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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記を備える通信方法、
　複数の異なる型式のセルを含むシステムの1つのセルにおける基地局から、セル型式識
別子を定期的に同報すること、
　　　前記セルは、ある時点において1つのセクタ中の搬送波の数または該セル
　　中のセクタの数を増加するように変更されている、
　　　前記セル型式識別子は複数の異なる値のうちの１つであり、モバイル・
　　ノードは、該セル中で使用されたセクタの数、該セル中で使用された搬送波
　　の数、及び該セルの個々のセクタ中で使用された前記搬送波の数を、伝送セ
　　ル型式識別子から決定することができ、前記システム中の少なくともいくつ
　　かのセルは、前記セル中で使用されるセクタ当たりの数とは異なる数の搬送
　　波を使用する。
【請求項２】
　前記セル型式識別子は前記システム中で使用される複数の少なくとも三つの異なるセル
型式識別子の一つに対応し、前記三つの異なるセル型式識別子は、
　　　各セクタが同じ搬送周波数を使用する、三つのセクタを含むセルに対応す
　　る第一のセル型式識別子、及び
　　　各セクタが異なる搬送周波数を使用する三つのセクタを含むセルに対応す
　　る第二のセル型式識別子、
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　を含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の異なるセル型式識別子はさらに第三のセル型式識別子を含み、第三のセル型
式識別子は三つのセクタを含み、且つ前記三つの異なるセクタの各々において三つの異な
る搬送周波数を使用するセルに対応する、請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の異なるセル型式識別子はさらに第四のセル型式識別子を含み、第四のセル型
式識別子は一つのセクタを含み、且つ単一の搬送周波数を使用するセルに対応する、請求
項３記載の方法。
【請求項５】
　前記セル型式識別子は第三のセル型式識別子であり、前記第三のセル型式識別子は、異
なる型式のセルを識別するために前記システム中で使用される複数の少なくとも三つの異
なるセル型式識別子の一つに対応し、
　ここにおいて前記第三のセル型式識別子は、前記セルが、三つのセクタを含み、且つ前
記三つの異なるセクタの各々において三つの異なる搬送周波数を使用するセルに対応した
第三のセル型式であることを示し、前記三つの異なる搬送周波数は第一の搬送周波数、第
二の搬送周波数および第三の搬送周波数を含み、その方法はさらに、
　第一、第二及び第三の搬送周波数の各々に関して異なる平均伝送電力レベルを各々使用
するために前記セルの異なるセクタに対応するセクタ送信機を動作させることを含む、請
求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記セルによって使用される三つの異なる搬送周波数の各々に対応する三つの異なる周
波数帯域の各々に、狭帯域高電力信号を定期的に伝送するために、前記セルに対応するセ
クタ送信機を動作させることをさらに含み、前記狭帯域高電力信号は所定の周波数で伝送
されている、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記狭帯域信号は単一のトーン信号である、請求項６記載の方法。
【請求項８】
　セクタ送信機によって伝送された狭帯域信号は、三つの異なる搬送周波数の各々につい
て同じ電力レベルによってセクタに伝送される、請求項６記載の方法。
【請求項９】
　多数の搬送周波数を使用する通信デバイスを動作させる方法であって、
　第一のセルの第一のセクタの第一の搬送周波数に対応する第一のビーコン信号を受信す
ること、
　第一のセルの第一のセクタにおいて第一の搬送周波数に対応する第一のネットワーク結
合点に対して確立できる第一の通信回線の品質の推定値を生成するために、受信された第
一のビーコン信号におけるエネルギーを測定すること、及び
　第一の受信ビーコン信号において測定されたエネルギーと、及び第一及び第二の搬送周
波数を使用して前記第一のセクタにおいて伝送される信号の伝送電力レベルとの間の固定
電力差分に関する既知の情報とに基づいて、第一の搬送周波数とは異なる第二の搬送周波
数に対応する前記第一のセルの前記第一のセクタにおいて第二のネットワーク結合点に対
して確立できる通信回線の品質を推定することを含む方法。
【請求項１０】
　第一の通信回線及び第二の通信回線の品質の推定値の関数として、第一及び第二の搬送
周波数のいずれかを選択することをさらに含む、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　第二のセクタのネットワーク結合点によって伝送された第二のビーコン信号を受信する
こと、第二のビーコン信号は前記第二のセクタにより使用される第三の搬送周波数に対応
する、
　第二のセクタにおいて第三の搬送周波数に対応する第三のネットワーク結合点に対して
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確立できる第三の通信回線の品質の推定値を生成するために、受信された第二のビーコン
信号におけるエネルギーを測定することをさらに含む、請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　第二の受信ビーコン信号において測定されたエネルギーと、第三及び第四の搬送周波数
を使用して前記第二のセクタにおいて伝送される信号の伝送電力レベルの間の固定電力差
分に関する既知の情報とに基づいて、第三の搬送周波数とは異なる第四の搬送周波数に対
応する前記第二のセクタにおいて第二のネットワーク結合点に対して確立できる通信回線
の品質を推定することさらに含む、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　第一、第二、第三、及び第四の搬送周波数の一つを選択し、且つ第一、第二、第三、及
び第四の通信回線の品質の推定値の関数として、第一、第二、第三、及び第四のネットワ
ーク結合点のうちの一つに対応する通信回線を確立することをさらに含む、請求項１２記
載の方法。
【請求項１４】
　第一及び第二の搬送周波数の少なくとも一つは第三及び第四の搬送周波数の少なくとも
一つと同じである、請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記第一及び第二のセクタは第一のセルに位置している、請求項１２記載の方法。
【請求項１６】
　前記第二のセクタは前記第一のセクタが位置する前記第一のセルと異なる第二のセルに
位置している、請求項１２記載の方法。
【請求項１７】
　前記移動体通信デバイスはセル内で使用される異なる搬送波に関する情報を含むセル型
式情報を記憶し、その方法は、
　前記第一のビーコン信号を受信する前に、第一のセル型式指標信号を受信すること、及
び
　受信された第一のセル型式指標信号及び前記記憶情報から、前記第一のセルにおいて使
用される異なる搬送周波数を決定することをさらに含む、請求項１２記載の方法。
【請求項１８】
　記憶されたセル型式情報は、異なる搬送波上の信号が第一のセル内で伝送される相対的
電力差分を示す情報をさらに含み、その方法は、
　第一のセクタにおいて第一及び第二の搬送周波数に対応する信号を伝送するために対応
するネットワーク結合点によって使用される相対的電力差分を、受信された第一のセル型
式指標信号及び前記記憶情報から決定することを含む、請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　第一のセルは単一のセクタ・セルである、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記移動体通信デバイスは、セクタで使用される異なる搬送波及び前記異なる搬送波の
各々について使用される相対的な伝送電力レベルに関する情報を含むセル・セクタ型式情
報を記憶し、その方法は、
　前記第一のビーコン信号を受信する前に、第一のセクタ型式指標信号を受信すること、
及び
　受信された第一のセル型式指標信号及び前記記憶情報から、前記第一のセクタにおいて
使用される異なる搬送周波数を決定することを、さらに含む、請求項１２記載の方法。
【請求項２１】
　記憶されたセクタ型式情報は、異なる搬送波上の信号が第一のセクタ内で伝送される相
対的電力差分を示す情報をさらに含み、その方法は、
　第一のセクタにおいて第一及び第二の搬送周波数に対応する信号を伝送するために対応
するネットワーク結合点によって使用される相対的電力差分を、受信された第一のセクタ
型式指標信号及び前記記憶情報から決定することをさらに含む、請求項２０記載の方法。
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【請求項２２】
　第一のセルは、異なる電力レベルが信号を伝送するためにセクタにおけるネットワーク
結合点によって使用される多セクタ・セルである、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　下記を備える基地局、
　複数の無線端末からの複数の信号を受信するための手段、
　セル型式識別子を周期的に同報するための手段、前記基地局は複数の異なる型式のセル
を含むシステムのセル中に位置され、前記セルはある時点でのセクタ中の搬送波の数また
は該セル中のセクタの数を増加するように変更されている、
　　　前記セル型式識別子は複数の異なる値のうちの１つであり、モバイル・ノードは、
該セル中で使用されるセクタの数と、該セル中で使用される搬送波の数と、及び該セルの
個々のセクタ中で使用される前記搬送波の数とを、伝送されたセル型式識別子から決定す
ることができる、前記システム中の少なくともいくつかのセルは、前記セル中で使用され
る、セクタ当たりの数とは異なる数の搬送波を使用する。
【請求項２４】
　前記セル型式識別子は前記システム中で使用された複数の少なくとも三つの異なるセル
型式識別子の一つに対応する、前記三つの異なるセル型式識別子は、
　各セクタが同じ搬送周波数を使用する三つのセクタを含むセルに対応する第一のセル型
式識別子、及び
　各セクタが異なる搬送周波数を使用する三つのセクタを含むセルに対応する第二のセル
型式識別子を含む、請求項２３記載の基地局。
【請求項２５】
　前記複数の異なるセル型式識別子は、さらに第三のセル型式識別子を含み、第三のセル
型式識別子は三つのセクタを含み、且つ前記三つの異なるセクタの各々において三つの異
なる搬送周波数を使用するセルに対応する、請求項２４記載の基地局。
【請求項２６】
　下記を行うように基地局を制御するための複数の機械実行可能な命令を実施するコンピ
ュータ可読記録媒体、
　セル型式識別子を周期的に同報すること、前記基地局は複数の異なる型式のセルを含む
システムのセル中に位置され、前記セルはある時点でのセクタにおける搬送波の数または
該セル中のセクタの数を増加するように変更されており、前記セル型式識別子は複数の異
なる値のうちの１つであり、モバイル・ノードは、該セル中で使用されるセクタの数、該
セル中で使用される搬送波の数、及び該セルの個々のセクタ中で使用された前記搬送波の
数を、伝送されたセル型式識別子から決定することができ、前記システム中の少なくとも
いくつかのセルは、前記セル中で使用されるセクタ当たりの数とは異なる数の搬送波を使
用する。
【請求項２７】
　下記を備える基地局、
　複数の無線端末からの複数の信号を受信するためのモジュール、
　前記基地局からセル型式識別子を周期的に同報するためのモジュール、前記基地局は複
数の異なる型式のセルを含むシステムのセル中に位置され、前記セルはある時点でのセク
タ中の搬送波の数又は該セル中のセクタの数を増加するように変更されており、前記セル
型式識別子は複数の異なる値のうちの１つであり、モバイル・ノードは、該セル中で使用
されるセクタの数、該セル中で使用される搬送波の数、及び該セルの個々のセクタ中で使
用される前記搬送波の数を、伝送されたセル型式識別子から決定することができ、前記シ
ステム中の少なくともいくつかのセルは、前記セル中で使用されるセクタ当たりの数とは
異なる数の搬送波を使用する。
【請求項２８】
下記を具備した、多数の搬送周波数を使用する通信デバイス、
　第一のセルの第一のセクタの第一の搬送周波数に対応する第一のビーコン信号を受信す
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るための手段、
　第一のセルの第一のセクタにおいて第一の搬送周波数に対応する第一のネットワーク結
合点に対して確立できる第一の通信回線の品質の推定値を生成するために、受信された第
一のビーコン信号におけるエネルギーを測定するための手段、及び
　第一の受信ビーコン信号において測定されたエネルギーと、及び第一及び第二の搬送周
波数を使用して前記第一のセクタにおいて伝送される信号の伝送電力レベルの間の固定電
力差分に関する既知の情報とに基づいて、第一の搬送周波数とは異なる第二の搬送周波数
に対応する前記第一のセルの前記第一のセクタにおいて第二のネットワーク結合点に対し
て確立できる第二の通信回線の品質を推定するための手段。
【請求項２９】
　第一の通信回線及び第二の通信回線の品質の推定値の関数として第一及び第二の搬送周
波数のいずれかを選択するための手段をさらに含む、請求項２８記載のデバイス。
【請求項３０】
　受信するための前記手段はまた、第二のセクタのネットワーク結合点によって伝送され
る第二のビーコン信号を受信するためのものであり、第二のビーコン信号は前記第二のセ
クタにより使用される第三の搬送周波数に対応する、
　ここにおいて、エネルギーを測定するための前記手段はまた、第二のセクタにおいて第
三の搬送周波数に対応する第三のネットワーク結合点に対して確立できる第三の通信回線
の品質の推定値を生成するために、受信された第二のビーコン信号におけるエネルギーを
測定するためのものである、請求項２８記載のデバイス。
【請求項３１】
　下記を具備する、多数の搬送周波数を使用する通信デバイス、
　第一のセルの第一のセクタの第一の搬送周波数に対応する第一のビーコン信号を受信す
るための受信機モジュール、
　第一のセルの第一のセクタに確立できる第一の通信回線の品質の推定値を生成するため
に、受信された第一のビーコン信号におけるエネルギーを測定するためのビーコン検出モ
ジュール、及び
　第一の受信ビーコン信号において測定されたエネルギーと、及び第一及び第二の搬送周
波数を使用して前記第一のセクタにおいて伝送される信号の伝送電力レベルの間の固定電
力差分に関する既知の情報とに基づいて、第一の搬送周波数とは異なる第二の搬送周波数
に対応する前記第一のセルの前記第一のセクタにおいて第二のネットワーク結合点に対し
て確立できる第二の通信回線の品質を推定するためのモジュール。
【請求項３２】
第一の通信回線及び第二の通信回線の品質の推定値の関数として第一及び第二の搬送周波
数のいずれかを選択するための選択モジュールをさらに含む、請求項３１記載の通信デバ
イス。
【請求項３３】
　多数の搬送周波数を使用する通信デバイス中で使用される、コンピュータ実行可能な命
令を実施するコンピュータ可読記録媒体、前記コンピュータ可読記録媒体は下記を具備す
る、
　第一のセルの第一のセクタの第一の搬送周波数に対応する第一のビーコン信号を受信す
ることを、コンピュータに行わせるための複数の命令、
　第一のセルの第一のセクタにおいて第一の搬送周波数に対応する第一のネットワーク結
合点に対して確立できる第一の通信回線の品質の推定値を生成するために、受信された第
一のビーコン信号におけるエネルギーを測定することを、コンピュータに行わせるための
複数の命令、及び
　第一の受信されたビーコン信号において測定されたエネルギーと、及び第一及び第二の
搬送周波数を使用して前記第一のセクタに伝送される信号の伝送電力レベルの間の固定電
力差分に関する既知の情報とに基づいて、第一の搬送周波数とは異なる第二の搬送周波数
に対応する前記第一のセルの前記第一のセクタにおいて第二のネットワーク結合点に対し
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て確立できる第二の通信回線の品質を推定することを、コンピュータに行わせるための複
数の命令。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本発明は２００４年４月１５日出願の米国仮特許出願番号６０／５６２，９０１号の便
益を主張する。
【０００２】
　本発明は通信システムに関係し、特に一以上のセル構成を用いて異なるレベルの帯域幅
利用の用途を支援するための方法及び装置に関係する。
【背景技術】
【０００３】
　通信システムの配備は非常に費用がかかる工程である。無線帯域幅は非常に費用高な需
要品になってきた。加えて、システム・ハードウェアは比較的高価である。通信システム
を配備することへの一つの方法はシステムの出発点から各セルに同数の搬送周波数及び帯
域幅を利用するセルを配備することである。このように、個々のセルはシステムによって
究極的に使用されることを目的とする帯域幅を十分に利用しようとする構成においてシス
テムの出発点から配備される。
【０００４】
　例えば、オペレータが広帯域スペクトルを持つと仮定する。もともと、オペレータは通
信システムを配備するのに二つの選択肢を持っている。第一の選択肢では、オペレータは
最初から、例えば、あらゆるセルのあらゆるセクタにおいて、全部の広帯域スペクトルを
使用する。その代償は全端末が全部の広帯域チャネルにおいて信号を処理できなければな
らないことであり、それによって端末費用及び電池電力消費が増加することである。第二
の選択肢では、広帯域スペクトルは多数の搬送波に分割される。初めは、サービス加入者
の数は比較的少ない傾向があるので、オペレータは当初から、すべてのセルのすべてのセ
