受信するリスト管理コンポーネントと、
　前記ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデバイスに送信するリスト送信コンポ
ーネントと、
を備える装置。
【請求項４８】
　前記地理的領域中のアクセスポイントに関係する更新を処理し、前記更新に従って前記
ネイバーリストを変更する更新受信コンポーネントをさらに備える、請求項４７に記載の
装置。
【請求項４９】
　前記アクセスポイントに関係する前記更新は、前記アクセスポイントをワイヤレスネッ
トワークに追加することに対応する、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　前記更新は、前記アクセスポイントの全地球測位システム（ＧＰＳ）情報に関係する、
請求項４８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明白に組み込まれる
、２００８年２月２８日に出願された「FEMTO CELL SYSTEM SELECTION USING ENHANCED G
LNM」と題する仮出願第６１／０３２，３８０号の優先権を主張する。
【０００２】
　以下の説明は、一般に、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、拡張ゼネラルネイバー
リスト（enhanced general neighbor list）法（ＧＮＬＭ）を使用したセル選択を可能に
することに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、たとえばボイス、データなど、様々なタイプの通信コンテ
ンツを提供するために広く展開されている。代表的なワイヤレス通信システムは、使用可
能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送信電力、．．．）を共有することによって
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とし得る。そのよう
な多元接続システムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）システムなどがあり得る。さらに、これらのシステムは、Ｔｈｉｒｄ
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　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）、３Ｇ
ＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）などの規格、および／またはＥｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｄａ
ｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ（ＥＶ－ＤＯ）、その１つまたは複数のリビジョンなどのマル
チキャリアワイヤレス規格に準拠することができる。
【０００４】
　一般に、ワイヤレス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
同時にサポートし得る。各モバイルデバイスは、順方向リンクおよび逆方向リンク上の伝
送を介して１つまたは複数のアクセスポイント（たとえば、基地局）と通信し得る。順方
向リンク（またはダウンリンク）はアクセスポイントからモバイルデバイスへの通信リン
クを指し、逆方向リンク（またはアップリンク）はモバイルデバイスからアクセスポイン
トへの通信リンクを指す。さらに、モバイルデバイスとアクセスポイントとの間の通信は
、単入力単出力（ＳＩＳＯ）システム、多入力単出力（ＭＩＳＯ）システム、多入力多出
力（ＭＩＭＯ）システムなどを介して確立され得る。さらに、ピアツーピアワイヤレスネ
ットワーク構成では、モバイルデバイスは他のモバイルデバイスと（および／またはアク
セスポイントは他のアクセスポイントと）通信することができる。
【０００５】
　ＭＩＭＯシステムは、通常、データ伝送用の複数（ＮＴ）個の送信アンテナおよび複数
（ＮＲ）個の受信アンテナを使用する。これらのアンテナは、一例では、基地局とモバイ
ルデバイスの両方に関係し、ワイヤレスネットワーク上のデバイス間の双方向通信を可能
にすることができる。モバイルデバイスが有効範囲全体にわたって移動するとき、デバイ
スによって通信に利用されるセルは、１つまたは複数のアクセスポイント（たとえば、マ
クロセル、フェムトセルなど）間で再選択されることができる。これは、たとえば、利用
可能なアクセスポイントまたはそのサービングセルが、現在のアクセスポイントよりも良
い信号またはサービスを提供することができる場合に行われ得る。モバイルデバイスは、
測定されたパラメータに基づいて選択／再選択のために複数の周囲アクセスポイントを判
断し、ランク付けすることができる。特に、デバイスは、現在のアクセスポイントとの通
信がしきい値を下回ったときに周囲アクセスポイントを評価する。
【発明の概要】
【０００６】
　以下は、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化
された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、
すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様
の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入と
して、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
【０００７】
　１つまたは複数の態様およびその対応する開示によれば、地理的領域（ＧＥＯ）中のア
クセスポイントに固有の情報を与えることを可能にし、受信デバイスがアクセスポイント
の位置を特定し、および／またはアクセスポイントに関係する通信パラメータを判断でき
るようにすることに関して、様々な態様が説明される。たとえば、ゼネラルネイバーリス
ト法（ＧＮＬＭ）は、好適なネイバーアクセスポイントのパイロット周波数を与えること
を含むように拡張されることができる。さらに、全地球測位システム（ＧＰＳ）情報を含
む静的情報、アクセスポイントタイプ／技術など、他の情報がリスト中に与えられ得る。
好適なネイバーは、一例では、オフ周波数アクセスポイントとすることができる。アクセ
ス端末は、ネイバーリストを収集し、与えられたパイロット周波数に少なくとも部分的に
基づいて好適なネイバーを走査することができる。たとえば、アクセス端末が、パイロッ
ト周波数を使用して好適なネイバーを評価し、現在の通信パフォーマンスにかかわらず通
信パラメータを得ることができるように、発見はプロアクティブ（proactive）であり得
る。さらに、発見は、一例では、走査要求によって手動で実行されることができる。
【０００８】
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　関係する態様によれば、特定の地理的領域中の１つまたは複数のアクセスポイントから
、領域中のアクセスポイントパイロットに関係する周波数のネイバーリストを受信するこ
とを含む方法が提供される。本方法はまた、関連するアクセスポイントに関係する追加の
通信パラメータを収集するためにネイバーリスト中の１つまたは複数の周波数を走査する
ことと、ネイバーリストを追加の通信パラメータでポピュレートすること（populating）
と、を含む。
【０００９】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、特定の地理的領域
中のアクセスポイントに対応するパイロット周波数のネイバーリストを受信するように構
成された少なくとも１つのプロセッサを含むことができる。少なくとも１つのプロセッサ
は、さらに、ネイバーリスト中のそれぞれのパイロット周波数に少なくとも部分的に基づ
いてアクセスポイントの１つまたは複数を検出し、１つまたは複数のアクセスポイントの
１つまたは複数の追加の通信パラメータを判断するように構成される。ワイヤレス通信装
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備える。
【００１０】
　さらに別の態様は、１つまたは複数のアクセスポイントから、関係する地理的領域中の
異種アクセスポイントによって利用されるパイロット周波数を備えるネイバーリストを受
信するための手段と、パイロット周波数を走査することに少なくとも部分的に基づいて、
異種アクセスポイントに関係する追加情報を判断するための手段と、を含む装置に関する
。
【００１１】
　さらに別の態様は、少なくとも１つのコンピュータに、特定の地理的領域中の１つまた
は複数のアクセスポイントから、領域中のアクセスポイントパイロットに関係する周波数
のネイバーリストを受信させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を有することが
できるコンピュータプログラム製品に関する。コンピュータ可読媒体はまた、少なくとも
１つのコンピュータに、関連するアクセスポイントに関係する追加の通信パラメータを収
集するためにネイバーリスト中の１つまたは複数の周波数を走査させるためのコードを備
えることができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、少なくとも１つのコンピュータに
、追加の通信パラメータをもつネイバーリストを伝搬させるためのコードを備えることが
できる。
【００１２】
　さらに、追加の態様は装置に関する。本装置は、地理的領域中のアクセスポイントから
、地理的領域に固有の１つまたは複数のアクセスポイントのパイロット周波数を備えるネ
イバーリストを受信するネイバーリストコンポーネントを含むことができる。本装置は、
さらに、ネイバーリスト中の周波数上の１つまたは複数のアクセスポイントのパイロット
を検出し、１つまたは複数のアクセスポイントに関連する１つまたは複数の追加の通信パ
ラメータを判断するネットワーク走査コンポーネントを含む。
【００１３】
　別の態様によれば、関係する地理的領域中のアクセスポイントに関係するパイロット周
波数のネイバーリストを受信することと、ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデ
バイスに送信することと、を含む方法が提供される。
【００１４】
