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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線セルラー電気通信ネットワークの第１の無線電気通信デバイスと第２の無線電気通
信デバイスとの間にコーディネーションセッションを確立することができるか否かを判断
するための方法であって、該無線電気通信デバイスは、電気通信ネットワークを通じてリ
ンクされ、
　該方法は、前記第２の無線電気通信デバイスによって実行されるステップであって、
　前記第２の無線電気通信デバイスによって所定の無線信号を転送又は受信する時刻を表
す少なくとも１つの情報を含むメッセージを、前記電気通信ネットワークを通じて受信す
るステップ、並びに
　少なくとも前記メッセージの受信時刻、及び前記所定の無線信号を転送又は受信する前
記時刻から、前記第１の無線電気通信デバイスと前記第２の無線電気通信デバイスとの間
のコーディネーションセッションを確立することができるか否かを判断するステップ、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第２の無線電気通信デバイスは、
　前記所定の無線信号を転送する時刻を表す前記情報を、前記メッセージの前記受信時刻
と比較するステップ、及び
　少なくとも前記比較に従って、転送する時刻に無線信号を転送しなければならないか否
かを判断するステップ、
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を実行することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　転送する時刻に無線信号を転送しなければならないか否かの前記判断は、
　前記第２の無線電気通信デバイスのコーディネートする能力、及び／又は
　前記第２の無線電気通信デバイスの現在の負荷状況、及び／又は
　前記第２の無線電気通信デバイスの容量、及び／又は
　コーディネーションセッションに対する参加を受理又は拒否する前記第２の無線電気通
信デバイスの構成、及び／又は
　スケジュールに従ったものにさらに依存することを特徴とする、請求項２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記第１の無線電気通信デバイスによって実行されるステップであって、前記第２の無
線電気通信デバイスとの前記コーディネーションセッションが確立されるか否かを、前記
第１の無線電気通信デバイスによって受信された前記所定の無線信号から判断するステッ
プをさらに含むことを特徴とする、請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の方
法。
【請求項５】
　前記第１の無線電気通信デバイスによって実行されるステップであって、
　前記受信された所定の無線信号から少なくとも１つの所定の無線信号を選択するステッ
プ、及び
　前記選択された所定の無線信号を転送した前記第２の無線電気通信デバイスを識別する
ステップ、
をさらに含むことを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の無線電気通信デバイスによって実行されるステップであって、前記所定の無
線信号を受信する少なくとも１つの移動端末によって転送された少なくとも１つの測定報
告から、前記第２の無線電気通信デバイスとの前記コーディネーションセッションが確立
されるか否かを判断するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項１から請求項３
までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の無線電気通信デバイスによってハンドリングされる少なくとも１つの移動端
末へ、少なくとも１つの所定の信号に関する少なくとも１つの測定に進むことを求める要
求を転送するステップをさらに含むことを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２の無線電気通信デバイスは、
　前記所定の無線信号を受信する時刻を表す前記情報を前記メッセージの前記受信時刻と
比較するステップ、及び
　前記受信された無線信号に応答して、前記第１の無線電気通信デバイスを対象としたメ
ッセージを転送しなければならないか否かを前記比較に従って判断するステップ、
を実行することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１の無線電気通信デバイスを対象としたメッセージを転送しなければならないか
否かの前記判断は、
　前記第２の無線電気通信デバイスのコーディネートする能力、及び／又は
　前記第２の無線電気通信デバイスの現在の負荷状況、及び／又は
　前記第２の無線電気通信デバイスの容量、及び／又は
　コーディネーションセッションに対する参加を受理又は拒否する前記第２の無線電気通
信デバイスの構成、及び／又は
　スケジュールに従ったものにさらに依存することを特徴とすることを特徴とする、請求
項８に記載の方法。
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【請求項１０】
　前記方法は、前記第１の無線電気通信デバイスによって実行されるステップであって、
前記第１の無線電気通信デバイスによってハンドリングされる少なくとも１つの移動端末
へ、前記所定の無線信号を転送することを求める要求を転送するステップをさらに含み、
前記所定の信号は、少なくとも前記第１の無線電気通信デバイスを識別する情報を含むこ
とを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１の無線電気通信デバイスによって実行されるステップであって、前記第２の無
線電気通信デバイスとの前記コーディネーションセッションが確立されるか否かを、前記
第２の無線電気通信デバイスによって転送された少なくとも１つの測定報告から判断する
ステップをさらに含むことを特徴とする、請求項８から請求項１０までのいずれか１項に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記無線セルラー電気通信ネットワークは、前記通信ネットワークを通じて複数の無線
電気通信デバイスにリンクされたアクセスゲートウェイをさらに備えることを特徴とし、
前記メッセージは、前記第１の無線電気通信デバイスによって前記アクセスゲートウェイ
へ転送され、該アクセスゲートウェイは、該アクセスゲートウェイにリンクされた前記無
線電気通信デバイスの少なくとも一部を選択し、前記選択された無線電気通信デバイスへ
前記メッセージを転送することを特徴とする、請求項１から請求項１１までのいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記所定の無線信号を転送又は受信する時刻を表す情報は、所与の継続時間中の時刻又
は所与の無線フレーム番号であることを特徴とする、請求項１から請求項１２までのいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　無線セルラー電気通信ネットワークの第１の無線電気通信デバイスと第２の無線電気通
信デバイスとの間にコーディネーションセッションを確立することができるか否かを判断
するためのデバイスであって、該無線電気通信デバイスは、電気通信ネットワークを通じ
てリンクされ、
　該デバイスは、前記第２の無線電気通信デバイスに含まれているとともに、