クタ中の、例えば、第一の搬送波だけに通信システムを配備し、他の搬送波は未使用のま
まにしておく。サービス加入者の数が増加し、第一の搬送波が混み合った状態になると、
オペレータはシステムを第二の搬送波に配備する。全ての搬送波が最終的に利用されるま
で、その手続きは繰返される。この方法の問題は、第一の搬送波が使用される唯一の搬送
波であるとき、第一の搬送波では重大な障害（interference）があり（斯くしてセクタ処
理能力を制限し）、一方、他の搬送波は完全に遊休状態にあることである。
【０００５】
　不幸にして、システム配備の当初では、サービス加入者の数は比較的少ない傾向にある
。このことは利用状態にある帯域幅に影響する。長時間にわたるセル中の搬送波の数及び
／または搬送周波数の変化は新しく配備された搬送周波数上で動作することを目的として
いなかった古い無線端末（ＷＴ）にとって問題を引き起こすことになる。従って、多くの
配備では、サービス提供は最初の配備によって出発するシステム向けに用意されている完
全な周波数帯域を使用することを決定してきた。このことは、多くの場合、無線通信シス
テムの最初の配備を比較的費用高にし、且つ最初の帯域幅利用に関して非能率的なものに
した。
【０００６】
　様々な無線通信システムの型式が可能である。利用問題の下で配備及び帯域幅はシステ
ムにおいて使用される特定の通信方法に関して無線通信システムと関連しがちである。
【０００７】
　いくつかの通信システムはスペクトル拡散信号を利用するが、他のシステム、例えば狭
帯域システムは使用しない。Ｊ．Proakis氏の「ディジタル通信（第三版、６９５ページ
）」では、スペクトラム拡散信号を次のように定義している：「ディジタル情報の伝送に
使われるスペクトル拡散信号はその帯域幅Ｗがビット／秒での情報率Ｒより大きい特性に
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よって区別される。即ち、スペクトル拡散信号の帯域幅拡大率Ｂｅ＝Ｗ／Ｒは１より大き
い」。
【０００８】
　通信システムでは、情報ビットは一般に通信チャネルにおける誤りに対抗するために符
号化ビットのブロックとして伝送される（ここでは各ブロックはチャネル符号化の最小単
位である）。チャネル符号化が行われない場合には、各情報ビットはブロックであると考
えられる。
【０００９】
　直接連続符号分割多元接続（direct sequence code division multiple access：ＤＳ-
ＣＤＭＡ）信号及び跳躍直交周波数分割多重方式（hopped orthogonal frequency divisi
on multiplexing：ＯＦＤＭ）は二つの典型的なスペクトラム拡散信号である。ＤＳ-ＣＤ
ＭＡ信号においては、あらゆる符号化ブロックの符号化ビットは一連のチップとして伝送
される（ここではチップの時間期間はビットのそれよりはるかに短い）。ビットがチップ
よりＮ倍長いとすると、帯域幅拡大係数、或いは拡散係数はＮである。
【００１０】
　図１及び図２に示されたように、ＯＦＤＭシステムにおいて符号化ビットのブロックを
伝送する二つの方法を考える。図１は縦軸１０２のトーン（tone）と横軸１０４の時間の
関係を示したグラフ１００である。各トーンは周波数領域における帯域幅のセグメントを
表す。空中回線（air link）資源は１２０個の正方形を含む格子１０６で表され、各正方
形は一つの時間間隔にわたる一つのトーンを表す。格子１０６は１２個の時間間隔にわた
る１０個の区別可能なトーンを示す。図１に例示された第一の方法では、ブロックの符号
化ビットは最小数のトーンを用いて伝送される。図１では、同じ二つのトーン１０８、１
１０がその間ずっと使用される。斜線を施した１２個の正方形で表された符号化ビットの
第一ブロック１１２は第一の時間セグメント１１６期間中にトーン１０８、１１０を使用
する。点を施した１２個の正方形で表された符号化ビットの第二ブロック１１４は第二の
時間間隔１１８中にトーン１０８、１１０を使用する。この場合には、ＯＦＤＭ信号はス
ペクトル拡散信号ではない。
【００１１】
　図２は縦軸２０２のトーンと横軸２０４の時間の関係を示したグラフ２００である。各
トーンは周波数領域における帯域幅のセグメントを表す。空中回線資源は１２０個の正方
形を含む格子２０６によって表され、１時間間隔上に１トーンを表す。格子２０６は１２
個の時間間隔２２８、２３０、２３２、２３４、２３６、２３８、２４０、２４２、２４
４、２４６、２４８、２５０上における１０個の区別可能なトーン２０８、２１０、２１
２、２１４、２１６、２１８、２２０、２２２、２２４、２２６を示す。図２に例示され
た第二の方法では、符号化ビットはホップ・トーン（hopped tones）を使用して伝送され
る。斜線を施した１２個の正方形で表された符号化ビットの第一ブロック２５２は：第一
の時間間隔２２８の間にトーン（２０８、２１６）を、第二の時間間隔２３０の間にトー
ン（２１２、２２０）を、第三の時間間隔２３２間にトーン（２１６、２２４）を、第四
の時間間隔２３４の間にトーン（２１２、２２０）を、第五の時間間隔２３６の間にトー
ン（２１０、２１８）を、第六の時間間隔２３８の間にトーン（２２２、２２６）を使用
する。点を施した１２個の正方形で表された符号化ビットの第二ブロック２５４は第七の
時間間隔２４０の間にトーン（２１４、２２０）を、第八の時間間隔２４２の間にトーン
（２０８、２２４）を、第九の時間間隔２４４の間にトーン（２１６、２２２）を、第十
の時間間隔２４６の間にトーン（２１２、２１８）を、第十一の時間間隔２４８の間にト
ーン（２１０、２２６）を、第十二の時間間隔２５０の間にトーン（２１４、２２２）を
使用する。図２では、所定の時間に、二つのトーンのみが使用される。しかしながら、全
体の符号化ブロック２５２、２５４について、１２個のトーンが使用される。この場合に
は、ＯＦＤＭ信号はスペクトル拡散信号である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１２】
　上記の議論において、通信システムの段階的配備を実施するための方法及び装置が有益
であることは明白である。その上、高水準の帯域幅利用を達成できるシステム構成は、た
とえ最終システム構成に達する前に異なる帯域量及び／または異なる搬送波数を使用する
段階で構築されるにしても、望ましく、且つ有益であろう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は通信システムを配備するための方法及び装置、及び異なる配備レベルで達成さ
れる様々なシステム構成が対象である。
【００１４】
　本発明に従って、システムは異なる水準の帯域幅利用及び／または通信容量を提供する
様々な異なる構成を持つセルを用いて実施される。
【００１５】
　本発明の一実施例は多セクタ・セルにおける多搬送波配備を考察する。システム配備の
初期段階には、サービス加入者の数は比較的少ない。本発明によれば、全ての搬送波が所
与のセルの異なるセクタで使用されるにしても、必ずしも全ての搬送波が所与のセルの全
てのセクタで使用されるとは限らない。３-搬送波及び３-セクタ配備の一実施例では、あ
る所与のセルにおいて、第一の搬送波は第一のセクタで使用され、第二の搬送波は第二の
セクタで使用され、そして第三の搬送波は第三のセクタで使用される。好しくは、搬送波
の同じ使用パターンは多数のセルについて繰り返す（ここでは同じか類似の方位のセクタ
は同じ搬送波を使用する）。その後、サービス加入者の数が増加するにしたがって、セク
タ能力を増加させるために追加の搬送波がセクタに追加できる。３-搬送波及び３-セクタ
配備の上記実施例では、ある所与のセルにおいて、第一及び第二の搬送波は第一のセクタ
で使用され、第二及び第三の搬送波は第二のセクタで使用され、そして第三及び第一の搬
送波は第三のセクタで使用される。そして、サービス加入者の数がさらに増加するにした
がって、全３搬送波が各セクタで使用される。
【００１６】
　前述の段階配備手法は地域範囲の容量必要度に応じて適用される。即ち、搬送波の使用
は全体のネットワークを通して必ずしも同じであるとは限らない。例えば、初期段階配備
の後では、セルＡは大容量の必要性を見て、そのセクタ内に追加搬送波の追加を始めるが
、一方、セルＢは容量の必要性の増加を予想せず、セクタ当たり１搬送波の元の配備のま
まである。その上、多数の搬送波が所与セクタで使用されるとき、それらの搬送波によっ
て使用される電力は異なる。一実施例では、それらの搬送波の間の相対的な電力差分（比
率）は固定され、ユーザーに既知である。一実施例では、電力比率は少なくとも３ｄＢで
ある。
【００１７】
　異なるセルが異なる量の帯域幅、例えば異なる搬送波の数の使用を可能にすることによ
って、本発明の方法は漸進的方法でシステムの配備を可能にする。例えば、単一搬送波及
び対応する周波数帯域を使用する、低帯域幅利用度をもつ多数のセルは最初に配備される
。追加の搬送波を支える能力はセルをセクタ化すること及び／またはセルの各セクタで使
用される搬送波の数を増やすことによって時間がたつとセルに追加される。
【００１８】
　このように、サービス・プロバイダは初期配備の時に通信システムに究極的に割当てら
れる全体の帯域幅を初めに当てる必要はない。例えば、初期配備の時に、例えば、一以上
のセルにおいて使用されない搬送周波数に対応し、初期配備の時に必要とされる、帯域幅
は逆にシステム配備に影響を及ぼすことなく他のサービスを提供するために使用され、例
えば、他の通信規格を使用して実施される。
【００１９】
　本発明の一形態によれば、システム向けの帯域幅は複数の周波数帯域に分割される。例
として、６ＭＨｚ以下、例えば、５ＭＨｚのシステムによって使用される周波数帯域は３
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周波数帯域に分割される。周波数帯域の一つは最初にセルで使用される。セルは最初に周
波数帯域の一つを使用して単一または多セクタ・セルとして実施される。個々のセクタに
おいて要求が増加するに従って、セル当たりのセクタの数は、例えば、１から２または３
に増加する。セクタは同じ周波数帯域を使い続ける。容量をさらに増やすために、一以上
のセクタは第一の周波数帯域に加えて一以上の追加の周波数帯域を使用するように変更す
ることができる。
【００２０】
　初めにシステム全体において使用される単一周波数帯域に対応する能力をもつＷＴが初
めに配備される。周波数帯域が追加されるにしたがって、各セル及び／またはセクタが元
の周波数帯域に対応し続けることを仮定して、初めに配備されたＷＴは、新しく配備され
た搬送周波数を使用することはできないけれども、多数の搬送周波数を使用するように改
良された追加のセクタにおいて動作することができるであろう。
【００２１】
　全てではないが、いくつかの実施例では、異なる搬送波は異なる伝送電力レベルを割当
てられる。特に有用であるいくつかの３-セクタの実施例では、各セクタは三つの異なる
搬送周波数の同じ集合に対応する（重なりのない異なる周波数帯域は異なる搬送周波数の
各々に関連する）。そのようにして、障害の危険は減少し、異なる搬送波に関するセクタ
境界の場所が変り、一つの３-セクタ実施例では、特定の搬送波で伝送される信号がセル
の各セクタにおいて異なる平均電力レベルで伝送されるように、信号は異なる電力レベル
を使用して異なる搬送波で伝送される。平均電力レベルは多数シンボルの伝送を含む時間
期間、例えば、いくつかの実施例では１秒または２秒の間の電力である。一つの特定の実
施例では、ＯＦＤＭ信号伝送が使用される。そのような実施例では、三つの異なる搬送波
それぞれに対応する三つの周波数帯域は切れ目のない（contiguous）或いはトーンの間の
間隔（spacing）の正の整数倍数だけ間隔のあいた周波数帯域を持つ一様に間隔のあいた
複数のトーンを含む。
【００２２】
　システムが異なる型式のセルを含み、セクタ当たり異なる数の搬送波を含む実施（impl
ementations）におけるモバイル・ノード動作を円滑にするために、セル型式情報は時に
はビーコン信号とも呼ばれる高電力信号を用いて定期的に送られる。高電力信号は周波数
が狭く、例えば１トーンの幅であり、セル及び／またはセクタ型式情報といった送信機情
報を通信するために使用される周波数及び／または周期性を持つ前もって選択された周波
数で伝送される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　セルは一以上のセクタを含む。多セクタのないセルは単セクタ・セルであり、即ち、そ
れは単セクタを含む。信号は搬送周波数及び対応する帯域幅、例えば、搬送周波数を取り
囲む一以上のトーンを使用してセクタ送信機によって通常伝送される。セル、及び／また
はセルのセクタはセクタまたはセルによって使用される搬送周波数の周りに集中した周波
数帯域をしばしば使用する。
【００２４】
　所与の搬送周波数によって基地局と通信し、且つシステムの間中を移動する無線端末、
例えば、モバイル・ノードは新しいセル及び／またはセクタへのハンドオフ及び移行を行
うタイミングを決定する必要がある。
【００２５】
　場合によっては、通信システムが配備されていた場合、サービス・プロバイダに利用可
能な利用可能帯域幅は帯域幅に対する要求の増加のために変化し、もしくは不十分になる
。
【００２６】
　そこで、さらに高い帯域幅容量無線通信システムへの移行を行うための方法及び装置の
必要性がある。全体のシステムをただちに更新する必要がない段階的移行が望ましい。新
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しい要素が利用可能になり、サービス・プロバイダの顧客基盤が増大し、局限地域が追加
容量を要求し、及び／または個々のユーザーのデータ要求が求めるにつれて様々な要素が
時間とともに徐々に取入れられる段階的配備を可能にして、 システムの広範な転換の必
要性を回避する少なくとも一以上の方法が提供されることがまた望ましい。また便利に及
び／または必要になるまで顧客は更新を遅らせることが可能になり、現場における既存の
無線端末にとって可能な段階的配備が遅れることは望ましい。また段階的配備の方法がセ
クタ／セル境界で大きな障害レベルを持ち込まなかったら、且つ携帯電話（mobile's）の
電池電力を不必要に消費しなければ望ましい。この増大帯域幅を配備及び利用するために
使用される方法及び装置は利用可能な搬送周波数上の異なるセル／セクタにおいて潜在的
な障害レベル及び／または負荷を比較するために、及び／または障害、負荷、及び／また
は必要性に基づいてハンドオフを行うために情報を無線端末に効果的に提供すれば有利で
あろう。
【００２７】
　一つの方法は全体のシステムを変え、増大帯域幅能力を至る所に配備することである。
図３はそのような配備の例である。図３は三つの基地局（ＢＳ）ＢＳ１ ３０２、ＢＳ２ 
３０４、ＢＳ３ ３０６を含む典型的システム３００を示す。各基地局（３０２、３０４
、３０６）はそれぞれの基地局に関して無線通信区域を表すセル（セル１ ３０８、セル
２ ３１０、セル３ ３１２）によって取り囲まれている。各基地局３０２、３０４、３０
６は同じ帯域幅を使用して動作している。図３５０はシステム３００が更新されるにつれ
てシステム帯域幅が変化する典型的な例示である。横軸３５２は周波数を表す。ブロック
３５４は搬送周波数ｆ０３５６を使用して動作するシステム３００と共に更新前システム
帯域幅Ｘを例示し、一方、ブロック３５８は搬送周波数ｆ０’ ３６０を使用して動作す
るシステム３００と共に更新後帯域幅Ｙを例示する（ここではＹ＞Ｘ）。システム３００
の間中を移動する無線端末、例えば、携帯電話（mobiles）は帯域幅が増加するとき新し
い帯域幅を用いて動作するように変更されなければならない。セル（３０８、３１０、３
１２）内の一点鎖線円（３１４、３１６、３１８）の大きさはそのそれぞれのセルにおけ
る搬送周波数の相対的な伝送電力を示し、それは図３の例において各セル（３０８、３１
０、３１２）について同じである。配備に対するこの方法に関する一つの問題は基地局及
び無線端末を含む各々のシステム要素が転換時間に変更される必要があることである。異
なる要素は時間の異なる点で転換の準備が整っているか、もしくは利用可能である。その
ような大規模な転換はサービスにおいて混乱を引き起こし、例えば、ネットワーク内で操
作を続けるために新しい無線端末に更新するか、もしくは購入する必要がある多くの無線
端末のユーザーに不便である。第一の大きさの周波数帯域を持つ搬送波の使用からさらに
大きい大きさの周波数帯域への無線端末の変更は重要な変更、例えば、ＷＴ受信機のＲＦ
部におけるハードウェアの変更を含む。その上、さらに大きな帯域幅を今すぐ処理するた
めに各無線端末を必要とするそのような転換は所与のユーザーにとってさらに大きな電池
電力消費をもたらす。多くの場合、特定のユーザーは高伝送率を与えられる必要はなく、
従って、元のより小さな帯域幅動作がユーザーの必要性を満たしているとき、大きなＢＷ
動作によって電池電力を消費することは非能率的である。その上、サービス・プロバイダ
が最初にまたはいくつかの領域において第一の利用帯域に基づく能力から更に大きな利用
周波数帯域能力システムを持つシステムへ移行するにつれて、追加能力を使用するか、或
いは正当化するのに十分な顧客がいないかもしれず、従って、前に述べたような大規模な
転換配備において、基幹施設（infrastructure）における追加費用が時期尚早に費やされ
、且つ無線端末の電池電力が不必要に浪費される。
【００２８】
　増大帯域幅をシステムに追加する別の方法は必要とされるとき同じ帯域幅を持つ追加の
搬送周波数が全体のシステムに追加される段階的配備である。図４はこの方法を説明する
ために使用される例示図４００である。図４は三つの基地局（４０２、４０４、４０６）
を含む典型的システム４０１を示す。各基地局（４０２、４０４、４０６）はそれぞれの
基地局に関する無線通信区域を表すセル（４０８、４１０、４１２）によって取り囲まれ