　別の態様は、ワイヤレス通信装置に関する。ワイヤレス通信装置は、ワイヤレス通信装
置の地理的領域中のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のネイバーリストを受
信し、ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデバイスに送信するように構成された
少なくとも１つのプロセッサを含むことができる。ワイヤレス通信装置はまた、少なくと
も１つのプロセッサに結合されたメモリを備える。
【００１５】
　さらに別の態様は、装置の特定の地理的領域中の１つまたは複数のアクセスポイントの
パイロット周波数を備えるネイバーリストを受信するための手段を含む装置に関する。本
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装置は、さらに、ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデバイスに与えるための手
段を含むことができる。
【００１６】
　さらに別の態様は、少なくとも１つのコンピュータに、関係する地理的領域中のアクセ
スポイントに対応するパイロット周波数のネイバーリストを受信させるためのコードを含
むコンピュータ可読媒体を有することができるコンピュータプログラム製品に関する。コ
ンピュータ可読媒体はまた、少なくとも１つのコンピュータに、ネイバーリストを１つま
たは複数のモバイルデバイスに送信させるためのコードを備えることができる。
【００１７】
　さらに、追加の態様は装置に関する。本装置は、本装置の地理的領域中の１つまたは複
数のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のネイバーリストを受信するリスト管
理コンポーネントを含むことができる。本装置は、さらに、ネイバーリストを１つまたは
複数のモバイルデバイスに送信するリスト送信コンポーネントを含む。
【００１８】
　上記および関連する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十分に説
明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面は、１
つまたは複数の態様のうちのいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、これら
の特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものであ
り、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本明細書に記載の様々な態様によるワイヤレス通信システムの図である
。
【図２】図２は、本明細書に記載の態様によるワイヤレス通信ネットワークの図である。
【図３】図３は、ワイヤレス通信環境内で使用するための例示的な通信装置の図である。
【図４】図４は、地理的な固有のネイバーリストを与えることを実行する例示的なワイヤ
レス通信システムの図である。
【図５】図５は、地理的領域中のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のネイバ
ーリストを受信することを可能にする例示的な方法の図である。
【図６】図６は、指定された地理的領域のアクセスポイントパイロット周波数のネイバー
リストを与えることを可能にする例示的な方法の図である。
【図７】図７は、地理的領域固有のネイバーリストに基づいてアクセスポイントを発見す
ることを可能にする例示的なモバイルデバイスの図である。
【図８】図８は、パイロット周波数の領域固有のネイバーリストを維持管理し、与える例
示的なシステムの図である。
【図９】図９は、本明細書に記載された様々なシステムおよび方法とともに使用されるこ
とができる例示的なワイヤレスネットワーク環境の図である。
【図１０】図１０は、地理的領域中のアクセスポイントのパイロット周波数を備えるネイ
バーリストを受信する例示的なシステムの図である。
【図１１】図１１は、特定の領域中のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のネ
イバーリストを与えることを可能にする例示的なシステムの図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　次に、様々な態様が、図面を参照しながら説明される。以下の記述では、説明の目的で
、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細が記載される。
ただし、そのような（１つまたは複数の）態様は、これらの具体的な詳細なしに実施され
得ることは明らかであろう。
【００２１】
　本出願で使用する「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などの用語は、
限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ
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、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティを
含むものとする。たとえば、コンポーネントは、プロセッサ上で実行されるプロセス、プ
ロセッサ、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム、および／また
はコンピュータとし得るが、これらに限定されない。例として、コンピューティングデバ
イス上で実行されるアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方がコン
ポーネントであることができる。１つまたは複数のコンポーネントがプロセスおよび／ま
たは実行スレッド内に常駐することができ、１つのコンポーネントは１つのコンピュータ
上に配置され、および／または２つ以上のコンピュータ間に分散され得る。さらに、これ
らのコンポーネントは、様々なデータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体か
ら実行することができる。これらのコンポーネントは、ローカルシステム、分散システム
、および／または他のシステムを用いるインターネットなどのネットワーク全体の中の別
のコンポーネントと信号を介して相互作用する１つのコンポーネントからのデータなど、
１つまたは複数のデータパケットを有する信号によるなど、ローカルプロセスおよび／ま
たはリモートプロセスを介して通信し得る。
【００２２】
　さらに、本明細書では、有線端末またはワイヤレス端末とすることができる端末に関す
る様々な態様が説明される。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、加入者局、
移動局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、リモート端末、アクセス端末、ユー
ザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ機器
（ＵＥ）と呼ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、衛星電話、コードレ
ス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ
）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、コ
ンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイスとし
得る。さらに、本明細書では基地局に関する様々な態様が説明される。基地局は、（１つ
または複数の）ワイヤレス端末と通信するために利用でき、アクセスポイント、Ｎｏｄｅ
Ｂ、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。
【００２３】
　さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「または」
を意味するものとする。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白でない限
り、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、自然な包括的置換のいずれかを意味する
ものとする。すなわち、「ＸはＡまたはＢを使用する」という句は、ＸがＡを使用する場
合、ＸがＢを使用する場合、またはＸがＡとＢの両方を使用する場合のいずれによっても
満たされる。さらに、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「ａ」および「
ａｎ」は、別段の規定がない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、
概して「１つまたは複数」を意味するものと解釈されるべきである。
【００２４】
　本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤ
ＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。「システ
ム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡシス
テムは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｕ
ＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡはＷｉｄｅｂａｎｄ
－ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。さらに、ｃｄｍａ２０
００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡシ
ステムは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、
Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂ
ａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（Ｗｉ
ＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ□などの無線技術を実装し得る