　前記第２の無線電気通信デバイスによって所定の無線信号を転送又は受信する時刻を表
す少なくとも１つの情報を含むメッセージを、前記電気通信ネットワークを通じて受信す
る手段、並びに
　少なくとも前記メッセージの受信時刻、及び前記所定の無線信号を転送又は受信する前
記時刻から、前記第１の無線電気通信デバイスと前記第２の無線電気通信デバイスとの間
のコーディネーションセッションを確立することができるか否かを判断する手段、
を備えることを特徴とするデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、無線セルラー電気通信ネットワークの無線電気通信デバイスに
よって、該無線電気通信デバイスとのコーディネーションセッション（coordination ses
sion）用の少なくとも別の無線電気通信デバイスを選択するための方法及びデバイスに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の無線セルラー電気通信ネットワークでは、基地局は、オペレーションエンティテ
ィ及びメンテナンスエンティティによって管理及び構成される。基地局は、オペレータの
無線カバレッジ期待値をできるだけ満たすために無線ネットワーク計画ツール予測に従っ
たロケーションに設置される。
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【０００３】
　その場合、基地局をリンクする通信ネットワークは、これらの基地局に対して十分な容
量を提供するように設計され配備される。
【０００４】
　無線セルラー電気通信ネットワークのトポロジーのこのような制御により、２つの基地
局から１つの移動端末へデータのフローを送信する等のコーディネーションセッションを
セットアップすること、又は基地局によってハンドリングされる移動端末が別の基地局に
よって干渉されることがより少なくなるようなスケジューリング情報を交換することが可
能である。これらのコーディネーションセッションは、ＣｏＭＰ（コーディネーテッドマ
ルチポイント（Coordinated Multi-Point））送信とも呼ばれる。
【０００５】
　基地局が無線の観点からの自身の隣接基地局を自律的に発見することを可能にするメカ
ニズムを導入することによって、基地局配備に関して、より高い柔軟性がオペレータに与
えられる。
【０００６】
　しかしながら、隣接したものの発見は無線の態様に限られており、これは、コーディネ
ーテッドマルチポイントの要件になったときに十分ではない。これは、基地局がフェムト
基地局又はホーム基地局であるとき、オペレータがそれらの基地局のロケーションの制御
も、それらの基地局をリンクする通信ネットワークの制御も有しないので、特に関連する
。
【０００７】
　その上、それらの基地局は、非常に動的なセットを構築する可能性があり、基地局は、
多くの場合に制御されていない方法で突然現れたり消えたりする。
【０００８】
　ホーム基地局等の新しい無線電気通信デバイスのこのような動的な構成及び導入により
、無線電気通信デバイス間のコーディネーションセッションを開始することは困難である
。
【０００９】
　特許文献１は、２つの移動端末間のピアツーピア通信を開示している。
【００１０】
　特許文献２は、プローブ応答を抑制するアクセスポイントの方法を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００９／００４６６８３号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００８／００８０３８８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、たとえ無線セルラー電気通信ネットワークのトポロジーが可変であっても、
また、たとえ無線電気通信デバイスをリンクする通信ネットワークの性能が可変及び／又
は未知であっても、ホーム基地局、中継器、又は基地局のような無線電気通信デバイスを
備える無線セルラー電気通信ネットワークがコーディネーションセッションに関与するこ
とを可能にするソリューションを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　このために、本発明は、無線セルラー電気通信ネットワークの第１の無線電気通信デバ
イスと第２の無線電気通信デバイスとの間にコラボレーションセッションを確立すること
ができるか否かを判断するための方法であって、該無線電気通信デバイスは、電気通信ネ
ットワークを通じてリンクされ、
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　該方法は、第２の無線電気通信デバイスによって実行されるステップであって、
　第２の無線電気通信デバイスによって所定の無線信号を転送又は受信する時刻を表す少
なくとも１つの情報を含むメッセージを、電気通信ネットワークを通じて受信するステッ
プ、並びに
　少なくともメッセージの受信時刻、及び所定の無線信号を転送又は受信する時刻から、
第１の無線電気通信デバイスと第２の無線電気通信デバイスとの間のコラボレーションセ
ッションを確立することができるか否かを判断するステップ、
を含むことを特徴とする方法に関する。
【００１４】
　本発明はまた、無線セルラー電気通信ネットワークの第１の無線電気通信デバイスと第
２の無線電気通信デバイスとの間にコラボレーションセッションを確立することができる
か否かを判断するためのデバイスであって、該無線電気通信デバイスは、電気通信ネット
ワークを通じてリンクされ、
　該デバイスは、第２の無線電気通信デバイスに含まれるとともに、
　第２の無線電気通信デバイスによって所定の無線信号を転送又は受信する時刻を表す少
なくとも１つの情報を含むメッセージを、電気通信ネットワークを通じて受信する手段、
並びに
　少なくともメッセージの受信時刻及び所定の無線信号を転送又は受信する時刻から、第
１の無線電気通信デバイスと第２の無線電気通信デバイスとの間のコラボレーションセッ
ションを確立することができるか否かを判断する手段、
を備えることを特徴とするデバイスに関する。
【００１５】
　したがって、無線電気通信デバイス間のリンクの、電気通信ネットワークを通じた状態
を評価することができる。所与の時間で少なくとも１つの第２の無線電気通信デバイスへ
情報を送信することができるか否かを判断することが可能である。無線パスを通じて情報
を転送し、移動端末が所与の時間内に情報を受信することができるか否かを判断すること
も可能である。さらに、無線電気通信デバイス間の単純なプロトコルでコーディネーショ
ンセッションを確立することができるか否かを判断することも可能である。
【００１６】
　特定の特徴によると、第２の無線電気通信デバイスは、
　所定の無線信号を転送する時刻を表す情報をメッセージの受信時刻と比較し、
　少なくともこの比較に従って、転送する時刻に無線信号を転送しなければならないか否
かを判断する。
【００１７】
　したがって、第２の無線電気通信デバイスが電気通信ネットワークを通じてメッセージ
を受信しない場合、又は所定の無線信号を転送する時刻がメッセージの受信時刻よりも前
である場合、第２の無線電気通信デバイスは、上記第１の無線電気通信デバイスとのコー
ディネーションを確立することができないと推測する。無線信号を転送しないことによっ
て、第２の無線電気通信デバイスは、協力手順を最先に停止する。
【００１８】
　特定の特徴によると、転送する時刻に無線信号を転送しなければならないか否かの判断
は、
　第２の無線電気通信デバイスのコラボレートする能力、及び／又は
