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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスネットワーク（２４）を動作させる方法であって、
　フェムト無線基地局（２８f）の常駐無線受信器（５４）を用いて、エアインタフェー
ス（３２）により無線アクセスネットワーク（２４）において同報されるシステム情報を
受信する工程と、
　前記システム情報の少なくとも一部を用いて完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を構築す
る工程と、
　前記構築された完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を用いて前記フェムト無線基地局がノ
ードアドレス問合せを汎用リダイレクタノード（１００）に送信する工程と、
　前記汎用リダイレクタノード（１００）がドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベ
ースに前記ノードアドレス問合せを転送する工程と、
　前記フェムト無線基地局（２８f）は前記ノードアドレス問合せに対する前記ドメイン
ネームシステム（ＤＮＳ）データベースからの応答を前記汎用リダイレクトノード（１０
０）を介して受信し、前記フェムト無線基地局（２８f）への接続に適切な無線ネットワ
ーク制御局ノード（２６2）のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得する工
程とを有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して、前記フェムト無線基地局
（２８f）に対するアクティブ無線ネットワーク制御局ノードとして、前記フェムト無線
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基地局（２８f）を前記適切な無線ネットワーク制御局ノード（２６2）に接続する工程を
さらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フェムト無線基地局（２８f）の識別子を前記ノードアドレス問合せに含める工程
をさらに有し、
　前記フェムト無線基地局（２８f）の識別子は、前記フェムト無線基地局（２８f）のハ
ードウェア識別子と、前記フェムト無線基地局（２８f）のシリアル番号と、前記フェム
ト無線基地局（２８f）の所有者／運用者の番号との内の少なくとも１つを含むことを特
徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記システム情報は、（１）ＰＬＭＮ－ＩＤと、（２）ロケーションエリアコード（Ｌ
ＡＣ）と、（３）セルアイデンティティ（ＣＩ）との内の少なくとも１つを含むことを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）は、（１）ＰＬＭＮ－ＩＤと、（２）ロケーショ
ンエリアコード（ＬＡＣ）と、（３）セルアイデンティティ（ＣＩ）との内の２つ以上の
部分の組み合わせ或いは連結を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を構築するために前記システム情報と事前構成情
報との少なくとも一部を用いる工程をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　フェムト無線基地局（２８f）であって、
　エアインタフェース（３２）により無線アクセスネットワーク（２４）で同報されるシ
ステム情報を受信する常駐無線受信器（５４）と、
　前記システム情報の少なくとも一部を用いて完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を構築す
るＦＱＤＮ形成ユニット（５８）と、
　前記構築された完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を用いてドメインネームシステム（Ｄ
ＮＳ）データベースに対するノードアドレス問合せを汎用リダイレクタノード（１００）
に送信する手段と、
　前記ノードアドレス問合せに対する前記ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベー
スからの応答を前記汎用リダイレクトノード（１００）を介して受信し、前記フェムト無
線基地局（２８f）に対する適切な無線ネットワーク制御局ノード（２６2）のインターネ
ットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得する手段とを有することを特徴とするフェムト無
線基地局。
【請求項８】
　前記完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を構築するために前記システム情報と事前構成情
報との内の少なくとも一部を使用する完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）構築手段をさらに
有することを特徴とする請求項７に記載のフェムト無線基地局。
【請求項９】
　複数の無線ネットワーク制御局ノード（２６）と、少なくとも１つのフェムト無線基地
局（２８f）とを有する無線アクセスネットワークであって、
　ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース（４２）と、
　汎用リダイレクタノード（１００）とを有し、
　前記少なくとも１つのフェムト無線基地局（２８f）は、
　　エアインタフェース（３２）により前記無線アクセスネットワーク（２４）で同報さ
れるシステム情報を受信する常駐無線受信器（５４）と、
　　前記システム情報の少なくとも一部を用いて完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を構築
するＦＱＤＮ形成ユニット（５８）と、
　前記構築された完全修飾ドメイン名を用いて前記ドメインネームシステム（ＤＮＳ）デ
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ータベースに対するノードアドレス問合せを前記汎用リダイレクタノード（１００）に送
信する手段と、
　　前記ノードアドレス問合せに対する前記ドメインネームシステム（ＤＮＳ）からの応
答を前記汎用リダイレクトノード（１００）を介して受信し、前記複数の無線ネットワー
ク制御局ノードの内の適切な無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスを取得する手段と、
　　前記適切な無線ネットワーク制御局ノードの前記アドレスを使用して前記少なくとも
１つのフェムト無線基地局のアクティブ無線ネットワーク制御局ノードとして、前記適切
な無線ネットワーク制御局ノードに前記フェムト無線基地局を接続する手段とを有するこ
とを特徴とする無線アクセスネットワーク。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのフェムト無線基地局（２８f）はさらに、前記完全修飾ドメイン
名（ＦＱＤＮ）を構築するために前記システム情報と事前構成情報との内の少なくとも一
部を使用する完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）構築手段を有することを特徴とする請求項
９に記載の無線アクセスネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信に関し、特に、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の“フェムト”
或いは“ピコ”無線基地局の動作に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通常のセルラ無線システムでは、無線ユーザ機器ユニット（ＵＥ）は無線アクセスネッ
トワーク（ＲＡＮ）を介して１つ以上のコアネットワークと通信する。ユーザ機器ユニッ
ト（ＵＥ）は、移動体電話（“セルラ”電話）や移動体端末付きのラップトップ等の移動
局であってもよく、従って、無線アクセスネットワークと、音声とデータの内の少なくと
もいずれかで通信する、例えば、携帯型、ポケット型、ハンドヘルド型、コンピュータ内
蔵型、または車載型の移動体装置であってもよい。あるいは、無線ユーザ機器ユニットは
固定無線装置、例えば、無線ローカルループ等の一部である固定セルラ装置／端末であっ
てもよい。
【０００３】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）はセル領域へと分割されるある地理的領域をカバ
ーし、各セル領域は基地局によってサービスされる。セルは基地局サイトの無線基地局装
置によって無線カバレッジを提供される地理的領域である。各セルは一意のアイデンティ
ティによって識別され、それはそのセルで同報される。基地局はエアインタフェースを介
して基地局の範囲内のユーザ機器ユニット（ＵＥ）と通信する。無線アクセスネットワー
クでは通常、幾つかの基地局が無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）に（地上の通信線また
はマイクロ波により）接続される。時には基地局制御局（ＢＳＣ）と称することもある無