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ている。各基地局（４０２、４０４、４０６）は搬送周波数ｆ１４１６を使用して動作す
る。図４において、説明文（legend）４１４における点線は帯域幅Ｘ ４１８を持つ搬送
周波数ｆ１４１６を示す。セル（４０８、４１０、４１２）における点線の円（４２０、
４２２、４２４）の大きさはそのそれぞれのセルにおける搬送周波数ｆ１の相対的な伝送
電力を示し、それは図４の典型的なシステム４０１において各セル（４０８、４１０、４
１２）について同じである。
【００２９】
　必要性が生じると、例えば、顧客がさらに多くなると、 説明文４３０に示された二点
鎖線によって表され、周波数範囲４１８中の第一の搬送波ｆ１のＢＷセグメントと重なら
ない帯域幅Ｘ　４２８を持つ第二の搬送周波数ｆ２４２６がシステムの各セル（４０８、
４１０、４１２）において使用される。典型的システム４５１はシステム４０１のそのよ
うな変更された実施を表す。システム４５１において、各基地局（４０２'、４０４'、４
０６'）は搬送周波数ｆ１４１６とｆ２４２６の両方に対応する変更された基地局（４０
２、４０４、４０６）を表す。セル（４０８、４１０、４１２）における二点鎖線の円（
４３４、４３６、４３８）の大きさはそのそれぞれのセルにおける搬送周波数ｆ２の相対
的な伝送電力を示し、それは図４の典型的なシステム４５１において各セル（４０８、４
１０、４１２）について同じである。円（４３４、４３６、４３８）の大きさによって示
されたそれぞれの各セル（４０８、４１０、４１２）における搬送周波数ｆ２の相対的な
伝送電力は円（４３４、４３６、４３８）を覆う円（４２０、４２２、４２４）における
搬送周波数ｆ１の相対的な伝送電力と同等か、ほぼ同等である。そのような配備戦略は、
同じＢＷが各セルにおいて使用されるので、特に境界領域（４４０、４４２、４４４）、
例えば、セル間の重複領域において多くの障害があるという不都合がある。その上、その
ような方法はセル中の無線端末位置によって著しく変化するデータ伝送率能力比をもたら
す。基地局の近くでは、高データ伝送率が担持されるが、一方、基地局からはるか遠くで
は低いデータ伝送率にしか対応しないであろう。サービス・プロバイダは携帯電話ユーザ
ーに高伝送率を保証することができないので、この方法はサービス品質の観点から悪い。
【００３０】
　図５は本発明に従い、且つ本発明の装置及び方法を使用して実施される典型的システム
５００を示す。図５は複数の多セクタ・セル（５０２、５０４、５０６）を含み、各セル
は基地局（ＢＳ）（ＢＳ１ ５０８、ＢＳ２ ５１０、ＢＳ３ ５１２）に関する無線通信
区域を表し、各セル（５０２、５０４、５０６）は三つのセクタ（セクタＡ、セクタＢ、
セクタＣ）を含む。セル１はセクタＡ ５１４、セクタＢ ５１６、及びセクタＣ ５１６
を含む；セル２はセクタＡ ５２０、セクタＢ ５２２、及びセクタＣ ５２４を含む；セ
ル３はセクタＡ ５２６、セクタＢ ５２８、及びセクタＣ ５３０を含む。無線端末（Ｗ
Ｔ）、例えば、モバイル・ノード（ＭＮ）はシステムの至る所を移動し、ＢＳへの無線回
線を経由してピア・ノード、例えば、他のＭＮと通信する。セル１ ５０２のセクタＡ ５
１４における典型的なＷＴ（５３２、５３４）は無線回線（５３３、５３５）を経由して
ＢＳ１ ５０８とそれぞれ連結される。セル１ ５０２のセクタＢ ５１６における典型的
なＷＴ（５３６、５３８）は無線回線（５３７、５３９）を経由してＢＳ１ ５０８とそ
れぞれ連結される。セル１ ５０２のセクタＣ ５１８における典型的なＷＴ（５４０、５
４２）は無線回線（５４１、５４３）を経由してＢＳ１ ５０８とそれぞれ連結される。
セル２ ５０４のセクタＡ ５２０における典型的なＷＴ（５４４、５４６）は無線回線（
５４５、５４７）を経由してＢＳ２ ５１０とそれぞれ連結される。セル２ ５０４のセク
タＢ ５２２における典型的なＷＴ（５４８、５５０）は無線回線（５４９、５５１）を
経由してＢＳ２ ５１０とそれぞれ連結される。セル２ ５０４のセクタＣ ５２４におけ
る典型的なＷＴ（５５２、５５４）は無線回線（５５３、５５５）を経由してＢＳ２ ５
１０とそれぞれ連結される。セル３ ５０６のセクタＡ ５２６における典型的なＷＴ（５
５６、５５８）は無線回線（５５７、５５９）を経由してＢＳ３ ５１２とそれぞれ連結
される。セル３ ５０６のセクタＢ ５２８における典型的なＷＴ（５６０、５６２）は無
線回線（５６１、５６３）を経由してＢＳ３ ５１２とそれぞれ連結される。セル３ ５０
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６のセクタＣ ５３０における典型的なＷＴ（５６４、５６６）は無線回線（５６５、５
６７）を経由してＢＳ３ ５１２とそれぞれ連結される。
【００３１】
　ＢＳはネットワークを介して共に連結される。図５において、ＢＳ（５０８、５１０、
５１２）はネットワーク回線（５７０、５７２、５７４）を介してネットワーク・ノード
５６８と連結される。ネットワーク・ノードは、例えば、ルータである。ネットワーク・
ノード５６８はまたネットワーク回線５７６を介して他のネットワーク・ノード、例えば
、他の基地局、ＡＡＡノード、ホーム・エージェント・ノード等、及びインターネットと
連結される。ネットワーク回線５７０、５７２、５７４、５７６は、例えば、光ファイバ
・ケーブルである。
【００３２】
　本発明に従って、システム５００の異なるセル（５０２、５０４、５０６）は様々なレ
ベルの多くの搬送波及び様々なレベルの周波数再使用に対応し、そしてシステム５００は
、例えば、１．２５ＭＨｚの関連非重複ＢＷを各々持つ３搬送波を用いて５ＭＨｚシステ
ムが補完される、１．２５ＭＨｚシステムから５ＭＨｚシステムへ、帯域幅容量増加の段
階的配備に適している。ビーコン信号の周波数及び／または位相（phase）及び／または
タイミングはビーコン信号が伝送されたセル及び／またはセクタを指示する情報を伝える
ために使用される。各セクタのＢＳ送信機は周期的間隔で、時折ビーコン信号と云われる
一組の狭い高強度信号を伝送する。ＭＮのようなＷＴは単搬送波帯域上で動作し、複数の
セル／セクタ／搬送周波数源からビーコン信号を受信する。ＭＮはビーコン信号を処理し
、信号電力及び／または他の品質測定を行い、各々の可能な接続に関するＳＮＲを予測し
、そして受信情報を使用してハンドオフの選択を行う。ビーコン信号はいくつかの実施例
では使用されるが、他の実施例ではそのような信号は使用されない。
【００３３】
　図６は本発明に従って実施される典型的な基地局（アクセス・ノード）６００を例示す
る。例えば、典型的な基地局６００は典型的な通信システムにおけるセルに対応し、基地
局は信号が伝送されるセクタで使用される一以上の搬送周波数を使用してスペクトル拡散
ＯＦＤＭ信号を各セクタに伝送する送信機を含む。いくつかの実施例では、基地局６００
はセクタ当たり一つの送信機を含む。いくつかの実施例では、基地局６００はセクタ内で
ユーザー・データの下り回線信号通信のために使用される搬送周波数当たりセクタ当たり
一つの送信機を含む。そのような実施例では、各送信機は有力な結合点（attachment poi
nt）に対応する。図６の基地局は図５のシステムの基地局５０８、５１０、５１２のうち
任意の基地局のさらに詳細な表示である。基地局６００はプロセッサ６０２（例えば、Ｃ
ＰＵ）、復号器（decoder）６１４を含む受信機６０４、セクタ化送信機６０６、メモリ
６１０、様々な要素がデータ及び情報を互いにやり取りするバス６１２によって共に連結
されたＩ／Ｏインタフェース６０８を含む。受信機６０４はセクタ化アンテナ６１６と連
結され、そして基地局７００によって網羅された各々のセクタにおける無線端末７００（
図７を見よ）から信号を受信する。いくつかの実施例では、受信機６０４はセクタ化受信
機、例えば、セクタ当たり一つの受信機もしくはセクタ当たり搬送周波数当たり一つの受
信機である。セクタ化送信機６０６は複数の送信機、セクタ１送信機６１８、セクタＮ送
信機６２０を含む。各セクタ送信機（６１８、６２０）は復号器（６２２、６２４）を含
み、アンテナ（６２６、６２８）とそれぞれ連結される。本発明に従って、各セクタ送信
機（６１８、６２０）は複数の帯域、例えば５ＭＨｚ ＢＷ窓内の三つの別個の１．２５
ＭＨｚ ＢＷ帯域上で下り回線信号、例えば、データ及び制御信号を送ることが可能であ
り、且つまた各帯域においてビーコン信号を伝送することができる。基地局Ｉ／Ｏインタ
フェース６０８は基地局６００を他のネットワーク・ノード、例えば、他のアクセス・ノ
ード、ルータ、ＡＡＡサーバ、ホーム・エージェント・ノード、及びインターネットと連
結する。メモリ６１０はルーチン６３０及びデータ／情報６３２を含む。プロセッサ６０
２はルーチン６３０を実行し、本発明に従って異なる電力レベル、電力制御、タイミング
制御、通信、信号通信、ビーコン信号通信を使用して異なる搬送周波数上でユーザーの予
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定を組むことを含む基地局６００の操作を制御するためメモリ６１０内のデータ／情報６
３２を使用する。
【００３４】
　メモリ６１０内のデータ／情報６３２はデータ６４６、例えば、無線端末へ伝送され、
且つ無線端末から受取られるユーザー・データ、各セクタに関連する搬送周波数及びセク
タ内の各搬送周波数に関連するデータ伝送電力レベルを含むセクタ情報、複数の搬送周波
数情報（搬送波１の情報６５０、搬送波Ｎの情報６５２）、ビーコン情報６５６、及び配
備構成同報情報６５７を含む。搬送周波数情報（６５０、６５２）は、例えば、搬送波の
周波数及び関連する帯域幅といった情報を含む。ビーコン情報６５６はトーン情報、例え
ば、特定の周波数及び搬送波を持つ各セクタにおけるビーコン信号、及びビーコン信号を
伝送することに関連する系列タイミングに関する情報を含む。メモリ６１０内のデータ／
情報６３２はまた各ＷＴに関する複数のＷＴデータ／情報集合６４８（ＷＴ１データ／情
報集合６５８、ＷＴ Ｎデータ／情報集合６６０）を含む。ＷＴ１データ／情報集合６５
８はＷＴ１から／への経路におけるユーザー・データ、基地局へのＷＴに関する端末ＩＤ
、ＷＴ１が現在位置するセクタを特定するセクタＩＤ、及び普通の信号通信のために使用
される特定の搬送周波数にＷＴ１を関連させる搬送周波数情報を含む。
【００３５】
　配備構成同報情報６５７は複数の可能な配備セル型式からセクタ、配備セル型式を特定
する情報といった配備状態に関して基地局結合点送信機の状態を特定する情報、どの搬送
波がどのセクタにおいて使用されつつあるかを示す情報、及び／または各セクタにおいて
使用される各搬送波の電力レベルを示す情報を含む。配備構成同報情報６５７はまた同報
メッセージとして送られる、例えば、定期的に基地局の配備状態を伝達するメッセージに
構造化された情報を含む。
【００３６】
　基地局のメモリ６１０は通信ルーチン６３４、及び基地局制御ルーチン６３６を含む。
通信ルーチン６３４は基地局６００によって使用される様々な通信プロトコルを実施する
。基地局制御ルーチン６３６はスケジューラ・モジュール６３８、信号通信ルーチン６４
０、及びセクタ化送信機電力制御ルーチン６４２を含む。基地局制御ルーチン６３６は受
信機、送信機の予定計画、信号通信、及びビーコン信号通信を含む基地局動作を制御する
。スケジューラ・モジュール６３８は空中回線資源、例えば、長時間にわたって帯域幅を
上り回線及び下り回線通信のために無線端末７００に予定計画するために使用される。信
号通信ルーチン６４０は受信機、復号器、送信機、符号器、一般の信号生成、データと制
御トーン・ホッピング、及び信号受信を制御する。信号通信ルーチン６４０はビーコン・
ルーチン６４４及び配備構成同報モジュール６４５を含む。ビーコン・ルーチン６４４は
本発明に従ってビーコン信号の生成及び伝送を制御するためにビーコン情報を使用する。
本発明に従って、ビーコン信号は使用される各搬送周波数帯域において各セクタに伝送さ
れる。様々な実施例において、セルの異なるセクタ及び近隣のセル・セクタは時間通りに
同じ点で異なる数の搬送周波数帯域に対応する。これは、例えば、本発明の一特徴に従っ
て追加搬送周波数の段階的配備の場合に起こる。配備構成同報モジュール６４５は基地局
６００の構成状態を特定するためにＷＴ ７００によって使用される情報を伝える同報信
号の生成及び伝送を制御する。セクタ化送信機電力制御ルーチン６４２は本発明に従って
各セクタにおいて異なる搬送周波数を使用する下り回線データ信号が異なる制御電力レベ
ルで伝送されるように伝送電力を制御する。
【００３７】
　図７は本発明に従って実施される典型的な無線端末（モバイル・ノード）７００を例示
する。図７の無線端末７００は図５のＷＴ（５３２、５３４、５３６、５３８、５４０、
５４２、５４４、５４６、５４８、５５０、５５２、５５４、５５６、５５８、５６０、
５６２、５６４、５６６）のいずれかのさらに詳細な表現である。無線端末７００は様々
な要素がデータ及び情報を相互にやり取りするバス７１１を介して共に連結された受信機
７０４、送信機７０６、プロセッサ７０２（例えば、ＣＰＵ）、ユーザーＩ／Ｏデバイス
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７０７、及びメモリ７０８を含む。復号器７１０を含む受信機７０４は無線端末７００が
本発明に従って同じ搬送波帯域で異なる基地局によって異なるセクタから伝送されたビー
コン信号通信を含む信号通信を受取るアンテナ７１２と連結される。例示の受信機７０４
は多搬送周波数に対応し、そして様々な搬送周波数帯域、例えば、セクタまたはセルにお
いて対応する三つの１．２５ＭＨｚ搬送周波数帯域の間を切り替える。受信機７０４内の
復号器７１０は普通の信号通信を復号し、そしてビーコン信号通信によって重ね書き、ま
たは障害を受けた情報の再生を行うために誤り訂正符号化処理を使用する。送信機７０６
はアンテナ７１６と連結され、そして同じか新しい搬送周波数を使用する同じセルの別の
セクタへのハンドオフを開始する要求、同じセクタ内の異なる搬送周波数へのハンドオフ
を開始する要求、及び異なるセルの特定のセクタ及び搬送周波数へのハンドオフを開始す
る要求を含む信号通信及び情報を基地局６００に伝送する。ユーザーＩ／Ｏデバイス７０
７、例えば、マイクロホン、キーパッド、マウス、キーボード、ビデオカメラ、スピーカ
ー、ディスプレイ等はＷＴ ７００との通信セッションにおいてＷＴ ７００のユーザーが
ピアに関するユーザー・データ／情報を入力し、且つピアから受取ったユーザー・データ
を出力することを可能にする。
【００３８】
　無線端末のメモリ７０８はルーチン７１８及びデータ／情報７２０を含む。プロセッサ
７０２は本発明に従って無線端末機能の実施を含む無線端末７００の動作を制御するため
にルーチン７１８を実行し、メモリ７０８におけるデータ／情報７２０を使用する。
【００３９】
　無線端末データ／情報７２０はユーザー・データ７３２、ユーザー／デバイス／セッシ
ョン／資源情報７３４、電力情報７３６、検出されたビーコン信号情報７３８、搬送周波
数情報７４０、セル／セクタ情報７４２、ＳＮＲ情報７４４、受信／処理された配備構成
情報７４６、及び基地局配備信号評価情報７４８を含む。ユーザー・データ７３２は無線
端末７００との通信セッションにおいてピア・ノードへ送られ／ピア・ノードから受取ら
れようとするデータ、情報及びファイルを含む。
【００４０】
　ユーザー／デバイス／セッション／資源情報７３４は端末ＩＤ情報、基地局ＩＤ情報、
セクタＩＤ情報、選択された搬送周波数情報、モード情報、及び特定されたビーコン情報
を含む。端末ＩＤ情報はＷＴがどちらに連結されるか基地局によってＷＴに割当てられ、
無線端末を基地局に確認する識別子である。基地局ＩＤ情報は、例えば、基地局に関連し
、且つホッピング系列において使用される勾配（slope）の値といったセル識別子である
。セクタＩＤ情報は普通の信号通信が交信されつつあるセクタ化基地局の送信機／受信機
のセクタＩＤを特定する情報を含み、無線端末が位置するセルのセクタに対応する。選択
された搬送周波数情報は下り回線データ信号通信、例えばトラヒック・チャネル信号につ
いてＢＳによって使用されている搬送波を特定する情報を含む。モード情報は無線端末が
アクセス／動作中／保留／休眠の状態にあるかどうかを特定する。特定されたビーコン情
報はどのビーコン信号が検出されたかを特定する。ユーザー／デバイス／セッション／資
源情報７３４はまたＷＴ７００との通信セッションにおけるピア・ノード、ルーティング
情報、及び／または、例えば、ＷＴ ７００に割当てられた上り回線及び下り回線トラヒ
ック・チャネル・セグメントといった、空中回線資源を特定する情報を含む。
【００４１】
　電力情報７３６は、異なる伝送電力レベルを持つ異なるビーコン信号に関する情報と同
様に、特定のデータ伝送電力を持つ各セクタ、セル、及び搬送周波数集合に関する情報及
び／またはセルの同じセクタ内の異なる搬送波間のデータ伝送電力比を特定する情報を含
む。検出されたビーコン信号情報７３８は受信、且つ測定されていた各ビーコン信号に関
する情報、例えば、ビーコン信号が伝送されてきたセクタにおける普通の信号通信に関連
するセル／セクタＩＤ、受信電力レベル、及び搬送周波数を含む。検出されたビーコン情
報７３８は隣接セクタ・ビーコンを現在のＷＴセクタ・ビーコンと比較する情報、測定ビ
ーコン信号を比較する情報及び／またはハンドオフ基準に対する測定ビーコン信号から得
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られた情報を含む。セル／セクタ情報７４２はデータ、情報、制御信号、及びビーコン信
号の処理、伝送、及び受信において使用されるホッピング系列を構築するために使用され
る情報を含む。搬送周波数情報７４０は特定の搬送周波数、ビーコン信号、及びトーンの
集合を持つ通信システムにおける基地局の各セクタ／セルに関する情報を含む。ＳＮＲ情
報７４４は下り回線トラヒック信号通信を受信するために使用されている ( 現在のセル