　第２の無線電気通信デバイスの現在の負荷状況、及び／又は
　第２の無線電気通信デバイスの容量、及び／又は
　コーディネーションセッションに対する参加を受理又は拒否する第２の無線電気通信デ
バイスの構成、及び／又は
　スケジュールに従ったものにさらに依存する。
【００１９】
　したがって、コラボレートすることが可能であるか又はその準備ができている第２の無
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線電気通信デバイスのみが所定の無線信号を転送し、その後、該第２の無線電気通信デバ
イスを第１の無線電気通信デバイスにおいて識別することができる。
【００２０】
　特定の特徴によると、第１の無線電気通信デバイスは、第２の無線電気通信デバイスと
のコーディネーションセッションが確立されるか否かを、第１の無線電気通信デバイスに
よって受信された所定の無線信号から判断する。
【００２１】
　したがって、無線信号強度を使用して、第１の無線電気通信デバイスと第２の無線電気
通信デバイスとの間の無線パス品質を評価することができる。
【００２２】
　特定の特徴によると、第１の無線電気通信デバイスは、
　受信された所定の無線信号から少なくとも１つの所定の無線信号を選択し、
　選択された所定の無線信号を転送した第２の無線電気通信デバイスを識別する。
【００２３】
　したがって、第１の無線電気通信デバイスは、コーディネーション用の候補の無線電気
通信デバイスのリストを作成することができる。
【００２４】
　特定の特徴によると、第１の無線電気通信デバイスは、所定の無線信号を受信する少な
くとも１つの移動端末によって転送された少なくとも１つの測定報告から、第２の無線電
気通信デバイスとのコーディネーションセッションが確立されるか否かを判断する。
【００２５】
　したがって、特定の移動端末について第２の無線電気通信デバイスの選択を行うことが
できる。この特定の移動端末は、コーディネーションの利点の主な受益者である。さらに
、移動端末ごとに異なる第２の無線電気通信デバイスを選択することができる。
【００２６】
　特定の特徴によれば、第１の無線電気通信デバイスは、第１の無線電気通信デバイスに
よってハンドリングされる少なくとも１つの移動端末へ、少なくとも１つの所定の信号に
関する少なくとも１つの測定に進むことを求める要求を転送する。
【００２７】
　したがって、移動端末は、所定の信号の送信時刻を知り、所定の信号の送信時刻を常に
監視する必要はない。
【００２８】
　特定の特徴によると、第２の無線電気通信デバイスは、
　所定の無線信号を受信する時刻を表す情報をメッセージの受信時刻と比較し、
　受信された無線信号に応答して、第１の無線電気通信デバイスを対象としたメッセージ
を転送しなければならないか否かを比較に従って判断する。
【００２９】
　したがって、第２の無線電気通信デバイスが電気通信ネットワークを通じてメッセージ
を受信しない場合、又は所定の無線信号を転送する時刻がメッセージの受信時刻よりも前
である場合、第２の無線電気通信デバイスは、上記第１の無線電気通信デバイスとのコー
ディネーションを確立することができないと推測する。
【００３０】
　メッセージを転送しないことによって、第２の無線電気通信デバイスは、協力手順を最
先に停止する。
【００３１】
　特定の特徴によると、第１の無線電気通信デバイスを対象としたメッセージを転送しな
ければならないか否かの判断は、
　第２の無線電気通信デバイスのコラボレートする能力、及び／又は
　第２の無線電気通信デバイスの現在の負荷状況、及び／又は
　第２の無線電気通信デバイスの容量、及び／又は
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　コーディネーションセッションに対する参加を受理又は拒否する第２の無線電気通信デ
バイスの構成、及び／又は
　スケジュールに従ったものにさらに依存する。
【００３２】
　したがって、コラボレートすることが可能であるか又はその準備ができている第２の無
線電気通信デバイスのみが所定の無線信号を転送し、その後、該第２の無線電気通信デバ
イスを第１の無線電気通信デバイスにおいて識別することができる。
【００３３】
　特定の特徴によると、第１の無線電気通信デバイスは、第１の無線電気通信デバイスに
よってハンドリングされる少なくとも１つの移動端末へ、所定の無線信号を転送し、所定
の信号は、少なくとも第１の無線電気通信デバイスを識別する情報を含む。
【００３４】
　特定の特徴によると、第１の無線電気通信デバイスは、第２の無線電気通信デバイスと
のコーディネーションセッションが確立されるか否かを、第２の無線電気通信デバイスに
よって転送された少なくとも１つの測定報告から判断する。
【００３５】
　特定の特徴によると、無線セルラー電気通信ネットワークは、通信ネットワークを通じ
て複数の無線電気通信デバイスにリンクされたアクセスゲートウェイをさらに備え、メッ
セージは、第１の無線電気通信デバイスによってアクセスゲートウェイへ転送され、アク
セスゲートウェイは、アクセスゲートウェイにリンクされた無線電気通信デバイスの少な
くとも一部を選択し、選択された無線電気通信デバイスへメッセージを転送する。
【００３６】
　したがって、無線セルラー電気通信ネットワークが、アクセスゲートウェイによってリ
ンクされた無線電気通信デバイスのサブセットにグルーピングすることができる中継器、
ホーム基地局、及び／又は基地局等の多くの無線電気通信デバイスを備える場合、無線電
気通信デバイス間の接続性は、アクセスゲートウェイによって良好な性能で行われる。
【００３７】
　さらに、第１の無線電気通信デバイスは、コーディネーションプロセスを実行する前に
第２の無線電気通信デバイスを正確に知る必要はない。
【００３８】
　無線電気通信デバイスのサブセットにおける無線電気通信デバイスと無線セルラー電気
通信ネットワークの残りの部分との接続は、アクセスゲートウェイを通じて作成される。
無線セルラー電気通信ネットワークの残りの部分は、無線電気通信デバイスのサブセット
における各無線電気通信デバイスに気付いている必要はない。
【００３９】
　これは、無線電気通信デバイスの動作状態が時間と共に変化し得るときに特に有益であ
る。
【００４０】
　特定の特徴によると、所定の無線信号を転送又は受信する時刻を表す情報は、所与の継
続時間中の時刻又は所与の無線フレーム番号である。
【００４１】
　したがって、第２の無線電気通信デバイスが所定の（determined）無線フレームにおい
て協力することができない場合、第２の無線電気通信デバイスは、所定の無線信号もメッ
セージも送信せず、第１の無線電気通信デバイスによって識別することができないように
、無線フレームインデックスを、第１の無線電気通信デバイスのスケジューラメモリと一
致するように選ぶことができる。
【００４２】
　さらなる別の特徴によると、本発明は、プログラマブルデバイスに直接ロード可能とす
ることができるコンピュータプログラムであって、該コンピュータプログラムがプログラ
マブルデバイス上で実行されると、本発明による方法のステップを実施するための命令又
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はコード部を含む、コンピュータプログラムに関する。
【００４３】
　コンピュータプログラムに関する特徴及び利点は、本発明による方法及び装置に関連し
て上述したものと同じであるので、ここでは繰り返さないことにする。
【００４４】
　本発明の特徴は、実施形態の一例の以下の説明を読むことによってより明らかになる。
