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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　フェムトセルによって、モバイルデバイスから位置測定情報およびパフォーマンス測定
報告を受信するステップと、
　前記位置測定情報に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルデバイスが屋内に位置
するか、または屋外に位置するか判定するステップと、
　前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または屋外に位置するかの前記判定、およ
び前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報告に基づいて、少なくとも前記フェ
ムトセルのカバレージエリアを調整するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または屋外に位置するかの前記判定、およ
び前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報告に基づいて、前記フェムトセルの
ための送信電力および無線周波数(RF)チャネルまたは帯域のうちの1つまたは複数を選択
するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの音響測定値、光学測定値、GPS測定値、
およびRFチャネル測定値のうちの1つまたは複数を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
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　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの高度計測定値、気圧計測定値、加速度計
測定値、ジャイロスコープ測定値、および位置履歴情報のうちの1つまたは複数を含む、
請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記パフォーマンス測定報告が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数
、ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウン
リンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統
計値のうちの1つまたは複数を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　モバイルデバイスから位置測定情報およびパフォーマンス測定報告を受信するように構
成された情報収集構成要素と、
　前記位置測定情報に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルデバイスが屋内に位置
するか、または屋外に位置するか判定するように構成された位置分類構成要素と、
　前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または屋外に位置するかの前記判定、およ
び前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報告に基づいて、少なくともフェムト
セルのカバレージエリアを調整するように構成された調整構成要素と
を備える装置。
【請求項７】
　前記調整構成要素が、前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または屋外に位置す
るかの前記判定、および前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報告に基づいて
、前記フェムトセルのための送信電力および無線周波数(RF)チャネルまたは帯域のうちの
1つまたは複数を選択するようにさらに構成される、請求項6に記載の装置。
【請求項８】
　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの高度計測定値、気圧計測定値、加速度計
測定値、ジャイロスコープ測定値、および位置履歴情報のうちの1つまたは複数を含む、
請求項6に記載の装置。
【請求項９】
　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの音響測定値、光学測定値、GPS測定値、
およびRFチャネル測定値のうちの1つまたは複数を含む、請求項6に記載の装置。
【請求項１０】
　前記パフォーマンス測定報告が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数
、ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウン
リンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統
計値のうちの1つまたは複数を含む、請求項6に記載の装置。
【請求項１１】
　ワイヤレス通信のためのフェムトセル装置であって、
　モバイルデバイスから位置測定情報およびパフォーマンス測定報告を受信するための手
段と、
　前記位置測定情報に少なくとも部分的に基づいて、前記モバイルデバイスが屋内に位置
するか、または屋外に位置するか判定するための手段と、
　前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または屋外に位置するかの前記判定、およ
び前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報告に基づいて、少なくともフェムト
セルのカバレージエリアを調整するための手段と
を備える装置。
【請求項１２】
　前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または屋外に位置するかの前記判定、およ
び前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報告に基づいて、前記フェムトセルの
ための送信電力および無線周波数(RF)チャネルまたは帯域のうちの1つまたは複数を選択
するための手段をさらに備える、請求項11に記載の装置。
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【請求項１３】
　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの高度計測定値、気圧計測定値、加速度計
測定値、ジャイロスコープ測定値、および位置履歴情報のうちの1つまたは複数を含む、
請求項11に記載の装置。
【請求項１４】
　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの音響測定値、光学測定値、GPS測定値、
およびRFチャネル測定値のうちの1つまたは複数を含む、請求項11に記載の装置。
【請求項１５】
　前記パフォーマンス測定報告が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数
、ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウン
リンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統
計値のうちの1つまたは複数を含む、請求項11に記載の装置。
【請求項１６】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムであって、
　少なくとも1つのコンピュータに、モバイルデバイスから位置測定情報およびパフォー
マンス測定報告を受信させるためのコードと、
　少なくとも1つのコンピュータに、前記位置測定情報に少なくとも部分的に基づいて、
前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または屋外に位置するか判定させるためのコ
ードと、
　少なくとも1つのコンピュータに、前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または
屋外に位置するかの前記判定、および前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報
告に基づいて、少なくともフェムトセルのカバレージエリアを調整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。
【請求項１７】
　少なくとも1つのコンピュータに、前記モバイルデバイスが屋内に位置するか、または
屋外に位置するかの前記判定、および前記モバイルデバイスの前記パフォーマンス測定報
告に基づいて、前記フェムトセルのための送信電力および無線周波数(RF)チャネルまたは
帯域のうちの1つまたは複数を選択させるためのコードをさらに備える、請求項16に記載
のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの高度計測定値、気圧計測定値、加速度計
測定値、ジャイロスコープ測定値、および位置履歴情報のうちの1つまたは複数を含む、
請求項11に記載の装置。
【請求項１９】
　前記位置測定情報が、前記モバイルデバイスの音響測定値、光学測定値、GPS測定値、
およびRFチャネル測定値のうちの1つまたは複数を含む、請求項16に記載のコンピュータ
プログラム。
【請求項２０】
　前記パフォーマンス測定報告が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数
、ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウン
リンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統
計値のうちの1つまたは複数を含む、請求項16に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　モバイルデバイスによって、1つまたは複数の位置測定を実施するステップと、
　前記1つまたは複数の位置測定に基づいて、前記モバイルデバイスの位置を屋内または
屋外に分類するステップと、
　前記モバイルデバイスによって、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を収集するス
テップと、
　位置分類情報と、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を含むパフォーマンス測定報
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告とをフェムトセルに送るステップと
を含み、
　前記位置測定が、高度計測定、気圧計測定、加速度計測定、およびジャイロスコープ測
定のうちの1つまたは複数を含む、方法。
【請求項２２】
　前記位置測定が、音響測定、光学測定、GPS測定、およびRFチャネル測定のうちの1つま
たは複数を含む、請求項21に記載の方法。
【請求項２３】
　前記パフォーマンス測定値が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数、
ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウンリ
ンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統計
