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(57)【要約】
　ワイヤレスシステムに対してユーザ機器(UE)を許可す
るための技法が開示される。所与のワイヤレスシステム
に対する許可に関する優先順位をUEに割り当てることが
できる。次いで、ワイヤレスシステムに関するUEの優先
順位に基づいて、そのワイヤレスシステムに対してUEを
許可することができる。一設計では、複数のワイヤレス
システムの中の第1のワイヤレスシステムに対する許可
に関してUEを識別することができる。複数のワイヤレス
システムに関するUEの属性(たとえば、能力)を判断する
ことができる。複数のワイヤレスシステムに関するUEの
属性に基づいて、第1のワイヤレスシステムに関するUE
の許可優先順位を判断することができる。第1のワイヤ
レスシステムに関するUEの許可優先順位、および、場合
によっては、第1のワイヤレスシステムの現在のリソー
ス使用に基づいて、第1のワイヤレスシステムに対してU
Eを許可するかどうかを判断することができる。
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【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、
　複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムに対する許可に関してユー
ザ機器(UE)を識別するステップと、
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断するステップと、
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性に基づいて、前記第1のワイ
ヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位を判断するステップと、
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記許可優先順位に基づいて、前記第1
のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するかどうかを判断するステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記UEを許可するかどうかを判断する前記ステップが、前記第1のワイヤレスシステム
の現在のリソース使用にさらに基づいて、前記第1のワイヤレスシステムに対して前記UE
を許可するかどうかを判断するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位を判断する前記ステップ
が、前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性に基づいて、前記第1のワ
イヤレスシステムに関する前記UEの許可しきい値を判断するステップを含む、請求項1に
記載の方法。
【請求項４】
　前記第1のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するかどうかを判断する前記ステ
ップが、
　前記UEの前記許可しきい値を前記第1のワイヤレスシステムの現在のリソース使用と比
較するステップと、
　前記第1のワイヤレスシステムの前記現在のリソース使用が前記UEの前記許可しきい値
未満である場合、前記第1のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するステップと
を含む、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
UEが前記第1のワイヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうかを判断す
るステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記UEが前記第1のワイヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうかを
判断する前記ステップが、
　再関連付け要求メッセージを前記UEから受信するステップと、
　前記再関連付け要求メッセージに基づいて、前に前記UEと関連付けられたアクセスポイ
ントの識別子を取得するステップと、
　前記前に関連付けられたアクセスポイントから前記UEに関するトラフィックインジケー
タを受信するステップと、
　前記トラフィックインジケータに基づいて、前記UEが前記第1のワイヤレスシステム内
に進行中のトラフィックを有するかどうかを判断するステップと
を含む、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
UEが前記複数のワイヤレスシステムの各々に関するサービス加入を有するかどうかを判断
するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
UEが前記第1のワイヤレスシステムだけに関するサービス加入を有するかどうかを判断す
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るステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記UEが前記複数のワイヤレスシステムの各々に関するサービス加入を有するかどうか
を判断する前記ステップが、
　前記第1のワイヤレスシステム内の前記UEの認証の間に、前記UEのUE識別を取得するス
テップと、
　前記UE識別が第2のワイヤレスシステム内で使用され得るかどうかに基づいて、前記UE
が前記第2のワイヤレスシステムに関するサービス加入を有するかどうかを判断するステ
ップと
を含む、請求項7に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第2のワイヤレスシステムに関する前記UE識別に基づいて、前記第2のワイヤレスシ
ステムに関する前記UEのホームネットワークまたは等価ネットワークのネットワーク識別
を判断するステップと、
　前記UEの前記ホームネットワークまたは前記等価ネットワークのネットワークエンティ
ティと、前記第2のワイヤレスシステムに関する現在のネットワークのネットワーク識別
とに基づいて、前記UEが前記第2のワイヤレスシステム内でローミングしているかどうか
を判断するステップと
をさらに含む、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
複数のワイヤレスシステムの各々に関する前記UEに対するサービス料金を判断するステッ
プを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
UEが前記複数のワイヤレスシステムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか
を判断するステップを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの能力を判断するステップを含む、請求項1に記
載の方法。
【請求項１４】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
複数のワイヤレスシステムの各々に関する前記UEの能力を判断するステップを含む、請求
項1に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの能力を判断する前記ステップが、
　前記第1のワイヤレスシステムに関して前記UEによってサポートされる最大物理レイヤ
レート、前記第1のワイヤレスシステムに関して前記UEによってサポートされる少なくと
も1つのセキュリティプロトコル、前記第1のワイヤレスシステムに関して前記UEによって
サポートされる最大システム帯域幅、前記第1のワイヤレスシステムに関して前記UEによ
ってサポートされる少なくとも1つの動作モードのうちの少なくとも1つに基づいて、前記
UEの前記能力を判断するステップ
を含む、請求項13に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
第1のワイヤレスシステムに関する前記UEのハンドオーバ履歴を判断するステップを含む
、請求項1に記載の方法。
【請求項１７】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断する前記ステップが、前記
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第1のワイヤレスシステムに関する前記UEのチャネル品質を判断するステップを含む、請
求項1に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEのチャネル品質を判断する前記ステップ
が、フレームエラーレート(FER)、物理レイヤレート、信号対雑音比(SNR)、信号強度、チ
ャネル品質インジケータ(CQI)、または送信電力ヘッドルームのうちの少なくとも1つに基
づいて、前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記チャネル品質を判断するス
テップを含む、請求項17に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数のワイヤレスシステムが、ワイヤレスローカルエリアネットアーク(WLAN)シス
テムおよびセルラーシステムを含む、請求項1に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数のワイヤレスシステムが、前記複数のワイヤレスシステムに関する少なくとも
1つの制御機能を実行するように設計されたスモールセルの一部である、請求項1に記載の
方法。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムに対する許可に関してユー
ザ機器(UE)を識別し、
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断し、
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性に基づいて、前記第1のワイ
ヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位を判断し、
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記許可優先順位に基づいて、前記第1
のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するかどうかを判断する
　ように構成された少なくとも1のプロセッサ
を備える、装置。
【請求項２２】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの
前記属性に基づいて、前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許可しきい値を判
断するように構成される、請求項21に記載の装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも1つのプロセッサが、
　前記UEの前記許可しきい値を前記第1のワイヤレスシステムの現在のリソース使用と比
較し、
　前記第1のワイヤレスシステムの前記現在のリソース使用が前記UEの前記許可しきい値
未満である場合、前記第1のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可する
ように構成される、請求項22に記載の装置。
【請求項２４】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性が、前記UEが前記第1のワイ
ヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうか、前記UEが前記複数のワイヤ
レスシステムの各々に関するサービス加入を有するかどうか、前記複数のワイヤレスシス
テムの各々に関する前記UEに対するサービス料金、前記UEが前記複数のワイヤレスシステ
ムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか、前記第1のワイヤレスシステム
に関するまたは前記複数のワイヤレスシステムの各々に関する前記UEの能力、前記第1の
ワイヤレスシステムに関する前記UEのハンドオーバ履歴、前記第1のワイヤレスシステム
に関する前記UEのチャネル品質のうちの少なくとも1つに関係する、請求項21に記載の装
置。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムに対する許可に関してユー
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ザ機器(UE)を識別するための手段と、
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性を判断するための手段と、
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性に基づいて、前記第1のワイ
ヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位を判断するための手段と、
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記許可優先順位に基づいて、前記第1
のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するかどうかを判断するための手段と
を備える、装置。
【請求項２６】
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位を判断するための前記手
段が、
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性に基づいて、前記第1のワイ
ヤレスシステムに関する前記UEの許可しきい値を判断するための手段
を備える、請求項25に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第1のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するかどうかを判断するための前
記手段が、
　前記UEの前記許可しきい値を前記第1のワイヤレスシステムの現在のリソース使用と比
較するための手段と、
　前記第1のワイヤレスシステムの前記現在のリソース使用が前記UEの前記許可しきい値
未満である場合、前記第1のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するための手段と
を備える、請求項26に記載の装置。
【請求項２８】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性が、前記UEが前記第1のワイ
ヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうか、前記UEが前記複数のワイヤ
レスシステムの各々に関するサービス加入を有するかどうか、前記複数のワイヤレスシス
テムの各々に関する前記UEに対するサービス料金、前記UEが前記複数のワイヤレスシステ
ムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか、前記第1のワイヤレスシステム
に関するまたは前記複数のワイヤレスシステムの各々に関する前記UEの能力、前記第1の
ワイヤレスシステムに関する前記UEのハンドオーバ履歴、前記第1のワイヤレスシステム
に関する前記UEのチャネル品質のうちの少なくとも1つに関係する、請求項25に記載の装
置。
【請求項２９】
　少なくとも1つのプロセッサに、複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシス
テムに対する許可に関してユーザ機器(UE)を識別させるためのコードと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに、前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの
属性を判断させるためのコードと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに、前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの
前記属性に基づいて、前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位を判
断させるためのコードと、
　前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの前
記許可優先順位に基づいて、前記第1のワイヤレスシステムに対して前記UEを許可するか
どうかを判断させるためのコードと
を備える非一時的コンピュータ可読記録媒体。
【請求項３０】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムにアクセスするためにユー
ザ機器(UE)によってシグナリングを送るステップと、
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位に基づいて、前記UEが前
記第1のワイヤレスシステムに対して許可されている表示を受信するステップであって、
前記UEの前記許可優先順位が、前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性に基
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づく、受信するステップと
を含む、方法。
【請求項３１】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性が、前記UEが前記第1のワイ
ヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうか、前記UEが前記複数のワイヤ
レスシステムの各々に関するサービス加入を有するかどうか、前記複数のワイヤレスシス
テムの各々に関する前記UEに対するサービス料金、前記UEが前記複数のワイヤレスシステ
ムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか、前記第1のワイヤレスシステム
に関するまたは前記複数のワイヤレスシステムの各々に関する前記UEの能力、前記第1の
ワイヤレスシステムに関する前記UEのハンドオーバ履歴、前記第1のワイヤレスシステム
に関する前記UEのチャネル品質のうちの少なくとも1つに関係する、請求項30に記載の方
法。
【請求項３２】
　前記複数のワイヤレスシステムが、ワイヤレスローカルエリアネットアーク(WLAN)シス
テムおよびセルラーシステムを含む、請求項30に記載の方法。
【請求項３３】
　前記複数のワイヤレスシステムが、前記複数のワイヤレスシステムに関する少なくとも
1つの制御機能を実行するように設計されたスモールセルの一部である、請求項30に記載
の方法。
【請求項３４】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムにアクセスするためにユー
ザ機器(UE)によってシグナリングを送ることと、
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位に基づいて、前記UEが前
記第1のワイヤレスシステムに対して許可されている表示を受信することであって、前記U
Eの前記許可優先順位が、前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性に基づく
、受信することと
を行うように構成された少なくとも1つのプロセッサ
を備える、装置。
【請求項３５】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性が、前記UEが前記第1のワイ
ヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうか、前記UEが前記複数のワイヤ
レスシステムの各々に関するサービス加入を有するかどうか、前記複数のワイヤレスシス
テムの各々に関する前記UEに対するサービス料金、前記UEが前記複数のワイヤレスシステ
ムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか、前記第1のワイヤレスシステム
に関するまたは前記複数のワイヤレスシステムの各々に関する前記UEの能力、前記第1の
ワイヤレスシステムに関する前記UEのハンドオーバ履歴、前記第1のワイヤレスシステム
に関する前記UEのチャネル品質のうちの少なくとも1つに関係する、請求項34に記載の装
置。
【請求項３６】
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムにアクセスするためにユー
ザ機器(UE)によってシグナリングを送るための手段と、
　前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許可優先順位に基づいて、前記UEが前
記第1のワイヤレスシステムに対して許可されている表示を受信するための手段であって
、前記UEの前記許可優先順位が、前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの属性に
基づく、受信するための手段と
を備える、装置。
【請求項３７】
　前記複数のワイヤレスシステムに関する前記UEの前記属性が、前記UEが前記第1のワイ
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ヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうか、前記UEが前記複数のワイヤ
レスシステムの各々に関するサービス加入を有するかどうか、前記複数のワイヤレスシス
テムの各々に関する前記UEに対するサービス料金、前記UEが前記複数のワイヤレスシステ
ムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか、前記第1のワイヤレスシステム
に関するまたは前記複数のワイヤレスシステムの各々に関する前記UEの能力、前記第1の
ワイヤレスシステムに関する前記UEのハンドオーバ履歴、前記第1のワイヤレスシステム
に関する前記UEのチャネル品質のうちの少なくとも1つに関係する、請求項36に記載の装
置。
【請求項３８】
　少なくとも1つのプロセッサに、複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシス
テムにアクセスするためにユーザ機器(UE)によってシグナリングを送らせるためのコード
と、
　前記少なくとも1つのプロセッサに、前記第1のワイヤレスシステムに関する前記UEの許
可優先順位に基づいて、前記UEが前記第1のワイヤレスシステムに対して許可されている
表示を受信するためのコードであって、前記UEの前記許可優先順位が、前記複数のワイヤ
レスシステムに関する前記UEの属性に基づく、受信するためのコードと
を備える非一時的コンピュータ可読記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2012年10月22日に出願した、その全体が参照により本明細書に組み込まれて