線ネットワーク制御局は、そこに接続された複数の基地局の種々のアクティビティを管理
し調整する。無線ネットワーク制御局は通常１つ以上のコアネットワークに接続される。
コアネットワークは２つのサービスドメインを持っており、ＲＮＣはこれらドメインの両
方とのインタフェースを有する。
【０００４】
　無線アクセスネットワークの１つの例は、全球規模の移動体通信（ＵＭＴＳ）の地上無
線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）である。ＵＭＴＳは、ある観点では、ＧＳＭ（Gl
obal System for Mobile communications）として知られるヨーロッパで開発された無線
アクセス技術の上に構築された第３世代のシステムである。ＵＴＲＡＮは本質的には、ユ
ーザ機器ユニット（ＵＥ）に対して広帯域コード分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）を提供する
無線アクセスネットワークである。第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）が
、ＵＴＲＡＮとＧＳＭベースの無線アクセスネットワーク技術をさらに進展させる任務を



(4) JP 5080481 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

担っている。
【０００５】
　当業者には理解できようが、ＷＣＤＭＡ技術では、共有周波数帯域により、ユーザ機器
ユニットと複数の基地局との間の同時的な通信が可能である。共有周波数帯域を占める信
号は、受信局において、高速の擬似雑音（ＰＮ）符号の使用に基づく拡散スペクトルＣＤ
ＭＡ波形特性を通して判別される。これらの高速ＰＮ符号は、基地局とユーザ機器ユニッ
ト（ＵＥ）から送信される信号の変調に使用される。幾つものＰＮ符号（または時間のオ
フセットがあるＰＮ符号）を使用する送信局は、受信局で分離して復調できる信号を発生
する。また、高速のＰＮ変調により、受信局が、送信信号の幾つかの異なる伝播経路を組
み合わせて、１つの送信局からの受信信号を好適に生成できるようにもなる。従って、Ｃ
ＤＭＡでは、接続が１つのセルから別のセルへハンドオーバされる際に、ユーザ機器ユニ
ット（ＵＥ）は周波数を切り替える必要が無い。その結果、元々のセルが接続へのサービ
スを継続するのと同時に、移動先のセルはそのユーザ機器ユニット（ＵＥ）への接続をサ
ポートできる。ユーザ機器ユニット（ＵＥ）は、ハンドオーバ中も少なくとも１つのセル
を通して常に通信し続けるので、通話の中断が生じない。このために“ソフトハンドオー
バ”という用語がある。ハードハンドオーバとは対照的に、ソフトハンドオーバは“切れ
る前に繋ぐ（make-before-break）”切り替え動作である。
【０００６】
　無線アクセスネットワークを包含するその他のタイプの通信システムには次のものが含
まれる。即ち、汎欧州デジタル移動電話方式（ＧＳＭ）、改良型移動体電話サービス（Ａ
ＭＰＳ）システム、狭帯域ＡＭＰＳシステム（ＮＡＭＰＳ）、トータルアクセス通信シス
テム（ＴＡＣＳ）、パーソナルデジタルセルラ（ＰＤＣ）システム、米国デジタルセルラ
（ＵＳＤＣ）システム、及びＥＩＡ／ＴＩＡ　ＩＳ－９５に記載のコード分割多元接続（
ＣＤＭＡ）システムである。
【０００７】
　ＵＴＲＡＮには幾つかの興味深いインタフェースがある。無線ネットワーク制御局（Ｒ
ＮＣ）とコアネットワークとの間のインタフェースは“Ｉｕ”インタフェースと呼ばれる
。無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）との基地局（ＢＳ）との間のインタフェースは“Ｉ
ｕｂ”インタフェースと呼ばれる。ユーザ機器ユニット（ＵＥ）と基地局との間のインタ
フェースは“エアインタフェース”、“無線インタフェース”、或いは、“Ｕｕ”インタ
フェースとして知られる。幾つかの事例では、接続は、ソースおよびサービングＲＮＣ（
ＳＲＮＣ）と、ターゲット或いはドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）の両方を必要としており、
ＳＲＮＣは接続を制御し、一方、その接続の１つ以上のダイバーシティレッグはＤＲＮＣ
によって扱われる。ＲＮＣ間の伝達リンクは、ソースＲＮＣとドリフト或いはターゲット
ＲＮＣとの間の制御信号とデータ信号の伝達に使用することができ、これは直接リンクで
あってもよくまたは論理リンクであってもよい。無線ネットワーク制御局間（例えば、サ
ービングＲＮＣ（ＳＲＮＣ）とドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）との間）のインタフェースは
“Ｉｕｒ”インタフェースと呼ばれる。
【０００８】
　無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）はＵＴＲＡＮを制御する。その制御の役割を果たす
際に、ＲＮＣはＵＴＲＡＮの資源を管理する。ＲＮＣが管理する資源は（とりわけ）基地
局が送信するダウンリンク（ＤＬ）電力と、基地局が感知するアップリンク（ＵＰ）干渉
と、基地局に設置されたハードウェアとを含む。
【０００９】
　当業者であれば、ある種のＲＡＮ－ＵＥ接続に関して、ＲＮＣはサービングＲＮＣ（Ｓ
ＲＮＣ）の役割を有してもよいし、またドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）の役割を有してもよ
いことを認識する。ＲＮＣがサービングＲＮＣ（ＳＲＮＣ）である場合、ＲＮＣはユーザ
機器ユニット（ＵＥ）との接続を担当し、例えば、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
内の接続を全面的に制御する。サービングＲＮＣ（ＳＮＲＣ）はコアネットワークに接続
される。他方、ＲＮＣがドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）である場合、それは、ユーザ機器ユ
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ニット（ＵＥ）との接続に必要な（ドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）によって制御されるセル
内の）無線資源を供給することによりサービングＲＮＣ（ＳＲＮＣ）をサポートする。ド
リフト無線ネットワーク制御局（ＤＲＮＣ）と、Ｉｕｂインタフェースによりドリフト無
線ネットワーク制御局（ＤＲＮＣ）によって制御される基地局とを有するシステムは、こ
こではＤＲＮＣサブシステムまたはＤＲＮＳと呼ばれる。ＲＮＣは、Ｉｕｂインタフェー
スによってそのＲＮＣに接続する基地局の制御ＲＮＣ（ＣＲＮＣ）と呼ばれる。このＣＲ
ＮＣの役割は、ＵＥに限定されていない。ＣＲＮＣは、とりわけ、ＣＲＮＣにＩｕｂイン
タフェースにより接続される基地局のセルに関する無線資源管理を扱うことを担当する。
【００１０】
　幾つかの通信事業者が、ある環境では、“フェムトＲＢＳ”、“ホームＲＢＳ”、“ピ
コＲＢＳ”、“マイクロＲＢＳ”の内、少なくともいずれかで呼ばれる小規模な無線基地
局（“ＲＢＳ”）を使用して、限られた数のユーザのための家庭または小領域のＷＣＤＭ
Ａカバレッジを提供する可能性について研究している。そのような研究によれば、小規模
ＲＢＳは、エンドユーザに（例えば、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）に対して）通常のＷＣ
ＤＭＡカバレッジを提供し、ある種のＩＰベース伝送を使用してＲＮＣに接続される。そ
のようにして提供されるカバレッジ領域は、（そのカバレッジ領域が相対的に小さいこと
を示すために）“フェムトセル”と呼ばれる。フェムトセルの別の用語には“ピコセル”
または“マイクロセル”が含まれ、マクロ即ち標準的な無線基地局（ＲＢＳ）がカバーす
るマクロセルと対照をなしている。
【００１１】
　ＩＰベース伝送の１つの案は、（ｘＤＳＬ、ケーブル等のような）固定広帯域アクセス
を使用してホームＲＢＳをＲＮＣに接続することである。もう１つの案は、無線広帯域ア
クセス（例えば、ＨＳＤＰＡと拡張アップリンク、或いはＷｉＭＡＸ）を使用することで
あろう。図５は、それら２つの異なるバックホール（backhaul）の案をより詳細に示す。
第１の案は“ｘＤＳＬバックホール”とラベルが付され、第２の案は“ＷｉＭＡＸバック
ホール”とラベルが付されている。
【００１２】
　一般に、普通のＷＣＤＭＡ基地局（マクロＲＢＳ）は、ＩＰベース伝送を使用してＲＮ
Ｃに接続できる。通信事業者の職員、例えば無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のマク
ロＲＢＳノードおよびＲＮＣノードを所有または維持する事業会社の従業員は通常、マク
ロＲＢＳノードをインストールする。そのインストールの一部として、マクロＲＢＳは、
マクロＲＮＣが接続するＲＮＣのＩＰアドレス指定情報（ＤＮＳ名、完全修飾ドメイン名
（ＦＱＤＮ）、またはＩＰアドレス）を使用して、人手により設定される。
【００１３】
　これとは対照的に、フェムトＲＢＳは通常、ネットワーク通信事業者というよりエンド
ユーザによってインストールされる。エンドユーザはまた、通信事業者がフェムトＲＢＳ
の再配置を制御できたりまたは制御しようとしなくても、フェムトＲＢＳを地理的にあち