値のうちの1つまたは複数を含む、請求項21に記載の方法。
【請求項２４】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　モバイルデバイスの1つまたは複数の位置測定およびパフォーマンス測定を実施するよ
うに構成された測定構成要素と、
　前記位置測定に基づいて、前記モバイルデバイスの位置を屋内または屋外に分類するよ
うに構成された位置分類構成要素と、
　位置分類情報と、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を含むパフォーマンス測定報
告とをフェムトセルに送るように構成された情報送信構成要素と
を備え、
　前記位置測定が、高度計測定、気圧計測定、加速度計測定、およびジャイロスコープ測
定のうちの1つまたは複数を含む、装置。
【請求項２５】
　前記位置測定が、音響測定、光学測定、GPS測定、およびRFチャネル測定のうちの1つま
たは複数を含む、請求項24に記載の装置。
【請求項２６】
　前記パフォーマンス測定値が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数、
ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウンリ
ンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統計
値のうちの1つまたは複数を含む、請求項24に記載の装置。
【請求項２７】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　モバイルデバイスによって、1つまたは複数の位置測定を実施するための手段と、
　前記1つまたは複数の位置測定に基づいて、前記モバイルデバイスの位置を屋内または
屋外に分類するための手段と、
　前記モバイルデバイスによって、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を収集するた
めの手段と、
　位置分類情報と、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を含むパフォーマンス測定報
告とをフェムトセルに送るための手段と
を備え、
　前記位置測定が、高度計測定、気圧計測定、加速度計測定、およびジャイロスコープ測
定のうちの1つまたは複数を含む、装置。
【請求項２８】
　前記位置測定が、音響測定、光学測定、GPS測定、およびRFチャネル測定のうちの1つま
たは複数を含む、請求項27に記載の装置。
【請求項２９】
　前記パフォーマンス測定値が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数、
ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウンリ
ンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統計
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値のうちの1つまたは複数を含む、請求項27に記載の装置。
【請求項３０】
　ワイヤレス通信のためのコンピュータプログラムであって、
　少なくとも1つのコンピュータに、モバイルデバイスによって、1つまたは複数の位置測
定を実施させるためのコードと、
　少なくとも1つのコンピュータに、前記1つまたは複数の位置測定に基づいて、前記モバ
イルデバイスの位置を屋内または屋外に分類させるためのコードと、
　少なくとも1つのコンピュータに、前記モバイルデバイスによって、1つまたは複数のパ
フォーマンス測定値を収集させるためのコードと、
　少なくとも1つのコンピュータに、位置分類情報と、1つまたは複数のパフォーマンス測
定値を含むパフォーマンス測定報告とをフェムトセルに送らせるためのコードと
を備え、
　前記位置測定が、高度計測定、気圧計測定、加速度計測定、およびジャイロスコープ測
定のうちの1つまたは複数を含む、コンピュータプログラム。
【請求項３１】
　前記位置測定が、音響測定、光学測定、GPS測定、およびRFチャネル測定のうちの1つま
たは複数を含む、請求項30に記載のコンピュータプログラム。
【請求項３２】
　前記パフォーマンス測定値が、受信信号強度インジケータ(RSSI)、セル再選択の回数、
ハンドオーバの回数およびタイプ、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよびダウンリ
ンク干渉、ならびに前記モバイルデバイスによって使用されるワイヤレスサービスの統計
値のうちの1つまたは複数を含む、請求項30に記載のコンピュータプログラム。
【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確に組み込まれる
、2012年3月9日に出願された「Apparatus and Method for Determining Location of Mob
ile Devices in a Femtocell」と題する仮出願第61/609,206号の優先権を主張する。
【０００２】
　本開示は一般にワイヤレス通信の分野に関し、より詳細には、フェムトセルにおけるモ
バイルデバイスの屋内または屋外の位置を判定するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、たとえば、音声、データなどの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。典型的なワイヤレス通信システムは、利用可
能なシステムリソース(たとえば、帯域幅、送信電力など)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可能な多元接続システムであり得る。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
などが含まれ得る。加えて、これらのシステムは、第3世代パートナーシッププロジェク
ト(3GPP)、3GPPロングタームエボリューション(LTE)、ウルトラモバイルブロードバンド(
UMB)、エボリューションデータオプティマイズド(EV-DO)などの仕様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向けの通信を同
時にサポートすることができる。各モバイルデバイスは、(たとえば、マクロノードと一
般に呼ばれ得る)1つまたは複数の基地局と通信することができる。従来の基地局を補足す
るために、(たとえば、フェムトノードセルまたはピコノードと一般に呼ばれ得る)追加の
低電力基地局を展開して、より強固なワイヤレスカバレージをモバイルデバイスに提供す
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ることができる。たとえば、低電力基地局は、漸進的な容量の増大、より豊かなユーザエ
クスペリエンス、屋内または他の特定の地理的カバレージなどのために展開され得る。
【０００５】
　フェムトノードは、ワイヤレスネットワークインフラストラクチャ全体を考慮すること
なく、ユーザによってユーザの自宅、オフィス、ビルおよび他の屋内環境に設置されるこ
とが多い。クローズドアクセスフェムトセル展開では、フェムトノードは通常、そのカバ
レージ屋内をターゲットとし、干渉を回避するためにフェムトノードが隣接するマクロセ
ルおよびフェムトセルから最も小さい信号強度を測定する無線周波数(RF)チャネル/帯域
を選ぶ。オープンアクセスフェムトセル展開では、フェムトノードは、隣接するフェムト
セルおよびマクロセルと同じRFチャネル/帯域を選択して、より良い周波数再利用を実現
することができるが、このことは高密度フェムトセル展開における干渉問題をもたらす可
能性がある。したがって、フェムトノードの動作の改善が望まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　以下に、フェムトセルにおける、屋内または屋外などの、モバイルデバイスの位置を判
定し、モバイルデバイスの位置に基づいて、フェムトセルのRFパラメータを調整するため
のシステム、方法およびコンピュータプログラムの1つまたは複数の態様の簡略化された
概要を提示する。この概要は、本発明のすべての企図された態様の包括的な概観ではなく
、本発明の主要または重要な要素を識別するものでも、その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】
　より具体的には、オープンまたはクローズドフェムトセル展開におけるカバレージ、干
渉およびモビリティ管理基準を満たすように、フェムトセルの送信電力、RFチャネルおよ
び/または帯域あるいは他のパラメータを選択するために、モバイルデバイスが屋内に位
置するか、または屋外に位置するかを判定するためのシステム、方法およびコンピュータ
プログラムが本明細書で開示される。たとえば、モバイルデバイスが屋内にあるか、また
は屋外にあるかというモバイルデバイスの位置情報、およびモバイルデバイスのパフォー
マンス測定報告を使用して、フェムトセルは、フェムトセルのパフォーマンスを改善する
ために、その送信電力、カバレージエリアおよびRFチャネル/帯域の選択を調整すること
ができる。
【０００８】
　一態様では、モバイルデバイスの位置を分類するための方法は、フェムトセルによって
、モバイルデバイスから位置測定情報およびパフォーマンス測定報告を受信するステップ
を含む。方法は、受信した位置測定情報に基づいて、モバイルデバイスの位置を屋内また
は屋外に分類するステップをさらに含む。方法は、モバイルデバイスの位置の分類および
パフォーマンス測定報告に基づいて、フェムトセルのカバレージエリア、送信電力、およ
び/または無線周波数(RF)チャネル/帯域を調整するステップをさらに含む。
【０００９】
　別の態様では、モバイルデバイスの位置を分類するためのフェムトセル装置は、モバイ
ルデバイスから位置測定情報およびパフォーマンス測定報告を受信するように構成された
情報収集構成要素を含む。装置は、受信した位置測定情報に基づいて、モバイルデバイス
の位置を屋内または屋外に分類するように構成された位置分類構成要素をさらに含む。装
置は、モバイルデバイスの位置の分類およびパフォーマンス測定報告に基づいて、フェム
トセルのカバレージエリア、送信電力、および/または無線周波数(RF)チャネル/帯域を調
整するように構成された調整構成要素をさらに含む。
【００１０】
　別の態様では、モバイルデバイスの位置を分類するためのフェムトセル装置は、モバイ
ルデバイスから位置測定情報およびパフォーマンス測定報告を受信するための手段を含む
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。装置は、受信した位置測定情報に基づいて、モバイルデバイスの位置を屋内または屋外
に分類するための手段をさらに含む。装置は、モバイルデバイスの位置の分類およびパフ
ォーマンス測定報告に基づいて、フェムトセルのカバレージエリア、送信電力、および/
または無線周波数(RF)チャネル/帯域を調整するための手段をさらに含む。
【００１１】
　さらに別の態様では、モバイルデバイスの位置を分類するためのコンピュータプログラ
ム製品は、フェムトセルにおける少なくとも1つのコンピュータに、モバイルデバイスか
ら位置測定情報およびパフォーマンス測定報告を受信させるためのコードを備える非一時
的コンピュータ可読記録媒体を含む。コンピュータプログラム製品は、少なくとも1つの