いる「METHOD AND APPARATUS FOR SUPPORTING WIRELESS COMMUNICATION VIA A SMALL CEL
L」という表題の米国仮出願第61/716,999号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信をサポートするための技
法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロー
ドキャストなどの様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらの
ワイヤレスシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数のユー
ザ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FDMA(OFDMA)システム、およびシングルキャリアFDMA(
SC-FDMA)システムがある。
【０００４】
　ワイヤレスシステムは、1つまたは複数のユーザ機器(UE)の通信をサポートすることが
できる1つまたは複数の基地局を含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介
して基地局と通信し得る。ダウンリンク(すなわち、順方向リンク)は、基地局からUEへの
通信リンクを指し、アップリンク(すなわち、逆方向リンク)はUEから基地局への通信リン
クを指す。
【０００５】
　異なる無線技術を利用する複数のワイヤレスシステムを所与の地理的領域内で展開する
ことができる。任意の数のUEを地理的領域内に配置することができる。各UEは、複数のワ
イヤレスシステムによって利用される無線技術のうちの1つまたは複数をサポートし得る
。複数のワイヤレスシステムを介してUE用の通信を効率的にサポートすることが望ましい
場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　ワイヤレスシステムに対してUEを許可するための技法が本明細書で開示される。これら
の技法は、スモールセル、無線アクセスネットワーク(RAN)、ハイブリッドRANなどに関し
て使用され得る。スモールセルは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)システ
ム用のアクセスポイントとセルラーシステム用のフェムトセルとを含み得る。スモールセ
ルはスモールセルのワイヤレスシステムに対してUEを許可することなど、ある種の制御機
能を実行することができる。RANは、同じ無線技術または異なる無線技術の複数のワイヤ
レスシステムを含み得る。ハイブリッドRANは、異なる無線技術の複数のワイヤレスシス
テムを含み得る。
【０００７】
　本開示の一態様では、所与のワイヤレスシステムに対する許可に関する優先順位をUEに
割り当てることができる。次いで、ワイヤレスシステムに関するUEの優先順位に基づいて
、そのワイヤレスシステムに対してUEを許可することができる。
【０００８】
　一設計では、複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムに対する許可
に関してUEを識別することができる。複数のワイヤレスシステムに関するUEの属性(たと
えば、能力)を判断することができる。UEの属性は、UEが第1のワイヤレスシステム内で進
行中のトラフィックを有するかどうか、UEが複数のワイヤレスシステムの各々に関するサ
ービス加入を有するか、または第1のワイヤレスシステムに関するサービス加入を有する
か、複数のワイヤレスシステムの各々に関するUEに対するサービス料金、UEが複数のワイ
ヤレスシステムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか、第1のワイヤレス
システムに関するまたは各ワイヤレスシステムに関するUEの能力、第1のワイヤレスシス
テムに関するUEのハンドオーバ履歴、第1のワイヤレスシステムに関するUEのチャネル品
質、いくつかの他の属性、またはそれらの任意の組合せに関係し得る。複数のワイヤレス
システムに関するUEの属性に基づいて、第1のワイヤレスシステムに関するUEの許可優先
順位を判断することができる。次いで、第1のワイヤレスシステムに関するUEの許可優先
順位に基づいて、第1のワイヤレスシステムに対してUEを許可するかどうかを判断するこ
とができる。
【０００９】
　一設計では、第1のワイヤレスシステムに関するUEの許可優先順位は、複数のワイヤレ
スシステムに関するUEの属性に基づいて判断され得る許可しきい値によって与えられるこ
とが可能である。UEの許可しきい値は、第1のワイヤレスシステムの現在のリソース使用
またはローディングと比較され得る。第1のワイヤレスシステムの現在のリソース使用がU
Eの許可しきい値未満である場合、第1のワイヤレスシステムに対してUEを許可することが
できる。
【００１０】
　本開示の様々な態様および特徴が、以下でさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】例示的なシステム展開を示す図である。
【図２】許可しきい値に基づいてWLANシステムに対してUEを許可するためのプロセスを示
す図である。
【図３】UEの許可しきい値を判断するためのプロセスを示す図である。
【図４】ワイヤレスシステムに対してUEを許可するためのプロセスを示す図である。
【図５】UEがワイヤレスシステムにアクセスするためのプロセスを示す図である。
【図６】ネットワークエンティティおよびUEのブロック図である。
【図７】スモールセルおよびUEのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本明細書で説明する技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMAおよび他のワイヤレス
システムなどの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」という用語
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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。UT
RAは、Wideband CDMA(WCDMA(登録商標))、Time Division Synchronous CDMA(TD-SCDMA)、
およびCDMAの他の変形形態を含む。cdma2000は、IS-2000規格、IS-95規格、およびIS-856
規格を含む。TDMAシステムは、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、Evolved UTRA(E-UTRA)、Ultra Mobil
e Broadband(UMB)、IEEE802.11(Wi-FiおよびWi-Fi Direct)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE80
2.20、Flash-OFDM(登録商標)などの無線技術を実装し得る。UTRA、E-UTRA、およびGSM(登
録商標)は、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。周波数分
割複信(FDD)と時分割複信(TDD)の両方における3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE
-Advanced(LTE-A)は、ダウンリンク上ではOFDMAを利用しアップリンク上ではSC-FDMAを利
用するE-UTRAを使用する、UMTSの最近のリリースである。UTRA、E-UTRA、GSM(登録商標)
、UMTS、LTEおよびLTE-Aは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と称する団
体からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership 
Project 2」(3GPP2)という名称の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明され
る技法は、上記のワイヤレスシステムおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスシステム
および無線技術で使用され得る。
【００１３】
　図1は、本開示のいくつかの態様を実装することができる、ある例示的なシステム展開1
00を示す。スモールセル120は、自宅、アパート、事務所、店など、小さな地理的領域用
の通信をサポートすることができる。スモールセル120は、第1の無線技術を介して通信を
サポートするアクセスポイント(AP)122と、第2の無線技術を介して通信をサポートするフ
ェムトセル124とを含み得る。アクセスポイント122はWLANシステムの一部であり得、フェ
ムトセル124はセルラーシステムの一部であり得る。スモールセル120は、したがって、重
複するカバレッジを有し、共通のネットワークエンティティの制御下にあるワイヤレスシ
ステムである2つの共存ワイヤレスシステム用の通信をサポートし得る。ネットワークエ
ンティティは、UEではなく、ワイヤレスノードなどと呼ばれる場合もある任意のエンティ
ティであり得る。
【００１４】
　アクセスポイント122は、WiFi、Hiperlan、または何らかの他のWLAN無線技術など、無
線技術をサポートし得る。アクセスポイント122は、互いと通信することができる局のセ
ットを含む基本サービスセット(BSS)用の通信をサポートし得る。BSSは、WLANシステムと
呼ばれる場合もある。
【００１５】
　フェムトセル124は、LTE、WCDMA(登録商標)、CDMA 1X、GSM(登録商標)などの無線技術
をサポートし得る。フェムトセル124は、ホーム基地局(HBS)、ホームアクセスポイント(H
AP)、ホームノードB(HNB)、ホーム進化型ノードB(HeNB)などと呼ばれる場合もある。フェ
ムトセル124は、限定加入者グループ(CSG)に属し得るUEのグループに関して限定されたア
クセスを提供するように構成され得る。フェムトセル124は、ネットワークオペレータが
セルラーシステムのカバレッジを拡張して、容量を増大すること、および/または他の利
点を得ることを可能にし得る。フェムトセル124は、セルラーシステムの一部と見なされ
てよく、セルラーシステム内の他のネットワークエンティティと通信することができる。
フェムトセル124は、公開されている「3G Home NodeB Study Item Technical Report」と
いう名称の3GPP TR 25.820で説明されるように動作することができる。フェムトセル124
は、他の無線技術に関する文書で説明されるように動作することもできる。フェムトセル
124は、セルラーシステム内でRNCによって通常実行されるいくつかの機能を実行すること
ができる無線ネットワークコントローラ(RNC)を含み得る。
【００１６】
　アクセスポイント122およびフェムトセル124は、インターネット148または何らかの他
のデータネットワークに結合され得るルータ126に結合可能である。ルータ126は、アクセ
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スポイント122およびフェムトセル124と他のエンティティとの間でトラフィックデータを
経路指定することができる。アクセスポイント122およびフェムトセル124は、これらのエ
ンティティに関する協調および制御機能を実行することができるスモールセルコントロー
ラ140にさらに結合され得る。スモールセルコントローラ140は、スモールセル120内のWLA
Nシステムまたはセルラーシステムに対してUEを許可することができる許可マネージャ142
などの協調および制御機能を実行するために様々なモジュールを含み得る。スモールセル