／セクタ／搬送周波数接続を持つ) 現在の下り回線トラヒック・チャネルの測定ＳＮＲを
含む信号対雑音比情報、同様に、下り回線トラヒック信号通信が基地局への異なる接続、
例えば、異なるセル、セクタ、及び／また搬送周波数接続を使用して交信されたならばＷ
Ｔ ７００が直面するであろう予測ＳＮＲを含む。
【００４２】
　受信／処理された基地局配備構成情報７４６は対応する基地局送信機の配備状態を判定
するために使用される、例えば、配備セル型式、セクタで使用される周波数、及び／また
はセクタ及び／またはセルに配備された搬送波に対応して使用される電力レベルに関する
、情報を伝達するＢＳ送信機からの受信同報メッセージを含む。受信／処理された基地局
配備構成情報７４６はまたそれらの受信メッセージから決定された情報を含む。配備信号
評価情報７４８は基地局セクタ結合点配備状態及び構成を得るために受信配備構成同報信
号の処理において使用される、例えば、検索表（look-up tables）といった情報を含む。
【００４３】
　ＷＴルーチン７１８は通信ルーチン７２２及び無線端末制御ルーチン７２４を含む。無
線端末通信ルーチン７２２は無線端末７００によって使用される様々な通信プロトコルを
実施する。無線端末制御ルーチン７２４は本発明に従って電力制御、タイミング制御、信
号通信制御（signaling control）、データ処理、Ｉ／Ｏ、ビーコン信号関連機能、基地
局セル／セクタ／搬送周波数選択、及びハンドオフ要求を含む無線端末７００の機能制御
操作を行う。ＷＴ制御ルーチン７２４は信号通信ルーチン７２６及び接続比較予測ルーチ
ン７２８を含む。メモリ７０８中のデータ／情報７２０を使用して信号通信ルーチン７２
６は受信機７０４及び、送信機７０６の動作を制御する。信号通信ルーチン７２６はビー
コン検出ルーチン７３０及び配備構成モジュール７３１を含む。ビーコン検出ルーチン７
３０はＷＴ ７００が普通の下り回線信号通信、トラヒック・チャネル信号を受取るため
に調整される同じ搬送周波数帯域内で伝送された異なるセル及び／またはセクタからビー
コン信号を検出し、特定する。ビーコン検出ルーチン７３０はまた検出された各ビーコン
信号に関する電力レベルを測定する。配備構成モジュール７３１は配備構成情報を含むＢ
Ｓ送信機から同報信号を受信し、対応するＢＳ送信機の配備構成を決定するために記憶さ
れたＢＳ配備信号評価情報、例えば、検索表を使用する。ＷＴ ７００が各々の可能なセ
ル／セクタ／搬送波の利用可能な組合せに接続されていたならば、接続比較予測ルーチン
７２８は、例えば、下り回線トラヒック・チャネル信号について、予期される信号強度レ
ベルを計算するために検出ビーコン信号情報及び様々なセル／セクタ／搬送波の組合せに
関連する既知の電力関係を使用する。接続比較予測ルーチン７２８は現在利用可能な候補
基地局接続可能性の各々について潜在的なＳＮＲ（信号対雑音比）を算定するために計算
予測信号強度情報を使用する。そして、接続比較予測ルーチン７２８はどのセル／セクタ
／搬送波を適切な基地局に接続し、且つハンドオフ要求信号を適切な基地局に開始するか
について決定を行う。
【００４４】
　図８は三つのセル（セル１ ８０２、セル２ ８０４、セル３ ８０６）を含む本発明の
典型的な無線通信システム８００を示し、各セルは実線円によって示される。各セル（８
０２、８０４、８０６）はそれぞれセルの中心に位置する基地局（８０８、８１０、８１
２）の無線通信区域（wireless coverage area）を表す。各セル（８０２、８０４、８０
６）は三つのセクタＡ、Ｂ及びＣに細分化される。セル１ ８０２はセクタＡ ８１４、セ
クタＢ ８１６、及びセクタＣ ８１８を含む。セル２ ８０４はセクタＡ ８２０、セクタ
Ｂ ８２２、及びセクタＣ ８２４を含む。セル３ ８０６はセクタＡ ８２６、セクタＢ 
８２８、及びセクタＣ ８３０を含む。基地局セクタＡ送信機は基地局から無線端末への
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通信のために例えば１．２５ＭＨｚの帯域幅を持つ搬送周波数ｆ１を使用する；基地局セ
クタＢ送信機は通信のために１．２５ＭＨｚの帯域幅を持つ搬送周波数ｆ２を使用する；
基地局セクタＣ送信機は基地局と無線端末間の通信のために１．２５ＭＨｚの帯域幅を持
つ搬送周波数ｆ３を使用する。搬送波ｆ１は説明文８３２に示されたように点線で示され
る；搬送波ｆ２は説明文８３４に示されたように二点鎖線で示される；搬送波ｆ３は説明
文８３６に示されたように破線で示される。各（点、二点鎖、破）線の半径は所与のセク
タにおける搬送波に関連する送信機電力を表している。図８の例では、所与の搬送波に関
する各セクタにおける電力は同じであるか、ほぼ同等である。各セル（８０２、８０４、
８０６）において、典型的な全部利用可能な５ＭＨｚ帯域幅は各々異なる搬送周波数をも
つ三つの重なり合わない帯域を含むように細分化される。そのパターンはシステム８００
のセルにわたって繰返され、各々のセルはほぼ同じ方向に方位付けられる。セル（８０２
、８０４、８０６）のセクタＡ（８１４、８２０、８２６）では、 点線（８３８、８４
４、８５０）でそれぞれ示されたように、搬送周波数ｆ１が使用される。セル（８０２、
８０４、８０６）のセクタＢ（８１６、８２２、８２８）では、 二点鎖線（８４０、８
４６、８５２）でそれぞれ示されたように、搬送周波数ｆ２が使用される。セル（８０２
、８０４、８０６）のセクタＣ（８１８、８２４、８３０）では、 破線（８４２、８４
８、８５４）でそれぞれ示されたように、搬送周波数ｆ３が使用される。５ＭＨｚの利用
可能な全部のＢＷを使用するこの方法の利点は、５ＭＨｚ帯域の間中を跳び動く（hoppin
g）周波数が通信セッションに使用される場合のように、無線端末、例えば、携帯電話（m
obiles）が特定の時点でより大きな５ＭＨｚ帯域を処理する能力を有する無線端末を必要
とすることとは対照的に１．２５ＭＨｚ帯域を処理できることである。１．２５ＭＨｚ帯
域はかなりの量の信号ダイバシチを提供するために比較的大きな数のトーン上でのスペク
トル拡散信号通信及び周波数ホッピングに対応するのに通常は十分に大きい。携帯電話は
特定の通信セッションの間５ＭＨｚ帯域全部を処理したり、ホッピングする必要がないの
で、全部のＢＷを別個の帯域に分割することは低電池消耗をもたらし、このようにして電
池再充電または交換の間の無線端末動作時間を増大させる。各セクションにおいて同じ搬
送波を使用するのと比較してこの方法の一つの利点は、異なる搬送周波数がセル及びセク
タ境界で使用されるので、障害が減少することである。これはシステムのセクタ及びセル
にわたってさらに一様な処理能力をもたらす結果となる。このさらに一様な処理能力はサ
ービスの品質に関して重要であり、システム全体において信頼できるであろう高データ伝
送率を提供することができる。トラヒックが突発的傾向にあり、システム内の最悪ケース
のユーザーに届かなければならない一定列の制御信号があるところでは、境界における障
害の減少は無線データ・システムにおいて特に重要である。そのようなシステムでは、障
害レベルの減少のために、最悪ケースのＳＮＲはそれほど悪くない；従って、例えば、所
要電力に関して各ユーザーに到達する関連費用は他の方法に較べるとさらに少ない。異な
るセクタにおいて異なる搬送周波数を使うこの方法は本発明に従って生じる段階的漸進的
配備においてさらなる拡大に好適である。
【００４５】
　図９は三つの典型的なセル（セル１ ９０２、セル２ ９０４、セル３ ９０６）を含む
典型的な無線通信システム９００を例示し、各セルは実線円で示される。各セル（９０２
、９０４、９０６）はセル（９０２、９０４、９０６）の中心に位置する基地局（９０８
、９１０、９１２）の無線通信区域を表す。各セル（９０２、９０４、９０６）は三つの
セクタＡ、Ｂ、及びＣに細分化される。セル１ ９０２はセクタＡ ９１４、セクタＢ ９
１６、及びセクタＣ ９１８を含む。セル２ ９０４はセクタＡ ９２０、セクタＢ ９２２
、及びセクタＣ ９２４を含む。セル３ ９０６はセクタＡ ９２６、セクタＢ ９２８、及
びセクタＣ ９３０を含む。説明文９３２に示されたように、搬送波ｆ１は点線によって
示される；説明文９３４に示されたように、搬送波ｆ２は二点鎖線によって示される；説
明文９３６に示されたように、搬送波ｆ３は破線によって示される。各搬送周波数ｆ１、
ｆ２、ｆ３は５ＭＨｚの利用可能な全部のＢＷの１．２５ＭＨｚ帯域幅と関連し、ＢＷセ
グメントは重なり合わない。各（点、二点鎖、または破）線の半径は所与のセクタにおけ
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る搬送波に関連する送信機電力を表す。
【００４６】
　第一のセル９０２において、基地局セクタＡ送信機は基地局９０８から無線端末７００
への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号のために高電力レベル（円弧９３８
）の搬送周波数ｆ１を使用する；基地局セクタＢ送信機はデータ通信のために高電力レベ
ル（円弧９４０）の搬送周波数ｆ２を使用する；基地局セクタＣ送信機はデータ通信のた
めに高電力レベル（円弧９４２）の搬送周波数ｆ３を使用する。
【００４７】
　第二のセル９０４において、基地局セクタＡ送信機は基地局９１０から無線端末７００
への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号チャネル信号のために高電力レベル
（円弧９４４）の搬送周波数ｆ１を使用する；基地局セクタＢ送信機はデータ通信のため
にさらに高電力レベル（円弧９４６）の搬送周波数ｆ２、中間電力レベル（円弧９４８）
の搬送波ｆ３、及び低電力レベル（円弧９５０）の搬送波ｆ１を使用する；基地局セクタ
Ｃ送信機はデータ通信のために高電力（円弧９５２）の搬送周波数ｆ３、及び中間電力レ
ベル（円弧９５４）の搬送周波数ｆ１を使用する。搬送波ｆ２及びｆ３はデータ通信のた
めの第二のセル９０４のセクタＡ ９２０において使用されない。搬送波ｆ２はデータ通
信のための第二のセル９０４のセクタＣ ９２４において使用されない。
【００４８】
　第三のセル９０６において、基地局セクタＡ送信機は基地局９１２から無線端末７００
への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号チャネル信号のためにそれぞれ高（
円弧９５６）、中間（円弧９５８）、及び低（円弧９６０）電力レベルの搬送周波数（ｆ

１、ｆ２、ｆ３）を使用する；基地局セクタＢ送信機は基地局９１２から無線端末７００
への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号チャネル信号のためにそれぞれ高（
円弧９６２）、中間（円弧９６４）、及び低（円弧９６６）電力レベルの搬送周波数（ｆ

２、ｆ３、ｆ１）を使用する；基地局セクタＢ送信機は基地局９１２から無線端末７００
へのデータ通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号チャネル信号のためにそれぞ
れ高（円弧９７０）、中間（円弧９７２）、及び低（円弧９７４）電力レベルの搬送周波
数（ｆ３、ｆ１、ｆ２）を使用する。このように、第三のセル９０６では完全な周波数再
利用がある。第一のセル９０２では１／３の周波数再利用があり、セル２ ９０４では１
／３と１の間のどこかに周波数再利用率がある。
【００４９】
　図９は本発明に従ってシステムにわたる周波数再利用の相違レベルを表し、且つ中間の
レベルの配備におけるシステムを表す。第一のセル９０２は対応する顧客の数が少ない領
域を表し、一方、第三のセル９０６は対応する顧客の数が多い領域を表す。第二のセル９
０４の異なるセクタ（９２０、９２２、９２４）は異なる領域を表し、各領域は異なるレ
ベルのユーザー対応を必要とする。代って、もしくはその上、各セルの各セクタにおける
配備のレベルにおける差異は、例えば、ハードウェア供給、機能、財源、及び設置制限に
基づく、漸進的基盤施設配備プログラムに対応する。代って、もしくはその上、各セクタ
における異なるレベルの配備は特定の時点においてサービス・プロバイダが使用するため
に利用可能なライセンス合意及び／または頻度に依存する。
【００５０】
　図１０は三つの典型的なセル（セル１ １００２、セル２ １００４、セル３ １００６
）を含む典型的な無線通信システム１０００を例示し、各セルは実線円で示される。各セ
ル（１００２、１００４、１００６）はセル（１００２、１００４、１００６）の中心に
位置する基地局（１００８、１０１０、１０１２）の無線通信区域をそれぞれ表す。各セ
ル（１００２、１００４、１００６）は三つのセクタＡ、Ｂ、及びＣに細分化される。セ
ル１ １００２はセクタＡ １０１４、セクタＢ １０１６、及びセクタＣ １０１８を含む
。セル２ １００４はセクタＡ １０２０、セクタＢ １０２２、及びセクタＣ １０２４を
含む。セル３ １００６はセクタＡ １０２６、セクタＢ １０２８、及びセクタＣ １０３
０を含む。説明文１０３２に示されたように、搬送波ｆ１は点線で示される；説明文１０
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３４に示されたように、搬送波ｆ２は二点鎖線で示される；説明文１０３６に示されたよ
うに、搬送波ｆ３は破線で示される。各搬送周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３は典型的な実施例に
おいて５ＭＨｚの利用可能な全部のＢＷの１．２５ＭＨｚ帯域幅と関連し、ＢＷセグメン
トは重なり合わない。各（点、二点鎖、破）線の半径は所与のセクタにおける搬送波に関
連する送信機電力を表す。図１０では、周波数再利用係数は１である、即ち、周波数の同
じ集合が各セクタ及び各セルにおいて使用される。
【００５１】
　三つのセル（１００２、１００４、１００６）の各々において、基地局セクタＡ送信機
は基地局（１００８、１０１０、１０１２）から無線端末７００への通信、例えば、下り
回線トラヒック及び制御チャネル信号のためにそれぞれ（高、中間、低）電力レベルの搬
送周波数 ( ｆ１、ｆ２、ｆ３)を使用する。各セル（１００２、１００４、１００６）に
おいて、基地局セクタＢ送信機は基地局（１００８、１０１０、１０１２）から無線端末
７００への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御チャネル信号のためにそれぞれ（
高、中間、低）電力レベルの搬送周波数（ｆ２、ｆ３、ｆ１）を使用する；各セル（１０
０２、１００４、１００６）において、基地局セクタＣ送信機は基地局（１００８、１０
１０、１０１２）から無線端末７００への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御チ
ャネル信号のためにそれぞれ（高、中間、低）電力レベルの搬送周波数（ｆ３、ｆ１、ｆ

２）を使用する。次の表記法が搬送周波数に関してシステム７００において基地局送信機
電力レベルを記述するために使われる、即ち：（セル、セクタ、高電力搬送波／中間電力
搬送波／低電力搬送波）：（セル参照番号、セクタ参照番号、高電力搬送波の円弧線参照
番号／中間電力搬送波の円弧線参照番号／低電力搬送波の円弧線参照番号）。システム１
０００は以下を含む：（セル１、セクタＡ、ｆ１／ｆ２／ｆ３）：（１００２、１０１４
、１０３８／１０４０／１０４２）；（セル１、セクタＢ、ｆ２／ｆ３／ｆ１）：（１０
０２、１０１６、１０４４／１０４６／１０４８）；（セル１、セクタＣ、ｆ３／ｆ１／
ｆ２）：（１００２、１０１８、１０５０／１０５２／１０５４）；（セル２、セクタＡ
、ｆ１／ｆ２／ｆ３）：（１００４、１０２０、１０５６／１０５８／１０６０）；（セ
ル２、セクタＢ、ｆ２／ｆ３／ｆ１）：（１００４、１０２２、１０６２／１０６４／１
０６６）；（セル２、セクタＣ、ｆ３／ｆ１／ｆ２）：（１００４、１０２４、１０６８
／１０７０／１０７２）；（セル３、セクタＡ、ｆ１／ｆ２／ｆ３）：（１００６、１０
２６、１０７４／１０７６／１０７８）；（セル３、セクタＢ、ｆ２／ｆ３／ｆ１）：（
１００６、１０２８、１０８０／１０８２／１０８４）；（セル３、セクタＣ、ｆ３／ｆ

１／ｆ２）：（１００６、１０３０、１０８６／１０８８／１０９０）。
【００５２】
　図１０はシステムの各セクタにわたって同じレベルの周波数再利用を表し、そして配備
の進行レベルにおけるシステムを表し、例えば、ここはでは配備プログラムは完了してし
まったか、及び／またはサービス・プロバイダはそのような配備レベルを正当化しうる高
い要求を持つさらに大きな顧客基盤を持つ。
【００５３】
　一方、三つ搬送波は各セクタにおいて異なる電力レベルＰ１、Ｐ２、Ｐ３で伝送される
。様々な実施例において、三つの電力レベルＰ１、Ｐ２、Ｐ３の間に固定関係があり、そ
れは各セクタにおいて使用される。そのような一実施例では、各セクタにおいてＰ１＞Ｐ

２＞Ｐ３であり、Ｐ１とＰ２、及びＰ２とＰ３の比率はセクタに関係なく同じである。
【００５４】
　図１１は情報を無線端末７００、例えば、システムの間を移動する携帯電話に伝達する
ために使用される本発明によるビーコン信号通信の典型的な方法の例示であり、その結果
、携帯電話はシステムの様々なセクタ／セルから異なる伝送電力レベルで利用可能な様々
な搬送波間のハンドオフに関する決定を通知される。本発明に従って、携帯電話は回線通
信のために使用するためのセル、セクタ、及び搬送周波数を選択し、且つ決定する。
【００５５】
　上に述べたように、ビーコン信号はいくつかの実施例において伝送される。図１１は典
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型的なセル、例えば、図１０におけるセルの一つに関する典型的なビーコン信号通信を示
す。図１１は三つの別個の１．２５ＭＨｚ帯域（１１０２、１１０４、１１０６）を示し
、説明図１１００に水平に表された三つの帯域の集合（１１０２、１１０４、１１０６）