。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡはユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の一部で
ある。３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）は、ダウンリンク
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上ではＯＦＤＭＡを採用し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用するＥ－ＵＴＲＡ
を使用するＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよ
びＧＳＭは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃ
ｔ」（３ＧＰＰ）と呼ばれる組織からの文書に記載されている。さらに、ｃｄｍａ２００
０およびＵＭＢは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）と呼ばれる組織からの文書に記載されている。さらに、そ
のようなワイヤレス通信システムは、追加として、不対無許可スペクトル、８０２．ｘｘ
ワイヤレスＬＡＮ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）、および任意の他の短距離または長
距離ワイヤレス通信技法をしばしば使用するピアツーピア（たとえば、モバイル間の）ア
ドホックネットワークシステムを含み得る。
【００２５】
　様々な態様または特徴は、いくつかのデバイス、コンポーネント、モジュールなどを含
み得るシステムに関して提示される。様々なシステムは、追加のデバイス、コンポーネン
ト、モジュールなどを含んでもよく、および／または各図に関連して論じるデバイス、コ
ンポーネント、モジュールなどのすべてを含まなくてもよいことを理解および諒解された
い。これらの手法の組合せも使用され得る。
【００２６】
　ここで図１を参照すると、本明細書で提示する様々な実施形態によるワイヤレス通信シ
ステム１００が示されている。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を備える。たとえば、１つのアンテナグループはアンテナ１０４およ
び１０６を含むことができ、別のグループはアンテナ１０８および１１０を備えることが
でき、追加のグループはアンテナ１１２および１１４を含むことができる。アンテナグル
ープごとに２つのアンテナが示されているが、グループごとにより多いまたはより少ない
アンテナが利用されることができる。基地局１０２は、さらに、送信機チェーンおよび受
信機チェーンを含むことができ、送信機チェーンおよび受信機チェーンの各々は、当業者
なら諒解するように、信号送信および受信に関連する複数のコンポーネント（たとえば、
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
えることができる。
【００２７】
　基地局１０２は、１つまたは複数のモバイルデバイス、たとえばモバイルデバイス１１
６およびモバイルデバイス１２６と通信することができるが、基地局１０２は、モバイル
デバイス１１６および１２６と同様である実質的にいかなる数のモバイルデバイスとも通
信することができることを諒解されたい。モバイルデバイス１１６および１２６は、たと
えば、セルラー電話、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ティングデバイス、衛星ラジオ、全地球測位システム、ＰＤＡ、およ
び／またはワイヤレス通信システム１００を介して通信するための他の適切なデバイスと
することができる。図示のように、モバイルデバイス１１６は、アンテナ１１２および１
１４と通信しており、アンテナ１１２および１１４は、順方向リンク１１８を介して情報
をモバイルデバイス１１６に送信し、逆方向リンク１２０を介してモバイルデバイス１１
６から情報を受信する。周波数分割複信（ＦＤＤ）システムでは、順方向リンク１１８は
、たとえば、逆方向リンク１２０によって使用される周波数帯域とは異なる周波数帯域を
利用することができる。さらに、時分割複信（ＴＤＤ）システムでは、順方向リンク１１
８と逆方向リンク１２０は共通の周波数を利用することができる。
【００２８】
　アンテナの各グループおよび／またはそれらが通信するように指定されたエリアは、基
地局１０２のセクタまたはセルと呼ばれ得る。たとえば、アンテナグループは、基地局１
０２によってカバーされるエリアのセクタ内のモバイルデバイスと通信するように設計で
きる。順方向リンク１１８を介した通信では、基地局１０２の送信アンテナは、モバイル
デバイス１１６について順方向リンク１１８の信号対ノイズ比を向上させるためにビーム
フォーミングを利用することができる。また、基地局１０２が、関連するカバレージ中に
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不規則に散在するモバイルデバイス１１６に送信するためにビームフォーミングを利用す
る間は、基地局が単一のアンテナを介してその基地局のすべてのモバイルデバイスに送信
する場合と比較して、隣接セル中のモバイルデバイスは干渉を受けにくくなる。さらに、
モバイルデバイス１１６および１２６は、ピアツーピアまたはアドホック技術を使用して
互いに直接通信することができる。
【００２９】
　さらに、基地局１０２は、バックホールリンク接続を介して、ワイヤレスサービスアク
セスネットワーク（たとえば、３Ｇネットワーク）を含む１つまたは複数のネットワーク
とすることができるネットワーク１２２と通信することができる。ネットワーク１２２は
、デバイス１１６および１２６にサービスを提供するために、モバイルデバイス１１６お
よび１２６に関係するアクセスパラメータと、ワイヤレスアクセスネットワークの他のパ
ラメータとに関係する情報を記憶することができる。さらに、フェムトセルアクセスポイ
ント１２４は、（上述のように、順方向リンク１１８および逆方向リンク１２０と同様に
）順方向リンク１２８および逆方向リンク１３０を介してモバイルデバイス１２６と通信
することを可能にするために設けられ得る。フェムトセルアクセスポイント１２４は、基
地局１０２とほとんど同じであるが、より小規模の１つまたは複数のモバイルデバイス１
２６へのアクセスを与えることができる。一例では、フェムトセルアクセスポイント１２
４は、住居、事業所、および／または他の近距離環境（たとえば、テーマパーク、スタジ
アム、集合住宅など）において構成されることができる。フェムトセルアクセスポイント
１２４は、一例では、ブロードバンドインターネット接続（Ｔ１／Ｔ３、デジタル加入者
回線（ＤＳＬ）、ケーブルなど）を介することができるバックホールリンク接続を利用し
てネットワーク１２２に接続することができる。ネットワーク１２２は、モバイルデバイ
ス１２６のアクセス情報を同様に与えることができる。
【００３０】
　一例によれば、モバイルデバイス１１６および１２６は、有効範囲にわたって動き、移
動中または静止している間、ワイヤレスアクセスを開始するか、または異種基地局および
／またはフェムトセルの中でセル再選択を実行することができる。この点について、モバ
イルデバイス１１６および１２６は、モバイルデバイス１１６および１２６のユーザに対
してシームレスに連続ワイヤレスサービスを実行することができる。一例（図示せず）で
は、モバイルデバイス１２６は、モバイルデバイス１１６と同様に基地局１０２と通信す
ることができ、フェムトセルアクセスポイント１２４の指定された範囲に移動することが
できる。この点について、モバイルデバイス１２６は、より多くの望ましいワイヤレスサ
ービスアクセスを受信するために、フェムトセルアクセスポイント１２４に関係する１つ
または複数のセルを再選択することができる。さらに、モバイルデバイス１２６は、基地
局１０２のほうへ移動する場合、様々な理由（たとえば、フェムトセルアクセスポイント
１２４に対する干渉を緩和するため、より多くの最適な信号または増加したスループット
を受信するためなど）で、ある時点で、基地局１０２に関係するセルを再選択することが
できる。
【００３１】
　有効範囲にわたる移動において、所与のモバイルデバイス１１６および／または１２６
は、セル再選択がモバイルデバイス１１６および／または１２６に有益になるときを判断
するために、利用可能な（基地局１０２などの）基地局、（フェムトセルアクセスポイン
ト１２４などの）フェムトセル、および／または他のアクセスポイントを継続的に測定す
ることができる。測定することは、たとえば、アクセスポイントに関係する信号品質、ス
ループット、利用可能なサービス、ワイヤレスアクセスプロバイダなどを評価することを
含むことができる。測定値の１つまたは複数に基づいて、モバイルデバイス１１６および
／または１２６は、再選択のためにアクセスポイントをランク付けすることができる。ラ
ンキングを判断するときに、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、最も高い
ランキングのアクセスポイントを用いてセル再選択を試みることができる。
【００３２】
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　一例によれば、基地局１０２および／またはフェムトセルアクセスポイント１２４は、
ゼネラルネイバーリスト法（ＧＮＬＭ）を使用して、好適なネイバーであり得る周囲アク
セスポイントに関係するパイロット周波数および／または他の識別子を指定するネイバー
リストをモバイルデバイス１１６および／または１２６に与えることができる。ネイバー
リストは、基地局１０２および／またはフェムトセルアクセスポイント１２４の１つまた
は複数のセルに固有であり、基地局１０２および／またはフェムトセルアクセスポイント
１２４の地理的領域（たとえば、ＧＥＯ）に関係する好適なアクセスポイントネイバーを
示すことができる。さらに、ネイバーリストは、オフ周波数であり得る１つまたは複数の
アクセスポイント（たとえば、通常のマクロセルアクセスポイントの外部の周波数を利用
しているフェムトセルアクセスポイント）に関係する周波数情報を示すことができる。モ
バイルデバイス１１６および／または１２６は、ネイバーリストを収集し、リスト中の情
報に基づいて関係する通信パラメータを収集しながら、アクセスポイントをプロアクティ