コンピュータに、受信した位置測定情報に基づいて、モバイルデバイスの位置を屋内また
は屋外に分類させるためのコードをさらに含む。コンピュータプログラム製品は、少なく
とも1つのコンピュータに、モバイルデバイスの位置の分類およびパフォーマンス測定報
告に基づいて、フェムトセルのカバレージエリア、送信電力、および/または無線周波数(
RF)チャネル/帯域を調整させるためのコードをさらに含む。
【００１２】
　別の態様では、モバイルデバイスの位置を分類するための方法は、モバイルデバイスに
よって、1つまたは複数の位置測定を実施するステップを含む。方法は、1つまたは複数の
位置測定に基づいて、モバイルデバイスの位置を屋内または屋外に分類するステップをさ
らに含む。方法は、モバイルデバイスによって、1つまたは複数のパフォーマンス測定値
を収集するステップをさらに含む。方法は、位置分類情報と、1つまたは複数のパフォー
マンス測定値を含むパフォーマンス測定報告とをフェムトセルに送るステップをさらに含
む。
【００１３】
　別の態様では、モバイルデバイスの位置を分類するための装置は、モバイルデバイスの
1つまたは複数の位置測定およびパフォーマンス測定を実施するように構成された測定構
成要素を含む。装置は、位置測定に基づいて、モバイルデバイスの位置を屋内または屋外
に分類するように構成された位置分類構成要素をさらに含む。装置は、位置分類情報と、
1つまたは複数のパフォーマンス測定値を含むパフォーマンス測定報告とをフェムトセル
に送るように構成された情報送信構成要素をさらに含む。
【００１４】
　別の態様では、モバイルデバイスの位置を分類するための装置は、モバイルデバイスに
よって、1つまたは複数の位置測定を実施するための手段を含む。装置は、1つまたは複数
の位置測定に基づいて、モバイルデバイスの位置を屋内または屋外に分類するための手段
をさらに含む。装置は、モバイルデバイスによって、1つまたは複数のパフォーマンス測
定値を収集するための手段をさらに含む。装置は、位置分類情報と、1つまたは複数のパ
フォーマンス測定値を含むパフォーマンス測定報告とをフェムトセルに送るための手段を
さらに含む。
【００１５】
　さらに別の態様では、モバイルデバイスの位置を分類するためのコンピュータプログラ
ム製品は、少なくとも1つのコンピュータに、モバイルデバイスによって、1つまたは複数
の位置測定を実施させるためのコードを備えるコンピュータ可読記録媒体を含む。コンピ
ュータプログラム製品は、少なくとも1つのコンピュータに、1つまたは複数の位置測定に
基づいて、モバイルデバイスの位置を屋内または屋外に分類させるためのコードをさらに
含む。コンピュータプログラム製品は、少なくとも1つのコンピュータに、モバイルデバ
イスによって、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を収集させるためのコードをさら
に含む。コンピュータプログラム製品は、少なくとも1つのコンピュータに、位置分類情
報と、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を含むパフォーマンス測定報告とをフェム
トセルに送らせるためのコードをさらに含む。
【００１６】
　上記のおよび関連の目的の達成のために、1つまたは複数の態様は、以下で十分に説明
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し、特許請求の範囲で具体的に指摘する特徴を含む。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いくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。しかしながら、これら
の特徴は、様々な態様の原理が使用され得る様々な方法のうちのいくつかを示すものにす
ぎず、この説明は、そのようなすべての態様およびそれらの等価物を含むものとする。
【００１７】
　開示される態様を限定するためではなく例示するために与えられる添付の図面とともに
、開示される態様が以下で説明され、同様の記号表示は同様の要素を示している。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ビル環境において展開される例示的なワイヤレス通信システムのブロック図であ
る。
【図２】一態様による、モバイルデバイスの位置を分類するための例示的なシステムのブ
ロック図である。
【図３】一態様による、モバイルデバイスの位置を分類するための例示的な方法の流れ図
である。
【図４】別の態様による、モバイルデバイスの位置を分類するための別の例示的な方法の
流れ図である。
【図５Ａ】一態様による、モバイルデバイスの位置を分類するための例示的なフェムトノ
ードベースのシステムのブロック図である。
【図５Ｂ】一態様による、モバイルデバイスの位置を分類するための例示的なモバイルデ
バイスベースのシステムのブロック図である。
【図６】本明細書に記載する様々な態様による例示的なワイヤレス通信システムのブロッ
ク図である。
【図７】本明細書で説明する様々なシステムおよび方法と連携して使用され得る例示的な
ワイヤレスネットワーク環境の説明図である。
【図８】本明細書の態様が実施され得る、いくつかのデバイスをサポートするように構成
された例示的なワイヤレス通信システムを示す図である。
【図９】ネットワーク環境内のフェムトセルの展開を可能にする例示的な通信システムの
説明図である。
【図１０】いくつかの画定されたトラッキングエリアを有するカバレージマップの一例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　様々な態様では、フェムトセルにおけるモバイルデバイスの位置(たとえば、屋外また
は屋内)を判定し、分類するためのシステムおよび方法。図面を参照しながら様々な態様
について説明する。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。しかしながら、そのような態様をこ
れらの具体的な詳細なしに実践できることは明白であり得る。さらに、いくつかのデバイ
ス、構成要素、モジュールなどを含み得るシステムに関して、様々な態様または特徴が提
示される。様々なシステムが、追加のデバイス、構成要素、モジュールなどを含む場合が
あり、かつ/または図に関して論じられるデバイス、構成要素、モジュールなどのすべて
を含むとは限らないことを、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。
【００２０】
　本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA、WiFiキャリア検知多
重アクセス(CSMA)、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(UTRA)、cdma2000などの無線技
術を実装し得る。UTRAは、Wideband-CDMA(W-CDMA)およびCDMAの他の変形形態を含む。さ
らに、cdma2000は、IS-2000規格、IS-95規格およびIS-856規格をカバーする。TDMAシステ
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ムは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装
し得る。OFDMAシステムは、発展型UTRA(E-UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)
、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDM(登録商標)などの無
線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、Universal Mobile Telecommunication Syste
m(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)は、ダウンリンク上では
OFDMAを使用し、アップリンク上ではSC-FDMAを使用する、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(登録商標)は、「3rd Generation Partner
ship Project」(3GPP)と称する組織からの文書に記載されている。加えて、cdma2000およ
びUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)と称す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、不対無認可スペクトル
、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、モバイルツーモバイル)アド
ホックネットワークシステムをさらに含み得る。
【００２１】
　ワイヤレス通信システムは、モバイルデバイスと通信するために利用される複数の基地
局(BS)を含み得る。これらの基地局は、高電力マクロノードおよび低電力フェムトノード
を含み得る。フェムトノードは、フェムトセル、アクセスポイント、フェムトBS、ピコノ
ード、マイクロノード、ノードB、発展型ノードB(eNB)、H(e)NBと総称されるホームノー
ドB(HNB)もしくはホーム発展型ノードB(HeNB)、または何らかの他の用語で呼ばれる場合
もある。これらのフェムトノードは一般に低電力基地局と見なされる。たとえば、低電力
基地局は、ワイヤレスワイドエリアネットワーク(WWAN)に関連するマクロ基地局と比較し
て、比較的低い電力で送信する。したがって、低電力フェムトノード(たとえば、フェム
トセル)のカバレージエリアは、マクロノード(たとえば、マクロセル)のカバレージエリ
アよりも実質的に小さい可能性がある。
【００２２】
　当技術分野で一般に知られているように、モバイルデバイスは、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、リモート局、モバイル端末、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。モバイルデバイスは、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、タブレット、コンピューティングデバイス、あるいはモバイルデバイスにセルラーま
たはワイヤレスネットワークアクセスを与える1つまたは複数のBSにワイヤレスモデムを
介して接続された他の処理デバイスであり得る。
【００２３】
　図1は、マルチルームビル101において展開される例示的なワイヤレス通信システム100
を示す。システム100は、1つまたは複数のモバイルデバイス114にワイヤレスネットワー
クへのアクセスを与えることができる外部のマクロ基地局102、ならびにバックホールリ
ンクを介したワイヤレスネットワークアクセスをブロードバンドインターネット接続を介
してモバイルネットワークに与えることもできる、ビル内に位置する複数のフェムトノー
ド104、106、108、110、および112を含む。一例では、フェムトノード104、106、108、11
0、および/または112は他のタイプの低電力基地局、中継ノード、(たとえば、他のデバイ
スとピアツーピアモードまたはアドホックモードで通信する)デバイスなどであってよい
。各フェムトノードは、フェムトセル(図1には示されていないが、図9を参照しながら以
下でより詳細に説明される)を形成する。さらに、システム100は、ビル101のルームのう