らこちらへと移動させることもできる。そのようなユーザ主導の再配置のためには、どこ
にフェムトＲＢＳがインストールまたは配置されようとも、フェムトＲＢＳを正しいＲＮ
Ｃに接続すべきことが必要である。この意味での“正しいＲＮＣ”または“好ましいＲＮ
Ｃ”または“適切なＲＮＣ”は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のオーバレイして
いるマクロセルを制御しているのと同じＲＮＣであろう。
【００１４】
　正しいＲＮＣへの接続が重要なのは、例えばフェムトＲＢＳセルとマクロＲＢＳセルと
の間のローミングやハンドオーバに必要な隣接セルのリストの作成も改善するからである
。さらに、そのことは制御ノード間のネットワークシグナリングも最小にする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　従って、ＲＢＳをＲＮＣのＩＰアドレス指定情報で手動で設定する現在の技術は、例え



(6) JP 5080481 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

ばフェムトＲＢＳがエンドユーザによってインストールされるので、フェムトＲＢＳの場
合にはうまくゆかない。
【００１６】
　それ故に、必要とされていることとここでの目的は、例えばＩＰ接続フェムトＲＢＳな
どのフェムトＲＢＳにサービスを行う正しいＲＮＣに接続する方法、技術、装置およびシ
ステムを備えることである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願の方法および装置により、フェムト無線基地局のアクティブ無線ネットワーク制御
局ノードとして使用する無線アクセスネットワークの適切な無線ネットワーク制御局ノー
ドにフェムト無線基地局を接続することが可能になる。フェムト無線基地局は、適切な無
線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスの取得に使用
するノードアドレス問い合わせを準備する。そのノードアドレス問い合わせに対する応答
受信時、フェムト無線基地局はさらに、適切な無線ネットワーク制御局ノードのインター
ネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを、アクティブ無線ネットワーク制御局ノードとして
適切な無線ネットワーク制御局ノードとの接続に使用する。
【００１８】
　いくつかの実施態様の例では、その接続は、フェムト無線基地局の常駐受信器から取得
した無線アクセスネットワークのシステム情報（例えば、位置表示情報）を使用して達成
される。フェムト無線基地局は、システム情報の少なくとも一部を使用してノードアドレ
ス問合せを準備し、ノードアドレス問合せを使用して適切な無線ネットワーク制御局ノー
ドのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得する。そのノードアドレス問合せ
に対する応答受信時、フェムト無線基地局は、適切な無線ネットワーク制御局ノードのイ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスをさらに、そのアクティブ無線ネットワーク制
御局ノードとして適切な無線ネットワーク制御局ノードとの接続に使用する。
【００１９】
　その側面の１つからすると、この技術は無線アクセスネットワークを動作させる方法に
係わる。その方法は次の基本的な工程の例を含む。即ち、ノードアドレス問合せを準備し
送信する工程と、ノードアドレス問合せを使用し、適切な無線ネットワーク制御局ノード
のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得する工程と、インターネットプロト
コル（ＩＰ）アドレスを使用し、フェムト無線基地局のアクティブ無線ネットワーク制御
局ノードとして、適切な無線ネットワーク制御局ノードとフェムト無線基地局とを接続す
る工程とである。いくつかの実施態様の例では、この方法は、フェムト無線基地局におい
て無線インタフェースを通じて、無線アクセスネットワークに同報されるシステム情報を
取得する工程と、そのシステム情報の少なくとも一部を使用し、ノードアドレス問合せを
準備し送信する工程とをさらに有する。
【００２０】
　この技術の別の側面は、エアインタフェースを通じて無線アクセスネットワークで同報
されるシステム情報を受信する常駐無線受信器を備えるフェムト無線基地局の実施例に係
わる。フェムト無線基地局は、インターネットプロトコル（ＩＰ）インタフェースに加え
て、ノードアドレス問合せを準備するために、システム情報の少なくとも一部を使用する
手段も備える。ＩＰインタフェースは、データベースにシステム情報の少なくとも一部を
含むノードアドレス要求問合せを送信し、その問合せに対する応答として適切な無線ネッ
トワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを受信し、その適切
な無線ネットワーク制御局ノードのアドレスを使用して、少なくとも１つのフェムト無線
基地局のアクティブ無線ネットワーク制御ノードとして適切な無線ネットワーク制御局ノ
ードにフェムト無線基地局を接続するために役立つ。
【００２１】
　この本技術のさらに別の側面は、データベースと、複数の無線ネットワーク制御局ノー
ドと、上に要約したようなフェムト無線基地局を少なくとも１つとを備える無線アクセス
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ネットワークに係わる。
【００２２】
　異なる実施形では、フェムトセルにオーバレイするマクロセルのマクロ無線基地局から
同報され、フェムト無線基地局によって受信されるシステム情報は、（１）ＰＬＭＮ－Ｉ
Ｄ、（２）ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）および（３）セルアイデンティティ（Ｃ
Ｉ）の中の少なくとも１つを含む。
【００２３】
　いくつかの実施態様の例では、フェムト無線基地局は、システム情報の少なくとも一部
を、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ、Fully Qualified Domain Name）の形式のノードア
ドレス問合せを構築或いは準備のために使用する。次いで、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤ
Ｎ）は、フェムト無線基地局との接続のために適切な無線ネットワーク制御局ノードのイ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得するため、ドメインネームシステム（Ｄ
ＮＳ）データベースに問合せるために使用される。完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）は、
同報されるシステム情報の少なくとも一部を使用して少なくとも一部は形成されるもので
あり、組み合わせが場合によっては（１）ＰＬＭＮ－ＩＤと（２）ロケーションエリアコ
ード（ＬＡＣ）と（３）セルアイデンティティ（ＣＩ）との内の２つ以上の部分の連結で
あるような、（１）ＰＬＭＮ－ＩＤと（２）ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）と（３
）セルアイデンティティ（ＣＩ）との中の２つ以上の部分の組み合わせを含んでもよい。
【００２４】
　いくつかの実施態様の例では、適切な無線ネットワーク制御局ノードのインターネット
プロトコル（ＩＰ）アドレスを取得するために、フェムト無線基地局は、ドメインネーム
システム（ＤＮＳ）データベースに、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を含む問合せを直
接送信する。別の実施態様の例では、フェムト無線基地局は、無線ネットワーク制御局ノ
ードに、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を含む問合せを送信する。その無線ネットワー
ク制御局ノードは、適切な無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（
ＩＰ）アドレスを取得するために、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）をドメインネームシ
ステム（ＤＮＳ）データベースに転送する。適切な無線ネットワーク制御局ノードのイン
ターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを受信する時、無線ネットワーク制御局ノードは
、フェムト無線基地局に同じものを転送する。さらに別の実施態様の例では、フェムト無
線基地局は、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を含む問合せを汎用リダイレクタノード（
Generic Redirector Node）に送信し、汎用リダイレクタノードは、適切な無線ネットワ
ーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得するために、完全