ブに発見することができる。たとえば、リストが好適なアクセスポイントネイバーのパイ
ロット周波数を与える場合、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、周波数を
走査して、ネイバーを発見し、および／またはそこから情報を収集することができる。
【００３３】
　基地局１０２および／またはフェムトセルアクセスポイント１２４はネイバーリストを
送信することができるので、それら（または、たとえばネットワーク１２２）は、さらに
、モバイルデバイス１１６および１２６に送信されるネイバーリストが、一般にアクセス
ポイントの現在の正しいパラメータを所有するように、１つまたは複数のアクセスポイン
トに変更を反映するために、リストを更新することができる。一例では、領域中のアクセ
スポイントの現在のリストを維持管理することによって、モバイルデバイス１１６および
／または１２６は、マクロセルカバレージ外に移動するときに、ワイヤレスネットワーク
アクセスを要求するためにオフ周波数のアクセスポイントを判断することができる。さら
に、ネイバーリストは、モバイルデバイス１１６および／または１２６のロケーションの
ために利用できる。この点について、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、
１つまたは複数のアクセスポイントを判断し、１つまたは複数のアクセスポイントへの距
離を判断し、アクセスポイントに関係する全地球測位システム（ＧＰＳ）情報を収集する
ことができる。そのような情報は、三角測量を使用してモバイルデバイス１１６および／
または１２６のロケーションを判断するために、他のアクセスポイント、マクロセルなど
の同様の収集された情報と共同できる。一例では、ネイバーリストは、特定のアクセスポ
イントに関係するＧＰＳ情報を指定することができる。
【００３４】
　さらに、たとえば、フェムトセルアクセスポイントをマクロセルアクセスポイントまた
は他のアクセスポイントと区別するために、ネイバーリスト中にアクセスポイントタイプ
が明示的に示され得る。したがって、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、
ネイバーリストから隣接フェムトセルを判断することができる。この点について、マクロ
セルカバレージがより望ましい（たとえば、モバイルデバイスがワイヤレスネットワーク
にわたって高速で移動している）場合、フェムトセルは再選択中に回避されることができ
る。別の例では、モバイルデバイス１１６および／または１２６は、ワイヤレスネットワ
ークアクセスを要求すべき１つまたは複数のフェムトセルを判断するために、隣接フェム
トセルを走査することができ、したがって、ネイバーリストは、フェムトセルとして示さ
れたセルのみを表示するために利用されることができる。さらに、モバイルデバイス１１
６および／または１２６は、ローミングのための領域中のアクセスポイントを判断するた
めに、ネイバーリストを好適ローミングリスト（ＰＲＬ）とともに利用することができる
。したがって、一例では、後続の選択／再選択のための、フェムトセル情報のプロビジョ
ニング（provisioning）を必要としない、領域固有のフェムトセル識別のための機構が提
供され、この機構は、フェムトセル情報が時間とともに変更され得るので有利である可能
性がある。
【００３５】
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　次に図２を参照すると、いくつかのモバイルデバイスをサポートするように構成された
ワイヤレス通信システム２００が示されている。システム２００は、たとえば、マクロセ
ル２０２Ａ～２０２Ｇなど複数のセルの通信を可能にし、各セルは、対応するアクセスポ
イント２０４Ａ～２０４Ｇによってサービスされる。前述のように、たとえば、マクロセ
ル２０２Ａ～２０２Ｇに関係するアクセスポイント２０４Ａ～２０４Ｇは基地局とするこ
とができる。モバイルデバイス２０６Ａ～２０６Ｉは、ワイヤレス通信システム２００全
体にわたって様々なロケーションに分散して示されている。説明したように、各モバイル
デバイス２０６Ａ～２０６Ｉは、順方向リンクおよび／または逆方向リンク上で１つまた
は複数のアクセスポイント２０４Ａ～２０４Ｇと通信することができる。さらに、アクセ
スポイント２０８Ａ～２０８Ｃが示されている。これらは、説明したように、フェムトセ
ルなどの、より小規模のアクセスポイントであり、特定のサービスロケーションに関係す
るサービスを提供することができる。モバイルデバイス２０６Ａ～２０６Ｉは、追加また
は代替として、提供されるサービスを受信するために、これらのより小規模のアクセスポ
イント２０８Ａ～２０８Ｃと通信することができる。一例では、ワイヤレス通信システム
２００は、大きい地理的領域にわたってサービスを提供することができる（たとえば、マ
クロセル２０２Ａ～２０２Ｇは、近隣の数個のブロックをカバーすることができ、フェム
トセルアクセスポイント２０８Ａ～２０８Ｃは、説明したように住居、オフィスビルなど
のエリア中に存在することができる）。一例では、モバイルデバイス２０６Ａ～２０６Ｉ
は、無線でおよび／またはバックホール接続を介してアクセスポイント２０４Ａ～２０４
Ｇおよび／または２０８Ａ～２０８Ｃとの接続を確立することができる。
【００３６】
　図示のように、さらに、モバイルデバイス２０６Ａ～２０６Ｉは、システム２００全体
にわたって動くことができ、様々なマクロセル２０２Ａ～２０２Ｇまたはフェムトセルカ
バレージエリアにわたって移動するにつれて、様々なアクセスポイント２０４Ａ～２０４
Ｇおよび／または２０８Ａ～２０８Ｃに関係するセルを再選択することができる。一例で
は、モバイルデバイス２０６Ａ～２０６Ｉの１つまたは複数は、フェムトセルアクセスポ
イント２０８Ａ～２０８Ｃの少なくとも１つに関係するホームフェムトセルに関連するこ
とができる。たとえば、モバイルデバイス２０６Ｉは、そのホームフェムトセルとしてフ
ェムトセルアクセスポイント２０８Ｂに関連することができる。したがって、モバイルデ
バイス２０６Ｉは、マクロセル２０２Ｂ中にあり、したがってアクセスポイント２０４Ｂ
のカバレージエリア中にあるが、アクセスポイント２０４Ｂの代わりに（またはそれに加
えて）フェムトセルアクセスポイント２０８Ｂと通信することができる。一例では、フェ
ムトセルアクセスポイント２０８Ｂは、望ましい支払い請求または課金、使用分数、拡張
サービス（たとえば、より高速なブロードバンドアクセス、メディアサービスなど）など
の追加のサービスをモバイルデバイス２０６Ｉに提供することができる。
【００３７】
　一例によれば、アクセスポイント２０４Ａ～２０４Ｇおよび／またはフェムトセルアク
セスポイント２０８Ａ～２０８Ｃは、ＧＮＬＭを使用して、１つまたは複数のモバイルデ
バイス２０６Ａ～２０６Ｉにネイバーリストを与えることができる。ネイバーリストは、
関係する地理的エリア中の周囲アクセスポイントに対応するパイロット周波数のリストを
備えることができる。図示のように、たとえば、セル２０２Ａ、２０２Ｂ、２０２Ｄ、お
よび２０２Ｅは共通の地理的領域中に存在することができる。この点について、たとえば
、アクセスポイント２０４Ｂは、アクセスポイント２０４Ａ、２０４Ｄ、および２０４Ｅ
、および／またはフェムトセルアクセスポイント２０８Ａ～２０８Ｃに関係する周波数（
たとえば、パイロット周波数）を含むネイバーリストをモバイルデバイス２０６Ｂに与え
ることができる。この情報を使用して、モバイルデバイス２０６Ｂは、アクセスポイント
２０４Ａ、２０４Ｄ、２０４Ｅ、および／または２０８Ａ～２０８Ｃに関係する１つまた
は複数のパラメータを判断するために、与えられた周波数を走査することができる。した
がって、モバイルデバイス２０６Ｂは、説明したように、後続の選択／再選択のための収
集した通信パラメータとともに、隣接アクセスポイント（たとえば、一例では、モバイル
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デバイス、地理的ロケーションなどに基づいて、基礎をなすワイヤレスネットワークによ
って規定できる好適なネイバー）のリストを記憶することができる。これにより、モバイ
ルデバイス２０６Ｂは、パイロット周波数によって最初に識別されるアクセスポイントの
現在のリストを保持し、時間とともに変化することがある残りのパラメータを判断するこ
とが可能になる。
【００３８】
　さらに、モバイルデバイスに与えられるネイバーリストは、示されたアクセスポイント
のタイプ（たとえば、フェムトセル、マクロセル、ピコ、中継器、モバイル基地局、ピア
ツーピア、アドホックなど）を指定することができる。一例では、モバイルデバイス２０
６Ｉがマクロネットワーク（図示せず）の範囲外に移動した場合、モバイルデバイス２０
６Ｉは、したがって、通信確立を試みることができる隣接フェムトセルアクセスポイント
のリストを有することができる。別の例では、モバイルデバイス２０６Ｉは、タイプを判
断するために、ネイバーリスト上のアクセスポイントと通信することができる。ネイバー
リスト中にタイプを示すことによって、タイプベースの機能が与えられ得る。たとえば、
モバイルデバイス２０６Ｉは、選択／再選択のためにフェムトセルのリストを走査するこ
とができ、および／またはインターフェースを使用してリストを提示することができる。
同様に、一例では、ネイバーリストは、アクセスポイント（たとえば、ＬＴＥ、ＵＭＴＳ
、ＷｉＭＡＸなど）に関係する技術を示すことができる。説明したように、ネイバーリス
トはアクセスポイントによって与えられるので、基礎をなすワイヤレスネットワークは、
関係するアクセスポイントにおける変更パラメータをサポートするようにリストに対する
修正を実行することができる。したがって、モバイルデバイスは、領域中のアクセスポイ
ントから現在のリストを受信することができる。
【００３９】
　その上、ネイバーリストは、ＧＰＳロケーション情報など、アクセスポイントに関係す
る追加情報を示すことができる。この点について、モバイルデバイス２０６Ｂは、たとえ
ば、ネイバーリストでＧＰＳ情報とともにアクセスポイント２０４Ａ、２０４Ｂ、２０４
Ｄ、および２０４Ｅの周波数を受信することができる。モバイルデバイス２０６Ｂは、信
号を受信することに少なくとも部分的に基づいて、各アクセスポイントへの距離を判断す
ることができ、ＧＰＳ座標および距離に基づいて、三角測量を使用してそのロケーション
計算することができる。したがって、モバイルデバイス２０６Ｂは、この例では、ロケー