ちの1つの内部に位置することができる、デバイス114などの複数のモバイルデバイスを含
む。モバイルデバイス114は、フェムトノード104、106および/または108のうちの1つまた
は複数と、ならびに電気通信サービス(たとえば、音声、データなど)をモバイルデバイス
に提供するマクロ基地局102とワイヤレス通信することができる。
【００２４】
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　クローズドアクセスフェムトセル展開では、フェムトノード106は、そのカバレージ屋
内をターゲットとし、干渉を回避するためにフェムトノード106が隣接するマクロセルお
よびフェムトセルから最も小さい信号強度を測定するRFチャネル/帯域を選ぶ。オープン
アクセスフェムトセル展開では、フェムトノード106は、隣接するフェムトセルおよびマ
クロセルと同じRFチャネルを選択して、より良い周波数再利用を実現することができるが
、このことは高密度フェムトセル展開における干渉問題をもたらす可能性がある。代わり
に、周波数間干渉を最小限に抑え、屋内および屋外のカバレージを改善するために、家の
境界に近いフェムトセル(たとえば、フェムトノード106)が、1つのRFチャネル/帯域(たと
えば、より低いRF帯域)を選択し、家の奥にあるフェムトセル(たとえば、フェムトノード
108)が、別のRFチャネル/帯域(たとえば、より高いRF帯域)を選択することがより有利で
あり得る。したがって、一態様によれば、モバイルデバイス114またはフェムトセル106は
、フェムトセル106がモバイルデバイスのパフォーマンス測定報告とともに情報を使用し
て、そのカバレージエリアおよび周波数選択を改善することができるように、モバイルデ
バイス114が構内101の内部に位置するか、または外部に位置するかを判定するように構成
され得る。
【００２５】
　図2は、モバイルデバイスの位置(たとえば、屋内または屋外)を判定し、モバイルデバ
イスの位置に基づいて、適切なフェムトセル調整を行うために使用され得る例示的な通信
システム200を示す。システム200は、フェムトノード202(たとえば、図1のフェムトノー
ド104、106、108、110または112のいずれか1つ)およびモバイルデバイス204(たとえば、
図1のモバイルデバイス114)を含む。一態様では、モバイルデバイス204は、モバイルデバ
イス204の位置を判定するために使用され得る、異なるタイプの位置およびパフォーマン
ス測定を実施する測定構成要素212を含む。モバイルデバイス204は、測定した位置パラメ
ータを使用して、モバイルデバイス204の位置を、たとえば、屋内または屋外に分類する
位置分類構成要素214も含む。モバイルデバイス204は、フェムトノード202に位置測定情
報および/または位置分類情報、およびモバイルデバイスによって生成されたパフォーマ
ンス測定報告を送る情報送信構成要素216も含む。
【００２６】
　一態様では、測定構成要素212は、音響技法を使用して、モバイルデバイス204の位置を
判定することができる。たとえば、測定構成要素212は、モバイルデバイス204のスピーカ
ーを起動して、あらかじめ定義された音声パターンを発し、また、モバイルデバイス204
のマイクロフォンを起動して、そのパターンが同じパターンのエコーを介して受信される
かどうかを検出することができる。エコーは屋外よりも屋内で生じる可能性が非常に高い
。屋外エリアは一般に屋内よりも雑音が多く、車両の騒音などの特定のタイプの雑音を含
み得るので、構成要素212は、雑音の存在について受信したエコー信号を解析することも
できる。
【００２７】
　別の態様では、測定構成要素212は、光学技法を使用して、モバイルデバイス204の位置
を判定することができる。たとえば、測定構成要素212は、モバイルデバイス204の光セン
サーまたはカメラを起動して、光強度のレベルおよびそのスペクトル成分を検出すること
ができる。自然な太陽光は、通常屋内で使用される蛍光灯または白熱灯によって発せられ
る人工光とは異なる周波数スペクトルを有する。構成要素212は、知られているスペクト
ル解析プロセスを使用して、検出した光の光源を識別するために、その光の周波数成分を
区別することができる。また、昼間の間の太陽光は一般に、人工光源からの光よりも強く
、逆に、夜間では、より明るいエリアは一般に屋内である。構成要素212は、光源を識別
するために、光強度を測定し、光強度をそのクロック読取値と相関させるようにさらに構
成され得る。
【００２８】
　別の態様では、測定構成要素212は、モバイルデバイス204の全地球測位システム(GPS)
またはGLONASSなどの他のシステムを使用して、モバイルデバイス204の位置を判定するこ
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とができる。たとえば、GPS信号強度は屋外では非常に強いが、窓から5～10m離れた屋内
では急速に低下することが知られている。したがって、GPS信号強度は、モバイルデバイ
ス204が屋内にあるか、または屋外にあるかを判定するために使用され得る。たとえば、
構成要素212は、GPS信号強度(たとえば、特定の継続時間にわたって平均した信号強度)を
測定し、GPS信号強度をあらかじめ定義された閾値と比較することができる。GPS信号強度
が閾値を超える場合、モバイルデバイス204は屋内ではなく、屋外にある可能性が高い。G
PS信号測定値を使用して、モバイルデバイス204の速度を判定することもでき、この速度
は、モバイルデバイス204が屋外を走っている高速で移動する車上デバイスであるかどう
かを示すことになる。
【００２９】
　別の態様では、測定構成要素212は、位置判定のためにモバイルデバイス204の高度計測
定値および/または気圧計測定値を使用することができる。たとえば、エリアにおける大
まかな地理的高度と比較した、モバイルデバイス204の推定した高度は、モバイルデバイ
ス204が高層ビルにあるかどうかを判定するために、構成要素212によって使用され得る。
エリアにおける典型的な高度よりもはるかに高い高度は、モバイルデバイス204が屋外で
はなく、屋内にあることを推定し得る。高度計測定値は、モバイルデバイスの海抜高度に
よって変化する気圧計測定値によって補足され得る。
【００３０】
　別の態様では、測定構成要素212は、位置判定のためにモバイルデバイス204の加速度計
測定値および/またはジャイロスコープ測定値を使用することができる。たとえば、加速
度計および/またはジャイロスコープによって検出された特定の動きパターンは、モバイ
ルデバイス204が移動している車両内にある(すなわち、屋外)か、または階段を上り下り
するユーザによって持ち運ばれている(すなわち、屋内)かを示すことができる。
【００３１】
　別の態様では、測定構成要素212は、モバイルデバイス204のRFチャネル測定パラメータ
、たとえば、マルチパス雑音およびドップラー測定値を使用して、モバイルデバイス204
の位置を判定することができる。たとえば、モバイルデバイス204が移動する速度は、モ
バイルデバイス204からの信号が受信され得るドップラー拡散と相関する。ドップラー拡
散はモバイルデバイスが高速で移動するほど高くなり、このことはモバイルデバイスが屋
外にあることを示す。また、マルチパス干渉からのチャネル雑音は一般に、屋外よりも屋
内のほうがはるかに高い。
【００３２】
　別の態様では、測定構成要素212は、モバイルデバイス204の位置/移動履歴を使用して
、モバイルデバイス204の現在の位置を判定することができる。たとえば、主として一時
的なユーザが横断するエリアは、屋外エリアである可能性が高い。また、モバイルデバイ
ス204がフェムトセルとマクロセルを頻繁に切り替えていることを位置履歴が示す場合、
十中八九、モバイルデバイス204は屋外を走っている高速で移動する車上デバイスであり
、その現在の位置は、その経路の軌跡およびモバイルデバイス204が接続されているまた
は最近接続された先のフェムトセルおよびマクロセルの知られている位置から推定され得
る。
【００３３】
　さらに別の態様では、測定構成要素212は、モバイルデバイス204のキーパフォーマンス
インジケータ(KPI)などのパフォーマンス測定情報を収集することができる。たとえば、
パフォーマンス測定情報は、限定はしないが、モバイルデバイス204によって使用される
サービス(たとえば、音声、データ、ストリーミング)の統計値、受信信号強度インジケー
タ(RSSI)、サービス期待値(スケジュールされたシステム更新または同期化など)、セル再
選択の回数、ハンドオーバの回数およびタイプ(たとえば、マクロセルへの/からの周波数
内ハンドオーバ、周波数間ハンドオーバ、RAT間ハンドオーバ、フェムトセルへの/からの
ハンドオーバ)、呼ドロップの回数、平均アップリンクおよび/またはダウンリンク干渉、
ならびに他のパフォーマンスパラメータ、モビリティパラメータおよびサービスパラメー



(12) JP 6147773 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

タを含み得る。この情報は、パフォーマンス測定報告を使用してフェムトセル202に送ら
れ得る。
【００３４】
　一態様では、位置分類構成要素214は、測定構成要素212から位置測定情報を収集し、モ
バイルデバイス204の位置を屋内または屋外に分類することができる。たとえば、構成要
素212によって提供される位置測定データは、限定はしないが、音響測定値、光学測定値
、GPS測定値、高度計測定値および/または気圧計測定値、加速度計測定値および/または
ジャイロスコープ測定値、RFチャネル測定値、ならびに位置履歴情報を含み得る。位置分
類構成要素214は、情報の1つまたは複数の収集した項目を組み合わせ、モバイルデバイス
204の位置を屋内または屋外に分類することができる。たとえば、モバイルデバイス204が
屋内にあることを弱いGPS信号が示し、検出した光スペクトルが通常屋内で使用される蛍
光灯の特徴であることを光学測定値が示す場合、位置分類構成要素214は、かなりの確信
をもってモバイルデバイス204の位置を屋内に分類することができる。一態様では、異な
る重み付け係数が、構成要素212から受信した異なる位置測定値に適用され得る。たとえ
ば、モバイルデバイス204が屋外に位置することを、大きい、たとえば90%以上の確率で、
非常に強いGPS信号が示すが、モバイルデバイスが屋内にあることを、60%の確率で、検出
した光のスペクトル解析に基づいて光学信号測定値が示す場合、すべての測定値が組み合
わされるときに、光学測定値の場合よりも大きい重みをGPS測定値に与えることができ、
構成要素212はモバイルデバイス204の位置を屋外に分類することができる。
【００３５】
　一態様では、モバイルデバイス204の情報送信構成要素216は、測定構成要素212からの
位置測定情報または位置分類構成要素214からの位置分類データのいずれかを収集し、そ
れをエアインターフェースメッセージを介してまたはアプリケーションレベルメッセージ
を介してオーバージエアでフェムトノード202に送るように構成される。加えて、情報送
信構成要素216は、KPI情報を含むパフォーマンス測定報告をフェムトノード202に送るこ
とができる。一態様では、情報送信構成要素216は、フェムトノード202に送られる位置測
定データまたは分類データにタイムスタンプを付けることができるので、そのデータは構
成要素216によって送られるパフォーマンス測定報告と時間相関され得る。
【００３６】
　一態様では、フェムトノード202は、位置情報受信構成要素206、位置分類構成要素208