修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）をドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベースに転送す
る。適切な無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス
を受信する時、汎用リダイレクタノードは、フェムト無線基地局に同じものを転送する。
【００２５】
　いくつかの実施態様の例では、フェムト無線基地局は、システム情報とフェムト無線基
地局に関する識別子の一方または両方の少なくとも一部を、ノードアドレス要求メッセー
ジの形式のノードアドレス問合せの構築または準備のために使用する。フェムト無線基地
局は、ノードアドレス要求メッセージを無線ネットワーク制御局ノードまたは汎用リダイ
レクタノードに送信する。無線ネットワーク制御局ノードまたは汎用リダイレクタノード
は、場合によっては、ノードアドレス要求メッセージに含まれるシステム情報とフェムト
無線基地局に関する識別子の一方または両方の少なくとも一部をデータベースに転送し、
適切な無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取
得する。そのデータベースは、無線ネットワーク制御局ノードおよび汎用リダイレクタノ
ードと同一場所に配置されてもよいし、別個でもよい。適切な無線ネットワーク制御局ノ
ードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを受信する時、無線ネットワーク制御
局ノード（または汎用リダイレクタノード）は、フェムト無線基地局に同じものを転送す
る。いくつかの実施例では、フェムト無線基地局は、フェムト無線基地局との接続のため
に適切な無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを
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データベースから取得するために、システム情報とフェムト無線基地局に関する識別子の
少なくとも一部を使用してもよい。フェムト無線基地局に関する識別子は、フェムト無線
基地局のハードウェア識別子と、フェムト無線基地局のシリアル番号と、フェムト無線基
地局の所有者／運用者番号との内の少なくとも１つを含んでもよい。
【００２６】
　本発明の先述した、また他の目的、特徴、および利点は、添付図面に示されるように、
好適な実施例についての以下のより具体的な説明から明らかになろう。その図面では、参
照文字は、種々の図を通して同じ部分を参照するものとする。図面は必ずしも原寸に対応
するものではなく、その代わり、本発明の原理を図示することに重きが置かれている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下の記述では、説明の目的でしかし限定は目的とせずに、特定のアーキテクチャ、イ
ンタフェース、技術等の具体的な詳細について説明し、本発明の完全な理解に供する。し
かしながら、本発明がこれらの具体的な詳細とは異なる別の実施例においても実施可能で
あることは当業者には明らかであろう。即ち、当業者には、ここでは明確に説明したり図
示したりはしていないが、本発明の原理を実施し、またその範囲と精神に含まれる種々の
構成を考えることができよう。いくつかの例では、既知の装置、回路、および方法につい
ての詳細な説明は、不必要な詳細でもって本発明の説明が曖昧化することのないよう割愛
する。ここにおける、本発明の原理、態様、および実施例ならびにその具体例に言及する
全ての説明は、それに等価な構造と機能の両方を包含することが意図されている。さらに
、そのような等価物には、現在知られている等価物のみならず将来開発される等価物、例
えば、その構造に関わらず同じ機能を実行する開発された任意の要素が含まれることが意
図されている。
【００２８】
　従って、例えば、ここでのブロック図がこの技術の原理を具体化する例示的な回路を示
す概念図を表現できることは、当業者には理解されよう。同様に、フローチャート、状態
遷移図、擬似コード等のいずれも、コンピュータ可読媒体中に実質的に表現され、コンピ
ュータまたはプロセッサが明示されているか否かに関わりなく、そのようなコンピュータ
またはプロセッサによって実行される種々のプロセスを表現することが認識されよう。
【００２９】
　“プロセッサ”または“コントローラ（制御局・装置）”とラベルが付された機能ブロ
ックを含む種々の要素の機能は、専用ハードウェアのみならず適切なソフトウェアと関連
付けられたソフトウェアを実行可能なハードウェアの使用により提供されてもよい。プロ
セッサにより提供される場合、その機能は、単一の専有プロセッサ、単一の共有プロセッ
サ、または、それらの幾つかが共有または分散化された複数の個別のプロセッサにより提
供されてもよい。さらに、用語“プロセッサ”または“コントローラ（制御局・装置）”
が明白に使用された場合であっても、ソフトウェアを実行可能なハードウェアのみに言及
すると解釈されるべきではなく、デジタル信号処理装置（ＤＳＰ）ハードウェア、ソフト
ウェアを記憶する読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
および非揮発性メモリが含まれてもよく、また、これらに限定されるものでもない。
【００３０】
　これに限定するものではないが図１Ａに示される通信システム１０を例にとって本発明
について説明する。通信システム１０はコアネットワーク２０に接続される。通信システ
ム１０は無線アクセスネットワーク２４を含む。無線アクセスネットワーク２４は１つ以
上の無線ネットワーク制御局ノード（ＲＮＣ）２６と１つ以上の無線基地局（ＢＳ）２８
を含む。例として、図１Ａは特に、２つの、即ち、第１の無線ネットワーク制御局２６1

と第２の無線ネットワーク制御局２６2とを示しており、また、マクロ無線基地局（図１
Ａにはマクロ無線基地局２８M１つだけが示される）と複数のフェムト無線基地局２８f1

、２８f2、……２８fxの両方を示している。マクロ無線基地局２８MはマクロセルＣMにサ
ービスする。フェムト無線基地局２８f1、２８f2、……２８fxはそれぞれのフェムトセル
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Ｃf1、Ｃf2、……Ｃfxにサービスする。当業者の理解するところでは、無線基地局はそれ
ぞれの無線基地局がサービスするセルの内部（例えば、中央）に設置されるのが普通であ
るが、説明をわかり易くするために、図１Ａのマクロ無線基地局とフェムト無線基地局は
そのようにではなく、双方向矢印によりそれらそれぞれのセルと関連付けて示している。
フェムトセルＣf1、Ｃf2、……Ｃfxの少なくとも幾つかは地理的にマクロセルＣMと重な
っているか含まれている。
【００３１】
　ここで用いられるように、“フェムト無線基地局”はピコ無線基地局またはマイクロ無
線基地局の意味も持ち、フェムトセル（もしくはピコセルまたはマイクロセル）にサービ
スする。フェムトセルは通常１つ以上のマクロセルと重なっており、マクロセルよりも小
さ目の地理的領域または加入者顧客層にサービスする。ここで説明する技術は、フェムト
無線基地局について特別な利点を持っており、フェムト無線基地局は、無線アクセスネッ
トワークの所有者／通信事業者によってインストールや再配置を制御されることなく、そ
の無線アクセスネットワーク内でインストールしたり、再配置することの内、少なくとも
いずれかができる。言い換えれば、非ネットワーク通信事業者エンティティ（フェムトの
運用者或いはエンドユーザ）がフェムト無線基地局を取得でき、フェムトの運用者の嗜好
に合わせてフェムト無線基地局を設置することができる。この点に関して、図１Ａは、フ
ェムトの運用者によって最近起動されたそのようなフェムト無線基地局２８f-newを図ら
ずも示している。フェムト無線基地局２８f-newは、そのフェムトセルＣf-newがマクロセ
ルＣMと重なるように、地理的に設置または配置されている。
【００３２】
　図１Ａに示されるユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０のようなユーザ機器ユニット（ＵＥ
）は、１つ以上のセルまたは１つ以上の基地局（ＢＳ）２８と無線またはエアインタフェ
ース３２を介して通信する。ユーザ機器ユニットは、携帯電話（“セルラ”電話）や移動
体端末付きのラップトップ等の移動局であってもよく、従って、無線アクセスネットワー
クと音声とデータとの内、少なくともいずれかを通信する、例えば、携帯型、ポケット型
、ハンドヘルド型、コンピュータ内蔵型、または車載型の移動機器であってもよい。
【００３３】
　図１Ａに示される無線アクセスネットワーク２４は、そう限定するものではないが、例
として、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）であってもよい。ＵＴＲ
ＡＮでは、無線アクセスは、個々の無線チャンネルがＣＤＭＡ拡散コードを使用して割り
当てられる広帯域コード分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）に基づくことが好ましい。勿論、別
のアクセス法を使用してもよい。ノード２６および２８は、ＵＴＲＡＮの例であることを
考慮すると、それぞれ、無線ネットワーク制御局ノード、無線基地局ノードと呼ばれる。