コントローラ140は、UEに関する通信および他のサービスをサポートする様々なネットワ
ークエンティティを含み得る、コアネットワーク150内のエンティティと通信することが
できる。
【００１７】
　1つの例示的な設計では、スモールセル120は、ユーザによって購入可能であり、自宅、
アパートなどの中に設置され得る物理的なハードウェアモジュールまたはユニット(たと
えば、市販の製品)であり得る。スモールセル120用のハードウェアモジュールは、アクセ
スポイント122用の第1のモジュール(たとえば、集積回路(IC)チップまたは回路版)と、フ
ェムトセル124用の第2のモジュールと、ルータ126用の第3のモジュールと、スモールセル
コントローラ140用の第4のモジュールとを含み得る。スモールセルコントローラ140用の
第4のモジュールは、そのうちの1つが許可マネージャ142であってよい様々なソフトウェ
アモジュールを記憶するメモリを含み得る。概して、スモールセル120は、任意の数のハ
ードウェアモジュールを含み得る。各ハードウェアモジュールは、機能の任意のセットを
実行することができ、アクセスポイント122、もしくはフェムトセル124、もしくはルータ
126、もしくはスモールセルコントローラ140、またはそれらの組合せをサポートし得る。
アクセスポイント122、フェムトセル124、ルータ126、およびスモールセルコントローラ1
40の各々の機能は、ソフトウェアおよび/または1もしくは複数のハードウェアモジュール
上のハードウェアの中で実装され得る。
【００１８】
　基地局132は、たとえば、最高で半径10キロメートル(Km)までの比較的大きな地理的領
域に関する通信をサポートし得る。このカバレッジ領域にサービスする基地局132および/
または基地局サブシステムのカバレッジ領域はマクロセルと呼ばれる場合がある。基地局
132は、簡単にするために、図1に示さない他の基地局を含み得る、セルラーシステム130
の一部であり得る。セルラーシステム130は、フェムトセル124と同じ無線技術または異な
る無線技術をサポートし得る。基地局132は、基地局132および他の基地局の協調および制
御を提供することが可能なシステムコントローラ134に結合し得る。システムコントロー
ラ134は、さらに、コアネットワーク150に結合され得る。
【００１９】
　UE110から116は、スモールセル120のカバレッジ領域全体に分散されてよく、各UEは固
定されていてもまたは移動式であってもよい。UEは、移動局、端末、アクセス端末、加入
者ユニット、局(STA)などと呼ばれることもある。UEは、セルラー電話、スマートフォン
、タブレット、ワイヤレス通信デバイス、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ハン
ドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルル
ープ(WLL)局、ネットブック、スマートブックなどであってよい。UEは、スモールセル120
内でアクセスポイント122および/またはフェムトセル124と通信することが可能であり得
る。UEは、セルラーシステム130内で基地局132と通信することも可能であり得る。UEは、
(たとえば、アクセスポイント122と通信しているとき)局、ユーザなどと呼ばれる場合が
ある。
【００２０】
　図1に示すように、スモールセル120は、WLANサービスを提供する共存アクセスポイント
122とセルラーサービスを提供するフェムトセル124とを含み得る。任意の数のUE(すなわ
ち、基地局またはユーザ)がスモールセル120のカバレッジ内に配置され得る。各UEは、WL
ANサービスだけ、もしくはセルラーサービスだけ、またはWLANサービスとセルラーサービ
スの両方をサポートし得る。スモールセル120内の任意の数のUEが任意の所与の瞬間にア
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クティブであり得る。アクティブなUEは、異なる能力および/またはデータ要件を有し得
る。スモールセル120内のアクティブなUEに効率的にサービスすることが望ましい場合が
ある。
【００２１】
　本開示の一態様では、(たとえば、スモールセル内の)異なるワイヤレスシステムに対し
てUEを許可するための技法が開示される。一設計では、所与のワイヤレスシステムに対す
る許可に関する優先順位をUEに割り当てることができる。これらのUEは、ワイヤレスシス
テムにアクセスすることを望む場合があり、かつ/またはワイヤレスシステムに関するサ
ービス加入を有し得る。次いで、ワイヤレスシステムに関するUEの優先順位に基づいて、
そのワイヤレスシステムに対してUEを許可することができる。これらの技法は、スモール
セル、もしくはRAN、またはハイブリッドRANなどの中の複数のワイヤレスシステムに関し
て使用され得る。
【００２２】
　一設計では、ユーザ許可優先順位はシステムベースごとに判断され得る。各ワイヤレス
システムに対する許可に関する優先順位をUEに割り当てることができる。たとえば、WLAN
サービスだけをサポートするUE、ならびにWLANサービスとセルラーサービスの両方をサポ
ートするUEに、WLANシステムに対する許可に関する優先順位を割り当てることができる。
セルラーサービスだけをサポートするUE、ならびにWLANサービスとセルラーサービスの両
方をサポートするUEに、セルラーシステムに対する許可に関する優先順位を割り当てるこ
とができる。そのワイヤレスシステムに関するUEの優先順位に基づいて、各ワイヤレスシ
ステムに対してUEを許可することができる。ユーザにシステムごとの許可優先順位を適用
することは、結果として、スモールセル内でWLANシステムおよびセルラーシステムの利用
可能なリソースのより良好な使用をもたらし得る。
【００２３】
　様々な要因に基づいて、所与のワイヤレスシステムに対する許可に関する優先順位をUE
に割り当てることができる。これらの要因は、ワイヤレスシステムに関するUEの属性また
は能力に関係し得る。一設計では、以下の要因のうちの1つまたは複数に基づいて、所与
のワイヤレスシステムYに対する許可に関する優先順位を所与のUE Xに割り当てることが
できる。
A1.システムY上の保留中セッション。システムY内に進行中のトラフィックを有するUEは
、システムY内で進行中のトラフィックを有さないUEよりも、システムYに対する許可に関
してより高い優先順位を有する。
A2.UE Xに利用可能なワイヤレスシステム。システムYだけに関するサービスを受けること
が可能なUEは、複数のシステムに関するサービスを受けることが可能なUEよりも、システ
ムYに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
A3.異なるワイヤレスシステムに関するサービス請求。システムYだけに関してより低いサ
ービス料金を有するUEは、複数のシステムに関してより低いサービスを有するUEよりも、
システムYに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
A4.デバイス能力。システムYに関してより高い能力を有するUEは、システムYに関してよ
り低い能力を有するUEよりも、システムYに対する許可に関してより高い優先順位を有す
る。
A5.ハンドオーバ履歴。頻繁なハンドオーバ履歴を有さないUEは、頻繁なハンドオーバ履
歴を有するUEよりも、システムYに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
A6.チャネル品質。システムYに関して良好なチャネル品質を有するUEは、システムYに関
して不良なチャネル品質を有するUEよりも、システムYに対する許可に関してより高い優
先順位を有する。
A7.他の要因。
【００２４】
　要因A1からA6は、一設計による重要性の順序で列挙されており、要因A1は重要性が最も
高く、要因A6は重要性が最も低い。これらの要因は、何らかの他の順序で重要性が割り当
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てられてもよい。システムYに対する許可に関するUEの優先順位を判断するために、他の
要因を考慮することも可能である。
【００２５】
　要因A2は、システムYだけに関するサービス加入を有し、システムYだけに関するサービ
スを受けることができるUEがサービスを取得することができることを確実にし得る。複数
のシステムに関するサービスを受けることができるUEは、システムYに対する許可に関し
てより低い優先順位を有し得る。システムYがより好ましい可能性があっても、これらのU
Eを他のシステムに対して許可することが可能であり、これはシステムYだけに関するサー
ビスを受けることができるUEがサービスを取得するのを可能にし得る。
【００２６】
　要因A3は、UEに関するサービス料金を削減し得る。たとえば、システムYに関するサー
ビス加入を有するが別のシステム内をローミングするUEは、これらのUEが他のシステムに
関するローミング料金を回避することができるように、システムYに対する許可に関して
より高い優先順位を有し得る。システムYが、システムYだけに関してより低いサービス料
金を有するUEにサービスするのを可能にするために、必要に応じて、(たとえば、これら
のUEが他のシステム内でローミングしていないことにより)システムYならびに他のシステ
ムに関してより低いサービス料金を有するUEを他のシステムに対して許可することができ
る。(たとえば、システムY内のローミングにより)システムYに関して高いサービス料金を
有するUEは、システムYに対する許可に関してより低い優先順位を有し得る。
【００２７】
　要因A4およびA6は、UEとシステムYの両方に関する性能を改善することができる。シス
テムYに関してより高い能力および/または良好なチャネル品質を有するUEは、システムY
に対する許可に関してより高い優先順位を有し得る。これらのUEは、システムYに関して
より低い能力および/または不良なチャネル品質を有する他のUEよりも良好な性能を達成
することができる。
【００２８】
　要因A1、A4、A5、およびA6はユーザ経験を改善し得る。要因A1の場合、別のシステムに
切り替える利点が切替えのコストを上回らない限り、システムYとすでに通信しているUE
をシステムY上に残すことが望ましい場合がある。許可優先順位に影響を及ぼす他の要因
が同じであると仮定すると、システムYとすでに通信しているUEは、システムYにアクセス
することを試みている他のUEよりも、システムYに対する許可に関してより高い優先順位
を有し得る。要因A5の場合、頻繁なハンドオーバ履歴を有さないUEは、システムYに対す
る許可に関してより高い優先順位を有し得る。これらのUEが許可されている場合、これら
のUEは、頻繁なハンドオーバ履歴を有するUEよりも、システムYに残る可能性がより高い
場合がある。
【００２９】
　システムYに対する許可に関する優先順位をUE Xに割り当てる際に他の要因を考慮する
ことも可能である。たとえば、優先順位をUE Xに割り当てる際に、UE Xの現在の電池寿命
、各システムに関するUE Xの予想される電力消費などを考慮することが可能である。概し
て、システムYに対する許可に関する優先順位をUE Xに割り当てる際に、(i)システムY、
および、場合によっては、他の共存システムに関するUE Xの属性または特性、ならびに(i
i)UE Xおよび他のUEに関するシステムYの属性または特性に関係する任意の要因を考慮す
ることが可能である。
【００３０】
　スモールセル120は、WLANサービスをサポートするWLANシステムと、セルラーサービス
をサポートするセルラーシステムとを含み得る。一設計では、スモールセル120内のWLAN
システムに対する許可に関するUEの優先順位は、以下の要因のうちの1つまたは複数に基
づいて判断され得る。