は５ＭＨｚの全体ＢＷを持つ無線通信システムの一部として含まれる。各１．２５ＭＨｚ
帯域（１１０２、１１０４、１１０６）はそれぞれ搬送周波数（ｆ１ １１０８、ｆ２ １
１１０、ｆ３ １１１２）を含む。セクタＣ基地局ビーコン伝送はブロック１１１４の垂
直境界によって規定された説明図１１００の垂直部分に表される；セクタＡ基地局ビーコ
ン伝送はブロック１１１６の垂直境界によって規定された説明図１１００垂直部分に表さ
れる；セクタＢ基地局ビーコン伝送はブロック１１１８の垂直境界によって規定された説
明図１１００垂直部分に表される。各セクタにおいて、セクタの基地局送信機はビーコン
信号を異なる時間に三つの帯域（１１０２、１１０４、１１０６）の各々に伝送する。こ
のことは、あらゆるセクタの無線端末が現在下り回線データ信号通信のために使用してい
る周波数帯域にその受信機を維持し、それにも拘らず、ハンドオフに関する決定を行うた
めに隣接のセクタ／セルからビーコン信号を受信し、且つ処理することを可能にする。１
．２５ＭＨｚ帯域内のビーコン信号のトーン位置はセルＩＤ及びセクタＩＤを特定する情
報を搬送するために使用できる。図１１では、時間ｔ１で、セクタＣ基地局送信機は搬送
波ｆ３帯域１１０６（行１１２０）内のビーコン信号１１２２を伝送し、セクタＡ基地局
送信機は搬送波ｆ１帯域１１０２（行１１２４）内のビーコン信号１１２６を伝送し、そ
してセクタＢ基地局送信機は搬送波ｆ２帯域１１０４（行１１２８）内のビーコン信号１
１３０を伝送する。時間ｔ２で、セクタＣ基地局送信機は搬送波ｆ１帯域１１０２（行１
１３２）内のビーコン信号１１３４を伝送し、セクタＡ基地局送信機は搬送波ｆ２帯域１
１０４（行１１３６）内のビーコン信号１１３８を伝送し、そしてセクタＢ基地局送信機
は搬送波ｆ３帯域１１０６（行１１４０）内のビーコン信号１１４２を伝送する。時間ｔ

３で、セクタＣ基地局送信機は搬送波ｆ２帯域１１０４（行１１４４）内のビーコン信号
１１４６を伝送し、セクタＡ基地局送信機は搬送波ｆ３帯域１１０６（行１１４８）内の
ビーコン信号１１５０を伝送し、そしてセクタＢ基地局送信機は搬送波ｆ１帯域１１０２
（行１１５２）内のビーコン信号１１５４を伝送する。伝送ビーコン信号のタイミングは
時間指定ｔ１が最初に発生し、その後ｔ２が続き、さらにｔ３が続き、その循環（cycle
）は長時間にわたって、例えば、定期的に繰返す。
【００５６】
　図１２は三つの搬送周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を使用する典型的な三つのセクタ（Ａ
 １２０４、Ｂ １２０６、Ｃ １２０８）セル１２０２の例示図１２００であり、各搬送
波は５ＭＨｚシステムにおいて別個の１．２５ＭＨｚ ＢＷを使用する。搬送周波数ｆ１

は行１２２０及びセル１２０２の説明文に点線で示される。搬送周波数ｆ２は行１２２２
及びセル１２０２の説明文に二点鎖線で示される。搬送周波数ｆ３は行１２２４及びセル
１２０２の説明文に破線で示される。
【００５７】
　例えば、図１２のセル１２０２は図１０におけるセルの一つを表す。セル１２０２の中
心に位置する基地局１２１０はデータ信号、例えば、下り回線トラヒック・チャネル信号
を伝送し、三つの異なる搬送周波数を使用して信号を制御することができる。セクタ送信
機は各セクタにおいて同じ搬送波に関して異なるデータ信号伝送電力レベルを使用する。
同じセクタにおいて、データ信号伝送電力は各搬送波に関して異なる電力レベルで伝送さ
れる；電力レベルはセクタにおいて搬送周波数を表す線（line）の半径で表される。図１
２はまたセクタＡ １２０４とセクタＢ １２０６との間の境界の近くに典型的なセル１２
０２とともに位置する典型的な無線端末１２１２、例えば、モバイル・ノード（ＭＮ）を
示す。ＭＮ １２１２はＡセクタＢＳ送信機からビーコン信号１（ＢＮ１）１２１４を受
信している（ここでは、ビーコン信号１（ＢＮ１）１２１４は電力レベルＰによって伝送
されて、ＭＮで測定された受信電力Ｒ１を有する）。ＭＮ １２１２はまたＢセクタＢＳ
送信機からビーコン信号２（ＢＮ２）１２１６を受信している（ここでは、ビーコン信号
２（ＢＮ２）１２１６は電力レベルＰによって伝送されて、ＭＮで測定された受信電力Ｒ
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２を有する）。図１２において示されたビーコン信号１２１４、１２１６は図１１に記載
された典型的なビーコン信号に対応する。
【００５８】
　表１２１８はセルの各セクタにおける各搬送周波数と関連するデータ伝送電力レベル（
Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）の一覧表である（ここで、Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３）。第一行１２２０は搬
送周波数ｆ１に対応する；第二行１２２２は搬送周波数ｆ２に対応する；第三行１２２４
は搬送周波数ｆ３に対応する。第一列１２２６はＢＳセクタＡ電力伝送レベルに対応する
；第二列１２２８はＢＳセクタＢ電力伝送レベルに対応する；第三列１２３０はＢＳセク
タＣ電力伝送レベルに対応する。例示図１２００において、周波数ｆ１は点線、周波数ｆ

２は二点鎖線、そして周波数ｆ３は破線で表される。
【００５９】
　図１２はまた各搬送波を使用する各セクタ（Ａ １２０４、Ｂ １２０６）におけるＳＮ
Ｒを計算し、且つ同じセクタ内の別の搬送波もしくは隣接セクタ中の搬送波の一つに接続
及び調整されたＭＮ １２１２に何が起こるかに関して予測するためにＭＮ １２１２によ
って使用される比較予測表を含む。ＭＮ １２１２はＰ１、Ｐ２及びＰ３の間に存在する
固定関係を知り、Ｒ１及びＲ２の測定値を取得し、表の値を計算し、各利用可能な選択肢
、例えば、利用可能なセクタ／搬送周波数の組合せについて計算された予想ＳＮＲに対す
る表を使用し、そしてハンドオフに関して決定を行う。例えば、図１２の例において、Ｍ
Ｎ １２１２は示された式を使用してセクタＡの三つの搬送波の各々について、及びセク
タＢの三つの搬送波の各々についてデータ下り回線信号通信の予想受信電力レベルの量（
measure）を予測することができる。それらの値から予想信号強度が取得され、そして、
予想障害レベルで割り算することによって予想ＳＮＲが計算される。第一列（column）１
２４２は使用される搬送波の一覧である；第二列１２４４はＭＮ １２１２がセクタＡ Ｂ
Ｓ送信機に接続される場合、予想ＳＮＲを計算するために使用される式の一覧である、一
方、第三列１２４６はＭＮ １２１２がセクタＢ ＢＳ送信機に接続される場合、予想ＳＮ
Ｒを計算するために使用される式の一覧である第一列１２３６は、ＭＮ １２１２が搬送
波ｆ１を介して接続する場合、予想ＳＮＲを計算する式を含む； 第二列１２３８は、Ｍ
Ｎ １２１２が搬送波ｆ２を介して接続する場合、予想ＳＮＲを計算する式を含む； 第三
列１２４０は、ＭＮ １２１２が搬送波ｆ３を介して接続する場合、予想ＳＮＲを計算す
る式を含む。
【００６０】
　本発明に従って、ＭＮはＢＳにどのセクタ／搬送周波数が接続されるべきか決定するた
めに異なる基準を使用してもよい。例えば、いくつかのＭＮは最良のＳＮＲを持つ接続を
使用することを選択し、一方、他のＭＮは最良ではない、例えば、さらに高レベルを要求
する別のＭＮにはさらに良いＳＮＲを残して、ＭＮデータ要求に受入れ可能なＳＮＲを使
用することを選択してもよい。いくつかの実施例では、選択決定はシステムにおけるトラ
ヒック搭載要求を考慮しなければならない。いくつかの実施例では、所与セクタ及び搬送
周波数のトラヒック搭載要求情報はビーコンによって伝達された情報に含まれる。
【００６１】
　様々な実施例において、各セクタは一組のビーコンを伝送し、それらのビーコンのトー
ン位置はセル及びセクタを特定するためにＭＮによって使用されであろう。いくつかの実
施例では、異なるビーコン信号は異なる、例えば、僅かに異なる電力レベルで伝送され、
ビーコン信号の対応伝送電力レベルはＭＮに知られている。所与セクタにおいて、中間の
データ伝送電力レベルでデータを伝送するために使用されるのと同じ搬送周波数を使用す
るビーコン信号はその搬送周波数を使用するデータ伝送電力の合計より多いビーコン伝送
電力を持たなければならない。同様に、所与セクタにおいて、低いデータ伝送電力レベル
でデータを伝送するために使用されるのと同じ搬送周波数を使用するビーコン信号はその
搬送周波数を使用するデータ伝送電力の合計より多いビーコン伝送電力を持たなければな
らない。
【００６２】
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　いくつかの実施例では、セクタに貢献する搬送波の間の固定データ伝送電力関係が存在
し、そのセクタに関してＭＮによって知られている。いくつかの実施例では、 ＭＮが相
対的データ伝送関係から絶対的データ伝送電力値を決定できる情報をＭＮは保持、もしく
は取得する。
【００６３】
　本発明は３搬送波（周波数帯域）の間で分割された帯域幅を持つ典型的な通信システム
について示されているが、本発明はシステムにおいて異なる数の搬送波枠（carrier slot
s）に分割された帯域幅を持つ他の通信システムにも適用可能である。
【００６４】
　いくつかの実施例では、様々な発明の機構または要素は通信システムの一部で実施され
、システムの他の部分では実施されない。そのような実施例では、本発明に従って実施さ
れた無線端末はセクタ間、セル間、及びセクタ内ハンドオフについて決定を行うことにお
いて利用可能なとき、本発明のビーコン信号通信機構及び方法を利用する。
【００６５】
　本発明を説明する目的のために、各セルは少なくとも一つのセクタ及び一つの基地局を
含むことは認識されなければならない。いくつかの実施例では、多セクタ・セル及び基地
局が使用される。ハンドオフはセクタ及び／またはセルの間で発生する。多セクタ・セル
の場合には、セル間（inter-cell）ハンドオフと同様にセル内（intra-cell）ハンドオフ
が発生する。同じセクタ内の多搬送波の場合は、セクタ内（intra-sector）ハンドオフが
発生する。セルのセクタへのハンドオフは情報、物理的層信号通信（例えば、セクタのデ
バイスＩＤ割当）、及び他の信号通信層操作（例えば、ハンドオフにおいて包含されるセ
クタのモジュールによって実行される電力及び／またはタイミング制御）の移転を包含す
る。データは一以上の基地局の間、及び／または一基地局のセクタに対応するモジュール
の間に存在する通信回線、例えば、光ファイバのような有線回線または無線回線を介して
一つのセクタから別のセクタへ通信される。
【００６６】
　図１３は五つの典型的なセル（セル１ １３０２、セル２ １３０４、セル３ １３０６
、セル４ １３０８、セル５ １３１０）を含む典型的な無線通信システム１３００を例示
し、各セルは実線円で示される。各セル（１３０２、１３０４、１３０６、１３０８、１
３１０）はセル（１３０２、１３０４、１３０６、１３０８、１３１０）の中心に位置す
る基地局（１３１２、１３１４、１３１６、１３１８、１３２０）の無線通信区域を表す
。セル１ １３０２は単セクタ・セルである。各セル（１３０４、１３０６、１３０８、
１３１０）は三つのセクタＡ、Ｂ、及びＣに細分化される。セル２ １３０４はセクタＡ 
１３２２、セクタＢ １３２４、及びセクタＣ １３２６を含む。セル３ １３０６はセク
タＡ １３２８、セクタＢ １３３０、及びセクタＣ １３３２を含む。セル４ １３０８は
セクタＡ １３３４、セクタＢ １３３６、及びセクタＣ １３３８を含む。セル５ １３１
０はセクタＡ １３４０、セクタＢ １３４２、及びセクタＣ １３４４を含む。説明文１
３９０に示されたように、搬送波ｆ１は点線で示される；説明文１３９２に示されたよう
に、搬送波ｆ２は二点鎖線で示される；説明文１３９４に示されたように、搬送波ｆ３は
破線で示される。各搬送周波数ｆ１、ｆ２、ｆ３は５ＭＨｚ利用可能な全体ＢＷの１．２
５ＭＨｚ帯域幅セグメントと関連し、ＢＷセグメントは重なり合わない。各（点、二点鎖
、もしくは破）線の半径は所与セクタにおける搬送波と関連する送信機電力を表す。
【００６７】
　第一のセル１３０２において、基地局送信機は基地局１３１２から無線端末７００への
通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御チャネル信号に関して高電力レベル（円弧１
３４６）の搬送周波数ｆ１を使用する。搬送波ｆ２及びｆ３はデータ通信のために第一の
セル１３０２では使用されない。
【００６８】
　第二のセル１３０４において、基地局セクタＡ送信機は基地局１３１４から無線端末７
００への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御チャネル信号のために高電力レベル
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（円弧１３４８）の搬送周波数ｆ１を使用する；基地局セクタＢ送信機はデータ通信のた
めに高電力レベル（円弧１３５０）の搬送周波数ｆ１を使用する；基地局セクタＣ送信機
はデータ通信のために高電力レベル（円弧１３５２）の搬送周波数ｆ１を使用する。搬送
波ｆ２及びｆ３はデータ通信のために第二のセル１３０４では使用されない。
【００６９】
　第三のセル１３０６において、基地局セクタＡ送信機は基地局１３１６から無線端末７
００への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御チャネル信号のために高電力レベル
（円弧１３５４）の搬送周波数ｆ１を使用する；基地局セクタＢ送信機はデータ通信のた
めに高電力レベル（円弧１３５６）の搬送周波数ｆ２を使用する；基地局セクタＣ送信機
はデータ通信のために高電力レベル（円弧１３５８）の搬送周波数ｆ３を使用する。
【００７０】
　第四のセル１３０８において、基地局セクタＡ送信機は基地局１３１８から無線端末７
００への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御チャネル信号のために高電力レベル
（円弧１３６０）の搬送周波数ｆ１を使用する；基地局セクタＢ送信機はデータ通信のた
めに高電力レベル（円弧１３６２）の搬送周波数ｆ２、中間電力レベル（円弧１３６４）
の搬送周波数ｆ３、低電力レベル（円弧１３６６）の搬送周波数ｆ１を使用する；基地局
セクタＣ送信機はデータ通信のために高電力レベル（円弧１３６８）の搬送周波数ｆ３、
中間電力レベル（円弧１３７０）の搬送周波数ｆ１を使用する。搬送波ｆ２及びｆ３はデ
ータ通信のために第四のセル１３０８のセクタＡ １３３４では使用されない。搬送波ｆ

２はデータ通信のために第四のセル１３０８のセクタＣ １３３８では使用されない。
【００７１】
　第五のセル１３１０において、基地局セクタＡ送信機は基地局１３２０から無線端末７
００への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号チャネル信号のためにそれぞれ
高（円弧１３７２）、中間（円弧１３７４）、及び低（円弧１３７６）電力レベルの搬送
周波数（ｆ１、ｆ２、ｆ３）を使用する；基地局セクタＢ送信機は基地局１３２０から無
線端末７００への通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号チャネル信号のために
それぞれ高（円弧１３７８）、中間（円弧１３８０）、及び低（円弧１３８２）電力レベ
ルの搬送周波数（ｆ２、ｆ３、ｆ１）を使用する；基地局セクタＣ送信機は基地局１３２
０から無線端末７００へのデータ通信、例えば、下り回線トラヒック及び制御信号チャネ
ル信号のためにそれぞれ高（円弧１３８４）、中間（円弧１３８６）、及び低（円弧１３
８８）電力レベルの搬送周波数（ｆ３、ｆ１、ｆ２）を使用する。このように、第五のセ
ルには十分な周波数再利用がある。第一、第二及び第三のセル（１３０２、１３０４、１
３０６）では１／３の周波数再利用があり、第四のセル １３０８では１／３と１の間の
どこかに周波数再利用率がある。
【００７２】
　図１３は本発明に従ってシステムにわたる周波数再利用の相違レベルを表し、且つ中間
レベルの配備におけるシステムを表す。第一のセル１３０２は対応する顧客の数が少ない
領域を表し、一方、第五のセル１３１０は対応する顧客の数が多い領域を表す。第二、第
三及び第四のセルは対応の連続的増加レベルを表す。第四のセル１３０８の異なるセクタ
（１３３４、１３３６、１３３８）は異なる領域を表し、各領域は異なるレベルのユーザ
ー対応を必要とする。代って、もしくはさらに、各セルの各セクタにおける配備レベルに
おける差異は、例えば、ハードウェア供給、機能、財源、及び設置制限に基づく漸進的基
盤施設配備プログラムに対応する。代って、もしくはさらに、各セクタにおける異なる配
備レベルは特定の時点においてサービス・プロバイダが使用するために利用可能なライセ
ンス合意及び／または頻度に依存する。
【００７３】
　本発明のいくつかの実施例では、基地局送信機は定期的基準によって同報信号を送信し
、同報信号は基地局送信機の現在の配備構成を特定する情報を含む。図１４は基地局結合
点送信機配備構成同報信号を縦軸１４０４に、時間を横軸１４０６に例示する典型的な図
１４０２である。信号１４０８'、１４０８” 等々のように定期的に繰り返す現在の送信
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機配備構成状態を特定する情報を含む典型的な同報信号１４０８が示されている。
【００７４】
　図１５は典型的実施例において基地局配備構成同報信号を評価するために使用できる典
型的な検索表１５００の図を含む。ＷＴ ７００は情報を表１５００に記憶し、そして対
応するＢＳ送信機の状態を判定し、且つＷＴを適切に設定するために、受信同報信号、例
えば、信号１４０８を処理するため情報を使用することができる。表１５００の第一行１
５０２は第一列が送信機セクタ指定の情報を含むこと、及び第二列がセル型式に関する配