ション情報を判断するために、アクセスポイント２０４Ａ、２０４Ｂ、２０４Ｄ、または
２０４Ｅと通信する必要はない。地理的領域が、地理的境界線または標識など、セル境界
線以外のパラメータによって識別できることを諒解されたい。一例では、アクセスポイン
トは、特定の地理的領域との関連を広告することができる。
【００４０】
　図３を参照すると、ワイヤレス通信環境内で使用するための通信装置３００が示されて
いる。通信装置３００は、モバイルデバイスまたはその部分であるか、あるいはワイヤレ
スネットワークを介して通信し、および／またはワイヤレスネットワークへのアクセスを
受信する実質的に任意の通信装置とすることができる。通信装置３００は、地理的領域に
固有の１つまたは複数のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のネイバーリスト
を受信するネイバーリストコンポーネント３０２と、リストに基づいて地理的領域中の１
つまたは複数のアクセスポイントを検出するネイバー走査コンポーネント３０４と、セル
選択／再選択中に１つまたは複数のアクセスポイントとの通信を確立するネイバー選択コ
ンポーネント３０６と、隣接アクセスポイントを掲示するネイバー提示コンポーネント３
０８と、ネイバーリストに少なくとも部分的に基づいて通信装置３００のロケーションを
判断するロケーションコンポーネント３１０と、を含むことができる。
【００４１】
　一例によれば、ネイバーリストコンポーネント３０２は、アクセスポイント（図示せず
）から、アクセスポイントに関係する特定の地理的領域中の好適なアクセスポイントネイ
バーに対応するいくつかのパイロット周波数を備えるネイバーリストを受信することがで
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きる。ネイバー走査コンポーネント３０４は、示された周波数上でパイロットを走査する
ことによってアクセスポイントを評価することができる。パイロットが受信されると、ネ
イバー走査コンポーネント３０４は、アクセスポイントと通信して、アクセスポイントと
の通信を確立するためのパラメータなど、アクセスポイントに関係する追加情報を収集す
ることができる。これは、たとえば、ネイバー走査コンポーネント３０４が、（異種アク
セスポイントとの現在の通信が劣化し始めたので、情報が必要とされる場合とは反対に）
様々なランダムまたはスケジュールされた時間において追加のアクセスポイント情報を判
断する場合などにプロアクティブに行われ得る。ネイバー走査コンポーネント３０４は、
様々なコンテキストで後で利用するための情報を保持することができる。
【００４２】
　一例では、通信装置３００はマクロセルカバレージの外部に進むことがあり、ネイバー
選択コンポーネント３０６は、地理的領域中の１つまたは複数の隣接アクセスポイントの
通信パラメータを判断するためにネイバー走査コンポーネント３０４を参照することがで
きる。一例では、ネイバーリストコンポーネント３０２によって受信されたネイバーリス
トは、マクロセルアクセスポイントの周波数とフェムトセルアクセスポイントに関係する
周波数とを区別することができ、ネイバー選択コンポーネント３０６は、マクロセルカバ
レージがもはや利用可能ではないので、フェムトセルアクセスポイントのみをネイバー選
択コンポーネント３０６に要求することができる。代替例では、ネイバー選択コンポーネ
ント３０６は、通信装置３００がワイヤレスネットワークカバレージエリアにわたって迅
速に移動している場合、マクロセルアクセスポイントのみを要求することができる。その
上、一例では、ネイバー走査コンポーネント３０４は、従来のＰＲＬ機能を使用して、周
波数の走査と、関係するアクセスポイントに対する選択／再選択とを可能にするために、
ＰＲＬおよび／または関係する収集テーブルを、ネイバーリスト中に示される周波数でポ
ピュレートすることができる。
【００４３】
　別の例によれば、ネイバー提示コンポーネント３０８は隣接アクセスポイントのリスト
を与えることができる。これは、たとえば、（ユーザインターフェース、アプリケーショ
ンプログラムインターフェースなどの）インターフェースからのコマンドに応答して行わ
れ得る。与えられたリストは、たとえば、説明したように、アクセスポイントタイプ、技
術などによってフィルタ処理できる。したがって、たとえば、ネイバー提示コンポーネン
ト３０８は、複数のタイプのアクセスポイントのパイロット周波数を含むことがあるネイ
バーリストをフィルタ処理することによって、隣接フェムトセルアクセスポイントのリス
トを表示し、上述のように、識別子および／または他の通信パラメータなど、ネイバー走
査コンポーネント３０４によって収集された関係する情報を表示することができる。ネイ
バー提示コンポーネント３０８は、一例では、通信確立のための与えられたフェムトセル
アクセスポイントの選択を可能にすることができる。
【００４４】
　さらに、ネイバーリストコンポーネント３０２によって受信されるネイバーリストは、
パイロット周波数が与えられるアクセスポイントに関係するＧＰＳロケーション情報を備
えることができる。この点について、ロケーションコンポーネント３１０は、アクセスポ
イントに関係する信号を評価することに基づいて、ネイバーリスト中の１つまたは複数の
アクセスポイントへの距離を検出することができる。ロケーションコンポーネント３１０
は、その後、アクセスポイントの検出された距離および対応する受信したＧＰＳロケーシ
ョンに少なくとも部分的に基づいて、三角測量を使用して通信装置３００のロケーション
を判断することができる。したがって、通信装置３００は、ＧＰＳロケーション情報を受
信するために、各アクセスポイントと通信する必要はない。
【００４５】
　次に図４を参照すると、領域固有の隣接アクセスポイントパイロット周波数リストを与
えることを可能にするワイヤレス通信システム４００が示されている。ワイヤレスデバイ
ス４０２および４０４は、（独立に電力供給されるデバイスだけでなく、たとえば、モデ
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ムをも含む）モバイルデバイス、基地局、および／またはその部分、あるいは実質的に任
意のワイヤレスデバイスとすることができる。さらに、システム４００は、ＭＩＭＯシス
テムとすることができ、および／または１つまたは複数のワイヤレスネットワークシステ
ム規格（たとえば、ＥＶ－ＤＯ、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ
など）に準拠することができ、ワイヤレスデバイス４０２と４０４との間の通信を可能に
する追加のコンポーネントを備えることができる。さらに、ワイヤレスデバイス４０２中
に示されたコンポーネントはワイヤレスデバイス４０４中に存在することができ、その逆
も同様である。
【００４６】
　ワイヤレスデバイス４０２は、１つまたは複数のアクセスポイントからネイバーリスト
を受信するネイバーリストコンポーネント４０６と、ネイバーリスト中のアクセスポイン
トに関係する通信パラメータを収集することができるネイバー走査コンポーネント４０８
と、決定された通信パラメータを使用して、通信確立のためのネイバーリスト中の１つま
たは複数のアクセスポイントにオプションを付けるネイバー選択コンポーネント４１０と
を備えることができる。ワイヤレスデバイス４０４は、ワイヤレスデバイス４０４の地理
的領域中のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のリストを作成し、維持管理す
るリスト管理コンポーネント４１２と、（たとえば、関連するネットワークから）アクセ
スポイント情報中の変更を検出または受信し、修正をリストにポピュレートする更新受信
コンポーネント４１４と、１つまたは複数のワイヤレスデバイスにネイバーリストを与え
るリスト送信コンポーネント４１６と、を備えることができる。
【００４７】
　一例によれば、リスト管理コンポーネント４１２は、ワイヤレスデバイス４０４の地理
的領域中の利用可能なアクセスポイントのリストを受信し、および／または作成すること
ができる。ワイヤレスネットワークがネットワーク中のアクセスポイント構成を管理する
ように、たとえば、リストは、ワイヤレスネットワークの事業者から受信した情報から作
成されることができる。別の例では、リスト管理コンポーネント４１２は、ワイヤレスデ
バイス４０４が通信することができる様々なアクセスポイントの観測されたパラメータに
少なくとも部分的に基づいてリストを作成することができる。更新受信コンポーネント４
１４は、一例では、ワイヤレスネットワークから受信でき、様々なアクセスポイントから
受信でき、またはアクセスポイントのビヘイビア（behavior）に基づいて検出できる、リ
ストに対する更新を処理することができる。更新は、たとえば、ワイヤレスネットワーク
へのアクセスポイントの追加（たとえば、ネットワーク上のフェムトセル登録）、リスト
中に維持管理されるパイロット周波数、ロケーション、または他のパラメータの変更に関
係することができる。この点について、説明したように、リスト管理コンポーネント４１
２はリスト中にＧＰＳロケーション情報をも維持管理することができる。
【００４８】
　一例では、リスト送信コンポーネント４１６は、ブロードキャストチャネルを介して、
ワイヤレスデバイス４０２などの１つまたは複数のワイヤレスデバイスに対してリストを
ポピュレートすることができる。説明したように、ネイバーリストコンポーネント４０６
は、リスト中の周波数を識別することができ、ネイバー走査コンポーネント４０８は、そ
の周波数でパイロットを送信しているアクセスポイントを発見することを開始し、発見さ
れたアクセスポイントの追加の通信パラメータを収集することができる。領域固有のアク
セスポイントについて既知の周波数を走査することにより、ワイヤレスデバイス４０２の
電力およびリソースを節約することができることを諒解されたい。したがって、ワイヤレ
スデバイス４０２がワイヤレスデバイス４０４の通信範囲外に移動した場合、ネイバー選
択コンポーネント４１０は、通信を確立するためにネイバーリストからアクセスポイント
を選択することができる。同様に、ワイヤレスデバイス４０２が、たとえば、電源切断さ
れ、同じ地理的領域中であるがマクロセルカバレージ外の別のロケーションに移動され、
電源投入された場合、ネイバーリストコンポーネント４０６は、利用可能なアクセスポイ
ントがオフ周波数である場合でも、通信を確立するための隣接アクセスポイントおよび関