なお、無線ネットワーク制御局と無線基地局という用語はまた、別タイプの無線アクセス
ネットワークについての同様の機能を持つノードを包含するものと理解されたい。それら
別タイプの無線アクセスネットワークを包含する他のタイプの通信システムには次のもの
が含まれる。即ち、汎欧州デジタル移動電話方式（ＧＳＭ）、改良型移動体電話サービス
（ＡＭＰＳ）システム、狭帯域ＡＭＰＳシステム（ＮＡＭＰＳ）、トータルアクセス通信
システム（ＴＡＣＳ）、パーソナルデジタルセルラ（ＰＤＣ）システム、米国デジタルセ
ルラ（ＵＳＤＣ）システム、及びＥＩＡ／ＴＩＡ　ＩＳ－９５に記載のコード分割多元接
続（ＣＤＭＡ）システムである。
【００３４】
　無線アクセスネットワーク２４は、ＵＴＲＡＮではＩｕインタフェースであるようなイ
ンタフェースを介してコアネットワーク２０に接続される。図１Ａのコアネットワーク２
０はとりわけ、移動体交換センタ（ＭＳＣ）ノード、ゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）ノ
ード、ゲートウェイ汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＧＧＳＮ）
、及びサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）を含む。回線交換（ＣＳ）ネット
ワーク或いはパケット交換（ＰＳ）ネットワークがコアネットワーク２０に接続できる。
【００３５】
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　単純化のため、図１Ａの無線アクセスネットワーク２４にはＲＮＣノード２６を２つし
か示していない。複数の無線ネットワーク制御局ノード（ＲＮＣ）が備えられてもよく、
各ＲＮＣ２６は１つ以上の基地局（ＢＳ）２８に接続される。図１Ａに示されたのとは異
なる数の基地局が無線ネットワーク制御局２６によりサービスを受けることができ、ＲＮ
Ｃは同数の基地局にサービスを行う必要はないことが認識されよう。さらに、ＲＮＣはＩ
ｕｒインタフェースを介して無線アクセスネットワーク２４における１つ以上の別のＲＮ
Ｃに接続することができる。無線ネットワーク制御局ノード（ＲＮＣ）２６はインタフェ
ースＩｕｂを介してマクロ無線基地局２８Mと通信する。さらに、当業者はまた、マクロ
無線基地局２８のような基地局はこの技術分野では、無線基地局、ノードＢ、またはＢノ
ードと呼ばれることもあることを認識するであろう。無線インタフェース３２、Ｉｕイン
タフェース、Ｉｕｒインタフェース、及びＩｕｂインタフェースの各々は、図１Ａでは点
線で示されている。
【００３６】
　図１Ａでは、フェムト無線基地局２８fは、通信ネットワーク３８に接続している。そ
のような通信ネットワークの一例は、ＩＰネットワーク３８である。
【００３７】
　図１Ａはまた、無線アクセスネットワークがドメインネームシステム（ＤＮＳ）データ
ベース４２も有していることを示している。ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベ
ース４２は、ＩＰネットワーク３８に接続している。リモートユニットのドメインネーム
システム（ＤＮＳ）データベース４２は、図に示すように無線アクセスネットワーク２４
の個別ノードとして備えられてもよいし、別のノードの付属物（例えば、１つ以上の無線
ネットワーク制御局ノード（ＲＮＣ）２６に含まれる）でもよい。代わりに、場合によっ
ては、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２へのアクセスは、コアネット
ワーク２０を通してさえ提供されてもよい。
【００３８】
　ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２は、ＦＱＤＮで問合せを受けたと
き、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２が問合せのＦＱＤＮに対応する
適切な無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを返
すように構成される。
【００３９】
　図４に描くフォーマットの例で示されるように、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）デ
ータベース４２は、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）の１つ以上のセットを特定の無線ネ
ットワーク制御局ノードと関連付ける情報を格納し、問合せを受けたとき、その問合せに
含まれるＦＱＤＮに合致する特定の無線ネットワーク制御局ノードのＩＰネットワークア
ドレスをその問合せに応じて返すことができるようにする。以下に説明するように、その
ような問合せと応答のプロセスでは、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４
２は、フェムト無線基地局が接続し、そのアクティブ無線ネットワーク制御局ノードとし
て使用すべき、適切な（例えば、最適または好ましい）無線ネットワーク制御局ノードの
アドレスを問合せたフェムト無線基地局に返す。
【００４０】
　図１Ａは、フェムト無線基地局２８f-newの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、例
えば、その無線ネットワーク制御局ノード（例えば、具体的に示すシナリオでは無線ネッ
トワーク制御局ノード２６1）への典型的アクセスを図解していると見なしてもよい。“
典型的アクセス”が意味していることは、フェムト無線基地局２８f-newに与えられるア
クセスは、前述のようにブロードバンド固定アクセスでもよいし、ブロードバンド無線（
移動体）アクセス（例えば、ＷｉＭＡＸ）でもよいということである。ブロードバンド無
線（移動体）アクセスでは、フェムト無線基地局２８f-newの無線アクセスネットワーク
２４へのアクセスは、マクロ無線基地局を通してであり、例えば、高速ダウンリンクパケ
ットアクセス（ＨＳＤＰＡ）およびエンハンストアップリンク、あるいはＷｉＭＡＸなど
を使用して行われてもよい。アクセスタイプに包括的に応えるために、図１では、フェム
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ト無線基地局２８f-newを含むフェムト無線基地局２８fは、通信ネットワーク３８に接続
されている。そのような通信ネットワークの一例は、ＩＰネットワーク３８である。その
文脈で特段明確に除外しない限り、ここに記載の技術の態様は、ブロードバンド固定アク
セスとブロードバンドモ移動体アクセス（例えば、ブロードバンド無線アクセス）を含む
あらゆるタイプのアクセスに適用可能である。
【００４１】
　図２は、一般的なフェムト無線基地局２８fの例で選択した基本的代表的構成要素を示
している。１つ以上のフェムト無線基地局２８f1、２８f2、…、２８fxが、図２に示す一
般的フェムト無線基地局２８fの形態を取ってもよい。図２の示すところでは、フェムト
無線基地局２８fは、他の示されていない構成要素はあるが、ＩＰインタフェースユニッ
ト５０、１つ以上の無線周波数トランシーバ５２、無線周波数受信器５４、データ処理シ
ステム／部／ユニット５６を有する。
【００４２】
　無線周波数トランシーバ５２は、フェムト無線基地局２８fによりサービスを受けるフ
ェムトセル内のユーザ機器ユニット（ＵＥ）と無線或いはエアインタフェースを通じて通
信するためのものである。無線周波数トランシーバ５２の数は、移動体接続を扱うフェム
ト無線基地局の容量を含む種々の要因に依存する。
【００４３】
　図示の実施例では、受信器５４はフェムト無線基地局２８fに常駐し、フェムト無線基
地局において無線インタフェースを通じ、無線アクセスネットワーク２４で同報されるシ
ステム情報の取得に役立つ。例えば、一つの実施態様の例では、フェムト無線基地局２８

fは、その無線周波数受信器５４としてＷＣＤＭＡ受信部（ＵＥ）を備えるか、または装
備し、それによってフェムト無線基地局が受信可能なセル（ＷＣＤＭＡのマクロセルとフ
ェムトセルの両方を含む）からの信号を一時的に留め（camp on）、それらのセルで同報
される関連のシステムまたはネットワークの情報の読み取りを可能にする。一実施形では
、フェムトセルにオーバレイするマクロセルのマクロ無線基地局から同報され、フェムト
無線基地局で受信されるシステム情報は、（１）ＰＬＭＮ－ＩＤと（２）ロケーションエ
リアコード（ＬＡＣ）と（３）セルアイデンティティ（ＣＩ）との内の少なくとも１つを
含む。
【００４４】
　従って上述のように、フェムト無線基地局は、無線周波数受信器５４として、一実施例
では、例えば、ＷＣＤＭＡ受信器あるいはＵＥおよびＵＳＩＭを装備してもよい。後で説
明するように、このＵＥ／ＵＳＩＭは、マクロセルへの接続に使用されてもよく、次いで
マクロセルは、ＲＮＣに接続するために移動体ブロードバンドアクセスを提供する。
【００４５】
　常駐受信器５４の使用は、フェムト無線基地局２８fがシステム情報または位置表示情
報（システム情報または位置表示情報は、ＦＱＤＮの少なくとも一部の形成に利用される
）を取得し得る手法の単なる一例である。ここに記載され、特に、ドメインネームシステ
ム（ＤＮＳ）データベースへの問合せのために、フェムト無線基地局におけるＦＱＤＮの
形成／使用を含む技術は、フェムト無線基地局が常駐受信部を持たず、例えばフェムト無