上記説明は、添付図面に関して作成されたものである。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１ａ】本発明の第１の実現モードによる本発明が実施される無線セルラー電気通信ネ
ットワークを表す図である。
【図１ｂ】本発明の第２の実現モードによる本発明が実施される無線セルラー電気通信ネ
ットワークを表す図である。
【図１ｃ】本発明の第３の実現モードによる本発明が実施される無線セルラー電気通信ネ
ットワークを表す図である。
【図２】本発明が実施される基地局のアーキテクチャを表す図である。
【図３】本発明が実施されるアクセスゲートウェイのアーキテクチャを表す図である。
【図４ａ】本発明の第１の実現モードによる無線電気通信デバイスによって実行されるア
ルゴリズムの一例を開示する図である。
【図４ｂ】本発明の第２の実現モードによる無線電気通信デバイスによって実行されるア
ルゴリズムの一例を開示する図である。
【図４ｃ】本発明の第３の実現モードによる無線電気通信デバイスによって実行されるア
ルゴリズムの一例を開示する図である。
【図５】本発明によるアクセスゲートウェイによって実行されるアルゴリズムの一例を開
示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　図１ａは、本発明の第１の実現モードによる本発明が実施される無線セルラー電気通信
ネットワークを表す。
【００４７】
　図１ａには、無線セルラー電気通信ネットワークの４つの無線電気通信デバイスＢＳ１
、ＢＳ２、ＢＳ３、及びＢＳ４が示されている。
【００４８】
　４つの無線電気通信デバイスＢＳが示されているが、本発明は、異なる個数、例えばよ
り多い個数の無線電気通信デバイスＢＳが無線セルラー電気通信ネットワークに存在する
ときにも機能するということを理解することができる。
【００４９】
　無線電気通信デバイスＢＳは、例えば、基地局、ホーム基地局、若しくは中継器、又は
基地局、中継器、及びホーム基地局の組み合わせとすることができる。
【００５０】
　無線電気通信デバイスＢＳがホーム基地局又は中継器であるとき、それらの無線電気通
信デバイスＢＳは、例えば自宅に配置される。
【００５１】
　各ホーム基地局は、そのセルカバレッジが数百平方メートルに制限された基地局であっ
て、そのホーム基地局に関連付けられた限定された個数の移動端末が無線セルラー電気通
信ネットワークにアクセスすることを可能にすることができる基地局と同様のものである
。
【００５２】
　各中継器は、その中継器に関連付けられた移動端末が、無線セルラー電気通信ネットワ
ークにアクセスすることを可能にすることができる。例えば、中継器は、あたかも従来の
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基地局又はホーム基地局であるように、ダウンリンクチャネルを通じて移動端末へ信号を
送信し、アップリンクチャネルを通じて移動端末から信号を受信する。しかしながら、電
気通信ネットワークへの有線接続を有する基地局又はホーム基地局とは異なり、中継器は
、基地局又はホーム基地局との無線接続のみを有し、電気通信ネットワークへの中継器の
接続は、基地局又はホーム基地局を介して行われる。
【００５３】
　無線電気通信デバイスＢＳは、それらの無線電気通信デバイスＢＳがそれぞれ管理する
、図１には図示しないセルに位置する移動端末ＭＴによって転送された信号を受信するこ
とができる。無線電気通信デバイスＢＳは、それらの無線電気通信デバイスＢＳがそれぞ
れ管理するセルに位置する移動端末ＭＴが受信して処理できる信号を転送する。
【００５４】
　無線電気通信デバイスＢＳが移動端末ＭＴをハンドリングするとき、移動端末ＭＴは、
リモート電気通信デバイスとの通信を受信、確立、又は継続することができる。
【００５５】
　図１ａには、１つの移動端末ＭＴしか示されていないが、本発明は、異なる個数、例え
ばより多い個数の移動端末ＭＴが無線セルラー電気通信ネットワークに存在するときにも
機能するということを理解することができる。
【００５６】
　アクセスゲートウェイＡＧＷを、無線セルラー電気通信ネットワークに含めることがで
きる。
【００５７】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、無線電気通信デバイスＢＳの少なくとも一部を、無線
セルラー電気通信ネットワークの残りのデバイスとインターフェースで接続することがで
きる。
【００５８】
　例えば、アクセスゲートウェイＡＧＷは、無線電気通信デバイスＢＳ１、ＢＳ２、ＢＳ
３、及びＢＳ４を、無線セルラー電気通信ネットワークの残りのデバイスとインターフェ
ースで接続する。
【００５９】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、或る無線電気通信デバイスによって転送されたメッセ
ージを、アクセスゲートウェイＡＧＷによって管理されるエリアに配置されたどの無線電
気通信デバイスＢＳへ転送しなければならないのかを決定することができる。
【００６０】
　例えば、無線電気通信デバイスが中継器又はホーム基地局であるとき、１つ又は複数の
アクセスゲートウェイＡＧＷが無線セルラー電気通信ネットワークに含まれる。
【００６１】
　例えば、無線電気通信デバイスＢＳが基地局であるとき、アクセスゲートウェイＡＧＷ
は、無線セルラー電気通信ネットワークに含まれない。
【００６２】
　無線電気通信デバイスＢＳ１～ＢＳ４は、それらの無線電気通信デバイスＢＳが基地局
又はホーム基地局である場合に、通信ネットワークによってリンクすることができる。
【００６３】
　通信ネットワークは、例えば、ＩＳＤＮ（サービス統合デジタル網）ネットワーク又は
光ファイバベース電気通信ネットワーク等のＰＳＴＮネットワーク（公衆交換電話網(Pub
lic Switch Telecommunication Network)）又はパケット交換ネットワークである。
【００６４】
　リンクＬ１は、無線電気通信デバイスＢＳ１とアクセスゲートウェイＡＧＷとの間に確
立された接続リンクを表す。
【００６５】
　リンクＬ２は、無線電気通信デバイスＢＳ２とアクセスゲートウェイＡＧＷとの間の接
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続リンクを表す。
【００６６】
　リンクＬ３は、無線電気通信デバイスＢＳ３とアクセスゲートウェイＡＧＷとの間の接
続リンクを表す。
【００６７】
　リンクＬ４は、無線電気通信デバイスＢＳ４とアクセスゲートウェイＡＧＷとの間に確
立された接続リンクを表す。
【００６８】
　リンクＬ１、Ｌ２、Ｌ３、及びＬ４は、無線電気通信デバイスＢＳが基地局又はホーム
基地局であるとき、通信ネットワークを通じて確立される。
【００６９】
　リンクＬ１、Ｌ２、Ｌ３、及びＬ４は、無線電気通信デバイスが中継器であるとき、中
継器と各基地局又は各ホーム基地局との間の図１ａに図示しない無線接続、及び基地局又
はホーム基地局から通信ネットワークを通じてアクセスゲートウェイＡＧＷへ確立された
接続を含む。
【００７０】
　ＳＢＳ２１で示す矢印は、無線電気通信デバイスＢＳ２から無線電気通信デバイスＢＳ
１への無線パスを表す。
【００７１】
　ＳＢＳ３１で示す矢印は、無線電気通信デバイスＢＳ３から無線電気通信デバイスＢＳ
１への無線パスを表す。
【００７２】
　本発明の第１の実現モードによれば、少なくとも１つの無線電気通信デバイスは、
　－該無線電気通信デバイスによって所定の無線信号を転送する時刻を表す少なくとも１