B1.WLANシステム内に進行中のトラフィックを有するUEは、WLANシステム内に進行中のト
ラフィックを有さないUEよりも、WLANシステムに対する許可に関してより高い優先順位を
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有する。
B2.セルラーサービスを有さないUEは、セルラーサービスを有するUEよりも、WLANシステ
ムに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
B3.セルラー可能UEの中で、セルラーローミング中のUEは、セルラーローミング中でないU
Eよりも、WLANシステムに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
B4.WLANシステムに関して高い能力を有するUEは、WLANシステムに関して低い能力を有す
るUEよりも、WLANシステムに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
B5.頻繁なハンドオーバ履歴を有さないUEは、頻繁なハンドオーバ履歴を有するUEよりも
、WLANシステムに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
B6.WLANシステムに関して良好なチャネル品質を有するUEは、WLANシステムに関して不良
なチャネル品質を有するUEよりも、WLANシステムに対する許可に関してより高い優先順位
を有する。
B7.他の要因。
【００３１】
　WLANシステムに関する所与のUE Xの能力は、様々な方法で定量化され得る。一設計では
、WLANシステムに関するUEの能力は、以下のうちの1つまたは複数に基づいて定量化され
得る。
C1.WLANシステムに関してUE Xによってサポートされる最大物理レイヤレート。
C2.WLANシステムに関してUE Xによってサポートされるセキュリティプロトコル。
C3.WLANシステムに関してUE Xによってサポートされる最大システム帯域幅。
C4.WLANシステムに関してUE Xによってサポートされる動作モード。
C5.他の要因。
【００３２】
　WLANシステムおよびUE Xは、各々、802.11規格ファミリーの1つまたは複数の規格をサ
ポートすることができる。各802.11規格は、データレートのセット、1つまたは複数のシ
ステム帯域幅、および1つまたは複数の変調技法をサポートする。たとえば、レガシー802
.11は、直接シーケンススペクトラム拡散(direct-sequence spread spectrum)(DSSS)また
は周波数ホッピングスペクトラム拡散(frequency-hopping spread spectrum)(FHSS)を用
いて、20MHzシステム帯域幅上で最高2メガビット/秒(Mbps)をサポートする。802.11aは、
直交周波数分割多重化(OFDM)を用いて、20MHzで最高54Mbpsをサポートする。802.11bは、
DSSSを用いて、20MHzで最高11Mbpsをサポートする。802.11gは、OFDMおよびDSSSを用いて
、20MHzで最高54Mbpsをサポートする。802.11nは、OFDMを用いて、20MHzまたは40MHzで最
高150Mbpsをサポートする。802.11acは、OFDMを用いて、160MHzで最高867Mbpsをサポート
する。
【００３３】
　WLANシステムおよびUE Xは、各々、Wired Equivalent Privacy(WEP)、Wi-Fi Protected
 Access(WPA)、およびWPA version 2(WPAv2)など、1つまたは複数のセキュリティプロト
コルをサポートし得る。WEPは、WLAN用の最初のセキュリティプロトコルであり、安全性
が最も低い。WPAは、WLAN用の改善されたセキュリティプロトコルであり、WPA2は、WPAに
対する拡張セキュリティプロトコルである。各セキュリティプロトコルは、1つもしくは
複数の認証方法および/または暗号化方法をカバーし得る。
【００３４】
　WLANシステムに関するUE Xの能力は、上に列挙した要因のうちの1つまたは複数に基づ
いて定量化され得る。たとえば、UE Xが、(i)(たとえば、802.11bの場合)低い最大物理レ
イヤレートをサポートする場合、(ii)旧式のセキュリティプロトコル(たとえば、WEPおよ
び/もしくはWPA)をサポートする場合、(iii)アクセスポイント122による20MHz動作をサポ
ートし、40MHz動作をサポートしない場合、ならびに/または(iv)グリーンフィールドフォ
ーマット(green-field format)および低減されたフレーム間隔(IFS)をサポートしない場
合、たとえば、アクセスポイント122による低効率動作だけをサポートする場合、UE XはW
LANシステムに関して低い能力を有すると見なすことができる。
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【００３５】
　WLANシステムに関するチャネル品質は、様々な方法で定量化され得る。一設計では、WL
ANシステム関するチャネル品質は、フレームエラーレート(FER)、物理レイヤレート、ダ
ウンリンクおよび/もしくはアップリンクに関する信号対雑音比(SNR)または信号強度、チ
ャネル品質インジケータ(CQI)、送信電力ヘッドルームなどによって定量化され得る。た
とえば、UE Xが、高いフレームエラーレート、低い物理レイヤレート、ダウンリンクに関
する低いSNRまたは低い信号強度、不良なCQI、低い送信電力ヘッドルームなどを有する場
合、UE Xは、WLANシステムに関して不良なチャネル品質を有すると見なすことができる。
【００３６】
　WLANシステムに対する許可に関するUEの優先順位を判断するためのいくつかの要因が上
で説明されてきた。要因B2、B3、B4、およびB6は、WLANシステムとセルラーシステムの両
方と通信することができるUEに適用可能である。要因B1からB6は、一設計による重要性の
順序で列挙されており、要因B1は重要性が最も高く、要因B6は重要性が最も低い。これら
の要因は、何らかの他の順序で重要性が割り当てられてもよい。
【００３７】
　許可優先順位を判断するための要因は、様々な方法で、WLANシステムに対してUEを許可
するために使用され得る。一設計では、1つまたは複数の要因を使用して、UEの許可しき
い値を判断することができる。次いで、許可しきい値を使用して、WLANシステムに対して
UEを許可するか否かを判断することができる。
【００３８】
　図2は、許可しきい値に基づいてWLANシステムに対してUEを許可するためのプロセス200
の設計を示す図である。上で説明した要因のうちのいくつかまたはすべてを含み得る、許
可優先順位を判断するために使用される1つもしく複数の要因に基づいて、UEに関する許
可しきい値を判断することができる(ブロック212)。許可しきい値は、それ未満でUEがWLA
Nシステムに対して許可され得る、WLANシステムのリソース使用またはローディングの割
合を示すことができる。たとえば、Qパーセントの許可しきい値は、WLANシステムのリソ
ース使用の割合がQ以下である場合、WLANシステムに対してUEを許可することができるこ
とを意味し得る。より高い許可しきい値はより高い許可優先順位に対応し得るが、これは
、WLANシステムがより十分にロードされているときですら、WLANシステムに対してUEを許
可することができるためである。反対に、より低い許可しきい値はより低い許可優先順位
に対応し得るが、これは、WLANシステムが軽くロードされている場合だけ、WLANシステム
に対してUEを許可することができるためである。
【００３９】
　WLANシステムの現在のリソース使用の割合を判断することができる(ブロック214)。リ
ソース使用割合は、ワイヤレス媒体の利用割合および/または他の量によって定量化され
得る。たとえば、WLANシステムに関して利用可能なリソースの総量に対する所与の時間間
隔内でWLANシステムによって利用されたリソースの量(たとえば、時間の量)の比率によっ
てリソース使用割合を出すことができる。WLANシステムのリソース使用割合がUEの許可し
きい値未満であるかどうかを判断することができる(ブロック216)。ブロック216に対する
回答が「Yes」である場合、WLANシステムに対してUEを許可することができる(ブロック21
8)。そうでない場合、WLANシステムのリソース使用割合が許可しきい値よりも大きい場合
、WLANシステムに対してUEを許可することはできない(ブロック220)。割り当てられた許
可しきい値およびWLANシステムの現在のリソース使用に基づいてUEを許可するこの設計は
、利用可能なシステムリソースのより効率的かつ十分な使用を可能にし得る。
【００４０】
　1つもしくは複数の要因に基づいて、かつ1つもしくは複数の機能および/または規則に
さらに基づいて、UEの許可しきい値を判断することができる。許可しきい値を判断するた
めに、要因を別々に考慮してよく、または一緒に考慮してもよい。
【００４１】
　図3は、UEの許可しきい値を判断するためのプロセス300の設計を示す。UEがWLANシステ
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ム内に進行中のトラフィックを有するかどうかを判断することができる(ブロック312)。
回答が「Yes」である場合、90%または何らかの他の値であってよいT1の許可しきい値をUE
に割り当てることができる(ブロック314)。
【００４２】
　ブロック312に関して、UEがWLANシステム内に進行中のトラフィックを有さず、回答が
「No」である場合、UEがセルラーサービスを有するかどうかを判断することができる(ブ
ロック316)。回答が「No」である場合、T1未満であってよく、80%または何らかの他の値
であってよいT2の許可しきい値をUEに割り当てることができる(ブロック318)。
【００４３】
　ブロック316に関して、UEがセルラーサービスを有し、回答が「Yes」である場合、UEが
セルラーローミング中であるかどうかを判断することができる(ブロック322)。回答が「Y
es」である場合、T2未満であってよく、70%または何らかの他の値であってよいT3の許可
しきい値をUEに割り当てることができる(ブロック324)。
【００４４】
　ブロック322に関して、UEがセルラーローミング中ではなく、回答が「No」である場合
、UEが高いWLAN能力を有するかどうかを判断することができる(ブロック326)。回答が「Y
es」である場合、T3未満であってよく、60%または何らかの他の値であってよいT4の許可
しきい値をUEに割り当てることができる(ブロック328)。
【００４５】
　ブロック326に関して、UEが高いWLAN能力を有さず、回答が「No」である場合、UEが低
いWLAN能力を有するかどうかを判断することができる(ブロック332)。回答が「Yes」であ
る場合、T4未満であってよく、50%または何らかの他の値であってよいT5の許可しきい値
をUEに割り当てることができる(ブロック334)。
【００４６】
　ブロック332に関して、UEが低いWLAN能力を有さず、回答が「No」である場合、UEがセ
ルラーサービスだけでなく、頻繁なハンドオーバ履歴を有するかどうかを判断することが
できる(ブロック336)。回答が「Yes」である場合、T5未満であってよく、40%または何ら
かの他の値であってよいT6の許可しきい値をUEに割り当てることができる(ブロック338)
。
【００４７】
　ブロック336に関して、回答が「No」である場合、UEがWLANシステムに関して不良なチ
ャネル品質を有するかどうかを判断することができる(ブロック340)。回答が「Yes」であ
る場合、T6以下であってよく、40%または何らかの他の値であってよいT7の許可しきい値
をUEに割り当てることができる(ブロック342)。ブロック340に関して、回答が「No」であ