およびリソース/パラメータ調整構成要素210を含む。構成要素206は、モバイルデバイス2
04からの位置測定パラメータまたは位置分類情報のうちの1つまたは複数、ならびにモバ
イルデバイス204からのパフォーマンス測定報告をオーバージエアで受信するように構成
される。フェムトノード202が位置測定情報のみを受信した場合、フェムトノードは、モ
バイルデバイス204の位置の分類を行うために、位置測定情報を位置分類構成要素208に渡
すことができる。たとえば、モバイルデバイス204によって提供される位置測定データは
、限定はしないが、音響測定値、光学測定値、GPS測定値、高度計測定値および/または気
圧計測定値、加速度計測定値および/またはジャイロスコープ測定値、RFチャネル測定値
、ならびに位置/移動履歴情報を含み得る。位置分類構成要素208は、情報の1つまたは複
数の収集した項目を組み合わせ、モバイルデバイス204の位置を屋内または屋外に分類す
ることができる。たとえば、モバイルデバイス204が屋内にあることを弱いGPS信号が示し
、検出した光スペクトルが通常屋内で使用される蛍光灯の特徴であることを光学測定値が
示す場合、位置分類構成要素208は、かなりの確信をもってモバイルデバイス204の位置を
屋内に分類することができる。一態様では、異なる重み付け係数が、構成要素212から受
信した異なる位置測定値に適用され得る。たとえば、モバイルデバイス204が屋外に位置
することを、大きい、たとえば90%以上の確率で、非常に強いGPS信号が示すが、モバイル
デバイスが屋内にあることを、60%の確率で、検出した光のスペクトル解析に基づいて光
学信号測定値が示す場合、すべての測定値が組み合わされるときに、光学測定値の場合よ
りも大きい重みをGPS測定値に与えることができ、構成要素208はモバイルデバイス204の
位置を屋外に分類することができる。
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【００３７】
　一態様では、リソース/パラメータ調整構成要素210は、モバイルデバイス204および/ま
たは他のモバイルデバイスからのパフォーマンス測定報告とともにモバイルデバイス204
の位置分類情報を使用して、フェムトセルカバレージエリアを改善し、隣接するフェムト
セルおよびマクロセルに対する干渉を回避するために、フェムトノード204のカバレージ
および/またはチャネル割当てを調整することができる。たとえば、位置分類情報に基づ
いて、構成要素210は、フェムトセル204が主に、屋内に位置するモバイルデバイス204に
サービスしているか、または屋外に位置するモバイルデバイス204にサービスしているか
を判定することができる。パフォーマンス測定報告から、構成要素210は、隣接するフェ
ムトセルおよびマクロセルに対する周波数内干渉があるかどうかを判定することができる
。この情報を解析すると、構成要素210は、フェムトセルカバレージエリアを改善し、隣
接するセルに対する干渉を回避するために、フェムトノード204のカバレージおよび/また
はチャネル割当てを調整することができる。たとえば、主に、屋内に位置するモバイルデ
バイスにサービスするフェムトセル204は、そのカバレージエリアを縮小し得るので、多
くの高速モバイルデバイスを有し得るビルの外のエリアをカバーせず、これらの高速モバ
イルデバイスはフェムトセルのカバレージエリアに入るたびにフェムトセル204に再選択
しようとし、このことは、フェムトノード204のRFリソースおよび処理リソースに過負荷
をかけ、不必要なネットワークトラフィックを作り出す可能性がある。別の例では、隣接
するフェムトセル間の周波数内干渉を防ぎ、屋内および屋外のカバレージを改善するため
に、屋外に位置するモバイルデバイスにサービスするフェムトノード204は、1つのRFチャ
ネル/帯域(たとえば、より低いRF帯域)を選択することができ、屋内に位置する隣接する
フェムトセルは、異なるRFチャネル/帯域(たとえば、より高いRF帯域)を選択し得る。当
業者に知られている他の最適化技法が使用され得る。
【００３８】
　図3および図4は、フェムトセルにおけるモバイルデバイスの位置を分類するための例示
的な方法を示す。例示的な方法300は、図2のフェムトノード202などのフェムトノードま
たはその1つもしくは複数の構成要素上に記憶された命令において定義され、説明した動
作を実施するようにプロセッサによって実行され得る。例示的な方法400は、図2のモバイ
ルデバイス204などのモバイルデバイスまたはその1つもしくは複数の構成要素上に記憶さ
れた命令において定義され、説明した動作を実施するようにプロセッサによって実行され
得る。説明を簡単にするために、方法は一連の動作として示され、説明されているが、い
くつかの動作は、1つまたは複数の実施形態によれば、本明細書で示され、説明される順
序とは異なる順序でおよび/または他の動作と同時に行われ得るので、これらの方法は動
作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、方法は代替的に
、状態図におけるものなどの、一連の相互に関係する状態またはイベントとして表され得
ることを諒解されたい。さらに、1つまたは複数の実施形態に従って方法を実装するため
に、すべての説明した動作が必要とされるとは限らない。
【００３９】
　図3に移ると、ステップ302において、方法300は、モバイルデバイスから、音響測定値
、光学測定値、GPS測定値、高度計測定値および/または気圧計測定値、加速度計測定値お
よび/またはジャイロスコープ測定値、RFチャネル測定値、ならびに位置履歴情報などの
位置測定情報を受信するステップを含む。たとえば、一態様では、フェムトノード202は
、モバイルデバイス204から上述の位置測定情報を受信する位置情報受信構成要素206を含
み得る。ステップ304において、方法300は、受信した位置測定情報に基づいて、モバイル
デバイスの位置を屋内または屋外に分類するステップを含む。たとえば、一態様では、フ
ェムトノード202は、モバイルデバイス204の位置を分類する位置分類構成要素208を含み
得る。ステップ306において、方法300は、モバイルデバイスからパフォーマンス測定報告
を受信するステップを含む。一態様では、パフォーマンス測定報告は、使用されるモバイ
ルサービスに関する統計値、RSSI、セル再選択の回数、ハンドオーバの回数およびタイプ
、呼ドロップの回数、平均UL/DL干渉、ならびに他のパフォーマンスパラメータ、モビリ
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ティパラメータおよびサービスパラメータなどの様々なキーパフォーマンスインジケータ
(KPI)を含み得る。たとえば、一態様では、フェムトノード202は、モバイルデバイス204
から上述のパフォーマンス測定報告を受信する構成要素206を含み得る。ステップ308にお
いて、方法300は、フェムトセルのカバレージエリアを改善し、隣接するフェムトセルお
よびマクロセルに対する干渉を回避するために、モバイルデバイスの位置の分類（位置分
類）、パフォーマンス測定報告および/または他の基準に基づいて、フェムトセルのカバ
レージエリアおよび/またはモバイルデバイスのためのRFチャネル/帯域を調整するステッ
プを含む。たとえば、一態様では、フェムトノード202は、上述のパラメータ調整を実施
するリソース/パラメータ調整構成要素210を含み得る。
【００４０】
　図4に移ると、ステップ402において、方法400は、モバイルデバイスによって、1つまた
は複数の位置測定を実施するステップを含む。たとえば、一態様では、モバイルデバイス
204は、音響測定、光学測定、GPS測定、高度計測定および/または気圧計測定、加速度計
測定および/またはジャイロスコープ測定、RFチャネル測定を実施し、ならびにモバイル
デバイスの位置履歴情報を収集するように構成された測定構成要素212を含み得る。ステ
ップ404において、方法400は、1つまたは複数の位置測定に基づいて、モバイルデバイス
の位置を分類するステップを含む。一態様では、モバイルデバイス204は、位置測定に基
づいて、モバイルデバイス204の位置を屋内または屋外に分類するように構成された位置
分類構成要素214を含み得る。ステップ406において、方法400は、モバイルデバイスによ
って、1つまたは複数のパフォーマンス測定値を収集するステップを含む。一態様では、
モバイルデバイス204の測定構成要素212は、PKIなどの、モバイルデバイス204の様々なパ
フォーマンス測定値を収集するように構成され得る。ステップ408において、方法400は、
モバイルデバイスの位置分類情報およびパフォーマンス測定報告をフェムトセルに送るス
テップを含む。一態様では、モバイルデバイス204は、上述の情報をフェムトセルに送る
ように構成された情報送信構成要素216を含み得る。
【００４１】
　図5Aは、フェムトセルにおけるモバイルデバイスの位置を分類するためのフェムトノー
ドベースのシステムの一態様を示す。たとえば、システム500は、少なくとも部分的に、
図2のフェムトノード202などのフェムトノード内に常駐し得る。システム500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
れた機能を表す機能ブロックであり得る、機能ブロックを含むものとして表されているこ
とを諒解されたい。システム500は、連携して動作することができる電気的構成要素の論
理グルーピング502を含む。たとえば、一態様では、論理グルーピング502は、モバイルデ
バイスから位置測定情報およびパフォーマンス測定報告を受信するための電気的構成要素
504を含むことができる。加えて、論理グルーピング502は、受信した位置測定情報に基づ
いて、モバイルデバイスの位置を屋内または屋外にあるものとして分類するための電気的
構成要素506を含むことができる。さらに、論理グルーピング502は、モバイルデバイスの
位置の分類およびパフォーマンス測定報告に基づいて、フェムトセルのRFリソース割振り
およびカバレージエリアを調整するための電気的構成要素508を含むことができる。
【００４２】
　加えて、システム500は、電気的構成要素504、506、および508に関連する機能を実行す
るための命令を保持するメモリ510を含むことができる。メモリ510の外部にあるものとし
て示されているが、電気的構成要素504、506、および508のうちの1つまたは複数は、メモ
リ510内に存在し得ることを理解されたい。一例では、電気的構成要素504、506、および5
08は、少なくとも1つのプロセッサを備えることができ、または各電気的構成要素504、50
6、および508は、少なくとも1つのプロセッサの対応するモジュールとすることができる
。さらに、追加または代替の例では、電気的構成要素504、506、および508はコンピュー
タ可読記録媒体を備えるコンピュータプログラム製品とすることができ、各電気的構成要
素504、506、および508は対応するコードとすることができる。
【００４３】



(15) JP 6147773 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

　図5Bは、フェムトセルにおけるモバイルデバイスの位置を分類するためのモバイルデバ
イスベースのシステムの一態様を示す。たとえば、システム550は、少なくとも部分的に
、図2のモバイルデバイス204などのモバイルデバイス内に常駐し得る。システム550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
実装された機能を表す機能ブロックであり得る、機能ブロックを含むものとして表されて