つの情報を含むメッセージを、電気通信ネットワークを通じて受信し、
　－少なくともそのメッセージの受信時刻及びその所定の無線信号を転送する時刻から、
該無線電気通信デバイスと別の無線電気通信デバイスとの間のコラボレーションセッショ
ンを確立することができるか否かを判断する。
【００７３】
　この別の無線電気通信デバイスは、自身が受信する所定の無線信号から、無線電気通信
デバイスとのコーディネーションセッションが確立されるか否かを判断する。
【００７４】
　図１ｂは、本発明の第２の実現モードによる本発明が実施される無線セルラー電気通信
ネットワークを表す。
【００７５】
　図１ｂは、無線パスＳＢＳ２１及びＳＢＳ３１が無線パスＳＢＳ２Ｍ、ＳＢＳ３Ｍ、及
びＳＢＳ１Ｍに置き換えられていることを除いて図１ａとほとんど同一である。
【００７６】
　ＳＢＳ２Ｍで示す矢印は、無線電気通信デバイスＢＳ２から移動端末ＭＴへの無線パス
を表す。
【００７７】
　ＳＢＳ３Ｍで示す矢印は、無線電気通信デバイスＢＳ３から移動端末ＭＴへの無線パス
を表す。
【００７８】
　ＳＢＳ１Ｍで示す矢印は、無線電気通信デバイスＢＳ１と移動端末ＭＴとの間の無線パ
スを表す。
【００７９】
　本発明の第２の実現モードによれば、少なくとも１つの無線電気通信デバイスは、
　－該無線電気通信デバイスによって所定の無線信号を転送する時刻を表す少なくとも１
つの情報を含むメッセージを、電気通信ネットワークを通じて受信し、
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　－少なくともそのメッセージの受信時刻及びその所定の無線信号を転送する時刻から、
該無線電気通信デバイスと別の無線電気通信デバイスとの間のコラボレーションセッショ
ンを確立することができるか否かを判断する。
【００８０】
　この別の無線電気通信デバイスは、少なくとも１つの移動端末ＭＴから受信される少な
くとも１つの測定報告から、無線電気通信デバイスとのコーディネーションセッションが
確立されるか否かを判断する。
【００８１】
　図１ｃは、本発明の第３の実現モードによる本発明が実施される無線セルラー電気通信
ネットワークを表す。
【００８２】
　図１ｃは、無線パスＳＢＳ２１及びＳＢＳ３１が無線パスＳＢＳＭ２、ＳＢＳＭ３、及
びＳＢＳＭ１に置き換えられていることを除いて図１ａとほとんど同一である。
【００８３】
　ＳＢＳＭ２で示す矢印は、移動端末ＭＴから無線電気通信デバイスＢＳ２への無線パス
を表す。
【００８４】
　ＳＢＳＭ３で示す矢印は、移動端末ＭＴから無線電気通信デバイスＢＳ３への無線パス
を表す。
【００８５】
　ＳＢＳＭ１で示す矢印は、無線電気通信デバイスＢＳ１と移動端末ＭＴとの間の無線パ
スを表す。
【００８６】
　本発明の第３の実現モードによれば、少なくとも１つの無線電気通信デバイスは、
　－該無線電気通信デバイスによって所定の無線信号を受信する時刻を表す少なくとも１
つの情報を含むメッセージを、電気通信ネットワークを通じて受信し、
　－少なくともそのメッセージの受信時刻及びその所定の無線信号を受信する時刻から、
該無線電気通信デバイスと別の無線電気通信デバイスとの間のコラボレーションセッショ
ンを確立することができるか否かを判断する。
【００８７】
　図２は、本発明が実施される無線電気通信デバイスのアーキテクチャを表す図である。
【００８８】
　無線電気通信デバイスＢＳは、例えば、バス２０１によって互いに接続されたコンポー
ネントと、図４ａ又は図４ｂ又は図４ｃに開示するようなプログラムによって制御される
プロセッサ２００とに基づくアーキテクチャを有する。
【００８９】
　ここで、無線電気通信デバイスＢＳのアーキテクチャは、プロセッサに基づくのではな
く、専用集積回路に基づくことができることに留意しなければならない。
【００９０】
　バス２０１は、プロセッサ２００を、読み出し専用メモリＲＯＭ２０２、ランダムアク
セスメモリＲＡＭ２０３、ワイヤレスインターフェース２０５、及びネットワークインタ
ーフェース２０６にリンクする。
【００９１】
　メモリ２０３は、変数と、図４ａ又は図４ｂ又は図４ｃに開示するようなアルゴリズム
に関係したプログラムの命令とを収容するように意図されたレジスタを含む。
【００９２】
　プロセッサ２００は、ネットワークインターフェース２０６のオペレーション及びワイ
ヤレスインターフェース２０５のオペレーションを制御する。
【００９３】
　読み出し専用メモリ２０２は、図４ａ又は図４ｂ又は図４ｃに開示するようなアルゴリ
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ズムに関係したプログラムの命令を含む。これらの命令は、無線電気通信デバイスＢＳの
電源が投入されると、ランダムアクセスメモリ２０３へ転送される。
【００９４】
　無線電気通信デバイスＢＳが基地局又はホーム基地局であるとき、無線電気通信デバイ
スＢＳは、ネットワークインターフェース２０６を通じて電気通信ネットワークに接続さ
れる。例えば、ネットワークインターフェース２０６は、ＤＳＬ（デジタル加入者線(Dig
ital Subscriber Line)）モデム又はＩＳＤＮ（サービス統合デジタル網(Integrated Ser
vices Digital Network)）インターフェース等である。
【００９５】
　ネットワークインターフェース２０６を通じて、無線電気通信デバイスＢＳは、他の無
線電気通信デバイスＢＳ、又はアクセスゲートウェイＡＧＷ、又は無線セルラー電気通信
ネットワークのコアデバイスへメッセージを転送することができる。
【００９６】
　無線インターフェース２０５及びネットワークインターフェース２０６は、移動端末が
この無線電気通信デバイスＢＳによってサーブ(serve)されるとき、無線セルラー電気通
信ネットワークにアクセスするために、すなわちリモート電気通信デバイスとの通信を確
立又は受信又は継続するために、移動端末が使用することができる無線電気通信デバイス
ＢＳのリソースである。
【００９７】
　無線インターフェース２０５は、少なくとも、移動端末へ信号を転送するためのダウン
リンク送信モジュールと、移動端末から信号を受信するためのアップリンク受信モジュー
ルとを備える。
【００９８】
　第１の実現モードによれば、無線インターフェース２０５は、他の無線電気通信デバイ
スＢＳから信号を受信するためのアップリンク受信モジュールをさらに備える。
【００９９】
　無線電気通信デバイスＢＳが中継器であるとき、無線インターフェース２０５は、基地
局又はホーム基地局へ信号を転送するためのダウンリンク送信モジュールと、基地局又は
ホーム基地局から信号を受信するためのアップリンク受信モジュールとをさらに備える。
【０１００】
　図３は、本発明が実施されるアクセスゲートウェイのアーキテクチャを表す図である。
【０１０１】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、例えば、バス３０１によって互いに接続されたコンポ
ーネントと、図５に開示するようなプログラムによって制御されるプロセッサ３００とに
基づくアーキテクチャを有する。
【０１０２】
　ここで、コーディネータのアーキテクチャは、プロセッサに基づくのではなく、専用集
積回路に基づくことができることに留意しなければならない。
【０１０３】
　バス３０１は、プロセッサ３００を、読み出し専用メモリＲＯＭ３０２、ランダムアク
セスメモリＲＡＭ３０３、及びネットワークインターフェース３０６にリンクする。
【０１０４】
　メモリ３０３は、変数と、図５に開示するようなアルゴリズムに関係したプログラムの