備レベル・セル状態の情報を含むことを確認する。同報メッセージ１４０８において第一
欄（first field）は送信機セクタ指定を含み、ここでは０の値は分割されない１セクタ
・セルを特定し、それは単一送信機を使用し、１の値はセクタＡ送信機を特定し、２の値
はセクタＢ送信機を特定し、そして３の値はセクタＣ送信機を特定する。この例では、説
明の目的のために、図１３に示されたように、システムには五つの別個の型式の配備セル
があることが仮定される。メッセージの第二欄は配備レベル・セル型式を判定するために
使用される値を含み、ここでは０値は型式１３０２のセルを示し、１の値は型式１３０４
のセルを示し、２の値は型式１３０６のセルを示し、３の値は型式１３０８のセルを示し
、４の値は型式１３１０のセルを示す。記憶された搬送波用法及び可能な各セル型式の各
セクタと関連する電力レベル情報を有するＷＴは基地局セクタ送信機配備構成を決定する
ために同報メッセージ１４０８を使用する。
【００７５】
　図１５はまた典型的システム１３００において特定された様々な送信機からの同報メッ
セージについて典型的メッセージ欄情報を例示する表１５５０を含む。第一行１５５２は
各列の表題を特定する。第一列１５５３は図１３００の送信機を特定する；第二列１５５
４は送信機セクタ指定値同報を特定する；第二列１５５６は配備レベル・セル形式値同報
を特定する。
【００７６】
　図１６は典型的実施例において基地局配備構成同報信号を評価するために使用できる別
の典型的な検索表１６００の図を含む。ＷＴ ７００は表１６００における情報を記憶し
、そして対応するＢＳ送信機の状態を判定し、且つＷＴを適切に設定するために受信同報
信号、例えば、信号１４０８を処理するためその情報を使用することができる。表１６０
０の第一行１６０２は：第一列１６０４は送信機セクタ指定の情報を含み、第二、第三、
第四列（１６０６、１６０８、１６１０）は電力レベルに関して搬送波（ｆ１、ｆ２、ｆ

３）の配備レベル情報に関する情報を含むことを確認する。同報メッセージ１４０８にお
いて第一欄（first field）は送信機セクタ指定を含み、ここでは０の値は分割されない
１セクタ・セルを特定し、それは単一送信機を使用し、１の値はセクタＡ送信機を特定し
、２の値はセクタＢ送信機を特定し、３の値はセクタＣ送信機を特定する。この例では、
説明の目的のために、図１３に示されたように、システムには三つの別個の型式の搬送波
及び三つの別個の電力レベルがあることが仮定される。メッセージの第二、第三、第四欄
は各々対応搬送波の電力レベルに関して配備レベルを決定しるために使用される値を含み
、ここでは０の値はその搬送波が使用されないことを示し、１の値は搬送波が低電力レベ
ルで使用されることを示し、２の値は搬送波が中間電力レベルで使用されることを示し、
３の値は搬送波が高電力レベルで使用されることを示す。ＷＴは基地局セクタ送信機配備
構成を決定するために同報メッセージ１４０８を使用する。
【００７７】
　図１６はまた典型的システム１３００において特定された様々な送信機からの同報メッ
セージに関する典型的なメッセージ欄情報を例示する表１６５０を含む。第一行１６５２
は各列の表題を特定する。第一列は図１３００の送信機を特定する；第二列１６５４は送
信機セクタ指定値同報を特定する；第三、第四、第五列（１６５６、１６５８、１６６０
）はそのＢＳセクタ送信機によって使用される（ｆ１、ｆ２、ｆ３）搬送波の各々の配備
の電力レベルに対応する同報値を特定する。
【００７８】
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　図１７は本発明に従って異なる搬送波に各々対応する三つの周波数帯域への典型的な帯
域幅分割を示す図１７００である。図１７は周波数を例示する横軸１７０１を含む。帯域
幅は帯域１帯域幅１７０８、帯域２帯域幅１７１０、帯域３帯域幅１７１２に分割され、
各々は対応する搬送周波数（ｆ１１７０２、ｆ２１７０４、ｆ３１７０６）と関連する。
各帯域（１７０８、１７１０、１７１２）の帯域幅は典型的なトーン１７１４で例示され
たように、一組のトーンに分割される。一つのトーンの幅に等しいトーン間隔（tone spa
cing）１７１６は連続トーンの各々の間に存在する。図１７の例では、各帯域は等しい数
のトーンを有し、連続する帯域の間に隙間はない。この例では、帯域１ １７０８の最高
トーンと帯域２ １７１０の最低トーンとの間のトーン間隔は１トーン間隔に等しい；同
様に、帯域２ １７１０の最高トーンと帯域３ １７１２の最低トーンとの間のトーン間隔
は１トーン間隔に等しい。
【００７９】
　図１８は本発明に従って異なる搬送波に各々対応する三つの周波数帯域への典型的な帯
域幅分割を例示する図１８００である。図１８は周波数を例示する横軸１８０１を含む。
帯域幅は帯域１帯域幅１８０８、帯域２帯域幅１８１０、帯域３帯域幅１８１２を含むよ
うに分割され、各々は対応する搬送周波数（ｆ１１８０２、ｆ２１８０４、ｆ３１８０６
）と関連する。各帯域（１８０８、１８１０、１８１２）の帯域幅は典型的トーン１８１
４で例示されたように、一組のトーンに分割される。各帯域内のトーン間隔１８１６は一
つのトーンの幅に等しく、帯域中の各連続トーンの間に存在する。図１８の例では、各帯
域は等しい数のトーンを有し、連続する帯域の間にはトーン間隔幅１８１６に等しい隙間
がある。この例では、帯域１ １８０８の最高トーンと帯域２ １８１０の最低トーンとの
間のトーン間隔は２のトーン間隔に等しい；同様に、帯域２ １８１０の最高トーンと帯
域３ １８１２の最低トーンとの間のトーン間隔は２のトーン間隔に等しい。
【００８０】
　図１９は本発明に従って異なる搬送波に各々対応する三つの周波数帯域を含む典型的な
帯域幅分割を例示する図１９００である。図１９は周波数を例示する横軸１９０１を含む
。帯域幅は帯域１帯域幅１９０８、帯域２帯域幅１９１０、帯域３帯域幅１９１２を含む
ように分割され、各々は対応する搬送周波数（ｆ１１９０２、ｆ２１９０４、ｆ３１９０
６）と関連する。各帯域（１９０８、１９１０、１９１２）の帯域幅は典型的トーン１９
１４で例示されたように、一組のトーンに分割される。各帯域内のトーン間隔１９１６は
一つのトーンの幅に等しく、帯域中の各連続トーンの間に存在する。図１９の例では、各
帯域は等しい数のトーンを有し、連続する帯域の間にはトーン間隔幅１９１６の三倍に等
しい隙間がある。様々な実施例において、帯域間隔はトーン間隔の整数倍、例えば、１倍
、２倍、３倍、４倍、等々のトーン間隔幅に等しい。この例では、帯域１ １９０８の最
高トーンと帯域２ １９１０の最低トーンとの間のトーン間隔は４倍幅のトーン間隔１９
１６に等しい；同様に、帯域２ １９１０の最高トーンと帯域３ １９１２の最低トーンと
の間のトーン間隔は４倍幅のトーン間隔１９１６に等しい。
【００８１】
　図２０は同じセルの三つのセクタ内の典型的なＯＦＤＭ信号通信、例えば、下り回線信
号通信を例示する図２０００である。縦軸２００２はセクタ１ ＯＦＤＭ信号通信を表し
、一方、横軸２００４は時間を表す。典型的な連続セクタ１ ＯＦＤＭ信号は連続する長
方形２００６で示され、各長方形はＯＦＤＭシンボル伝送時間区間の間のＯＦＤＭ信号通
信に対応する。縦軸２００８はセクタ２ ＯＦＤＭ信号通信を表し、一方、横軸２００４'
は時間を表す。典型的な連続セクタ２ ＯＦＤＭ信号は連続する長方形２０１０で示され
、各長方形はＯＦＤＭシンボル伝送時間区間の間のＯＦＤＭ信号通信に対応する。縦軸２
０１２はセクタ３ ＯＦＤＭ信号通信を表し、一方、横軸２００４”は時間を表す。典型
的な連続セクタ３ ＯＦＤＭ信号は連続する長方形２０１４で示され、各長方形はＯＦＤ
Ｍシンボル伝送時間区間の間のＯＦＤＭ信号通信に対応する。三つの時間軸２００４、２
００４'及び２００４”は同等である。
【００８２】
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　ＯＦＤＭシンボル伝送時間区間が三セクタの間同期していることが垂直破線２０１６で
例示された整列によって示される図２０００に見られる。いくつかの実施例では、様々な
セクタ間に固定タイミング・オフセットがあり、その固定オフセットは基地局及び無線端
末に予め定められ、且つ既知である。
【００８３】
　図２１は本発明に従って同じセルの同じセクタ内で使用される異なる搬送波の基地局セ
クタ伝送電力の典型的な実施例を例示する図２１００である。縦軸２１０２はトーン当た
りの電力（同じセルの同じセクタ）を表し、一方、横軸２１０４は周波数を表す。三つの
周波数帯域（ｆ１搬送波帯域２１０６、ｆ２搬送波帯域２１０８、ｆ３搬送波帯域２１１
０）が使用される。ｆ１搬送波帯域２１０６では、普通の非ビーコン信号２１１２は第一
の電力レベル、例えば、低電力レベルＰＬで伝送され、ｆ１ビーコン２１１８はビーコン
電力レベルＰＢで伝送される。ｆ２搬送波帯域２１０８では、普通の非ビーコン信号２１
１４は第二の電力レベル、例えば、中間電力レベルＰＩで伝送され、ｆ２ビーコン２１２
０はビーコン電力レベルＰＢで伝送される。ｆ３搬送波帯域２１１０では、普通の非ビー
コン信号２１１６は第三の電力レベル、例えば、高電力レベルＰＨで伝送され、ｆ３ビー
コン２１２２はビーコン電力レベルＰＢで伝送される。
【００８４】
　いくつかの実施例では、ビーコン信号は普通の信号通信とは異なる時間に伝送される。
ビーコン信号は普通の信号通信に比べて比較的低頻度で伝送される。この典型的実施例で
は、異なる搬送波帯域における普通の信号通信は異なる電力レベルで伝送され、一方、異
なる搬送波帯域におけるビーコン信号通信は同じ電力レベルで伝送される。トーン当たり
基準によるビーコン信号の電力レベルは普通の信号のトーン当たり電力より著しく高い。
【００８５】
　図２２は本発明に従って同じセルの同じセクタ内で使用される異なる搬送波の基地局セ
クタ伝送電力の典型的な実施例を例示する図２２００である。縦軸２２０２は平均電力を
表し、一方、横軸２２０４は周波数を表す。三つの周波数帯域（ｆ１搬送波帯域２２０６
、ｆ２搬送波帯域２２０８、ｆ３搬送波帯域２２１０）が使用される。ブロック２２１２
は平均電力レベルＰ１２２１８で伝送される非ビーコン信号について低電力レベルを使用
する搬送波帯域ｆ１信号を表す。ブロック２２１４は平均電力レベルＰ２２２２０で伝送
される非ビーコン信号について中間電力レベルを使用する搬送波帯域ｆ２信号を表す。ブ
ロック２２１６は平均電力レベルＰ３２２２２で伝送される非ビーコン信号について高電
力レベルを使用する搬送波帯域ｆ３信号を表す。
【００８６】
　図２２の典型的な実施例では、電力レベルＰ１２２１８と電力レベルＰ２２２２０との
間に６ｄＢの差分（delta）２２２４がある；同様に、電力レベルＰ２２２２０と電力レ
ベルＰ３２２２２との間に６ｄＢの差分２２２６がある。
【００８７】
　図２３は図１３におけるシステムのような典型的なシステムにおいて配備レベル・セル
型式情報を推定するためにＷＴによって使用される典型的なＷＴ記憶検索表（例えば、詳
細表現）の例示である。基地局送信機からの同報信号は ＷＴによって受信され、且つ処
理され、例えば、受信配備セル型式値が取得され、対応するセル及び／またはセクタ情報
を検索及び判定するため表と比較される。第一行２３０２は列ヘッダ（column header）
情報を含み、第一列は配備レベル・セル型式値を特定し、第二列は対応する情報を含む。
この例では、図１３に示された五つのセル型式に対応する五つの別個のセル型式がある。
他の実施例では、異なる数のセル型式が可能である。第二行２３０４は典型的セル１３０
２形式に対応する；第三行２３０６は典型的セル１３０４形式に対応する；第四行２３０
８は典型的セル１３０６形式に対応する；第五行２３１０は典型的セル１３０８形式に対
応する；第六行２３１２は典型的セル１３１０形式に対応する。記憶表２３００の各列は
特定されたセルにおける送信機構成を決定するため情報を、例えば、どんな電力レベルで
どの電力をどのセクタが使用するかについて、ＷＴへ提供する。
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【００８８】
　図２５は本発明に従って典型的な基地局がネットワーク、例えば、帰路ネットワーク（
backhaul network）によって接続されていることを例示する典型的システム２５００の図
である。典型的なシステム２５００は典型的な基地局（２５１２、２５１４、２５１６、
２５１８、２５２０）に各々対応するセル（２５０２、２５０４、２５０６、２５０８、
２５１０）を含む。典型的システム２５００では、各基地局（２５１２、２５１４、２５
１６、２５１８、２５２０）はネットワーク回線（２５２６、２５２８、２５３０、２５
３２、２５３４）を介してそれぞれネットワーク・ノード２５２２、例えば、ルータに連
結される。ネットワーク・ノード２５２２はネットワーク・ノードをインターネット及び
／または他のネットワーク・ノード、例えば、他の基地局、ＡＡＡサーバ、ホーム・エー
ジェント・ノード、等々と連結する。ネットワーク回線（２５２６、２５２８、２５３０
、２５３２、２５３４）は、例えば、光ファイバ・ケーブルである。システム２５００は
また複数のＷＴを含む。無線端末、例えば、ＭＮのようなＷＴ ７００はシステムの至る
所を移動し、利用可能な搬送波を使用して基地局セクタ結合点との無線回線を確立する。
【００８９】
　説明文（２５９０、２５９２、２５９４）は 搬送波ｆ１、搬送波ｆ２、及び搬送波ｆ

３を点線、二点鎖線、及び破線としてそれぞれ例示する。各セクタ及び／またはセルにお
いて、搬送波の用法は線の型式の提示で示され、相対強度は線の距離（distance）、例え
ば、基地局からの半径によって示される。
【００９０】
　図２４（図２４Ａと図２４Ｂの組合せ含む）は受信ビーコン信号、及びセルまたはセク
タにおける搬送波間の既知の下り回線電力伝送レベル関係に関する情報に基づいて搬送波
間を選択するために、無線端末、例えば、モバイル・ノードを動作させる典型的な方法を
例示する。そのような方法はセルまたはセクタにおいて多搬送波が使用されるアプリケー
ションに特に適しており、信号を下り回線において伝送しているとき、異なる搬送波につ
いて使用される伝送電力の間には既知の固定電力関係、例えば、電力オフセットがある。
ＷＴメモリ中の制御モジュールは、ＷＴに組込まれたプロセッサによって実行されると、
ＷＴは図２４に例示されたステップを実行させることになる。方法２４００はステップ２
４０２で始まり、 その中でＷＴが初期化され、例えば、電源が入り、様々な制御ルーチ
ンの実行を始め、そして信号、例えば、ＯＦＤＭ信号の受信及び処理を開始する。ステッ
プ２４０４において、ＷＴは基地局（例えば、特定の搬送周波数に対応するセクタ送信機
）の結合点によって伝送された周波数帯域における信号を受信する。その信号は、例えば
、一つのＯＦＤＭシンボル伝送時間期間に対応し、且つ複数の信号トーンを含み、各信号
トーンは異なる周波数に対応し、且つ異なる信号成分である。上で述べたように、高電力
狭帯域信号、例えば、ビーコン信号はセルまたはセクタにおいて使用される異なる搬送波
について同じである既知の電力レベルを使用して各搬送周波数について下り回線で定期的
に伝送される。その上、様々な実施例において、基地局は、利用可能なセル構成及び／ま
たは搬送周波数を決定するため無線端末によって使用されるセル及び／またはセクタ型式
情報を伝送する。
【００９１】
　動作は信号受信ステップ２４０４からステップ２４０６に進み、時間・周波数変換操作
が、例えば、ＦＦＴまたはＤＦＴを用いて行われる。これは異なる周波数に対応する複数
の信号成分（例えば、受信信号に対応する周波数帯域中のシステムにおいて使用されるト
ーン当たり一つの信号成分）を生成する。動作はステップ２４０６からステップ２４０８
へ進み、そこでは信号成分当たり、例えば、トーン当たりの信号エネルギーの推定（esti
mate）が行われる。これはエネルギーがステップ２４０８で測定されつつある特定の信号
トーンに適用される既知の複数のエネルギー測定技術のうちどれか一つで行われる。その
信号成分がビーコンに対応しているかどうかを判定するためにステップ２４１０において
信号成分当たり、例えば、トーン当たりの信号エネルギーが閾値と比較される。ビーコン
信号はユーザー・データ、例えば、テキスト、ビデオまたは音声の電力レベルより５、１
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０または２０倍以上で伝送されるので、ビーコン信号成分は識別し易い。閾値はシステム
において非ビーコン信号を伝送するために使用されるトーン当たりの平均エネルギー・レ
ベルの数倍である。例えば、ユーザー・データ、及び／または非ビーコン信号を使用して
伝送される他の型式の制御情報に関する成分が閾値を超えなければ、動作はステップ２４
２２へ進む。ステップ２４２２において、受信信号成分は受信トーン上で伝送された情報
を再生するために処理される。その情報は、例えば、ユーザー・データもしくは、ある場
合には、セル型式及び／またはセクタ型式情報である。セル型式及び／またはセクタ型式
情報はステップ２４２２において再生されるとさらにステップ２４２４において処理され
る。
【００９２】
　信号成分がステップ２４１０において受信ビーコン信号に対応することが判定されれば
、動作は並行して実行されるステップ２４１４及び２４１２へ進む。ステップ２４１４に
おいて、受信ビーコン信号成分の周波数、例えば、ビーコン・トーンが決定される。そし
て、ステップ２４１６において、受信ビーコン信号の周波数及び、ある場合には、以前に
受信されたビーコン信号に関する情報に基づいて、情報、例えば、セル型式、セクタ型式
、及び／またはビーコン信号が対応する搬送周波数がビーコン信号によって伝達される。
決定情報はステップ２４２４に提供される。ステップ２４２４において、セル型式及び／
またはセクタ型式情報は、処理されつつあるビーコン信号が受信されたネットワーク結合
点に対応して、記憶されたセル及び／またはセクタ情報にアクセスし、且つ受信ビーコン