いることを諒解されたい。システム550は、連携して動作することができる電気的構成要
素の論理グルーピング552を含む。たとえば、一態様では、論理グルーピング552は、モバ
イルデバイスによって、1つまたは複数の位置測定を実施するための電気的構成要素554を
含むことができる。加えて、論理グルーピング552は、位置測定に基づいて、モバイルデ
バイスの位置を屋内または屋外にあるものとして分類するための電気的構成要素556を含
むことができる。加えて、論理グルーピング552は、モバイルデバイスによって、1つまた
は複数のパフォーマンス測定値を収集するための電気的構成要素557を含むことができる
。さらに、論理グルーピング552は、モバイルデバイスの位置分類情報およびパフォーマ
ンス測定報告をフェムトセルに送るための電気的構成要素558を含むことができる。
【００４４】
　加えて、システム550は、電気的構成要素554、556、557および558に関連する機能を実
行するための命令を保持するメモリ559を含むことができる。メモリ559の外部にあるもの
として示されているが、電気的構成要素554、556、557および558のうちの1つまたは複数
は、メモリ559内に存在し得ることを理解されたい。一例では、電気的構成要素554、556
、557および558は、少なくとも1つのプロセッサを備えることができ、または各電気的構
成要素554、556、557および558は、少なくとも1つのプロセッサの対応するモジュールと
することができる。さらに、追加または代替の例では、電気的構成要素554、556、557お
よび558はコンピュータ可読記録媒体を備えるコンピュータプログラム製品とすることが
でき、各電気的構成要素554、556、557および558は対応するコードとすることができる。
【００４５】
　次に図6を参照すると、フェムトセルにおけるモバイルデバイスの位置を分類するため
のシステムおよび方法が実装され得るワイヤレス通信システム600。システム600は基地局
602を含み、基地局602は図2のフェムトノード202または図5のシステム500などのフェムト
ノードであってもよく、構成要素を含み、図1～図5に関して上記で説明した機能を実装し
得る。一態様では、基地局602は複数のアンテナグループを含むことができる。たとえば
、1つのアンテナグループはアンテナ604および606を含むことができ、別のグループはア
ンテナ608および610を含むことができ、追加のグループはアンテナ612および614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
より多いか、またはより少ないアンテナを利用することができる。基地局602は、送信機
チェーンおよび受信機チェーンをさらに含むことができ、それらの各々は、諒解されるよ
うに、信号の送信および受信に関連する複数の構成要素(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。
【００４６】
　基地局602は、図2のモバイルデバイス204を含み得る、モバイルデバイス616およびモバ
イルデバイス622などの1つまたは複数のモバイルデバイスと通信することができるが、基
地局602は、モバイルデバイス616および622と同様の実質的に任意の数のモバイルデバイ
スと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616および622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、衛星無線、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600を介して通信するための任意の他の適切なデバイスで
あり得る。図示のように、モバイルデバイス616は、アンテナ612および614と通信してお
り、ここでアンテナ612および614は、順方向リンク618を介してモバイルデバイス616に情
報を送信し、逆方向リンク620を介してモバイルデバイス616から情報を受信する。さらに
、モバイルデバイス622は、アンテナ604および606と通信しており、ここでアンテナ604お
よび606は、順方向リンク624を介してモバイルデバイス622に情報を送信し、逆方向リン
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ク626を介してモバイルデバイス622から情報を受信する。周波数分割複信(FDD)システム
では、たとえば、順方向リンク618は、逆方向リンク620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、順方向リンク624は、逆方向リンク626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使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618および逆方向リンク620は、共通の周波数帯域
を利用することができ、順方向リンク624および逆方向リンク626は、共通の周波数帯域を
利用することができる。
【００４７】
　アンテナの各グループおよび/またはアンテナが通信するように指定されたエリアは、
基地局602のセクタと呼ぶことができる。たとえば、アンテナグループは、基地局602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することが
できる。順方向リンク618および624を介した通信では、基地局602の送信アンテナはビー
ムフォーミングを利用して、モバイルデバイス616用の順方向リンク618およびモバイルデ
バイス622用の順方向リンク624の信号対雑音比を改善することができる。また、基地局60
2はビームフォーミングを利用して、関連するカバレージを介して不規則に分散したモバ
イルデバイス616および622に送信するが、隣接セル内のモバイルデバイスは、単一のアン
テナを介してすべてのそのモバイルデバイスに送信する基地局と比較して、干渉を被る可
能性が少ない。さらに、モバイルデバイス616および622は、図示のように、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。一例によれば、シ
ステム600は多入力多出力(MIMO)通信システムであり得る。
【００４８】
　図7は、フェムトセルにおけるモバイルデバイスの位置を分類するためのシステムおよ
び方法が実装され得る例示的なワイヤレス通信システム700を示す。ワイヤレス通信シス
テム700は、図2のフェムトノード202などのフェムトノードを含むことができる1つの基地
局710、および図2のモバイルデバイス204などの1つのモバイルデバイス750を図示してい
る。しかしながら、システム700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710およびモバイルデバイス750と実質的に同様か、または異なる可能
性があることを諒解されたい。加えて、基地局710および/またはモバイルデバイス750は
、本明細書で説明するシステム(図1、図2、図5および図6)および/または方法(図3および
図4)を使用して、それらの間のワイヤレス通信を容易にすることができることを諒解され
たい。たとえば、本明細書で説明するシステムの構成要素もしくは機能および/または方
法は、以下で説明するメモリ732および/もしくは772、またはプロセッサ730および/もし
くは770の一部とすることができ、かつ/あるいは、プロセッサ730および/もしくは770に
よって実行されて、開示した機能を実施することができる。
【００４９】
　基地局710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712
から送信(TX)データプロセッサ714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することができる。TXデータプロセッサ714は、その
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、トラフィックデータスト
リームをフォーマットし、符号化し、インターリーブして、符号化データを供給する。
【００５０】
　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
イロットデータとともに多重化することができる。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(FDM)、時分割多重(TDM)、または符号分割多重(CDM)であり得
る。パイロットデータは、通常、既知の様式で処理され、かつモバイルデバイス750で使
用されて、チャネル応答を推定することができる既知のデータパターンである。データス
トリームごとに多重化されたパイロットデータと符号化データは、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位相シフトキーイング(BPSK)、4位相シフト
キーイング(QPSK)、M位相シフトキーイング(M-PSK)、M直角位相振幅変調(M-QAM)など)に
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基づいて、変調(たとえば、シンボルマップ)されて、変調シンボルを供給することができ
る。データストリームごとのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ730によ
って実施または提供された命令によって決定することができる。
【００５１】
　データストリーム用の変調シンボルをTX MIMOプロセッサ720に供給することができ、TX
 MIMOプロセッサ720は、さらに(たとえば、OFDM用の)変調シンボルを処理することができ
る。次いで、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(T
MTR)722a～722tに供給する。様々な実施形態では、TX MIMOプロセッサ720は、データスト
リームのシンボル、およびシンボルがそこから送信されているアンテナに、ビームフォー
ミング重みを加える。
【００５２】
　各送信機722は、それぞれのシンボルストリームを受信および処理して、1つまたは複数
のアナログ信号を供給し、さらにアナログ信号を調整(たとえば、増幅、フィルタリング
、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介した送信に適した変調信号を供給す
る。さらに、送信機722a～722tからのNT個の変調信号が、それぞれNT個のアンテナ724a～
724tから送信される。
【００５３】
　モバイルデバイス750で、送信された変調信号は、NR個のアンテナ752a～752rによって
受信され、各アンテナ752から受信された信号は、それぞれの受信機(RCVR)754a～754rに
供給される。各受信機754は、それぞれの信号を調整(たとえば、フィルタリング、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供給し、さら
にそのサンプルを処理して対応する「受信」シンボルストリームを供給する。
【００５４】
　RXデータプロセッサ760は、NR個の受信機754からNR個の受信シンボルストリームを受信
し、特定の受信機処理技法に基づいて処理して、NT個の「検出」シンボルストリームを供
給することができる。RXデータプロセッサ760は、検出された各シンボルストリームを復