命令とを収容するように意図されたレジスタを含む。
【０１０５】
　プロセッサ３００は、ネットワークインターフェース３０６のオペレーションを制御す
る。
【０１０６】
　読み出し専用メモリ３０２は、図５に開示するようなアルゴリズムに関係したプログラ
ムの命令を含む。これらの命令は、アクセスゲートウェイＡＧＷの電源が投入されると、
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ランダムアクセスメモリＲＡＭ３０３へ転送される。
【０１０７】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、ネットワークインターフェース３０６を通じて電気通
信ネットワークに接続される。例えば、ネットワークインターフェース３０６は、ＤＳＬ
（デジタル加入者線）モデム又はＩＳＤＮ（サービス統合デジタル網）インターフェース
等である。
【０１０８】
　ネットワークインターフェース３０６を通じて、アクセスゲートウェイＡＧＷは、無線
セルラー電気通信ネットワークの無線電気通信デバイスＢＳ、又は図１ａにも図１ｂにも
図示しない無線セルラー電気通信ネットワークのコアネットワークデバイスへメッセージ
を転送することができる。
【０１０９】
　ここで、一変形では、アクセスゲートウェイＡＧＷは、少なくとも１つの無線電気通信
デバイスＢＳ内に、又は無線セルラー電気通信ネットワークのコアネットワークデバイス
に含めることができることに留意しなければならない。
【０１１０】
　図４ａは、本発明の第１の実現モードによる無線電気通信デバイスによって実行される
アルゴリズムの一例を開示する。
【０１１１】
　より正確には、本アルゴリズムは、各無線電気通信デバイスＢＳによって実行される。
【０１１２】
　本アルゴリズムは、無線電気通信デバイスＢＳ１のプロセッサ２００によって実行され
る一例で開示される。
【０１１３】
　ステップＳ４００において、プロセッサ２００は、コーディネーションセッションを確
立する必要があるか否かをチェックする。
【０１１４】
　コーディネーションセッションは、例えば、複数の無線電気通信デバイスＢＳによるデ
ータのフローの送信である。その場合、同じデータを異なる無線電気通信デバイスによっ
て並列に送信することもできるし、或いはデータのフローをデータの複数のサブフローに
分割し、各サブフローをそれぞれの無線電気通信デバイスＢＳによって転送することもで
きる。
【０１１５】
　コーディネーションセッションは、別の例では、移動端末側で観測される２つの無線電
気通信デバイスＢＳからの干渉、又は無線電気通信デバイスＢＳ側で観測される２つの異
なるセルからの２つの移動端末ＭＴ間の干渉を削減するためのデータのスケジューリング
に関係する。例えば、コーディネーションセッションによって、どの物理リソースブロッ
クがどの送信電力で移動端末ＭＴに割り当てられるのかを決定することが可能になる。
【０１１６】
　物理リソースブロック(Physical Resource Block)は、データ送信に利用可能な基本時
間周波数リソースである。ＰＲＢは、一定数の隣接したＯＦＤＭ（直交周波数分割多重(O
rthogonal Frequency Division Multiplexing)）サブキャリアから成り、周波数領域にお
ける最小スケジューリング分解能を表す。
【０１１７】
　いくつかのコーディネーテッドマルチポイントモードでは、コーディネーションセッシ
ョンに関与する無線電気通信デバイスＢＳは、共通の時間基準を共有し、移動端末ＭＴが
良好な無線チャネル状態で同時にそれらの無線電気通信デバイスと通信することができる
ように、無線の観点から隣接したものである。
【０１１８】
　コーディネーションセッションを確立する必要がある場合、プロセッサ２００はステッ
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プＳ４０１に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ４０５に移動す
る。
【０１１９】
　ステップＳ４０１において、プロセッサ２００は、ネットワークインターフェース２０
６を通じてのメッセージの転送を指令する。このメッセージは、該メッセージを受信する
１つ又は複数の無線電気通信デバイスＢＳが所与の継続時間中に所与の時刻ｔr又は所与
の無線フレーム番号において所定の無線信号を送信することを求める要求である。
【０１２０】
　アクセスゲートウェイＡＧＷが無線セルラー電気通信ネットワークに含まれている場合
、このメッセージは、リンクＬ１を通じてアクセスゲートウェイＡＧＷへ転送される。ア
クセスゲートウェイＡＧＷが無線セルラー電気通信ネットワークに含まれていない場合、
このメッセージは、無線セルラー電気通信ネットワークのコアネットワークデバイス、又
は無線電気通信デバイスＢＳ１のプロセッサ２００によって知られている無線電気通信デ
バイスＢＳへ転送される。
【０１２１】
　次のステップＳ４０２において、プロセッサ２００は、ステップＳ４０１において転送
されたメッセージに応答して少なくとも１つの無線電気通信デバイスＢＳによって転送さ
れた少なくとも１つの所定の信号の、無線インターフェース２０５を通じての受信を検出
する。
【０１２２】
　例えば、無線電気通信デバイスＢＳ２及びＢＳ３が、時刻ｔrにおいて所定の信号を転
送する。
【０１２３】
　この所定の信号は、任意の標準的なコヒーレント検出技法又は非コヒーレント検出技法
によって、無線インターフェース２０５により弁別される。
【０１２４】
　例えば、プロセッサ２００は、受信された各所定の信号に含まれる物理セル識別子を識
別する。
【０１２５】
　本発明の特定の実現モードによれば、所定の信号は、該所定の信号を送信した無線電気
通信デバイスＢＳがコーディネーションセッション用に割り当てる準備ができているリソ
ースを表す情報を含むことができる。
【０１２６】
　次のステップＳ４０３において、プロセッサ２００は、無線電気通信デバイスＢＳ２及
びＢＳ３によって転送された所定の信号の中から、少なくとも１つの所定の信号を選択す
る。
【０１２７】
　そのために、プロセッサ２００は、所定の信号を送信した無線電気通信デバイスＢＳに
よって提供されるサービス品質を評価する。サービス品質は、例えば、受信された電力信
号強度若しくは信号プラス雑音干渉比から、又は時刻ｔrの受信と所定の信号の受信時刻
との時間間隔から、又は所定の信号を送信した無線電気通信デバイスがコーディネーショ
ンセッション用に割り当てる準備ができているリソースを表す情報から、又は無線電気通
信デバイスＢＳ１と所定の信号を送信した無線電気通信デバイスＢＳ２及びＢＳ３との間
のリンク品質／強度を評価するのに使用される他の任意の無線メトリックから評価される
。
【０１２８】
　ここで、サービス品質は、ＰＲＢに基づいて評価することができることに留意しなけれ
ばならない。
【０１２９】
　例えば、プロセッサ２００は、無線電気通信デバイスＢＳ２によって転送された所定の
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信号を選択する。
【０１３０】
　次のステップＳ４０４において、プロセッサ２００は、少なくとも１つの選択された信
号を送信した少なくとも１つの無線電気通信デバイスを識別する。
【０１３１】
　そのために、無線インターフェース２０５は、選択された信号の物理セル識別子を有す
る周期的なビーコン信号を復号することができ、ビーコンコンテンツから少なくとも１つ
の無線電気通信デバイスＢＳ２の識別を完了することができる。
【０１３２】