る場合、T7以上であってよく、50%または何らかの他の値であってよいT8の許可しきい値
をUEに割り当てることができる(ブロック344)。
【００４８】
　1つまたは複数の要因に基づいて、他の方法で、UEの許可優先順位を判断することがで
きる。UEの許可優先順位を使用して、他の方法で、WLANシステムに対してUEを許可するこ
とも可能である。
【００４９】
　一設計では、WLANサービスとセルラーサービスの両方をサポートするスモールセル120
の場合、スモールセル120内のセルラーシステムに対する許可に関するUEの優先順位は、
以下の要因のうちの1つまたは複数に基づいて判断され得る。
D1.WLANサービスを有さないUEは、WLANサービスを有するUEよりも、セルラーシステムに
対する許可に関してより高い優先順位を有する。
D2.セルラーローミング中のUEは、セルラーローミング中でないUEよりも、セルラーシス
テムに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
D3.頻繁なハンドオーバ履歴を有さないUEは、頻繁なハンドオーバ履歴を有するUEよりも
、セルラーシステムに対する許可に関してより高い優先順位を有する。
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D4.セルラーシステムに関して良好なチャネル品質を有するUEは、セルラーシステムに関
して不良なチャネル品質を有するUEよりも、セルラーシステムに対する許可に関してより
高い優先順位を有する。
D5.他の要因。
【００５０】
　セルラーシステムに対する許可に関するUEの優先順位を判断するためのいくつかの要因
が上で説明されてきた。要因D2からD4は、WLANシステムとセルラーシステムの両方と通信
することができるUEに適用可能である。要因D1からD4は、一設計による重要性の順序で列
挙されており、要因D1は重要性が最も高く、要因D4は重要性が最も低い。これらの要因は
、何らかの他の順序で重要性が割り当てられてもよい。セルラーシステムに関する許可に
関するUEの優先順位を判断するために、他の要因を考慮することも可能である。
【００５１】
　一設計では、1つまたは複数の要因に基づいて、所与のUE Xに許可しきい値を割り当て
ることができる。たとえば、WLANシステムに対する許可に関して上で説明したのと類似の
形で、その割り当てられた許可しきい値とセルラーシステムの現在のロードとに基づいて
、UE Xに関する許可決定を行うことができる。他の方法で、UE Xの許可優先順位を判断す
ることも可能であり、かつ/または、UE Xの許可優先順位を使用して、他の方法で、セル
ラーシステムに対してUE Xを許可することも可能である。
【００５２】
　UE Xの許可優先順位は、UE Xが、1つのワイヤレスシステムだけに関するサービス加入
を有するか、または複数のワイヤレスシステムに関するサービス加入を有するか、ならび
に各ワイヤレスシステムに関するUE Xのローミング状態に依存し得る。UE Xのサービス可
用性およびローミング状態は次のように検出され得る。
【００５３】
　UE Xは、WLANシステムに対する許可を要求することができ、アクセス手順の一環として
、WLANシステム内で認証を実行することができる。この場合、UE XがWLANシステム内で認
証に関するセルラー資格証明を使用したかどうかを判断することができる。セルラー資格
証明は、Network Access Identifier(NAI)、International Mobile Subscriber Identity
(IMSI)、またはセルラーシステム内で使用される何らかの他の識別子/識別(ID)を含み得
る。WLAN認証に関してセルラー資格証明が使用されない場合、UE XはWLANサービスだけを
有すると見なすことができる。あるいは、WLAN認証に関してセルラー資格証明が使用され
る場合、セルラー資格証明に基づいて、スモールセル120内の位置における現在のパブリ
ックランドモバイルネットワーク(public land mobile network)(PLMN)がUE XのホームPL
MNまたは等価PLMNであるかを判断することができる。現在のPLMNがUE XのホームPLMNまた
は等価PLMNでない場合、UE Xは、セルラーローミングを伴い、WLANサービスとセルラーサ
ービスの両方を有すると見なすことができる。反対に、現在のPLMNがUE XのホームPLMNま
たは等価PLMNである場合、UE Xは、セルラーローミングを伴わず、WLANサービスとセルラ
ーサービスの両方を有すると見なすことができる。
【００５４】
　UE Xはセルラーシステムに対する許可を要求することができる。UE Xはサービス加入を
有すると見なすことができ、したがって、UE XがWLANシステムに対する許可に関して識別
されている場合、WLANシステムおよびセルラーシステムに関するサービスを受けることが
できる。あるいは、UE Xはセルラーシステムだけに関してサービス加入を有すると見なす
ことができる。
【００５５】
　他の方法で、UE XがWLANサービスおよび/またはセルラーサービスを受けるための能力
を有すると判断することができる。他の方法で、UE Xがセルラーローミング中であると判
断することもできる。いずれの場合も、UE Xのサポートされるサービスおよびローミング
状態を使用して、WLANシステムまたはセルラーシステムに関するUE Xの許可優先順位を判
断することができる。
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【００５６】
　WLANシステムに関するUE Xの許可優先順位は、UE XがWLANシステム内に進行中のトラフ
ィックを有するかどうかに依存し得る。一設計では、スモールセル120内のアクセスポイ
ント122は、次のように、UE Xが関連付けられた最後のアクセスポイントに基づいて、UE 
XがWLANシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうかを判断することができる。
【００５７】
　UE Xは、再関連付け要求メッセージを新しいアクセスポイントに送ることができる。新
しいアクセスポイントは、(たとえば、無線で、またはワイヤードネットワークを介して
のいずれかで)UE Xの前に関連付けられたアクセスポイントとの通信トンネルを構築する
ことができ、前に関連付けられたアクセスポイントにUE Xが送った再関連付け要求メッセ
ージを取得することができる。
【００５８】
　新しいアクセスポイントは、受信された再関連付け要求メッセージから前に関連付けら
れたアクセスポイントのAP IDを判断することができる。前に関連付けられたアクセスポ
イントは、トラフィックインジケータを新しいアクセスポイントに送り、UE XがWLANシス
テム内に進行中のトラフィックを有するかどうかを示すことができる。前に関連付けられ
たアクセスポイントが、新しいアクセスポイントとの通信トンネルを確立する前の最後の
T秒内にUE Xとトラフィックデータを交換した場合、UE XはWLANシステム内に進行中のト
ラフィックを有すると見なすことができ、この場合、Tは任意の適切な値であってよい。
【００５９】
　一設計では、図1のスモールセルコントローラ140の一部であり得る許可マネージャ142
によってUEの認証優先順位を判断することができる。許可マネージャ142は、スモールセ
ル120内のWLANシステムとセルラーシステムの両方と通信することが可能であり得る。許
可マネージャ142は、上で説明したように、各ワイヤレスシステムに関して、UEに関する
様々な要因を考慮に入れることによって、UEの許可優先順位を判断することができる。た
とえば、許可マネージャ142は、WLANシステムに関係する要因(たとえば、進行中のトラフ
ィック)ならびに、セルラーシステムに関係する要因(たとえば、UEのローミング状態)を
考慮に入れることによって、WLANシステムに対する許可に関するUEの許可優先順位を判断
することができる。
【００６０】
　図4は、ワイヤレスシステムに対してUEを許可するためのプロセス400の設計を示す。プ
ロセス400は、許可マネージャ、スモールセルコントローラ、基地局、システムコントロ
ーラなどのネットワークエンティティによって実行され得る。複数のワイヤレスシステム
の中の第1のワイヤレスシステムに対する許可に関してUEを識別することができる(ブロッ
ク412)。第1のワイヤレスシステムに対する許可を要求するためにUEによって送られたシ
グナリングに基づいてUEを識別することができる。複数のワイヤレスシステムに関するUE
の属性を判断することができる(ブロック414)。複数のワイヤレスシステムに関するUEの
属性は、各ワイヤレスシステムに関するUEの能力および/または他の要因を含み得る。複
数のワイヤレスシステムに関するUEの属性に基づいて、第1のワイヤレスシステムに関す
るUEの許可優先順位を判断することができる(ブロック416)。次いで、第1のワイヤレスシ
ステムに関するUEの許可優先順位に基づいて、かつ場合によっては、第1のワイヤレスシ
ステムの現在のリソース使用にさらに基づいて、第1のワイヤレスシステムに対してUEを
許可するかどうかを判断することができる(ブロック418)。
【００６１】
　複数のワイヤレスシステムは、WLANシステムとセルラーシステムとを含むことが可能で
あり、第1のワイヤレスシステムは、WLANシステムであってよく、またはセルラーシステ
ムであってもよい。一設計では、複数のワイヤレスシステムは、特定の物理的位置で展開
されたスモールセルの一部であり得る。スモールセルは、複数のワイヤレスシステムに関
して少なくも1つの制御機能を実行するように設計され得る。
【００６２】
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　ブロック416の一設計では、第1ワイヤレスシステムに関するUEの許可優先順位は、複数
のワイヤレスシステムに関するUEの属性に基づいて判断され得る許可しきい値によって与
えられることが可能である。ブロック418の一設計では、UEの許可しきい値を第1のワイヤ
レスシステムの現在のリソース使用と比較することができる。第1のワイヤレスシステム
の現在のリソース使用がUEの許可しきい値未満である場合、第1のワイヤレスシステムに
対してUEを許可することができる。
【００６３】
　ブロック414の一設計では、複数のワイヤレスシステムに関するUEの属性は、UEが第1の
ワイヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうか、UEが複数のワイヤレス
システムの各々に関するサービス加入を有するか、もしくは第1のワイヤレスシステムだ
けに関するサービス加入を有するか、複数のワイヤレスシステムの各々に関するUEに対す
るサービス料金、UEが複数のワイヤレスシステムのうちのいずれかの中でローミングして
いるかどうか、第1のワイヤレスシステムに関するか、もしくは複数のワイヤレスシステ
ムの各々に関するUEの能力、第1のワイヤレスシステムに関するUEのハンドオーバ履歴、
第1のワイヤレスシステムに関するUEのチャネル品質、複数のワイヤレスシステムのうち
の1つもしくは複数に関するUEのいくつかの他の属性、または上記の任意の組合せを含み
得る。
【００６４】
　一設計では、UEが第1のワイヤレスシステム(たとえば、WLANシステム)内に進行中のト
ラフィックを有するかどうかは、(i)UEから再関連付け要求メッセージを受信すること、(
ii)再関連付け要求メッセージに基づいて、UEと前に関連付けられたアクセスポイントの
識別子を取得すること、(iii)前に関連付けられたアクセスポイントからUEに関するトラ
フィックインジケータを受信すること、および(iv)トラフィックインジケータに基づいて
、UEが第1のワイヤレスシステム内に進行中のトラフィックを有するかどうかを判断する