信号に対応するセクタ及び／またはセルにおいて利用可能な搬送波に関する情報を再生す
るために使用される。ステップ２４２４において、ビーコン信号が受信されたセルにおい
て異なる搬送波上で信号が伝送される相対的な電力レベルに関する情報がまた取り出され
る。取り出された情報はステップ２４１８に提供される。
【００９３】
　ステップ２４１４と並行して実行されるステップ２４１２において、回線品質推定値が
受信ビーコン信号成分のエネルギーに基づいて生成される。（例えば、搬送波１回線品質
＝搬送波１に対応するビーコン信号成分のエネルギー）。回線品質推定値はビーコン・ト
ーンにおいて受信されたエネルギーの簡単な尺度であり、例えば、ある実施例では、それ
はエネルギー推定ステップ２４０８で生成された値である。回線品質推定値、例えば、測
定エネルギー値はステップ２４１８に提供され、そこでそれはステップ２４２４から取得
された情報と組合せて使用される。
【００９４】
　ステップ２４１８において、回線品質推定値は受信及び検出ビーコン信号成分が創出さ
れるセクタまたはセルにおいて通信接続を確立するために使用できる一以上の搬送波につ
いて生成される。他の搬送波に関する推定値はセクタまたはセルにおける搬送波信号の間
の既知の電力関係を用いて生成される。例えば、第二の搬送波に関する回線品質推定値は
その推定値を第二の搬送波電力レベルと第一の搬送波電力レベルの比と掛算する（例えば
、搬送波２の回線品質＝搬送波１の回線品質×（Ｐ２／Ｐ１））ことによって第一の搬送
波に対応する回線品質推定値から生成される。同様に、第三の下り回線搬送波を用いて確
立される回線の回線品質は既知の電力関係、及び第一の搬送波に対する第三の搬送波の電
力レベルの比を第一の回線品質推定値に掛算することによって第一の搬送波の回線品質推
定値から生成される（例えば、搬送波３の回線品質＝搬送波１の回線品質×（Ｐ３／Ｐ１

））。
【００９５】
　動作は結合ノードＡ ２４２０を経由してステップ２４１８からステップ２４２２へ進
む。ステップ２４２２において、生成された回線品質推定値は搬送周波数、及び／または
個々の回線品質推定値に対応するネットワーク結合点を示すために使用されるセクタ情報
と共に記憶される。ステップ２４２２から動作はステップ２４２４へ進み、そこで異なる
ネットワーク結合点及び／または搬送波に対応するエネルギー基準の回線品質推定値が最
良回線を特定するために比較される。そして、動作はステップ２４２８に進み、そこで搬
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送波及び／またはネットワーク結合点が一以上の受信ビーコン信号から生成された回線品
質推定値に基づいて選択される（例えば、最良の品質値を有する回線が選択される）。そ
して、動作はステップ２４３０に進み、そこでネットワーク結合点が使用中のものとは異
なり、且つ様々なハンドオフ基準が満たされれば（例えば、新しい回線品質が現行の回線
品質を特定な量だけ凌駕する）、ハンドオフが選択された回線に対応するネットワーク結
合点に対して開始される。
【００９６】
　新しいネットワーク結合点へのハンドオフがステップ２４３０において開始されれば、
受信機は現行で使用される下り回線搬送波信号の電力レベルと新しいネットワーク結合点
によって使用される搬送波信号の電力レベルとの間の電力差の関数としてその伝送電力レ
ベルを調整するであろう。これは使用伝送電力を計算するために携帯電話によって使用さ
れる受信目標電力レベルを調整することを含む。このように、そのような実施例では、携
帯電話は下り回線電力レベルの予想変化、例えば、新しいネットワーク結合点への切替え
から起こる変化を反映するためにその上り回線電力レベルを変えるであろう。
【００９７】
　ステップ２４３０において、選択された搬送波及び対応するネットワーク結合点がＷＴ
によって現行使用されているのと同じであれば、或いはハンドオフ基準が満たされていな
ければ、ハンドオフは開始されない。動作はステップ２４３０から接続ノードＢ ２４３
２を経由してステップ２４０４へ進む。このように、回線品質の評価及び情報の受信は進
行中の基準で行われるであろう。
【００９８】
　前述の方法及び装置に関する多くの変形は可能である。いくつかの典型的な装置及び方
法はいかに様々な要素及び／またはステップが本発明に従って結合しうるかの例を提供す
るのを助けるために番号付け組合せを使って述べられる。
【００９９】
　この例において数字システム（１）によって特定された第一の典型的な実施例は通信シ
ステムに関するものであり、それは：第一の多セクタ・セル及び第二の多セクタ・セルを
含む複数の多セクタ・セルを含み、各多セクタ・セルは複数のセクタを含み、前記第一及
び第二の多セクタ・セルは物理的に隣接のセルであり、ここでは前記第一の多セクタ・セ
ルは前記第一のセルの異なる複数の各セクタにおいて単一周波数を使用する基地局を含み
、第一の搬送波は前記第一のセルの第一のセクタにおいて使用され、且つ第二の搬送波は
前記第一の多セクタ・セルの第二のセクタにおいて使用され、第一及び第二の搬送周波数
は異なる；そしてここでは前記第二の多セクタ・セルは前記第二の多セクタ・セルの第一
のセクタにおいて前記第一及び第二の搬送周波数を使用する基地局を含む。典型的なシス
テム（１）はさらに前記第一及び第二の基地局の間に通信回線を含み、前記通信回線は光
ファイバ・ケーブル及び金属ケーブルのうち少なくとも一つを用いて実施される回線であ
る。典型的なシステム（１）において、複数の多セクタ・セルはさらに第三の多セクタ・
セルを含み、前記第三の多セクタ・セルは典型的な実施例を生じる前記第三のセルの各セ
クタにおいて少なくとも前記第一及び第二の搬送周波数を使用する基地局を含む。典型的
な実施例（３）において、前記第三の多セクタ・セルはさらに前記第三の多セクタ・セル
の前記セクタの各々において第三の搬送周波数を使用する；そしてここでは第一の周波数
帯域は前記第一の搬送周波数に関連し、第二の周波数帯域は前記第二の搬送周波数に関連
し、そして第三の周波数帯域は前記第三の搬送周波数に関連し、第一、第二及び第三の周
波数帯域は重なり合わない周波数帯域である。また典型的な実施例（３）において、前記
第三の多セクタ・セルの基地局は前記第三の多セクタ・セルの前記セクタの各々において
第三の搬送周波数を使用することができる；そして第一の周波数帯域は前記第一の搬送周
波数に関連し、且つ含み、第二の周波数帯域は前記第二の搬送周波数に関連し、且つ含み
、そして第三の周波数帯域は前記第三の搬送周波数に関連し、且つ含み、第一、第二及び
第三の周波数帯域は重なり合わない同じ大きさの周波数帯域であり、且つシンボルを伝送
するために使用される複数の一様な間隔のトーンを含み、第一及び第二の周波数帯域は第
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一及び第二の周波数帯域内で整数倍のトーン間隔で分離される。そのような実施例は実施
例（５）とラベル付けられる。実施例（５）において、トーン間隔の整数倍数は１０以下
である。実施例（３）のある版において、トーン間隔の整数倍数は１であり、前記第一及
び第二の周波数帯域は前記第一の周波数帯域において一対の隣接トーンの間の間隔で分離
される。実施例（５）のある版において、前記整数倍数は０であり、前記第一、第二及び
第三の周波数帯域は連続する周波数帯域である。実施例（３）のある他の版において、前
記第一、第二及び第三の周波数帯域は２ＭＨｚ以下の周波数帯域を有し、そしてそこでは
前記３帯域で占有される全体の帯域幅はせいぜい６ＭＨｚである。そのような一実施例は
実施例（９）であろう。
【０１００】
　実施例（３）の他の版においてはなお、セルのセクタにおける一つの搬送波はセクタに
おいて伝送される別の搬送波と異なる電力レベルで伝送される。一旦、そのような実施例
は実施例（１０）として参照される。実施例（１０）の一つの版において、セルのセクタ
中の各搬送波はセクタ中で伝送される他の搬送波と異なる電力レベルで伝送される。その
ような実施例は実施例（１１）として参照される。実施例（１１）のある版において、固
定平均電力差はセクタ内で伝送される搬送波信号の間で維持される。そのような実施例は
実施例（１２）として参照される。実施例（１２）の一つの版において、平均電力差は少
なくとも３ｄＢである。実施例（１２）の別の版において、セル内の二つのセクタが同じ
搬送周波数について同じ電力レベルを使用しないように、異なる電力レベルが各セルにお
いて多搬送周波数を伝送するセルの隣接セクタにおける同じ搬送周波数について使用され
る。
【０１０１】
　実施例（９）の一つの版において、各基地局はセクタ送信機が伝送するセクタにおいて
下り回線信号について使用される各搬送波上で高電力レベルで狭帯域信号を定期的に伝送
するために各セクタ送信機を制御する手段を含み、前記狭帯域信号は各搬送波における平
均電力トーン伝送電力の少なくとも２０倍あるトーン電力によってトーン上で伝送される
信号を含む。そのような実施例は実施例（１５）として参照される。
【０１０２】
　実施例（１５）のある版において、高電力狭帯域信号はビーコン信号であり、セクタ送
信機によって伝送された異なる搬送波に対応するビーコン信号は所定の既知の電力レベル
で伝送される。そのような実施例は実施例（１６）として参照される。実施例（１６）の
ある版において、送信機によって伝送されたビーコン信号はセクタ内の全ての搬送波につ
いて同じ電力レベルで伝送される。そのような実施例は実施例（１７）として参照される
。
【０１０３】
　実施例（３）のある版において、前記通信システムにおける各多セクタ・セルは三つの
セクタを含む。実施例（１）のある版において、各搬送周波数は搬送周波数に関連する少
なくとも１ＭＨｚの帯域幅を有する；そして、各セルは約５ＭＨｚの全体帯域幅を使用す
る。そのような典型的実施例は実施例（１９）として参照される。実施例（１９）の一つ
の版において、各搬送周波数は搬送周波数に関連する２ＭＨｚ以下の帯域幅を有する。
【０１０４】
　実施例（３）のある版において、第一のセルにおける各搬送波はほぼ同じ電力を使用す
る。
【０１０５】
　実施例（１９）のある版において、前記の少なくとも二つの搬送周波数を使用する前記
第二のセルの前記第一のセクタにおいて伝送される各搬送波は異なる電力レベルで前記搬
送波を伝送する。一旦、そのような実施例は実施例（２１）として参照される。実施例（
２１）のある版において、電力レベル差は少なくとも３ｄＢである。
【０１０６】
　実施例（１７）のある版において、各セル中の基地局はセルの各セクタについて少なく



(30) JP 4550886 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

とも一つのセクタ送信機を含み、各セクタ送信機は送信機がＯＦＤＭ信号を伝送するセク
タにおいて使用される一以上の搬送周波数を使用してセクタ送信機が対応するセクタへＯ
ＦＤＭ信号を伝送する。
【０１０７】
　実施例（３）のある版のにおいて、システムはさらに前記第一、第二及び第三のセルの
少なくとも一つに隣接して位置する単セクタ・セルを含み、前記第一及び第二の基地局に
連結され、且つ信号を伝送するために単搬送周波数を使用する第四の基地局を単セクタ・
セルは含み、前記単搬送周波数は前記第一の周波数である。実施例（３）の他の版におい
て、システムは前記第一、第二及び第三のセルの少なくとも一つに隣接して位置する第四
の多セクタ・セルを含み、前記第一及び第二の基地局に連結され、且つ第四のセルの各セ
クタにおいて信号を伝送するために単搬送周波数を使用する第四の基地局を第四のセルは
含み、前記単搬送周波数は前記第一の周波数である。
【０１０８】
　本発明を実施するシステムの別の実施例はこれから示される。この典型的な実施例は実
施例（２７）として参照される。実施例（２７）は前記第一のセルの第一、第二及び第三
のセクタへ伝送する第一の基地局を含む第一のセルを含む通信システムに関係し、ただ一
つだが異なる搬送周波数は前記第一、第二及び第三のセクタの各々へ伝送するために前記
第一の基地局によって使用され、第一、第二及び第三の搬送周波数は情報を伝送するため
にそれぞれ第一、第二及び第三のセクタにおいて使用され、第一、第二及び第三の搬送周
波数は異なる；そして第二のセルは前記第一のセルに近接して位置し、前記第二のセルは
前記第一の基地局に連結される第二の基地局を含み、第二のセルは第四、第五、及び第六
のセクタを含み、前記第二の基地局は第四、第五、及び第六のセクタの各々において第一
の搬送周波数を使用する。実施例（２７）のある版において、第二の基地局は前記セクタ
の各々において異なる平均電力を用いて第四、第五及び第六のセクタの各々において第一
の搬送周波数を使用して信号を伝送する。そのような実施例は実施例（２８）として参照
される。実施例（２８）のある実施において、第二の基地局は前記第二の搬送周波数を使
用して伝送される信号について前記セクタの各々において異なる平均電力レベルを使用し
て第四、第五及び第六のセクタにおいて前記第一の搬送周波数と異なる第二の搬送周波数
を使用して信号を伝送する。一旦、そのような実施例は実施例（２９）として参照される
。実施例（３０）として知られる、実施例（２９）のある版において、第二の基地局は前
記第三の搬送周波数を使用して伝送される信号について前記セクタの各々において異なる
平均電力レベルを使用して第四、第五及び第六のセクタにおいて前記第一の搬送周波数及
び第二の搬送周波数と異なる第三の搬送周波数を使用して信号を伝送する。実施例（３１
）として参照される実施例（３０）の一つの版において、第一の周波数帯域は前記第一の
搬送周波数に関連し、且つ含み、第二の周波数帯域は前記第二の搬送周波数に関連し、且
つ含み、そして第三の周波数帯域は前記第三の搬送周波数に関連し、且つ含み、第一、第
二及び第三の周波数帯域は同じ大きさの重なり合わない周波数帯域である。
【０１０９】
　実施例（３２）として参照される実施例（３１）の少なくとも一つの版において、第一
、第二及び第三の周波数帯域の各々は少なくとも１ＭＨｚ幅であり、２ＭＨｚ幅以下であ
る。実施例（３２）の少なくとも一つの版において、第二のセルは前記セクタの各々にお
いて異なる電力レベルを使用して第四、第五及び第六のセクタの各々において第二の搬送
周波数を伝送する。
【０１１０】
　実施例（３４）として知られる、実施例（２８）の一つの版において、第二のセルは前
記セクタの各々において異なる電力レベルを使用して第四、第五及び第六のセクタの少な
くとも二つの各々において第三の搬送周波数を伝送する。実施例（３４）の一つの版にお
いて、各セクタにおいて異なる搬送波を伝送するために使用される三つの異なる電力レベ
ルの電力レベル（Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３）における差分は異なる搬送波が各セクタにおいて異
なる電力レベルに関連するにも拘わらず同じである。
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【０１１１】
　さらに、実施例（３６）として参照される、別の典型的な実施例は複数のセルを含むシ
ステムに関係し、各セルは複数のセクタを含み、前記複数のセルは物理的に相互に隣接す
る第一のセル、第二のセル、及び第三のセルを含む；そこでは複数のセルにおけるセルの
第一の集合は各セクタにおいて第一の数の搬送周波数を使用し、そして複数のセルにおけ
るセルの第二の集合はセクタ当たり異なる数の搬送周波数を使用し、前記異なる数は１よ
り大きく、セルの第二の集合における前記セルはセクタ当たり多数の搬送周波数を使用す
る。
【０１１２】
　実施例（３７）として参照されるシステム実施例（３６）の一つの版において、セルの
各セクタは異なる電力レベルを使用してセル内の多数の搬送波を伝送する。そのような一
つの実施例において、各セルは三つのセクタを含み、そこでは前記異なる数は３である。
【０１１３】
　実施例（３６）として記述されるシステムの一つの典型的な実施において、システムは
ＯＦＤＭ通信システムであり、そこでは前記第一の集合においてセルによって使用される
前記搬送波の数は１である。そのような実施例は実施例（３９）として参照される。
【０１１４】
　実施例（３９）の一つの版において、セルの前記複数のセルにおける第三の集合のセル
は各セクタにおいて第三の数の搬送周波数を使用し、前記第三の数は２である。そのよう
な実施例は実施例（４０）として参照される。そのような一つの実施例において、たかだ
か三つの異なる搬送周波数がシステムにおいて使用される。
【０１１５】
　さらに実施例（４２）として参照される、別の典型的な通信システム実施例において、
典型的通信システムは複数のセルを含み、各セルは三つのセクタを含み、三つのセクタの
各々は信号を伝送するために三つの異なる搬送周波数の同じ集合を使用し、三つの異なる
搬送周波数の集合は第一の搬送周波数、第二の搬送周波数及び第三の搬送周波数を含み、
異なる平均電力レベルが各個々のセルの各セクタにおいて第一、第二及び第三の搬送波の
各々について使用されるように個々のセル中の各セクタは異なる平均電力レベルで第一の
搬送周波数を使用して伝送し、個々のセル中の各セクタはまた異なる平均電力レベルで第
二の搬送周波数を使用して伝送し、個々のセル中の各セクタはまた異なる平均電力レベル
で第三の搬送周波数を使用して伝送し、前記平均電力レベルは多数のシンボル伝送時間期
間を含む時間期間に対応する。
【０１１６】
　実施例（４３）として参照される、実施例（４２）の一つの版において、複数の少なく
とも三つの隣接セルの各々は同じ方向に配向するセクタにおいて第一、第二及び第三の搬
送波について同じ電力レベルを使用し、異なる電力レベルは各搬送波についてセルの異な
るセクタにおいて使用される。実施例（４４）として参照される、そのような一つの実施
例において、第一の周波数帯域は前記第一の搬送周波数に関連し、且つ含み、第二の周波
数帯域は前記第二の搬送周波数に関連し、且つ含み、そして第三の周波数帯域は前記第三
の搬送周波数に関連し、且つ含み、第一、第二及び第三の周波数帯域は同じ大きさの重な