(18) JP 2011-515910 A 2011.5.19

10

20

30

40

50

係する情報のリストを維持管理することができる。
【００４９】
　さらに、説明したように、リスト管理コンポーネント４１２は、リスト中のアクセスポ
イントタイプ（たとえば、フェムトセル、マクロセル、中継器など）を区別することがで
き、ネイバー選択コンポーネント４１０は、通信確立のためのアクセスポイントを選択す
るときにタイプを評価することができる。この点について、同様に、ネイバー走査コンポ
ーネント４０８は、所望される場合、アクセスポイントの１つのタイプをのみ走査するこ
とができる。一例では、ワイヤレスデバイス４０２がプロビジョンされるか、または他の
方法でマクロセルをよく知っている場合、ネイバー走査コンポーネント４０８は、リソー
スを節約するために、フェムトセルアクセスポイントのみについてさらなる情報を収集す
ることができる。リスト管理コンポーネント４１２は、説明したように、アクセスポイン
トの技術を同様に区別することができる。その上、ネットワークの事業者は、タイプおよ
び／または技術に基づいてアクセスポイントにパイロット周波数を割り当てることができ
る。したがって、たとえば、フェムトセルアクセスポイントには、パイロット信号を送信
することができる周波数のブロックが割り当てられ得る。ネイバー走査コンポーネント４
０８、ネイバー選択コンポーネント４１０、またはワイヤレスデバイス４０２の他のコン
ポーネントは、リストで指定された周波数に基づいてアクセスポイントを区別することが
できる。
【００５０】
　図５～図６を参照すると、特定の地理的領域中のアクセスポイントのパイロット周波数
をネイバーリストに与えることに関係する方法が示されている。説明を簡単にするために
、方法が一連の行為として図示され説明されているが、いくつかの行為は、１つまたは複
数の態様によれば、本明細書で図示され説明される順序とは異なる順序で、および／また
は他の行為と同時に行われ得るので、方法は行為の順序によって限定されないことを理解
し、諒解されたい。たとえば、方法は、状態図など、一連の相互に関連する状態またはイ
ベントとして代替的に表現できることを当業者ならば理解し、諒解するであろう。さらに
、１つまたは複数の態様による方法を実施するために、図示のすべての行為が必要とされ
るわけではない。
【００５１】
　図５を参照すると、隣接アクセスポイントを発見するためにパイロット周波数のリスト
を利用することを可能にする例示的な方法５００が示されている。５０２において、地理
的領域中の複数のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のネイバーリストが受信
される。説明したように、ネイバーリストは、アクセスポイントに関係する追加情報を判
断するための周波数固有の走査を可能にするために、地理的領域中の周囲アクセスポイン
トに関係する周波数（および／または様々なそのような周波数）を提示することができる
。したがって、５０４において、アクセスポイントを検出するためにパイロット周波数が
走査されることができる。すべての周波数が走査される必要がないので、これにより電力
を節約することができ、さらに、パイロット周波数のリストを与えることは、アクセスポ
イントについての他の情報（たとえば、動作周波数、ＰＮオフセット、または他の通信パ
ラメータ）が、リストのプロビジョニングを必要とすることなしに変更されることを可能
にする。
【００５２】
　５０６において、アクセスポイントに関係する追加の通信パラメータが判断されること
ができる。パラメータは、たとえば、パイロットの位置が特定されると収集されることが
でき、パイロットから来ることができ、および／または識別の後にアクセスポイントに送
信される要求に応答して来ることができる。さらに、説明したように、（ＧＰＳ情報、ア
クセスポイントタイプまたは技術など）いくつかの追加のパラメータがネイバーリスト中
に存在することができる。５０８において、追加の通信パラメータは、（たとえば、アク
セスポイントとの通信を確立する、通信を確立するためにアクセスポイントのタイプを区
別する、インターフェースのためにアクセスポイントのリストを提示する、現在のロケー
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ションを判断するなど）後で使用するためにネイバーリストに記憶されることができる。
【００５３】
　図６を参照すると、パイロット周波数のネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデ
バイスに与えることを可能にする例示的な方法６００が示されている。６０２において、
特定の地理的領域中のアクセスポイントに関係するパイロット周波数のネイバーリストが
受信される。リストは、１つまたは複数の基礎をなすワイヤレスネットワークコンポーネ
ントから受信されることができ、および／または領域に固有のアクセスポイントを検出す
ることに基づくことができる。６０４において、ネイバーリストは、説明したように、ネ
イバーリストに関係する更新を処理することによって少なくとも部分的に維持管理される
ことができる。更新は、アクセスポイントをリストに追加すること、アクセスポイントに
関係する１つまたは複数のパラメータを変更することなどに関係することができる。６０
６において、ネイバーリストは１つまたは複数のモバイルデバイスに送信されることがで
きる。したがって、モバイルデバイスは、説明したように、地理的領域中のアクセスポイ
ントを発見するために、ネイバーリストを使用することができる。
【００５４】
　本明細書で説明する１つまたは複数の態様によれば、受信した周波数および／または範
囲に基づいて１つまたは複数のアクセスポイントの位置を特定すること、アクセスポイン
トに関係する１つまたは複数の追加のパラメータを判断することなどに関して推論がなさ
れ得ることを諒解されたい。本明細書で使用する「推論する」または「推論」という用語
は、概して、イベントおよび／またはデータを介して捕捉された観測のセットから、シス
テム、環境、および／またはユーザの状態について推理する、またはその状態を推論する
プロセスを指す。推論は、特定のコンテキストまたは動作を識別するために使用されるこ
とができ、あるいは、たとえば、状態の確率分布を生成することができる。推論は、確率
的、すなわち、データおよびイベントの考察に基づく当該の状態の確率分布の計算とする
ことができる。推論は、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
ベントを構成するために採用される技法を指すこともある。そのような推論は、イベント
が時間的にきわめて接近して相関するか否かにかかわらず、およびイベントおよびデータ
が１つまたは複数のイベントおよびデータの発生源に由来するかどうかにかかわらず、観
測されたイベントおよび／または記憶されたイベントデータのセットから新しいイベント
または動作の構成に帰着する。
【００５５】
　図７は、隣接アクセスポイントのリストを維持管理することを可能にするモバイルデバ
イス７００の図である。モバイルデバイス７００は、たとえば、受信アンテナ（図示せず
）から１つまたは複数のキャリア上で１つまたは複数の信号を受信し、受信信号に対して
典型的な動作（たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバートなど）を実行し、調整
された信号をデジタル化してサンプルを取得する受信機７０２を備える。受信機７０２は
、受信されたシンボルを復調し、チャネル推定のためにプロセッサ７０６に供給すること
ができる復調器７０４を備えることができる。プロセッサ７０６は、受信機７０２によっ
て受信された情報の分析および／または送信機７１６による送信のための情報の生成専用
のプロセッサ、モバイルデバイス７００の１つまたは複数のコンポーネントを制御するプ
ロセッサ、および／または受信機７０２によって受信された情報の分析と送信機７１６に
よる送信のための情報の生成の両方を行うと共に、モバイルデバイス７００の１つまたは
複数のコンポーネントを制御するプロセッサとすることができる。
【００５６】
　モバイルデバイス７００は、メモリ７０８をさらに備えることができ、メモリ７０８は
、プロセッサ７０６に動作可能に結合され、送信すべきデータ、受信されたデータ、利用
可能なチャネルに関係する情報、分析された信号および／または干渉強度に関係するデー
タ、割り当てられたチャネル、電力、レートなどに関係する情報、ならびに、チャネルを
推定し、そのチャネルを介して通信するための他の適切な情報、を記憶することができる
。メモリ７０８は、（たとえばパフォーマンスベース、容量ベースなどの）チャネルの推
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定および／または利用に関連するプロトコルおよび／またはアルゴリズムをさらに記憶す
ることができる。
【００５７】
　本明細書で説明するデータストア（たとえば、メモリ７０８）は、揮発性メモリまたは
不揮発性メモリのいずれかとすることができ、あるいは揮発性メモリと不揮発性メモリの
両方を含むことができることを諒解されたい。限定ではなく例として、不揮発性メモリは
、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマ
ブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、またはフラッシ
ュメモリを含むことができる。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）を含むことができる。限定ではなく例として、ＲＡＭは
、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロナスＤ
ＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張Ｓ
ＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、およびダイレクト
ランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）など、多くの形態が利用可能である。主題のシステムおよ
び方法のメモリ７０８は、これらおよび他の適切なタイプのメモリを、これらに限定され
ることなく、備えるものとする。
【００５８】
　受信機７０２および／またはプロセッサ７０６は、さらに、特定の地理的領域中の隣接
アクセスポイントに関係するパイロット周波数のリストを受信することができるネイバー
リストコンポーネント７１０に動作可能に結合できる。ネイバー走査コンポーネント７１
２は、説明したように、隣接アクセスポイントに関係する追加の通信パラメータを発見お
よび／または収集するためにパイロット周波数を走査することを可能にするように、同じ
く動作可能にプロセッサ７０６に結合できる。この情報を使用して、モバイルデバイス７
００は、説明したように、アクセスポイントのフィルタ処理されたリストを提示すること
、通信確立のための１つまたは複数のアクセスポイントを選択すること、三角測量を使用
してモバイルデバイス７００の位置を特定すること、などが可能である。モバイルデバイ
ス７００は、またさらに、信号を変調する変調器７１４と、たとえば基地局や別のモバイ
ルデバイスなどに信号を送信する送信機７１６と、をそれぞれ備える。プロセッサ７０６
とは別個のものとして図示されているが、ネイバーリストコンポーネント７１０、ネイバ
ー走査コンポーネント７１２、復調器７０４、および／または変調器７１４は、プロセッ
サ７０６または複数のプロセッサ（図示せず）の一部とすることができることを諒解され
たい。
【００５９】
　図８は、特定の地理的領域中のアクセスポイントの周波数を備えるネイバーリストを１
つまたは複数のモバイルデバイスに与えることを可能にするシステム８００の図である。
システム８００は基地局８０２（たとえば、アクセスポイント、．．．）を備え、基地局
８０２は、複数の受信アンテナ８０６を介して１つまたは複数のモバイルデバイス８０４
から（１つまたは複数の）信号を受信する受信機８１０と、送信アンテナ８０８を介して
１つまたは複数のモバイルデバイス８０４に送信する送信機８２２とを有する。受信機８
１０は、受信アンテナ８０６から情報を受信することができ、受信信号を復号することが
できるデスクランブラに動作可能に関連する。さらに、復調器８１２は、受信されデスク
ランブルされた信号を復調することができる。復調されたシンボルは、図７に関して上述
したプロセッサと同様とすることができるプロセッサ８１４によって分析され、プロセッ
サ８１４は、信号（たとえばパイロット）強度および／または干渉強度、（１つまたは複
数の）モバイルデバイス８０４（または異なる基地局（図示せず））に送信されるべきデ
ータまたはそこから受信されるべきデータを推定することに関係する情報、および／また
は本明細書に記載の様々な動作および機能を行うことに関係する他の適切な情報を記憶す
るメモリ８１６に結合される。プロセッサ８１４は、さらに、ネイバーリストを管理し、
１つまたは複数のモバイルデバイス８０４に与えることができるネイバーリスト維持管理
機（maintainer）８１８に結合される。
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【００６０】
　一例によれば、ネイバーリスト維持管理機８１８は、地理的領域中の１つまたは複数の
アクセスポイントに関係するパイロット周波数のネイバーリストを受けることができる。
たとえば、ネイバーリストは、基礎をなすワイヤレスネットワークコンポーネント（図示
せず）から受けることができる。さらに、ネイバーリスト維持管理機８１８は、説明した
ように、ワイヤレスネットワークから受けた更新、１つまたは複数のアクセスポイントの
検出された変化などに基づいて、ネイバーリストに対する更新を処理することができる。