ことによって判断され得る。他の方法で、UEが第1のワイヤレスシステム内に進行中のト
ラフィックを有するかどうかを判断することも可能である。
【００６５】
　一設計では、UEがワイヤレスシステム(たとえば、セルラーシステム)に関するサービス
加入を有するかどうかは、(i)第1のワイヤレスシステム内のUEの認証の間にUEのUE識別を
取得すること、および(ii)UE識別が第2のワイヤレスシステム内で使用され得るかどうか
に基づいて、UEが複数のワイヤレスシステムの中の第2のワイヤレスシステムに関するサ
ービス加入を有するかどうかを判断することによって判断され得る。他の方法で、UEがワ
イヤレスシステムに関するサービス加入を有するかどうかを判断することも可能である。
【００６６】
　一設計では、UEがローミングしているか(たとえば、セルラーローミング中であるか)ど
うかは、(i)第2のワイヤレスシステムに関するUE識別に基づいて、第2のワイヤレスシス
テムに関するUEのホームネットワークまたは等価ネットワークのネットワーク識別を判断
すること、ならびに(ii)UEのホームネットワークまたは等価ネットワークのネットワーク
エンティティと、第2のワイヤレスシステムに関する現在のネットワークのネットワーク
識別とに基づいて、UEが第2のワイヤレスシステム内でローミングしているかどうかを判
断することによって確認され得る。他の方法で、UEがワイヤレスシステム内でローミング
しているかどうかを判断することも可能である。
【００６７】
　一設計では、第1のワイヤレスシステムに関するUEの能力は、第1のワイヤレスシステム
に関してUEによってサポートされる最大物理レイヤレート、第1のワイヤレスシステムに
関してUEによってサポートされる少なくとも1つのセキュリティプロトコル、第1のワイヤ
レスシステムに関してUEによってサポートされる最大システム帯域幅、第1のワイヤレス
システムに関してUEによってサポートされる少なくとも1つの動作モード、他の情報、ま
たは上記の任意の組合せに基づいて判断され得る。他の方法で、第1のワイヤレスシステ
ムに関するUEの能力を判断することも可能である。複数のワイヤレスシステムの各々に関
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するUEの能力を判断して、UEの許可を判断するために使用することも可能である。
【００６８】
　一設計では、第1のワイヤレスシステムに関するUEのチャネル品質は、フレームエラー
レート、物理レイヤレート、ダウンリンクもしくはアップリンクに関するSNRまたは信号
強度、CQI、送信電力ヘッドルーム、他の情報、あるいはこれらの任意の組合せに基づい
て判断され得る。他の方法で、チャネル品質を判断することも可能である。
【００６９】
　図5は、ワイヤレスシステムにアクセスするためのプロセス500の設計を示す。プロセス
500は、(下で説明されるような)UEまたは何らかの他のエンティティにより実行され得る
。UEは複数のワイヤレスシステムの中の第1のワイヤレスシステムにアクセスするための
シグナリングを送ることができる(ブロック512)。複数のワイヤレスシステムは、WLANシ
ステムとセルラーシステムとを含むことが可能であり、スモールセルの一部であり得る。
UEは、第1のワイヤレスシステムに関するUEの許可優先順位に基づいて、第1のワイヤレス
システムに許可されていることの指示を受信することができる(ブロック514)。複数のワ
イヤレスシステムに関するUEの属性に基づいて、UEの許可優先順位を判断することができ
る。
【００７０】
　複数のワイヤレスシステムに関するUEの属性は、UEが第1のワイヤレスシステム内に進
行中のトラフィックを有するかどうか、UEが複数のワイヤレスシステムの各々に関するサ
ービス加入を有するか、複数のワイヤレスシステムの各々に関するUEに対するサービス料
金、UEが複数のワイヤレスシステムのうちのいずれかの中でローミングしているかどうか
、第1のワイヤレスシステムに関するもしくは複数のワイヤレスシステムの各々に関するU
Eの能力、第1のワイヤレスシステムに関するUEのハンドオーバ履歴、第1のワイヤレスシ
ステムに関するUEのチャネル品質、いくつかの他の属性、またはそれらの任意の組合せに
関係し得る。
【００７１】
　図6は、ネットワークエンティティ610およびUE650の設計のブロック図を示す。ネット
ワークエンティティ610は、許可制御を担うことができ、図1の許可マネージャ142もしく
はスモールセルコントローラ140、または何らかの他のネットワークエンティティに対応
し得る。ネットワークエンティティ610は、UE650と直接通信することができるか、または
1つもしくは複数の他のエンティティを介してUE650と通信することができる。UE650は、
図1のUE110から116のうちのいずれかに対応し得る。
【００７２】
　ネットワークエンティティ610で、モジュール612は、複数のワイヤレスシステムの中の
、たとえば、スモールセル内のWLANシステムおよびセルラーシステムの中の1つのワイヤ
レスシステムにアクセスするための要求をUEから受信することができる。モジュール614
は、ワイヤレスシステムに対するアクセスを要求しているUEの属性(たとえば、能力)を判
断することができる。UEの属性は、上で説明した要因A1からA7、B1からB7、またはD1から
D5のうちのいくつかもしくはすべてに対応し得る。上記で説明したようにUEの属性を判断
することもできる。モジュール618は、複数のワイヤレスシステムに関するUEの属性に基
づいて、各UEの許可優先順位を判断することができる。モジュール620は、ワイヤレスシ
ステムに対するアクセスを要求する各UEを許可するかまたは拒否するかを決定することが
できる。モジュール624は、UEおよび/または他のネットワークエンティティとの通信をサ
ポートし得る。送信機616は、UEに関する許可決定など、制御情報を含む信号を生成して
送信することができる。受信機622は、UEおよび/または他のネットワークエンティティに
よって送られた信号を受信して処理することができる。ネットワークエンティティ610内
の様々なモジュールは、上記で説明されたように動作し得る。コントローラ/プロセッサ6
26は、ネットワークエンティティ610内の様々なモジュールの動作を指示することができ
る。メモリ628は、ネットワークエンティティ610のためのデータとプログラムコードとを
記憶することができる。
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【００７３】
　UE650で、モジュール654は、複数のワイヤレスシステムの中の、たとえば、スモールセ
ル内のWLANシステムおよびセルラーシステムの中の1つのワイヤレスシステムにアクセス
するための要求を送ることができる。モジュール656は、上で説明した要因のうちのいく
つかまたはすべてに対応し得る、UE650の属性を判断することができる。モジュール660は
、UE650がワイヤレスシステムに対して許可されているかどうかを示すシグナリングを受
信することができる。モジュール662は、UE650が許可されているワイヤレスシステムと通
信することができる。受信機652は、基地局および/または他のネットワークエンティティ
によって送られた信号を受信して処理することができる。送信機658は、アクセス要求、
複数のワイヤレスシステムに関するUE650の属性などの情報を含む信号を生成して、送る
ことができる。モジュール662は、基地局および/または他のネットワークエンティティと
の通信をサポートし得る。UE650内の様々なモジュールは、上記のように動作することが
できる。コントローラ/プロセッサ666は、基地局110内の様々なモジュールの動作を指示
することができる。メモリ668は、UE650のためのデータおよびプログラムコードを記憶す
ることができる。
【００７４】
　図7は、スモールセル700およびUE750のブロック図を示す。UE750は、図1のUE110から11
6に対応し得る。スモールセル700は、図1のスモールセル120の一設計であり得、基地局71
0とスモールセルコントローラ790とを含み得る。スモールセルコントローラ790は、図1の
スモールセルコントローラ140に対応し得る。基地局710は、図1のアクセスポイント122ま
たはフェムトセル124に対応し得る。基地局710はT個のアンテナ734aから734tを備えるこ
とができ、UE750はR個のアンテナ752aから752rを備えることができ、一般に、T≧1および
R≧1である。
【００７５】
　基地局710において、送信プロセッサ720は、データソース712からデータを受信し、コ
ントローラ/プロセッサ740から制御情報を(たとえば、メッセージ)を受信することができ
る。プロセッサ720は、データと制御情報とを処理(たとえば、符号化および変調)して、
それぞれデータシンボルと制御シンボルとを取得することができる。プロセッサ720はま
た、同期信号、基準信号などのための基準シンボルを生成することができる。送信(TX)多
入力多出力(MIMO)プロセッサ730は、可能な場合、データシンボル、制御シンボル、およ
び/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行すること
ができ、T個の出力シンボルストリームをT個の変調器(MOD)732aから732tに提供すること
ができる。各変調器732は、(たとえば、OFDM、SC-FDMA、CDMAなどの)それぞれの出力シン
ボルストリームを処理して、出力サンプルストリームを取得することができる。各変調器
732は、ダウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームをさらに処理(たと
えば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)をすることが
できる。変調器732aから732tからのT個のダウンリンク信号は、それぞれT個のアンテナ73
4aから734tを介して送信され得る。
【００７６】
　UE750で、アンテナ752aから752rは、基地局710および他の基地局からダウンリンク信号
を受信することができる。アンテナ752aから752rは、受信された信号をそれぞれ復調器(D
EMOD)754aから754rに提供することができる。各復調器754は、それぞれの受信された信号
を調整(たとえば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)して入
力サンプルを取得することができる。各復調器754は、(たとえば、SC-FDMA、OFDMA、CDMA
などのための)入力サンプルをさらに処理して、受信されたシンボルを取得することがで
きる。MIMO検出器756は、すべてのR個の復調器754a～754rから受信シンボルを取得し、適
用可能な場合は、受信シンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを供給す
ることができる。受信プロセッサ758は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調およ
び復号)し、UE750のための復号されたデータをデータシンク760に提供し、復号された制
御情報をコントローラ/プロセッサ780に提供することができる。UE750で、チャネルプロ
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セッサ784は、基地局710および/または他の基地局からダウンリンク信号を受信すること
ができる。プロセッサ780は、受信されたダウンリンク信号に基づいて、基地局710および
/または他の基地局に関するチャネル品質を判断することができる。
【００７７】
　アップリンク上では、UE750において、送信プロセッサ764は、データソース762からデ