調し、デインターリーブし、かつ復号して、データストリーム用のトラフィックデータを
復元することができる。RXデータプロセッサ760による処理は、基地局710でのTX MIMOプ
ロセッサ720およびTXデータプロセッサ714によって実施された処理と相補関係にある。
【００５５】
　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する
様々なタイプの情報を含むことができる。逆方向リンクメッセージは、データソース736
からいくつかのデータストリーム用のトラフィックデータも受信する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754a～754rによって調整され
、基地局710に送り返すことができる。
【００５６】
　基地局710で、モバイルデバイス750からの変調信号は、アンテナ724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によって送信される逆方向リンクメッセージを
抽出する。さらに、プロセッサ730は、抽出されたメッセージを処理して、ビームフォー
ミング重みを決定するためにどのプリコーディング行列を使用するかを判定することがで
きる。
【００５７】
　プロセッサ730および770は、それぞれ基地局710およびモバイルデバイス750での動作を
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730お
よび770は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ732および772に関連付ける
ことができる。プロセッサ730および770は、1つまたは複数のフェムトノード用のページ
ングエリア識別子を選択することをサポートするための本明細書で説明する機能を実施す
ることもできる。
【００５８】
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　図8は、フェムトセルにおけるモバイルデバイスの位置を分類するためのシステムおよ
び方法が実装され得る、何人かのユーザ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800を示す。システム800は、たとえば、マクロセル802A～802Gなどの複数のセル
802用の通信を提供し、各セルは、対応するアクセスノード804(たとえば、アクセスノー
ド804A～804G)によってサービスされる。図8に示すように、モバイルデバイス806(たとえ
ば、モバイルデバイス806A～806L)は、時間とともにシステム全体にわたって様々な位置
に分散する可能性がある。各モバイルデバイス806は、たとえば、モバイルデバイス806が
アクティブであるかどうか、およびソフトハンドオフにあるかどうかに応じて、所与のと
きに順方向リンク(FL)および/または逆方向リンク(RL)上の1つまたは複数のアクセスノー
ド804と通信することができる。ワイヤレス通信システム800は、広い地理的領域にわたっ
てサービスを提供することができる。いくつかの態様では、デバイス806A、806H、および
806Jなどのモバイルデバイス806のうちのいくつかは、ノード102もしくは202またはシス
テム500などのフェムトノードであってもよく、構成要素を含み、図1～図5に関して上記
で説明した機能を実装し得る。
【００５９】
　図9は、図2のフェムトノード202などの1つまたは複数のフェムトノードがネットワーク
環境内に展開される、例示的な通信システム900を示す。具体的には、システム900は、一
態様では、図1のフェムトノード104、106、108、110、および112に対応し得る、比較的小
さい規模のネットワーク環境に(たとえば、1つまたは複数のユーザの住宅930に)設置され
た複数のフェムトノード910Aおよび910B(たとえば、フェムトセルノードまたはH(e)NB)を
含む。各フェムトノード910は、デジタル加入者回線(DSL)ルータ、ケーブルモデム、ワイ
ヤレスリンク、または他の接続手段(図示せず)を介して、ワイドエリアネットワーク940(
たとえば、インターネット)およびモバイル事業者コアネットワーク950に結合することが
できる。以下で論じるように、各フェムトノード910は、関連するモバイルデバイス920(
たとえば、モバイルデバイス920A)、および場合によっては異種のモバイルデバイス920(
たとえば、モバイルデバイス920B)にサービスするように構成することができる。言い換
えれば、フェムトノード910に対するアクセスは、所与のモバイルデバイス920が1組の指
定された(たとえば、ホーム)フェムトノード910によってサービスされ得るが、任意の指
定されていないフェムトノード910(たとえば、隣接するフェムトノード)によってサービ
スされ得ないように、制限することができる。
【００６０】
　図10は、各々がいくつかのマクロカバレージエリア1004を含むいくつかのトラッキング
エリア1002(またはルーティングエリアまたはロケーションエリア)が画定された、カバレ
ージマップ1000の一例を示す。ここでは、トラッキングエリア1002A、1002Bおよび1002C
に関連するカバレージのエリアが太線によって示され、マクロカバレージエリア1004が六
角形によって表されている。トラッキングエリア1002は、構成要素を含み、図1～図5に関
して上記で説明した機能を実装し得る、図2のフェムトノード202などのそれぞれのフェム
トノードに対応するフェムトカバレージエリア1006も含む。この例では、フェムトカバレ
ージエリア1006の各々(たとえば、フェムトカバレージエリア1006C)は、マクロカバレー
ジエリア1004(たとえば、マクロカバレージエリア1004B)内に図示されている。しかしな
がら、フェムトカバレージエリア1006は、完全にマクロカバレージエリア1004内にあると
は限らないことを諒解されたい。実際には、多数のフェムトカバレージエリア1006は、所
与のトラッキングエリア1002またはマクロカバレージエリア1004で画定することができる
。また、1つまたは複数のピコカバレージエリア(図示せず)は、所与のトラッキングエリ
ア1002またはマクロカバレージエリア1004内に画定することができる。
【００６１】
　再び図9を参照すると、フェムトノード910の所有者は、たとえば、モバイル事業者コア
ネットワーク950を介して提供される、3Gモバイルサービスなどのモバイルサービスに加
入することができる。別の例では、ワイヤレスネットワークのカバレージを拡大するため
に、モバイル事業者コアネットワーク950によってフェムトノード910を動作させることが



(19) JP 6147773 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

できる。加えて、モバイルデバイス920は、マクロ環境内と、より小規模(たとえば、住宅
)のネットワーク環境内の両方で動作可能であり得る。したがって、たとえば、モバイル
デバイス920の現在の位置に応じて、モバイルデバイス920は、マクロセルアクセスノード
960によって、または1組のフェムトノード910(たとえば、対応するユーザの住居930内に
常駐するフェムトノード910Aおよび910B)のうちのいずれか1つによってサービスされ得る
。たとえば、加入者が自分の家の外部にいるときは、加入者は標準的なマクロセルアクセ
スノード(たとえば、ノード960)によってサービスされ、加入者が家にいるときは、加入
者はフェムトノード(たとえば、ノード910A)によってサービスされる。ここで、フェムト
ノード910は、既存のモバイルデバイス920との後方互換性があり得ることを諒解されたい
。
【００６２】
　フェムトノード910は、単一の周波数上か、または代替として、複数の周波数上に展開
することができる。特定の構成に応じて、単一の周波数、または複数の周波数のうちの1
つもしくは複数は、マクロセルアクセスノード(たとえば、ノード960)によって使用され
る1つまたは複数の周波数と重なる可能性がある。いくつかの態様では、モバイルデバイ
ス920は、そのような接続が可能であるときはいつでも、好ましいフェムトノード(たとえ
ば、モバイルデバイス920のホームフェムトノード)に接続するように構成することができ
る。たとえば、モバイルデバイス920がユーザの住居930内にあるときはいつでも、モバイ
ルデバイス920はホームフェムトノード910と通信することができる。
【００６３】
　いくつかの態様では、モバイル920がモバイル事業者コアネットワーク950内で動作する
が、(たとえば、好ましいローミングリスト内に規定されたような)その最も好ましいネッ
トワーク上に常駐していない場合、より良いシステムが現在利用可能かどうかを判定する
ための利用可能なシステムの周期的走査、およびそのような好ましいシステムに関連付け
るためのその後の努力を含み得るBetter System Reselection(BSR)を使用して、モバイル
デバイス920は最も好ましいネットワーク(たとえば、フェムトノード910)を探し続けるこ
とができる。一例では、(たとえば、好ましいローミングリスト内の)取得テーブル項目を
使用して、モバイルデバイス920は特定の帯域およびチャネルに対する探索を制限するこ
とができる。たとえば、最も好ましいシステムに対する探索は、周期的に繰り返すことが
できる。フェムトノード910などの好ましいフェムトノードが発見されると、モバイルデ
バイス920は、そのカバレージエリア内のキャンピング用にフェムトノード910を選択する
。
【００６４】
　いくつかの態様では、フェムトノードは制限される可能性がある。たとえば、所与のフ
ェムトノードは、特定のモバイルデバイスに特定のサービスを提供することしかできない
。いわゆる制限された(または限定された)関連付けを有する展開では、所与のモバイルデ
バイスは、マクロセルモバイルネットワークおよび規定されたセットのフェムトノード(
たとえば、対応するユーザの住居930内に常駐するフェムトノード910)のみによってサー
ビスされ得る。いくつかの実装形態では、フェムトノードは、少なくとも1つのモバイル
デバイスに、シグナリング、データアクセス、登録、ページング、またはサービスのうち
の少なくとも1つを提供しないように制限され得る。
【００６５】
　いくつかの態様では、(限定加入者グループH(e)NBと呼ばれることもある)制限フェムト
ノードは、制限付きの供給されたセットのモバイルデバイスにサービスを提供するフェム
トノードである。このセットは、必要に応じて一時的または永続的に拡張することができ
る。いくつかの態様では、限定加入者グループ(CSG)は、モバイルデバイスの共通アクセ
ス制御リストを共有するアクセスノード(たとえば、フェムトノード)のセットとして規定
することができる。ある領域内のすべてのフェムトノード(またはすべての制限フェムト
ノード)が動作するチャネルは、フェムトチャネルと呼ぶことができる。
【００６６】
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　所与のフェムトノードと所与のモバイルデバイスとの間には、このように様々な関係が
存在する可能性がある。たとえば、モバイルデバイスの観点から、オープンフェムトノー
ドは制限された関連付けがないフェムトノードを指すことができる。制限フェムトノード
は、何らかの方式で制限された(たとえば、関連付けおよび/または登録について制限され
た)フェムトノードを指すことができる。ホームフェムトノードは、その上でモバイルデ
バイスがアクセスおよび動作することを認可されたフェムトノードを指すことができる。