ネイバーリスト維持管理機８１８は、モバイルデバイス８０４が、与えられたパイロット
周波数に基づいて後でアクセスポイントを発見することができるように、そのリストを１
つまたは複数のモバイルデバイス８０４に与えることができる。さらに、ネイバーリスト
維持管理機８１８は、ＧＰＳロケーション、アクセスポイントタイプ、アクセスポイント
技術など、他のアクセスポイント情報をネイバーリスト中に含めることができる。さらに
、プロセッサ８１４とは別個のものとして図示されているが、復調器８１２、ネイバーリ
スト維持管理機８１８、および／または変調器８２０は、プロセッサ８１４または複数の
プロセッサ（図示せず）の一部とすることができることを諒解されたい。
【００６１】
　図９は、例示的なワイヤレス通信システム９００を示す。ワイヤレス通信システム９０
０は、簡潔のために、１つの基地局９１０と、１つのモバイルデバイス９５０とを示して
ある。ただし、システム９００は、２つ以上の基地局および／または２つ以上のモバイル
デバイスを含むことができ、追加の基地局および／またはモバイルデバイスは、以下で説
明する例示的な基地局９１０およびモバイルデバイス９５０と実質的に同様または異なる
ものとすることができることを諒解されたい。さらに、基地局９１０および／またはモバ
イルデバイス９５０は、それらの間のワイヤレス通信を可能にするために、本明細書で説
明するシステム（図１～図４および図７～図８）および／または方法（図５～図６）を使
用することができることを諒解されたい。
【００６２】
　基地局９１０で、いくつか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９
１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ９１４に供給される。一例によれば、各データス
トリームは、それぞれのアンテナを介して送信されることができる。ＴＸデータプロセッ
サ９１４は、符号化データを与えるために、トラフィックデータストリーム用に選択され
た特定の符号化方式に基づいて、そのデータストリームをフォーマッティングし、符号化
し、インタリーブする。
【００６３】
　各データストリームの符号化データは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）技法を使用し
てパイロットデータと多重化されることができる。追加または代替として、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）、または符号分割多重
化（ＣＤＭ）されることができる。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９５０
において使用されることができる。各データストリームの多重化されたパイロットおよび
符号化データは、変調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特
定の変調方式（たとえば、２位相偏移キーイング（ＢＰＳＫ）、４位相偏移キーイング（
ＱＰＳＫ）、Ｍ位相偏移キーイング（Ｍ－ＰＳＫ）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）な
ど）に基づいて変調（たとえば、シンボルマッピング）されることができる。各データス
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９３０によって実行または
与えられる命令によって判断されることができる。
【００６４】
　データストリームの変調シンボルは、（たとえば、ＯＦＤＭ用に）変調シンボルをさら
に処理することができるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２０に供給される。次いで、ＴＸ　
ＭＩＭＯプロセッサ９２０は、ＮＴ個の変調シンボルストリームをＮＴ個の送信機（ＴＭ
ＴＲ）９２２ａ～９２２ｔに供給する。様々な態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２
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０は、データストリームのシンボルと、シンボルの送信元のアンテナとにビームフォーミ
ング重みを適用する。
【００６５】
　各送信機９２２は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して、１つまたは複
数のアナログ信号を供給し、さらに、それらのアナログ信号を調整（たとえば、増幅、フ
ィルタ処理、およびアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信するのに適
した変調信号を与える。さらに、送信機９２２ａ～９２２ｔからのＮＴ個の変調信号は、
それぞれＮＴ個のアンテナ９２４ａ～９２４ｔから送信される。
【００６６】
　移動デバイス９５０では、上記送信された変調信号は、ＮＲ個のアンテナ９５２ａ～９
５２ｒによって受信され、各アンテナ９５２からの受信信号は、それぞれの受信機（ＲＣ
ＶＲ）９５４ａ～９５４ｒに供給される。各受信機９５４は、対応する「受信」シンボル
ストリームを与えるために、それぞれの信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、お
よびダウンコンバート）し、調整された信号をデジタル化してサンプルを与え、さらに、
それらのサンプルを処理する。
【００６７】
　ＲＸデータプロセッサ９６０は、ＮＴ個の「検出」シンボルストリームを与えるために
、特定の受信機処理技法に基づいてＮＲ個の受信機９５４からＮＲ個の受信シンボルスト
リームを受信し、処理することができる。ＲＸデータプロセッサ９６０は、データストリ
ームのトラフィックデータを復元するために、各検出シンボルストリームを復調し、デイ
ンタリーブし、復号することができる。ＲＸデータプロセッサ９６０による処理は、基地
局９１０においてＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ９２０およびＴＸデータプロセッサ９１４に
よって実行される処理を補足するものである。
【００６８】
　プロセッサ９７０は、上述のように、どのプリコーディング行列を利用すべきかを周期
的に判断することができる。さらに、プロセッサ９７０は、行列インデックス部分とラン
ク値部分とを備える逆方向リンクメッセージを作成することができる。
【００６９】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関係す
る様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージは、データソース
９３６から複数のデータストリームのトラフィックデータをも受信するＴＸデータプロセ
ッサ９３８によって処理され、変調器９８０によって変調され、送信機９５４ａ～９５４
ｒによって調整され、基地局９１０に戻され得る。
【００７０】
　基地局９１０において、モバイルデバイス９５０からの変調信号は、アンテナ９２４に
よって受信され、受信機９２２によって調整され、復調器９４０によって復調され、ＲＸ
データプロセッサ９４２によって処理されて、モバイルデバイス９５０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９３０は、ビームフォーミ
ング重みを判断するためにどのプリコーディング行列を使用すべきかを判断するために、
抽出されたメッセージを処理することができる。
【００７１】
　プロセッサ９３０および９７０は、それぞれ基地局９１０およびモバイルデバイス９５
０における動作を指示（たとえば、制御、調整、管理など）することができる。それぞれ
のプロセッサ９３０および９７０は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ９
３２および９７２に関連付けできる。プロセッサ９３０および９７０はまた、それぞれ、
アップリンクとダウンリンクとに関して周波数推定値とインパルス応答推定値とを導き出
すために計算を実行することができる。
【００７２】
　本明細書で説明する態様は、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、またはそれらの任意の組合せで実装されることができることを理
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解されたい。ハードウェア実装の場合、処理ユニットは、１つまたは複数の特定用途向け
集積回路（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）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲー
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、本明細書で説明する機能を実行するように設計された他の電子ユニット、また
はそれらの組合せの中で実装されることができる。
【００７３】
　態様は、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアまたはマイクロコード、プログ
ラムコードまたはコードセグメントで実装される場合、それらは、記憶コンポーネントな
どの機械可読媒体に記憶されることができる。コードセグメントは、プロシージャ、関数
、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、データ構造もしくはプログラムステートメントの任意の
組合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、ま
たはメモリ内容をパスおよび／または受信することによって、別のコードセグメントまた
はハードウェア回路に結合されることができる。情報、引数、パラメータ、データなどは
、メモリ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク送信などを含
む、適切な手段を使用してパス、フォワーディング、または送信されることができる。
【００７４】
　ソフトウェア実装の場合、本明細書で説明する技法は、本明細書で説明する機能を実行
するモジュール（たとえば、プロシージャ、関数など）を用いて実装されることができる
。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって実行されるこ
とができる。メモリユニットは、プロセッサの内部またはプロセッサの外部に実装される
ことができ、その場合、当技術分野で知られているように様々な手段によってプロセッサ
に通信可能に結合されることができる。
【００７５】
　図１０を参照すると、特定の地理的領域中のアクセスポイントに対応するパイロット周
波数のネイバーリストを受信するシステム１０００が示されている。たとえば、システム
１０００は、少なくとも部分的に基地局、モバイルデバイスなどの中に常駐することがで
きる。システム１０００は機能ブロックを含むものとして表されており、その機能ブロッ
クは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ（たとえば、ファームウェア）
によって実装される機能を表す機能ブロックとすることができることを諒解されたい。シ
ステム１０００は、連携して動作することができる電気コンポーネントの論理グルーピン
グ１００２を含む。たとえば、論理グルーピング１００２は、１つまたは複数のアクセス
ポイントから、関係する地理的領域中の異種アクセスポイントによって利用されるパイロ
ット周波数を備えるネイバーリストを受信するための電気コンポーネント１００４を含む
ことができる。たとえば、説明したように、ネイバーリストは、アクセスポイントタイプ
情報、ＧＰＳロケーション情報などの追加情報を備えることができる。さらに、論理グル
ーピング１００２は、パイロット周波数を走査することに少なくとも部分的に基づいて、
異種アクセスポイントに関係する追加情報を判断するための電気コンポーネント１００６
を備えることができる。
【００７６】
　説明したように、異種アクセスポイントはパイロット周波数に基づいて識別されること
ができ、１つまたは複数の通信パラメータは、パイロットから検出されることができ、お
よび／または検出の後に通信パラメータを異種アクセスポイントに要求することに基づい
て検出されることができる。さらに、論理グルーピング１００２は、追加情報に少なくと
も部分的に基づいて、異種アクセスポイントの少なくとも１つとの通信を確立するための
電気コンポーネント１００８を含むことができる。この点について、追加情報は、アクセ
スポイントに対する通信確立および／またはセル再選択を可能にするための、ＰＮオフセ
ット、データチャネル情報などの通信パラメータを備えることができる。さらに、論理グ
ルーピング１００２は、フェムトセルアクセスポイントのリストをインターフェースに提
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示し、通信確立のためにフェムトセルアクセスポイントの１つまたは複数を手動で選択す
ることを可能にするための電気コンポーネント１０１０を含むことができる。説明したよ
うに、ネイバーリストは、１つまたは複数のアクセスポイントタイプ識別子を含むことが
でき、識別子は、初期ネイバーリスト中で受信されることができ、および／または１つま
たは複数の判断された通信パラメータとしてポピュレートされることができる。さらに、
論理グルーピング１００２は、異種アクセスポイントに関係する、ネイバーリスト中で受
信されたＧＰＳ情報に基づいてロケーションを判断するための電気コンポーネント１０１
２を含むことができる。これは、一例では、上述のように、たとえばアクセスポイントの