線基地局によりサービスを受けるユーザ機器ユニットなどの外部からシステム情報または
位置表示情報を取得しなければならない他の実施例にも適用可能である。
【００４６】
　ＲＢＳデータ処理システム５６は、ＦＱＤＮ形成ユニット５８を有する。ここに説明す
るように、ＦＱＤＮ形成ユニット５８は、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を形成するた
めに、（例えば、無線周波数受信器５４などにより取得された）システム情報またはシス
テム情報の少なくとも一部使用する。ＦＱＤＮ形成ユニット５８は、図示のようにＲＢＳ
データ処理システム５６の一部として含まれてもよいし、前述のようにそれらの用語の広
い意味において、個別のコントローラまたはプロセッサとして備えられてもよい。
【００４７】
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　図３は、無線ネットワーク制御局ノード２６の例の選択した基本的代表的構成要素を示
している。無線ネットワーク制御局ノード２６は、Ｉｕインタフェースを通じて無線ネッ
トワーク制御局ノード２６をコアネットワーク２０に接続するインタフェースユニット７
０と、Ｉｕｒインタフェースを通じて無線ネットワーク制御局ノード２６を他の無線ネッ
トワーク制御局（不図示）に接続するインタフェースユニット７２と、Ｉｕｂインタフェ
ースを通じて無線ネットワーク制御局ノード２６を１つ以上のマクロ無線基地局２８Mに
それぞれ接続する１つ以上のインタフェースユニット７４と、無線ネットワーク制御局ノ
ード２６を１つ以上のフェムト無線基地局２８f1、２８f2、…、２８fxにそれぞれ接続す
る１つ以上のインタフェースユニット７６などのいくつかのインタフェースユニットとを
有していてもよい。ＲＮＣ２６とフェムト無線基地局２８mとの間の接続は、通信ネット
ワーク３８を通じて行われてもよく、例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ）ベース
の伝送を利用してもよい。ＲＮＣ２６とマクロ無線基地局２８Mとの間の接続は、例えば
、インターネットプロトコル（ＩＰ）ベースの伝送とＡＴＭベースの伝送との内、少なく
ともいずれかを利用してもよい。
【００４８】
　インタフェースユニットに加えて、無線ネットワーク制御局ノード２６は、データ処理
システム／部／ユニット８０のみならず、多数の不図示の構成要素を備える。図３に示す
非限定的な実施形の例では、無線ネットワーク制御局ノード２６のデータ処理システム８
０は、制御部（例えば、コントローラ８２）と、ハンドオーバユニット８４と、（例えば
、接続のダイバーシティレッグの扱いなどに関与する）コンバイナ及びスプリッタユニッ
ト８６とを有する。
【００４９】
　図１Ａに示す時点では、フェムト無線基地局２８f-newがフェムト運用者によってちょ
うど起動されたところである。起動直後、フェムト無線基地局２８f-newは、（イベント
またはステップＳ－１Ａで示されるように）無線アクセスネットワーク２４の環境でのそ
の特定の位置をまだ知らず、それ故、フェムト無線基地局２８f-newのアクティブ無線ネ
ットワーク制御局としてサービスを行うために、どの無線ネットワーク制御局ノード２６
が最適の位置（地理的にまたは他の点で）にあるかを知らない。図１Ａに示す状況では、
フェムト無線基地局２８f-newはマクロセルＣMの中に位置していて、マクロセルＣMは、
無線基地局２６Mと第２の無線ネットワーク制御局ノード２６2からサービスを受けている
。それ故、無線アクセスネットワーク２４のトポロジから判断して、フェムト無線基地局
２８f-newに対する正しい／好ましい無線ネットワーク制御ノードは、第１の無線ネット
ワーク制御局ノード２６1ではなくて、第２の無線ネットワーク制御局ノード２６2である
。
【００５０】
　無線アクセスネットワーク２４での自分の位置に関して知らないという点からすれば、
フェムト無線基地局２８f-newは、無線周波数受信器５４を起動し、無線周波数受信器５
４を使用して、無線インタフェースを通じて、無線アクセスネットワーク２４に同報され
るシステム情報を確認または取得する。この点に関して、図１Ｂは、イベントまたはステ
ップＳ－１Ｂとして、システム情報の取得を示している。
【００５１】
　システム情報（位置表示情報としても知られる）は、次のもの、即ち、（１）ＰＬＭＮ
－ＩＤと（２）ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）と（３）セルアイデンティティ（Ｃ
Ｉ）との内の１つ以上を含むことができる。ＰＬＭＮ－ＩＤは、マスタ情報ブロック（Ｍ
ＩＢ）からデコードできる。ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）は、デコードシステム
情報ブロック１（ＳＩＢ１）からデコードされる。セルアイデンティティ（ＣＩ）は、シ
ステム情報ブロック３（ＳＩＢ３）からデコードされる。ＵＴＲＡＮセルアイデンティテ
ィは２８ビットから構成され、普通その中の１２ビットがＲＮＣ識別子を含めるために使
用される。このことは、この場合はセルアイデンティティ（ＣＩ）が１つのＰＬＭＮのＲ
ＮＣを特定するために使用できることを意味する。
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【００５２】
　図１Ｃは、イベントまたはステップＳ－１Ｃとして、フェムト無線基地局２８f-newが
、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を作成するためにシステム情報の少なくとも一部を使
用することを示している。完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）の作成は、フェムト無線基地
局２８f-newのＦＱＤＮ形成ユニット５８で実行される。
【００５３】
　従って、無線周波数受信器５４が周囲のマクロカバレッジを探索し、無線周波数受信器
５４を有するＵＥに対して許される最善のＵＴＲＡＮセルに一時的に留まった（camp on
）後、どのＰＬＭＮが許されるのかを見つけるためにＵＳＩＭ情報が使用される。そのＵ
Ｅ、例えば、無線周波数受信器５４は、関連のシステム情報を読み取り、それをＦＱＤＮ
形成ユニット５８に伝達する。次いでＦＱＤＮ形成ユニット５８は、少なくとも一部はシ
ステム情報に基づいて完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を作成する。
【００５４】
　一旦、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）が（後で記述されるやり方などで）形成される
と、図１Ｄに示すように、フェムト無線基地局は、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）をド
メインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２への問合せに使用する。フェムト無線
基地局２８f-newの一実施例では、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）は、図１Ｄのステッ
プまたはイベントＳ－１Ｄで描かれるように、ノードアドレス問合せとしてＩＰインタフ
ェースユニット５０に伝達される。ＩＰインタフェースユニット５０は、完全修飾ドメイ
ン名（ＦＱＤＮ）を含むノードアドレス問合せをドメインネームシステム（ＤＮＳ）デー
タベース４２へ送信するのに役立つ。ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４
２にアクセスするために、フェムト無線基地局２８f-newは、ドメインネームシステム（
ＤＮＳ）データベース４２のネットワークアドレスを前もって知っている。例えば、ドメ
インネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２のネットワークアドレスは前もって格納
されているか、または、例えば動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）サーバを使用して
ＩＰインタフェースユニット５０に前もってダウンロードされる。例として、図２は、ド
メインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２のＩＰアドレスの記憶用に（不揮発性
が好ましい）メモリ９４を有するフェムト無線基地局２８fを示している。
【００５５】
　図１Ｅは、ステップまたはイベントＳ－１Ｅとして、ドメインネームシステム（ＤＮＳ
）データベース４２がフェムト無線基地局２８f-newからノードアドレス問合せ（照会）
を受信し、適切なまたは正しい無線ネットワーク制御局ノードのＩＰアドレスと照会のＦ
ＱＤＮとを合致させるために検索を実行する様子を描いている。図４に示すように、ドメ
インネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２の一構成例では、無線ネットワーク制御
局ノードのＩＰアドレスはおそらく、いくつかの照会、例えば、いくつかの完全修飾ドメ
イン名（ＦＱＤＮ）に関連付けられる。
【００５６】
　図１Ｅは、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２が、照会のＦＱＤＮに