　プロセッサ２００は、コーディネーションセッションが確立されたことを、識別された
無線電気通信デバイスＢＳ２に通知する。
【０１３３】
　コーディネーションセッションは、その後、開始される。
【０１３４】
　ステップＳ４０５において、プロセッサ２００は、所与の継続時間中に所与の時刻ｔr

又は所与の無線フレーム番号において所定の無線信号を送信することを求める要求が受信
されるか否かをチェックする。メッセージは、ステップＳ４０１において開示された通り
である。
【０１３５】
　無線信号を送信することを求める要求が受信された場合、プロセッサ２００は、ステッ
プＳ４０６に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ４００に戻る。
【０１３６】
　ステップＳ４０６において、プロセッサ２００は、無線電気通信デバイスＢＳがコーデ
ィネーションセッション用に利用可能であるか否かをチェックする。
【０１３７】
　例えば、プロセッサ２００は、メッセージの受信時刻が時刻ｔrよりも大きいか又は時
刻ｔrに等しいか若しくはほとんど等しいかをチェックする。
【０１３８】
　プロセッサ２００は、コーディネーションセッションの利用可能性の判定について他の
判定基準も考慮することができる。
【０１３９】
　例えば、判定基準は、無線電気通信デバイスのコラボレートする能力、及び／又は無線
電気通信デバイスの現在の負荷状況、及び／又は無線電気通信デバイスの容量、及び／又
は無線電気通信デバイスがコーディネーションセッションに対して参加を受理又は拒否す
るように構成されていること、及び／又は時間スケジュールに従ったものである。例えば
、コーディネーションセッションに対する参加を受理又は拒否する構成は、無線電気通信
ネットワークのオペレータ、又はホーム基地局若しくは中継器が配置される家の所有者に
よって行われる。
【０１４０】
　無線電気通信デバイスＢＳがコーディネーションセッション用に利用可能である場合、
プロセッサ２００はステップＳ４０７に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００は
ステップＳ４００に戻る。
【０１４１】
　ステップＳ４０７において、プロセッサ２００は、所与の継続時間中に所与の時刻ｔr

又は所与の無線フレーム番号において所定の無線信号を転送するように無線インターフェ
ース２０５に指令する。
【０１４２】
　この所定の信号は、無線電気通信デバイスの物理セル識別子を含む。
【０１４３】
　本発明の特定の実現モードによれば、この信号は、無線電気通信デバイスがコーディネ
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ーションセッション用に割り当てる準備ができているリソースを表す情報を含むことがで
きる。
【０１４４】
　図４ｂは、本発明の第２の実現モードによる無線電気通信デバイスによって実行される
アルゴリズムの一例を開示する。
【０１４５】
　より正確には、本アルゴリズムは、各無線電気通信デバイスＢＳによって実行される。
【０１４６】
　本アルゴリズムは、無線電気通信デバイスＢＳ１のプロセッサ２００によって実行され
る一例で開示される。
【０１４７】
　本アルゴリズムは、無線電気通信デバイスＢＳによってハンドリングされる各移動端末
ＭＴについて並列に実行することもできるし、或いは無線電気通信デバイスＢＳによって
ハンドリングされ且つ無線電気通信デバイスＢＳのセルの境界に位置する各移動端末ＭＴ
について並列に実行することもできる。
【０１４８】
　ステップＳ４５０、Ｓ４５１、Ｓ４５６、Ｓ４５７、及びＳ４５８は、それぞれのステ
ップＳ４００、Ｓ４０１、Ｓ４０５、Ｓ４０６、及びＳ４０７と同一であり、これらのス
テップは、これ以上開示しないことにする。
【０１４９】
　ステップＳ４５２において、プロセッサ２００は、時刻ｔr周辺又はフレーム番号周辺
の時間ウィンドウ中に所定の無線信号に関する或る測定に進むように少なくとも１つの移
動端末ＭＴに通知するメッセージを転送するように、無線インターフェースに指令する。
各移動電話ＭＴと所定の信号を転送することができる無線電気通信デバイスとの間の時間
同期ミスの差を考慮するために、或るマージンを導入することができる。
【０１５０】
　ステップＳ４５３において、プロセッサ２００は、ステップＳ４５２において転送され
たメッセージに応答して、少なくとも１つの移動端末ＭＴによって転送された少なくとも
１つの測定報告の無線インターフェース２０５を通じての受信を検出する。
【０１５１】
　この測定報告は、少なくとも１つの移動端末ＭＴによって測定された信号に含まれる対
応する物理セル識別子と共に、図４ａのステップＳ４０７において開示されたような少な
くとも１つの無線電気通信デバイスＢＳによって転送された信号に関係した情報を含む。
【０１５２】
　次のステップＳ４５４において、プロセッサ２００は、測定報告を使用して少なくとも
１つの無線電気通信デバイスを選択する。
【０１５３】
　そのために、プロセッサ２００は、測定報告において識別される信号を送信した無線電
気通信デバイスＢＳによって提供されたサービス品質を評価する。サービス品質は、例え
ば、受信された電力信号強度、又は信号プラス雑音干渉比、又は移動端末ＭＴと受信され
た信号を送信した無線電気通信デバイスＢＳ２及びＢＳ３との間のリンク品質／強度を評
価するのに使用される他の任意の無線メトリックから評価される。
【０１５４】
　ここで、サービス品質はＰＲＢに基づいて評価することができることに留意しなければ
ならない。
【０１５５】
　例えば、プロセッサ２００は無線電気通信デバイスＢＳ２を選択する。
【０１５６】
　プロセッサ２００は、識別された無線電気通信デバイスＢＳ２に、コーディネーション
セッションが確立されたことを通知する。
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【０１５７】
　コーディネーションセッションは、その後、開始される。
【０１５８】
　図４ｃは、本発明の第３の実現モードによる無線電気通信デバイスによって実行される
アルゴリズムの一例を開示する。
【０１５９】
　より正確には、本アルゴリズムは、各無線電気通信デバイスＢＳによって実行される。
【０１６０】
　本アルゴリズムは、無線電気通信デバイスＢＳ１のプロセッサ２００によって実行され
る一例で開示される。
【０１６１】
　本アルゴリズムは、無線電気通信デバイスＢＳによってハンドリングされる各移動端末
ＭＴについて並列に実行することもできるし、或いは無線電気通信デバイスＢＳによって
ハンドリングされ且つ無線電気通信デバイスＢＳのセルの境界に位置する各移動端末ＭＴ
について並列に実行することもできる。
【０１６２】
　ステップＳ４７０において、プロセッサ２００は、コーディネーションセッションを確
立する必要があるか否かをチェックする。
【０１６３】
　コーディネーションセッションを確立する必要がある場合、プロセッサ２００はステッ
プＳ４７１に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ４７６に移動す
る。
【０１６４】
　ステップＳ４７１において、プロセッサ２００は、ネットワークインターフェース２０
６を通じたメッセージの転送を指令する。このメッセージは、該メッセージを受信する１
つ又は複数の無線電気通信デバイスＢＳが所与の継続時間中に所与の時刻ｔr又は所与の
無線フレーム番号において所定の無線信号を受信することを求める要求である。
【０１６５】
　アクセスゲートウェイＡＧＷが無線セルラー電気通信ネットワークに含まれている場合