計算された距離とともに三角測量を使用して達成されることができる。さらに、システム
１０００は、電気コンポーネント１００４、１００６、１００８、１０１０、および１０
１２に関連付けられた機能を実行するための命令を保持するメモリ１０１４を含むことが
できる。メモリ１０１４の外部にあるものとして図示されているが、１つまたは複数の電
気コンポーネント１００４、１００６、１００８、１０１０、および１０１２はメモリ１
０１４の内部に存在することができることを理解されたい。
【００７７】
　図１１を参照すると、パイロット周波数のネイバーリストを１つまたは複数のモバイル
デバイスに与えるためのシステム１１００が示されている。たとえば、システム１１００
は、少なくとも部分的にワイヤレスネットワークコンポーネント内に常駐することができ
る。システム１１００は機能ブロックを含むものとして表されており、その機能ブロック
は、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ（たとえば、ファームウェア）に
よって実装される機能を表す機能ブロックとすることができることを諒解されたい。シス
テム１１００は、連携して動作することができる電気コンポーネントの論理グルーピング
１１０２を含む。たとえば、論理グルーピング１１０２は、特定の地理的領域中の１つま
たは複数のアクセスポイントのパイロット周波数を備えるネイバーリストを受信するため
の電気コンポーネント１１０４を含むことができる。領域は、説明したように、システム
１１００の現在の領域に関係することができる。さらに、論理グルーピング１１０２は、
ネイバーリストを１つまたは複数のモバイルデバイスに与えるための電気コンポーネント
１１０６を備えることができる。したがって、モバイルデバイスは、説明したように、ネ
イバーリストを使用して地理的領域中のアクセスポイントを発見することができる。さら
に、論理グルーピング１１０２はまた、特定の地理的領域中のアクセスポイントに関係す
る受信したパラメータ変更に少なくとも部分的に基づいて、リストを更新するための電気
コンポーネント１１０８を備えることができる。説明したように、パラメータ変更は、領
域へのアクセスポイントの追加、他のアクセスポイントの１つまたは複数のパラメータの
変更などに関係することができる。したがって、リストがシステム１１００において更新
されることができるので、モバイルデバイスは、更新されたリストを受信して、現在のア
クセスポイント情報を保持することができる。さらに、論理グルーピング１１０２は、パ
ラメータ変更を受信するためにアクセスポイントと通信するための電気コンポーネント１
１１０を含むことができる。さらに、システム１１００は、電気コンポーネント１１０４
、１１０６、１１０８、および１１１０に関連付けられた機能を実行するための命令を保
持するメモリ１１１２を含むことができる。メモリ１１１２の外部にあるものとして図示
されているが、１つまたは複数の電気コンポーネント１１０４、１１０６、１１０８、お
よび１１１０はメモリ１１１２の内部に存在することができることを理解されたい。
【００７８】
　本明細書で開示した実施形態に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック、モ
ジュール、および回路は、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（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、ま
たは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハー
ドウェアコンポーネント、あるいは本明細書で説明した機能を実行するために設計された
それらの任意の組合せを用いて実施または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロ
セッサであってよいが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントロ
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ーラ、マイクロコントローラ、または状態機械とし得る。プロセッサはまた、コンピュー
ティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数の
マイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、ある
いは任意の他のそのような構成として実装され得る。さらに、少なくとも１つのプロセッ
サは、上述のステップおよび／またはアクションの１つまたは複数を実行するように動作
可能な１つまたは複数のモジュールを備え得る。
【００７９】
　さらに、本明細書で開示された態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステッ
プおよび／またはアクションは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって
実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその２つの組合せで実施され
得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、Ｅ
ＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体中に常駐し得る
。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書
き込むことができるようにプロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体はプロセッ
サに一体化され得る。さらに、いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩ
Ｃ中に常駐し得る。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端末内に常駐し得る。代替として、プロセ
ッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に個別コンポーネントとして常駐し得る。さらに、
いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび／またはアクションは、
コンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、機械可読媒体および／またはコンピュー
タ可読媒体上のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ、あるいはそのセッ
トとして常駐し得る。
【００８０】
　１つまたは複数の態様では、説明する機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの組合せで実装し得る。ソフトウェアで実装する場合、機能は、１
つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるい
はコンピュータ可読媒体上で送信され得る。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の
場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記
憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスできる任意
の利用可能な媒体とし得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは他の光ディスク記憶装置、磁
気ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態
の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用でき、コンピュータによって
アクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。また、どんな接続でもコンピュー
タ可読媒体と呼ばれることがある。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイ
バケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およ
びマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、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、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、Ｄ
ＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含
まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトデ
ィスク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用
途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびブルー
レイディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、デ
ィスク（disc）は、通常、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュ
ータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００８１】
　上記の開示は、例示的な態様および／または実施形態について論じたが、添付の特許請
求の範囲によって定義された記載の態様および／または実施形態の範囲から逸脱すること
なく、様々な変更および改変を本明細書で行うことができることに留意されたい。さらに
、記載の態様および／または実施形態の要素は、単数形で説明または請求されていること
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があるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が企図される
。さらに、任意の態様および／または実施形態の全部または一部は、別段の規定がない限
り、任意の他の態様および／または実施形態の全部または一部とともに利用され得る。さ
らに、「含む（include）」という用語は、発明を実施するための形態または特許請求の
範囲のいずれかで使用される限り、「備える（comprising）」という用語を使用すると請
求項における移行語と解釈されるように「備える（comprising）」と同様に包括的なもの
とする。さらに、記載の態様および／または態様の要素は、単数形で説明または請求され
ていることがあるが、単数形に限定することが明示的に述べられていない限り、複数形が
企図される。さらに、任意の態様および／または実施形態の全部または一部は、別段の規
定がない限り、任意の他の態様および／または実施形態の全部または一部とともに利用さ
れ得る。

【図１】 【図２】



(27) JP 2011-515910 A 2011.5.19

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(28) JP 2011-515910 A 2011.5.19

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(29) JP 2011-515910 A 2011.5.19

【図１１】



(30) JP 2011-515910 A 2011.5.19

10

20

30

40

【国際調査報告】



(31) JP 2011-515910 A 2011.5.19

10

20

30

40



(32) JP 2011-515910 A 2011.5.19

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,
BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K
E,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL
,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100101812
            弁理士　勝村　紘
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(74)代理人  100127144
            弁理士　市原　卓三
(74)代理人  100141933
            弁理士　山下　元
(72)発明者  バラサブラマニアン、スリニバサン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
(72)発明者  チェン、ジェン・メイ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
(72)発明者  デシュパンデ、マノジ・エム．
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
(72)発明者  ヨーン、ヤング・シー．
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
Ｆターム(参考) 5K067 AA15  DD19  EE02  EE10  FF02  JJ39 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