合致するか、または、適切に応答する適切なまたは正しい無線ネットワーク制御局ノード
のＩＰアドレスの形式で、フェムト無線基地局２８f-newに応答を返すところも描いてい
る。フェムト無線基地局２８f-newのＩＰインタフェースユニット５０は、照会に対する
応答（適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ
）アドレス）の受信のために役立つ。適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノードのイ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスは、図２に示すメモリ９６などのメモリまたは
レジスタに格納される。
【００５７】
　図１Ｆは、それに続く動作段階として、フェムト無線基地局２８f-new、特に、ＩＰイ
ンタフェースユニット５０が、（図１Ａ～図１Ｅを参照した上記の手法で取得した）適切
な／正しい無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス
を用いて、フェムト無線基地局のアクティブ無線ネットワーク制御ノードとしてフェムト
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無線基地局が使用する適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノードに接続するところを
描いている。図１Ｆに示す特定の状況では、ＩＰインタフェースユニット５０は、ＩＰネ
ットワーク３８を通じて、第２の無線ネットワーク制御局ノード２６2に接続する。ネッ
トワークトポロジの点からすれば、第２の無線ネットワーク制御局ノード２６2は、フェ
ムト無線基地局２８f-newの正しい／好ましい無線ネットワーク制御ノードである。ＩＰ
ネットワーク３８を通じた無線ネットワーク制御局ノード２６2への接続は、図１Ｆのス
テップまたはイベントＳ－１Ｆで描かれている。
【００５８】
　従って、前述の図示した手法の例では、ＦＱＤＮ形成ユニット５８で作成されたＦＱＤ
Ｎは、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２への問合せに使用され、正し
いＲＮＣのＩＰアドレスが見つけられる。これにより、フェムト無線基地局２８f-newは
、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２により選択されたアドレスを持つ
無線ネットワーク制御局ノードとのＩＰ接続を開始することが可能になる。
【００５９】
　図１Ａ～図１Ｆの実施態様では、ＦＱＤＮ形成ユニット５８で作成されたＦＱＤＮは、
正しいＲＮＣのＩＰアドレスを見つけるために、直接ドメインネームシステム（ＤＮＳ）
データベース４２への問合せに使用される。図６に示す別の実施態様では、ＦＱＤＮ形成
ユニット５８で作成されたＦＱＤＮが、ノードアドレス問合せとして無線ネットワーク制
御局ノードに送信され、次いでその無線ネットワーク制御局ノードがドメインネームサー
バ（ＤＮＳ）データベース４２（６）などのデータベースに照会する。図６の実施例では
、フェムト無線基地局２８fのインタフェース５０は、“拡張Ｉｕｂ”インタフェース（
“Ｉｕｂ＋”インタフェース）として知られるインタフェースを通じて、通信ネットワー
ク３８と接続する。拡張Ｉｕｂ＋インタフェースは、ＩＰネットワーク３８を通じたイン
ターネットプロトコル（ＩＰ）接続によって形成されるのが好ましい。いくつかの実施形
では、Ｉｕｂ＋インタフェースはＩｕｂインタフェースに似ているが、追加情報を伝達す
るように修正されている。図６の実施例の動作は、図１Ａ～図１Ｆの実施態様の図１Ａ～
図１Ｃに描かれているものと本質的に同じ手法で始まる。しかし、前の実施例とは対照的
に、図６の実施態様に関しては、ステップＳ－６Ｄ（１）は、フェムト無線基地局２８f

のＩＰインタフェースユニット５０が、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を含む照会を無
線ネットワーク制御局ノード２６1に送信するところを示している。無線ネットワーク制
御局ノード２６1は、フェムト無線基地局２８fが前もって知っている（例えば、事前構成
された）ネットワークアドレスを持つデフォルトＲＮＣでよい。ステップＳ－６Ｄ（２）
は、無線ネットワーク制御局ノード２６1が、フェムト無線基地局２８fが作成した完全修
飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を含む照会でドメインネームサーバ（ＤＮＳ）データベース４
２（６）に照会するところを示している。図６に示す特定の実施例では、ドメインネーム
サーバ（ＤＮＳ）データベース４２（６）は、無線ネットワーク制御局ノード２６1のノ
ードとは異なる別のノードに位置している。しかし他の実施例では、ドメインネームサー
バ（ＤＮＳ）データベース４２（６）は、デフォルト無線ネットワーク制御局ノード２６

1と同一場所に位置してもよい。
【００６０】
　図６がステップまたはイベントＳ－６Ｅ（１）としてさらに描くのは、ドメインネーム
システム（ＤＮＳ）データベース４２が無線ネットワーク制御局ノード２６1から照会を
受信し、適切なまたは正しい無線ネットワーク制御局ノードのＩＰアドレスと照会のＦＱ
ＤＮとを合致させるための探索を実行するところである。図６がステップまたはイベント
Ｓ－６Ｅ（２）としてまた描くのは、ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４
２が、照会のＦＱＤＮに合致するかまたは適切に応答する適切なまたは正しい無線ネット
ワーク制御局ノードのＩＰアドレスの形式で、無線ネットワーク制御局ノード２６1に応
答を返信するところである。ステップまたはイベントＳ－６Ｅ（３）として、無線ネット
ワーク制御局ノード２６1は、ドメインネームサーバ（ＤＮＳ）データベース４２（６）
からの応答を、フェムト無線基地局２８f-newのＩＰインタフェースユニット５０へ転送
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する。従って、フェムト無線基地局２８f-newのＩＰインタフェースユニット５０は、照
会への応答（適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレス）の受信のために役立つ。適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノー
ドのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスは、前に説明したように、フェムト無線
基地局２８fのメモリまたはレジスタに格納される。図６の実施態様の例では、無線ネッ
トワーク制御局ノード２６1でなくて、無線ネットワーク制御局ノード２６2が、フェムト
無線基地局２８fの適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノードであるとなっている。
【００６１】
　次いで、ステップまたはイベントＳ－６Ｆで描かれる続く動作の段階として、フェムト
無線基地局２８f-new、特に、ＩＰインタフェースユニット５０は、適切な／正しい無線
ネットワーク制御局ノードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを用いて、フェ
ムト無線基地局のアクティブ無線ネットワーク制御ノードとして、フェムト無線基地局が
使用する適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノードに接続する。図１Ｆに示す特定の
状況では、ＩＰインタフェースユニット５０は、ＩＰネットワーク３８を通じて第２の無
線ネットワーク制御局ノード２６2に接続する。ネットワークトポロジからすれば、第２
の無線ネットワーク制御局ノード２６2は、フェムト無線基地局２８f-newの正しい／好ま
しい無線ネットワーク制御ノードである。ＩＰネットワーク３８を通じた無線ネットワー
ク制御局ノード２６2との接続は、図６のステップまたはイベントＳ－６Ｆで描かれてい
る。
【００６２】
　従って、図６の実施態様では、フェムト無線基地局２８fとデフォルト無線ネットワー
ク制御局ノード２６1との間のＩｕｂ＋インタフェースは、Ｉｕｂインタフェースに似て
いるが、例えば、ステップＳ－６Ｃの照会とステップＳ－６Ｄ（３）の応答などの追加情
報を伝達するために修正されている。
【００６３】
　図７の実施態様は、図６の実施態様に似ているが、汎用リダイレクタノード１００を有
する。汎用リダイレクタノード１００は、図６の無線ネットワーク制御局ノード２６1と
同様のステップおよび機能を実行するが、Ｉｕｂ拡張プロトコルすなわちＩｕｂ＋プロト
コルの代わりに、“リダイレクトリ”インタフェースを通じて新しいプロトコルすなわち
“リダイレクトリ”プロトコルを使用する。“リダイレクトリ”プロトコルは、例えば、
問合せ情報と一般ノードへの応答を搬送するように構成された何らかの新しいプロトコル
でよい。従って、図７は、ステップまたはイベントＳ－７Ｄ（２）としてドメインネーム
サーバ（ＤＮＳ）データベース４２（７）へ照会を転送し、ステップまたはイベントＳ－