り合わない周波数帯域である。実施例（４４）の一つの版において、第一、第二及び第三
の周波数帯域の各々は少なくとも１ＭＨｚ幅であり、２ＭＨｚ幅以下である。
【０１１７】
　実施例（４６）として参照される一つの実施例（４２）の一つの版において、前記周波
数帯域の各々は複数の一様の間隔のトーンを含み、第一及び第二の周波数帯域の間の間隔
は前記第一の周波数帯域内のトーンの間隔の整数倍である。実施例（４２）の別の版にお
いて、第一、第二及び第三の周波数帯域は連続する周波数帯域であり、第一及び第二の周
波数帯域のトーンの間には未使用の間隙はない。
【０１１８】
　実施例（４６）の少なくとも一つの版において、システムはＯＦＤＭ通信システムであ
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り、そこでは第一、第二及び第三の周波数帯域によって占有された全体の周波数帯域は５
ＭＨｚに過ぎない。
【０１１９】
　二、三の典型的方法は番号付けされた方法実施例を参照してこれから述べられる。方法
実施例（１）として参照される、一つの典型的な方法実施例において、その方法は複数の
セルを含む通信システムを動作させることに関係し、各セルは別のセルに含まれる基地局
と連結された基地局を含み、システムは第一の数のセクタを含み、且つ第一の数の搬送波
を使用する第一型式のセル、及び第二の数のセクタ及び第二の数の搬送波を使用する第二
型式のセルを含む複数の異なる型式のセルを含み、第一の数のセクタは第二の数のセクタ
と異なり、第二の数の搬送波は第一の数の搬送波といずれも異なり、ここで方法実施例（
１）はセル型式情報を定期的に同報するために前記システムにおける複数のセルの各々に
含まれる基地局を動作させることを含み、前記セル型式情報はモバイル・ノードにとって
同報されたセルにおいて使用されるセクタの数及び搬送波の数を伝送セル型式情報から決
定するために十分である。
【０１２０】
　方法実施例（２）として参照される方法実施例（１）の一つの版において、セル型式情
報はセル型式識別子であり、前記セル型式識別子は複数の少なくとも三つの異なるセル型
式識別子に対応し、複数の前記三つの異なるセル型式識別子は第一のセル型式識別子を含
み、第一のセル型式識別子は三つのセクタを含むセルに対応し、各セクタは同じ搬送波及
び第二のセル型式識別子を使用し、第二のセル型式識別子は三つのセクタを含むセルに対
応し、各セクタは異なる搬送周波数を使用する。
【０１２１】
　方法実施例（３）として参照される方法実施例（２）の一つの版において、前記複数の
異なるセル型式識別子はさらに第三のセル型式識別子を含み、第三のセル型式識別子は三
つのセクタを含むセルに対応し、且つ前記三つの異なるセルの各々において三つの異なる
搬送周波数を使用する。方法実施例（３）の少なくともある版において、複数の異なるセ
ル型式識別子はさらに第四のセル型式識別子を含み、第四のセル型式識別子は一つのセク
タを含むセルに対応し、且つただ単搬送周波数を使用する。
【０１２２】
　方法実施例（５）として参照される方法実施例（３）の一つの版において、その方法は
同じセル型式識別子を伝送する同じ型式の多数のセルにおいて基地局を動作させることを
含む。方法実施例（６）として参照される方法実施例（５）の一つの版において、その方
法は前記第一のセル型式識別子を定期的に伝送する第一の型式のセルに位置する少なくと
も二つの基地局を動作させることを含む。そのような一つの実施例において、その方法は
前記第二のセル型式識別子を定期的に伝送する第二の型式のセルに位置する少なくとも二
つの基地局を動作させることを含む。
【０１２３】
　方法実施例（８）として参照される方法実施例（１）の一つの版において、セル型式情
報はセル型式識別子であり、前記セル型式識別子は複数の少なくとも三つの異なるセル型
式識別子に対応し、前記三つの異なるセル型式識別子は第三のセル型式識別子を含み、第
三のセル型式識別子は三つのセクタを含むセルに対応し、且つ前記三つの異なるセルの各
々において三つの異なる搬送周波数を使用し、そしてその方法はさらに第一、第二及び第
三の搬送信号について異なる平均伝送電力レベルを各々使用する第三型式のセルの異なる
セクタに対応する。
【０１２４】
　方法実施例（８）の一つの版において、その方法は前記第三型式のセルによって使用さ
れる三つの異なる搬送波の各々に対応する三つの異なる周波数帯域の各々に狭周波数帯域
の高電力信号を定期的に伝送する第三型式のセルのセクタに対応するセクタ送信機を動作
させることを含み、前記狭周波数帯域の高電力信号は所定の周波数で伝送される。そのよ
うな実施例は方法実施例（９）として参照される。そのような一つの実施例において、各
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々の狭帯域信号は単一トーン信号である。方法実施例（９）の別の版において、セクタ送
信機によって伝送された狭帯域信号は三つの異なる搬送波信号の各々について同じ電力レ
ベルによってセクタに伝送される。
【０１２５】
　方法実施例の別の典型的な形はモバイル・ノードを動作させる方法に関係する。方法実
施例（１２）として参照される、一つの典型的な方法実施例は多数の搬送周波数を使用す
るシステムにおいて移動体通信デバイス（a mobile communications device）を動作させ
る方法であり、ここでその方法は第一のセルの第一のセクタの第一の搬送周波数に対応す
る第一のビーコン信号を受取ること；第一のセルの第一のセクタにおいて第一の搬送周波
数に対応する第一のネットワーク結合点に対して確立できる第一の通信回線の品質の推定
値を生成する受信された第一のビーコン信号におけるエネルギーを測ること；及び第一の
受信ビーコン信号において測定されたエネルギー、及び第一及び第二の搬送周波数を使用
して前記第一のセクタにおいて伝送された信号の伝送電力の間の固定電力差分に関する既
知の情報に基づいて、第一の搬送周波数と異なる第二の搬送周波数に対応する前記第一の
セルの前記第一のセクタにおける第二のネットワーク結合点に対して確立できる通信回線
の品質を推定することを含む。方法実施例（１２）の一つの版において、第一の通信回線
及び第二の通信回線の品質の推定値の関数として第一及び第二の搬送周波数の間で選択す
ることをさらに含む。
【０１２６】
　方法実施例（１４）として参照される方法実施例（１２）の別の版において、その方法
はさらに第二のセクタのネットワーク結合点によって伝送された第二のビーコン信号を受
信すること含み、第二のビーコン信号は前記第二のセクタによって使用される第三の搬送
周波数に対応し、且つ第二のセクタにおいて第三の搬送周波数に対応する第三のネットワ
ーク結合点に対して確立できる第三の通信回線の推定値を生成するために受信された第二
のビーコン信号におけるエネルギーを測定する。
【０１２７】
　方法実施例（１４）の一つの版において、その方法はさらに第二の受信ビーコン信号に
おいて測定されたエネルギー、及び第三及び第四の搬送周波数を使用して前記第二のセク
タにおいて伝送された信号の伝送電力レベルの間の固定電力差分に関する既知の情報に基
づいて、第三の搬送周波数と異なる第四の搬送周波数に対応する前記第二のセクタにおけ
る第四のネットワーク結合点に対して確立できる通信回線の品質を推定することを含む。
この実施例は方法実施例（１５）として参照される。
【０１２８】
　方法実施例（１６）として参照される、方法実施例（１５）の一つの版において、その
方法はさらに、第一、第二、第三、及び第四の通信回線の推定値の関数として、第一、第
二、第三、及び第四の搬送周波数の一つを選択すること、及び第一、第二、第三、及び第
四のネットワーク結合点の一つと通信回線を確立することを含む。そのような実施例の一
つの版において、第一及び第二の搬送周波数の少なくとも一つは第三及び第四の搬送周波
数の少なくとも一つと同じである。
【０１２９】
　方法実施例（１５）の別の版において、前記第一及び第二のセクタは第一のセルに位置
する。方法実施例（１５）のさらに別の実施例において、前記第二のセクタは前記第一の
セルが位置する第一のセルとは異なる第二のセルに位置する。
【０１３０】
　方法実施例（２０）として参照される典型的な方法実施例（１５）の特定の一つの版に
おいて、移動体通信デバイススはセル内で使用される異なる搬送波に関する情報を含むセ
ル型式情報を記憶し、そしてその方法は前記第一のビーコン信号を受信する前に、第一の
セル型式指標信号（cell type indicator signal）を受信すること、及び受信された第一
のセル型式指標信号及び前記記憶情報から前記第一のセルにおいて使用される異なる搬送
周波数を決定することを含む。
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【０１３１】
　典型的な方法実施例（２０）において、記憶されたセル形式情報は異なる搬送波上の信
号が第一のセル内で伝送される相対的電力差分を示す情報をさらに含み、そしてその方法
は受信された第一のセル型式指標信号及び前記記憶情報から第一のセクタにおいて第一及
び第二の搬送周波数に対応する信号を伝送する対応するネットワーク結合点によって使用
される相対的電力差分を決定することをさらに含む。そのような実施例は方法実施例（２
１）として参照される。そのような一つの実施例において、第一のセルは単セクタ・セル
である。
【０１３２】
　方法実施例（２３）として参照される方法実施例（１５）の別の版において、移動体通
信デバイスはセクタと共に使用される異なる搬送波及び前記異なる搬送波の各々について
使用される相対的な移行電力レベルに関する情報を含むセル・セクタ型式情報を記憶し、
その方法は、前記第一のビーコン信号を受信する前に、第一のセクタ型式指標信号を受信
すること、及び受信された第一のセクタ型式指標信号及び前記記憶情報から前記第一のセ
クタにおいて使用される異なる搬送周波数を決定することをさらに含む。
【０１３３】
　方法実施例（２３）の一つの版において、記憶されたセクタ型式情報は異なる搬送波上
の信号が第一のセクタ内で伝送される相対的電力差分を示す情報を含み、そしてその方法
は受信された第一のセクタ型式指標信号及び前記記憶情報から第一のセクタにおいて第一
及び第二の搬送周波数に対応する信号を伝送する対応するネットワーク結合点によって使
用される相対的電力差分を決定することをさらに含む。そのような実施例は方法実施例（
２４）として参照される。方法実施例（２４）の一つの版において、第一のセルは信号を
伝送するセクタにおいて異なる電力レベルがネットワーク結合点によって使用される多セ
クタ・セルである。
【０１３４】
　上記実施例は単に典型的であることが意図され、その発明は前述の番号付けれた実施例
だけに限定されるべきではない。
【０１３５】
　ＯＦＤＭシステムに関係して記述されているとはいえ、本発明の方法及び装置は多くの
非ＯＦＤＭ及び／または非セルラ・システムを含む広範囲の通信システムに適用できる。
【０１３６】
　様々な実施例において、ここに記述されたノードは本発明の一以上の方法（例えば、信
号処理、ビーコン生成、ビーコン探知、ビーコン測定、接続比較、接続実施）に対応する
ステップを実行する一以上のモジュールを用いて実施される。いくつかの実施例において
、本発明の様々な機能はモジュールを用いて実施される。そのようなモジュールはソフト
ウェア、ハードウェアまたはソフトウェアとハードウェアの組合せ用いて実施される。前
述の方法或いは方法ステップの多くは、例えば、一以上のノードにおいて上述の方法の全
てまたは一部を実施するマシン（例えば、追加ハードウェア付き、或いは無しの汎用コン
ピュータ）を制御するため記憶デバイス（例えば、ＲＡＭ、フロッピー(登録商標)ディス
ク、等々）のようなマシン可読媒体に含まれるマシン実行可能な命令（例えば、ソフトウ
ェア）を用いて実施される。従って、とりわけ、本発明はマシン、例えば、プロセッサ及
び関連ハードウェアに上述の方法の一以上のステップを実行させるためのマシン実行可能
命令を含むマシン可読媒体に関係する。
【０１３７】
　上述の本発明の方法及び装置に関する多くの追加変形は本発明の上の記述を考慮して当
業者には明白であろう。そのような変形は本発明の範囲内で考察されるべきである。本発
明の方法及び装置は様々な実施例において、ＣＤＭＡ、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ
）、及び／またはアクセス・ノード及びモバイル・ノード間の無線通信回線を提供するた
めに使用される様々な他の型式の通信技術と共に使用可能であり、且つ使用されている。
いくつかの実施例において、アクセス・ノードはＯＦＤＭ及び／またはＣＤＭＡを使用し
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てモバイル・ノードとの通信回線を確立する基地局として実施される。様々な実施例にお
いて、モバイル・ノードは本発明の方法を実施するためのノート型パソコン、個人携帯情
報端末（ＰＤＡ） 、または受信／送信回路及び論理回路及び／またはルーチンを含む他
の可搬デバイスとして実施される。
【図面の簡単な説明】
【０１３８】
【図１】非スペクトル拡散信号伝送を使用するＯＦＤＭシステムにおける典型的な符号化
ブロック伝送を例示する図である。
【図２】スペクトル拡散信号方式を使用するＯＦＤＭシステムにおける典型的な符号化ブ
ロック伝送を例示する図である。
【図３】本発明に従って、搬送波に関連する帯域幅が増大レベルに拡大され、且つシステ
ム全体において一般に使用されるセルラ通信システムにおける帯域幅拡大の方法を説明す
るために使用される図である。
【図４】本発明に従って、追加帯域幅が追加搬送波に関連する典型的なセルラ通信におけ
る帯域幅拡大の方法を説明するために使用される図である。
【図５】本発明に従って実施され、本発明の方法を使用する典型的なセクタ化セルラ通信
システムの図である（典型的なシステムは帯域幅拡大の段階的配備によく適応する）。
【図６】本発明に従って実施され、本発明の方法を使用する典型的な基地局の例示図であ
る。
【図７】本発明に従って実施され、本発明の方法を使用する典型的な無線端末の例示図で
ある。
【図８】本発明に従って、異なる搬送周波数がセルの各セクタにおいて使用される典型的
なセル当たり３セクタの多セル・セルラ・システムの例示図である。
【図９】本発明に従って、異なる搬送周波数がシステムのセルの様々なセクタにおいて様
々な拡張、且つ異なる電力レベルで使用される増大帯域幅の段階的配備を例示する典型的
なセル当たり３セクタの多セル・セルラ・システムに関する例示図である。
【図１０】本発明に従って、等価な関連帯域幅を各々持つ三つの搬送周波数が所与のセク
タにおける三つの搬送波に関連する異なる電力レベルによってセルのセクタの各々におい
て同時に使用される配備のレベルを例示する典型的なセル当たり３セクタの多セル・セル
ラ・システムの例示図である。
【図１１】本発明に従って、搬送波選択評価をするために使用される情報を無線端末に伝
達するために使用される本発明によるビーコン信号伝送の典型的な方法の例示図である。
【図１２】本発明に従って、三つの搬送周波数（ｆ１，ｆ２，ｆ３）を使用する典型的な
３-セクタ・セル、５ＭＨｚシステムにおいて別個の１．２５ＭＨｚ　ＢＷを使用する各
搬送波、ビーコン信号を受信する典型的な無線端末、伝送電力レベルを搬送波と関係付け
る典型的な表、及び期待信号対雑音比を計算するための典型的な比較予測表の例示図であ
る。
【図１３】五つの典型的なセルを含む典型的な無線通信システムを例示する。
【図１４】典型的な基地局結合点（attachment point）送信機配備構成同報信号伝送を例
示する図である。
【図１５】典型的な実施例において基地局配備構成同報信号を評価するため無線端末によ
って使用される典型的な検索表（look-up table）の図、及び典型的な配備構成同報信号
値を含む表の図を含む。
【図１６】典型的な実施例において基地局配備構成同報信号を評価するため無線端末によ
って使用される別の典型的な検索表の図、及び典型的な配備構成同報信号値を含む表の図
を含む。
【図１７】本発明に従って、異なる搬送波に各々対応する３-連続的周波数帯域を含む典
型的な帯域幅分割を例示する図である。
【図１８】本発明に従って、異なる搬送波に各々対応する３-周波数帯域を含む典型的な
帯域幅分割を例示する図である。
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【図１９】本発明に従って、異なる搬送波に各々対応する３-周波数帯域を含む別の典型
的な帯域幅分割を例示する図である。
【図２０】本発明に従って、セクタ間の同期化を例示する、同一セルの三つのセクタ内の
ＯＦＤＭ信号伝送、例えば、下り回線信号伝送を例示する図である。
【図２１】本発明に従って、同じセルの同じセクタ内で使用される異なる搬送波に関する
基地局セクタ伝送電力の典型的な実施例を例示する図である。
【図２２】本発明に従って、同じセルの同じセクタ内で使用される異なる搬送波に関する
基地局セクタ伝送電力の典型的な実施例を例示する図２２００である。
【図２３】受信された配備レベル・セル型式を評価するため無線端末に記憶され、ＷＴに
よって使用される典型的な検索表の例示図である。
【図２４Ａ】受信ビーコン信号と、セルまたはセクタにおける搬送波間の既知の下り回線
電力伝送レベル関係に関する情報に基づいて搬送波間で選択する無線端末、例えばモバイ
ル・ノード、を動作させる方法を例示する。
【図２４Ｂ】受信ビーコン信号と、セルまたはセクタにおける搬送波間の既知の下り回線
電力伝送レベル関係に関する情報に基づいて搬送波間で選択する無線端末、例えばモバイ
ル・ノード、を動作させる方法を例示する。
【図２５】本発明に従って実施され、典型的な基地局がネットワーク、例えば、迂回中継
ネットワークによって接続されることを例示する典型的システムの図である。
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