ータを受信し、コントローラ/プロセッサ780から制御情報(たとえば、メッセージ)を受信
し得る。プロセッサ764は、データと制御情報とを処理(たとえば、符号化および変調)し
て、それぞれデータシンボルと制御シンボルとを取得することができる。プロセッサ764
はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ764からのシンボ
ルは、適用可能な場合は、TX MIMOプロセッサ766によってプリコードされ、さらに(たと
えば、OFDMA、SC-FDMA、CDMAなどのために)復調器754aから754rによって処理され、基地
局710および他の基地局に送信され得る。基地局710において、UE750および他のUEからの
アップリンク信号は、アンテナ734によって受信され、復調器732によって処理され、適用
可能な場合は、MIMO検出器736によって検出され、さらに、UE750および他のUEによって送
られた、復号されたデータおよび制御情報を取得するために、受信プロセッサ738によっ
て処理され得る。プロセッサ738は、復号されたデータをデータシンク739に提供し、復号
された制御情報をコントローラ/プロセッサ740に提供することができる。
【００７８】
　コントローラ/プロセッサ740および780は、それぞれ基地局710およびUE750における動
作を指示し得る。基地局710におけるプロセッサ740ならびに/または他のプロセッサおよ
びモジュールは、図2のプロセス200、図3のプロセス300、図4のプロセス400、および/も
しくは本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行または指示することができる
。UE750におけるプロセッサ780ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールは、図5
のプロセス500および/もしくは本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行また
は指示することができる。メモリ742および782は、それぞれ基地局710およびUE750のため
のデータおよびプログラムコードを記憶し得る。通信(Comm)ユニット744は、基地局710が
他のネットワークエンティティと通信することを可能にし得る。スケジューラ746は、UE
を通信用にスケジュールすることができ、スケジュールされたUEにリソースを割り当てる
ことができる。
【００７９】
　スモールセルコントローラ790内で、コントローラ/プロセッサ792は、UEのための通信
をサポートするための様々な機能を実行することができる。スモールセルコントローラ79
0におけるプロセッサ792ならびに/または他のプロセッサおよびモジュールは、プロセス2
00、プロセス300、プロセス400、および/もしくは本明細書で説明する技法のための他の
プロセスを実行または指示することができる。メモリ794は、スモールセルコントローラ7
90のためのプログラムコードおよびデータを記憶することができる。記憶ユニット794は
、UEおよび/またはワイヤレスシステムに関する情報をスモールセルコントローラ790の制
御内に記憶することができる。通信ユニット796は、スモールセルコントローラ790が他の
ネットワークエンティティと通信することを可能にし得る。
【００８０】
　情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得ること
が、当業者には理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ
、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁界もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによっ
て表され得る。
【００８１】
　さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、
回路、およびアルゴリズムステップが、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、
または両方の組合せとして実装され得ることを当業者は理解されよう。ハードウェアとソ
フトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジ
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ュール、回路、およびステップが、上記では概してそれらの機能に関して説明されてきた
。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、またはソフトウェアとして実装さ
れるかは、具体的な適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業
者は、説明された機能を具体的な適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実
装の決定は、本開示の範囲からの逸脱をもたらすものと解釈されるべきではない。
【００８２】
　本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回
路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、
フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス
、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、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を用いて実装あるいは実
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つも
しくは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実施され得る
。
【００８３】
　本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施され
るか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、
フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク
、リムーバブルディスク、CD-ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記
憶媒体中に存在し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り
、かつ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る。代替形
態において、記憶媒体はプロセッサと一体であり得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC
内に存在することができる。ASICはユーザ端末内に存在することができる。代替として、
プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に個別構成要素として存在することができる
。
【００８４】
　1つまたは複数の例示的な設計では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、または任意のそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装さ
れる場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に
記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読
媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒
体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用
コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。限定で
はなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM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、命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または
記憶するために使用され汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッ
サによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え得る。同様に、いかなる接続も適切
にコンピュータ可読媒体と称される。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(登録商標)(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
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ーザで光学的にデータを再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含め
るべきである。
【００８５】
　本開示の前述の説明は、任意の当業者が本開示を作成または使用できるように提供され
ている。本開示への様々な修正が当業者には容易に明らかになり、本明細書で定義される
一般原理は、本開示の趣旨および範囲を逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。
したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されるものではなく、
本明細書で開示される原理および新規の特徴に一致する最大の範囲を与えられるものであ
る。
【符号の説明】
【００８６】
　　100　システム展開
　　110～116、650、750　UE
　　120、700　スモールセル
　　122　アクセスポイント(AP)
　　124　フェムトセル
　　126　ルータ
　　130　セルラーシステム
　　132、710　基地局
　　134　システムコントローラ
　　140、790　スモールセルコントローラ
　　142　許可マネージャ
　　148　インターネット
　　150　コアネットワーク
　　610　ネットワークエンティティ
　　612、614、618、620、624、654、656、660、662　モジュール
　　616、658　送信機
　　622、652　受信機
　　626、666、740、780、792　コントローラ/プロセッサ、プロセッサ
　　628、668、742、782、794　メモリ
　　712、762　データソース
　　720、764　送信プロセッサ、プロセッサ
　　730、766　送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ
　　732a～732t　変調器(MOD)
　　734a～734t、752a～752r　アンテナ
　　736、756　MIMO検出器
　　738、758　受信プロセッサ、プロセッサ
　　739、760　データシンク
　　744、796　通信(Comm)ユニット
　　746　スケジューラ
　　754a～754r　復調器(DEMOD)
　　784　チャネルプロセッサ、プロセッサ
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