、このメッセージは、リンクＬ１を通じてアクセスゲートウェイＡＧＷへ転送される。ア
クセスゲートウェイＡＧＷが無線セルラー電気通信ネットワークに含まれていない場合、
このメッセージは、無線セルラー電気通信ネットワークのコアネットワークデバイス又は
無線電気通信デバイスＢＳ１のプロセッサ２００によって知られている無線電気通信デバ
イスＢＳへ転送される。
【０１６６】
　ステップＳ４７２において、プロセッサ２００は、時刻ｔr周辺又はフレーム番号周辺
の時間ウィンドウ中に所定の無線信号を転送するように少なくとも１つの移動端末ＭＴに
通知するメッセージを転送するように無線インターフェースに指令する。特定の特徴によ
れば、所定の無線信号は、少なくとも第１の基地局を識別する情報を含む。
【０１６７】
　移動電話ＭＴと所定の信号を受信することができる無線電気通信デバイスとの間の時間
同期ミスの差を考慮するために或るマージンを導入することができる。
【０１６８】
　ステップＳ４７３において、プロセッサ２００は、１つ又は複数の移動端末ＭＴによっ
て転送された１つ又は複数の所定の無線信号の受信に応答して、無線電気通信ネットワー
クにより転送された少なくとも１つのメッセージの無線インターフェース２０５を通じて
の受信を検出する。特定の特徴によれば、このメッセージは、該メッセージを送信した無
線電気通信デバイスＢＳを識別する情報と、少なくとも１つの無線電気通信デバイスＢＳ
によって転送された測定報告とを含むことができる。特定の特徴によれば、このメッセー
ジは、上記移動端末ＭＴを識別する情報と共に、移動端末ＭＴによって転送された所定の
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無線信号に関する測定報告を含むことができる。
【０１６９】
　次のステップＳ４７４において、プロセッサ２００は、測定報告を使用して少なくとも
１つの無線電気通信デバイスを選択する。
【０１７０】
　そのために、プロセッサ２００は、メッセージを送信した無線電気通信デバイスＢＳに
よって提供されたサービス品質を評価する。サービス品質は、例えば、受信された電力信
号強度、又は信号プラス雑音干渉比、又はメッセージを送信した無線電気通信デバイスＢ
Ｓと移動端末ＭＴとの間のリンク品質／強度を評価するのに使用される他の任意の無線メ
トリックから評価される。
【０１７１】
　ここで、サービス品質はＰＲＢに基づいて評価することができることに留意しなければ
ならない。
【０１７２】
　例えば、プロセッサ２００は無線電気通信デバイスＢＳ２を選択する。
【０１７３】
　プロセッサ２００は、識別された無線電気通信デバイスＢＳ２に、コーディネーション
セッションが確立されたことを通知する。
【０１７４】
　コーディネーションセッションは、その後、開始される。
【０１７５】
　ステップＳ４７６において、プロセッサ２００は、所与の継続時間中に所与の時刻ｔr

又は所与の無線フレーム番号において所定の無線信号を受信することを求める要求が受信
されるか否かをチェックする。メッセージは、ステップＳ４５１において開示された通り
である。
【０１７６】
　所定の無線信号を受信することを求める要求が受信された場合、プロセッサ２００はス
テップＳ４７７に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ４７０に戻
る。
【０１７７】
　ステップＳ４７７において、プロセッサ２００は、無線電気通信デバイスＢＳがコーデ
ィネーションセッションに利用可能であるか否かをチェックする。
【０１７８】
　例えば、プロセッサ２００は、メッセージの受信時刻が時刻ｔrよりも大きいか又は時
刻ｔrに等しいか若しくはほとんど等しいかをチェックする。
【０１７９】
　プロセッサ２００は、コーディネーションセッション用の可用性の判定について他の判
定基準も考慮することができる。
【０１８０】
　例えば、判定基準は、無線電気通信デバイスのコラボレートする能力、及び／又は無線
電気通信デバイスの現在の負荷状況、及び／又は無線電気通信デバイスの容量、及び／又
は無線電気通信デバイスがコーディネーションセッションに対して参加を受理又は拒否す
るように構成されていること、及び／又は時間スケジュールに従ったものである。例えば
、コーディネーションセッションに対する参加を受理又は拒否する構成は、無線電気通信
ネットワークのオペレータ又はホーム基地局若しくは中継器が配置される家の所有者によ
って行われる。
【０１８１】
　無線電気通信デバイスＢＳがコーディネーションセッションに利用可能である場合、プ
ロセッサ２００はステップＳ４７８に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はス
テップＳ４７０に戻る。
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　ステップＳ４７８において、プロセッサ２００は、所与の継続時間中に所与の時刻ｔr

又は所与の無線フレーム番号において少なくとも１つの所定の無線信号を受信するように
無線インターフェース２０５に指令する。
【０１８３】
　次のステップＳ４７９において、プロセッサ２００は、ステップＳ４７３において開示
された通りのメッセージのネットワークインターフェース２０５を通じての転送を指令す
る。
【０１８４】
　図５は、本発明によるアクセスゲートウェイによって実行されるアルゴリズムの一例を
開示する。
【０１８５】
　より正確には、本アルゴリズムは、アクセスゲートウェイＡＧＷのプロセッサ３００に
よって実行される。
【０１８６】
　ステップＳ５００において、プロセッサ３００は、所与の継続時間中に所与の時刻ｔr

又は所与の無線フレーム番号において所定の無線信号を送信又は受信することを求める要
求が受信されるか否かをチェックする。メッセージは、ステップＳ４０１又はＳ４７１に
おいて開示された通りである。
【０１８７】
　所定の無線信号を送信又は受信することを求める要求が受信された場合、プロセッサ３
００はステップＳ５０１に移動する。そうでない場合、プロセッサ３００はステップＳ５
００に戻る。
【０１８８】
　次のステップＳ５０１において、プロセッサ３００は、受信されたメッセージが転送さ
れるべき少なくとも１つの無線電気通信デバイスＢＳを選択する。
【０１８９】
　例えば、プロセッサ３００は、ステップＳ５００において受信されたメッセージを送信
した無線電気通信デバイスＢＳを除く各無線電気通信デバイスＢＳを選択する。これらの
各無線電気通信デバイスは、通信ネットワークを通じてアクセスゲートウェイＡＧＷに接
続されている。
【０１９０】
　アクセスゲートウェイＡＧＷにおける電気通信ネットワークトポロジーのアプリオリ(a
priori)の知識等、他の判定基準も導入することができる。
【０１９１】
　次のステップＳ５０２において、プロセッサ３００は、選択された各無線電気通信デバ
イスＢＳへの無線インターフェース２０６を通じたメッセージの転送を指令する。このメ
ッセージは、メッセージを受信する１つ又は複数の無線電気通信デバイスが所与の継続時
間中に所与の時刻ｔr又は所与の無線フレーム番号において所定の無線信号を送信又は受
信することを求める要求である。
【０１９２】
　その後、プロセッサ３００はステップＳ５００に戻る。
【０１９３】
　当然のことながら、本発明の範囲から逸脱することなく、上述した本発明の実施形態に
対して多くの変更を行うことができる。
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