ゲストフェムトノードは、その上でモバイルデバイスがアクセスまたは動作することを一
時的に認可されたフェムトノードを指すことができる。異種フェムトノードは、おそらく
緊急事態(たとえば911呼)を除いて、その上でモバイルデバイスがアクセスまたは動作す
ることを認可されないフェムトノードを指すことができる。
【００６７】
　制限フェムトノードの観点から、ホームモバイルデバイスは、制限フェムトノードにア
クセスすることを認可されたモバイルデバイスを指すことができる。ゲストモバイルデバ
イスは、制限フェムトノードへの一時的なアクセス権を有するモバイルデバイスを指すこ
とができる。異種モバイルデバイスは、おそらく緊急事態、たとえば911呼を除いて、制
限フェムトノードにアクセスする許可を有さないモバイルデバイス(たとえば、制限フェ
ムトノードに登録する資格証明または許可を有さないアクセス端末)を指すことができる
。
【００６８】
　便宜上、本開示は、フェムトノードの文脈で様々な機能について本明細書で説明する。
しかしながら、ピコノードは、より大きいカバレージエリアに対して、フェムトノードと
同じまたは同様の機能を提供することができることを諒解されたい。たとえば、ピコノー
ドを制限すること、家庭用ピコノードを所与のモバイルデバイスに関して定義することな
どが可能である。
【００６９】
　本明細書で開示する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、構成要素、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)もしくは
他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲート論理もしくはトランジスタ論理、個別ハー
ドウェア構成要素、または、本明細書で説明した機能を実施するように設計されたそれら
の任意の組合せによって、実装または実施され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッ
サであり得るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マ
イクロコントローラ、または状態機械であり得る。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。加えて、少なくとも1つのプロセッサは、上記で
説明したステップおよび/または動作のうちの1つまたは複数を実施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。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と一体であり得る。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ASIC中に常駐してもよい。加えて、ASICはユーザ端末
中に常駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要
素として常駐し得る。
【００７０】
　1つまたは複数の態様では、説明した機能、方法、またはアルゴリズムは、ハードウェ
ア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフ
トウェアで実装された場合、機能は、1つまたは複数の命令もしくはコードとして、コン
ピュータ可読記録媒体上に記憶することができるか、または、コンピュータ可読記録媒体
上で送信することができ、コンピュータ可読記録媒体はコンピュータプログラム製品に組
み込むことができる。コンピュータ可読記録媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュ
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ータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む、コンピュータ可読記録媒体とコン
ピュータ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
の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記録
媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROMもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクス
トレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、命令もしくはデータ構造の形態
の所望のプログラムコードを搬送もしく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、任意の他の媒体を含み得る。また、実質的にいかなる接続もコンピュ
ータ可読記録媒体と呼ぶことができる。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、
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は、媒体の定義に
含まれる。本明細書で使用される場合、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(di
sc)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記録媒体の範
囲内に含めるべきである。
【００７１】
　本出願で使用される場合、「構成要素」、「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、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、構成要素は、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
ュータであり得るが、これらに限定されない。例示として、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、構成要
素であり得る。1つまたは複数の構成要素が、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つの構成要素が、1つのコンピュータ上に局在化されてよく、かつ/
または2つ以上のコンピュータ間に分散されてよい。加えて、これらの構成要素は、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記録媒体から実行することができる
。これらの構成要素は、信号によって、ローカルシステム、分散システム内の別の構成要
素と対話し、かつ/またはインターネットなどのネットワークを介して他のシステムと対
話する1つの構成要素からのデータなどの、1つまたは複数のデータパケットを有する信号
に従うことなどによって、ローカルプロセスおよび/またはリモートプロセスによって通
信し得る。
【００７２】
　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」という語句は、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」という語句は、以下の例のいずれか
によって満足される。XはAを使用する。XはBを使用する。XはAとBの両方を使用する。加
えて、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する場合、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すべきである。
【００７３】
　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るような、説明した態様および/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、説明した態様および/または実施形態の要素は、単数形で説明または特許請
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
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数形が企図される。加えて、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
段に記載されていない限り、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。
【符号の説明】
【００７４】
　　100　ワイヤレス通信システム、システム
　　101　マルチルームビル、ビル、構内
　　102　マクロ基地局
　　104、106、108、110、112　フェムトノード
　　114　モバイルデバイス
　　200　通信システム、システム
　　202　フェムトノード
　　204　モバイルデバイス
　　206　構成要素、位置情報受信構成要素
　　208　構成要素、位置分類構成要素
　　210　構成要素、リソース/パラメータ調整構成要素
　　212　構成要素、測定構成要素
　　214　構成要素、位置分類構成要素
　　216　構成要素、情報送信構成要素
　　500　フェムトノードベースのシステム、システム
　　502　論理グルーピング
　　504、506、508　電気的構成要素
　　510　メモリ
　　550　モバイルデバイスベースのシステム、システム
　　552　論理グルーピング
　　554、556、557、558　電気的構成要素
　　559　メモリ
　　600　ワイヤレス通信システム、システム
　　604、606、608、610、612、614　アンテナ
　　616　モバイルデバイス
　　618　順方向リンク
　　620　逆方向リンク
　　622　モバイルデバイス
　　624　順方向リンク
　　626　逆方向リンク
　　700　ワイヤレス通信システム、システム
　　710　基地局
　　712　データソース
　　714　送信(TX)データプロセッサ
　　720　TX MIMOプロセッサ
　　722a～722t　送信機(TMTR)
　　724a～724t　アンテナ
　　730　プロセッサ
　　732　メモリ
　　736　データソース
　　738　TXデータプロセッサ
　　740　復調器
　　742　RXデータプロセッサ
　　752a～752t　アンテナ
　　754a～754t　受信機(RCVR)
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　　750　モバイルデバイス
　　760　RXデータプロセッサ
　　770　プロセッサ
　　772　メモリ
　　780　変調器
　　800　ワイヤレス通信システム、システム
　　802A～802G　マクロセル
　　804A～804G　アクセスノード
　　806A～806L　モバイルデバイス
　　900　通信システム、システム
　　910A、910B　フェムトノード
　　920A、920B　モバイルデバイス
　　930　ユーザの住宅
　　940　ワイドエリアネットワーク
　　950　モバイル事業者コアネットワーク
　　960　マクロセルアクセスノード
　　1000　カバレージマップ
　　1002　トラッキングエリア
　　1004　マクロカバレージエリア
　　1006　フェムトカバレージエリア

【図１】 【図２】
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