７Ｅ（２）としてドメインネームサーバ（ＤＮＳ）データベース４２（７）からの応答を
受信し、ステップまたはイベントＳ－７Ｅ（３）としてドメインネームサーバ（ＤＮＳ）
データベース４２（７）からの応答をフェムト無線基地局２８fに転送する汎用リダイレ
クタノード１００を示している。従って、ステップまたはイベントＳ－７Ｆによって描か
れた続く動作の段階として、フェムト無線基地局２８f-new、特に、ＩＰインタフェース
ユニット５０は、適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノード（例えば、図７の実施例
の無線ネットワーク制御局ノード２６2）のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス
を用いて、フェムト無線基地局のアクティブ無線ネットワーク制御ノードとしてフェムト
無線基地局が使用する適切な／正しい無線ネットワーク制御局ノードに接続する。
【００６４】
　図６と図７のそれぞれの実施例では、デフォルト無線ネットワーク制御局ノード２６1

と汎用リダイレクタノード１００は、図６と図７にそれぞれ描かれる状況で別のノードに
配置されたドメインネームサーバ（ＤＮＳ）データベースにコンタクトすることができる
。或いは、デフォルト無線ネットワーク制御局ノード２６1と汎用リダイレクタノード１
００は、それぞれの実施例において自装置で、ドメインネームサーバ（ＤＮＳ）データベ
ースの機能を実行してもよい。
【００６５】
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　また、ここに記載したいずれかの実施例で照会されたデータベースは、必ずしもドメイ
ンネームサーバ（ＤＮＳ）データベースと呼ぶことも、そのサービスだけを行うことも必
要もないことを認識すべきである。フェムト無線基地局の正しいまたは適切な無線ネット
ワーク制御局ノードのアドレスを突き止めるか、または決定するために十分な情報を有す
る他のどんなデータベースでも代わりに利用することができる。
【００６６】
　ＦＱＤＮ形成ユニット５８が、少なくとも一部はシステム情報に基づき完全修飾ドメイ
ン名（ＦＱＤＮ）を作成することは前述した。完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）は、例え
ば、運用者を識別するためにフェムト無線基地局の事前構成情報にも基づいてよいという
意味において、少なくとも一部はシステム情報に基づいていると言える。その事前構成情
報は、例えば、“ｏｐｅｒａｔｏｒ．ｃｏｍ”のような文字列であることができよう。こ
の特定の識別子は、以下のＦＱＤＮの例では“ｐｒｅ－ｃｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏｒ－ｉ
ｄ”と記述する。他の事例では、フェムト無線基地局は、事前構成の識別子として代わり
に文字列“．ｐｕｂ．３ｇｐｐｎｅｔｗｏｒｋ．ｏｒｇ”を使用することができよう。
【００６７】
　以下に説明するように、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）は、同報されるシステム情報
の少なくとも一部を使用して少なくとも一部は形成され、種々の異なる手法で形成または
生成される。一実施形では、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を作成する一手法は、３つ
の識別子であるＰＬＭＮ－ＩＤ、ＬＡＣ、およびセルアイデンティティのすべてを使用す
ることである。別の例として、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）は、おそらく（１）ＰＬ
ＭＮ－ＩＤと（２）ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）と（３）セルアイデンティティ
（ＣＩ）との内の２つ以上の部分を連結した組み合わせであるような、（１）ＰＬＭＮ－
ＩＤと、（２）ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）と、（３）セルアイデンティティ（
ＣＩ）の２つ以上の部分の組み合わせを有していてもよい。
【００６８】
　従って、本質的にＰＬＭＮ－ＩＤとＬＡＣとＣＩのいずれの組み合わせも、ＦＱＤＮを
作成するために使用される。組み合わせ例を以下に挙げる（事前構成情報が“ｐｒｅ－ｃ
ｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏｒ－ｉｄ”で表されることが思い出される）。即ち、
・ＰＬＭＮ－ＩＤとＬＡＣとセルアイデンティティ（ＣＩ）
・ＰＬＭＮ－ＩＤとＬＡＣ
・ＰＬＭＮ－ＩＤとセルアイデンティティ
・ｐｒｅ－ｃｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏｒ－ｉｄとＬＡＣだけ（場合によっては）
・ｐｒｅ－ｃｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏｒ－ｉｄとセルアイデンティティだけ（場合によっ
ては）。
【００６９】
　シナリオの例に関して、ＵＴＲＡＮ環境が以下の情報で記述される状況を考慮する。即
ち、
・フェムト無線基地局に関する事前構成情報、即ち、ｐｒｅ－ｃｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏ
ｒ－ｉｄを“ｏｐｅｒａｔｏｒ．ｃｏｍ”に設定する。
・ＰＬＭＮ－ＩＤは０１２－１２３（即ち、移動体の国コードＭＣＣは０１２、移動体ネ
ットワークコードＭＮＣは１２３）である。
・ＬＡＣは値３４５６７である点。
・ＣＩは１６進数で１２３４５６７の値である（これは、ＣＩのＲＮＣ識別子部分が１６
進数で１２３（即ち、１０進数で２９１）であり、３Ｇセル識別子部分が１６進数で４５
６７（即ち、１０進数で１７７６７）であることを意味する）。
【００７０】
　直前に記述のシナリオについて、以下に、そのシナリオに関してＦＱＤＮ形成ユニット
５８により形成または生成される完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）の非限定的な例を挙げ
る。即ち、
・ｐｒｅ－ｃｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏｒ－ｉｄとセルアイデンティティのＲＮＣ部分だけ
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、例えば、“ｒｎｃ２９１．ｏｐｅｒａｔｏｒ．ｃｏｍ”。
・ｐｒｅ－ｃｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏｒ－ｉｄとＬＡＣだけ（場合によっては）、例えば
、“ｌａｃ３４５６７．ｏｐｅｒａｔｏｒ．ｃｏｍ”。
・ＰＬＭＮ－ＩＤとＬＡＣ、例えば、“ｌａｃ３４５６７．ｍｎｃ１２３．ｍｃｃ０１２
．ｐｕｂ．３ｇｐｐｎｅｔｗｏｒｋ．ｏｒｇ”。
【００７１】
　動作の一態様の例では、フェムト運用者は、ＦＱＤＮを作成する１つ以上の異なる代替
手法を選択してもよい。ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２は、関連情
報（ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２が担当するすべての無線ネット
ワーク制御局ノードに関するＩＰアドレスとＦＱＤＮのマッチングまたはペアリング）を
反映するようにプログラムまたは更新されるべきである。
【００７２】
　もしフェムト無線基地局がＷＣＤＭＡカバレッジ内にないなら、一実施例では、フェム
ト無線基地局は、ｐｒｅ－ｃｏｎｆ－ｏｐｅｒａｔｏｒ－ｉｄだけを使用して、ドメイン
ネームシステム（ＤＮＳ）データベース４２に接続してもよい。このようなフェムト基地
局は、例えば、デフォルトＲＮＣまたは中央ＲＮＣなどの、いずれかの無線ネットワーク
制御局ノードに接続することができよう。なぜなら、そのような場合、マクロセルへのハ
ンドオーバやローミングはカバレッジを失わない限り可能ではないので、隣接セルリスト
を提供する必要がないからである。
【００７３】
　また、いくつかの実施態様では、ノードアドレス問合せは、完全修飾ドメイン名（ＦＱ
ＤＮ）とは異なる形式を取ってもよい。例えば、図８と図９の実施態様の例では、ノード
アドレス問合せは、無線ネットワーク制御局ノード２６1に送信される（図８）か、また
は汎用リダイレクタノードに送信される（図９）ノードアドレス要求メッセージの形式を
取る。図８のステップまたはイベントの例は、図６の例に類似している。図８では、ノー
ドアドレス問合せは完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）ではなく、ノードアドレスメッセー
ジの形式を取り、データベース４２（８）は、必ずしもドメインネームサーバ（ＤＮＳ）
データベースである必要がないことも理解される。同様に、図９のステップまたはイベン
トの例は、図７の例に類似している。図９では、ノードアドレス問合せは、完全修飾ドメ
イン名（ＦＱＤＮ）ではなく、ノードアドレスメッセージの形式を取り、データベース４
２（９）は、必ずしもドメインネームサーバ（ＤＮＳ）データベースである必要がないこ
とも理解される。
【００７４】
　ノードアドレス要求メッセージは、データベースから適切な無線ネットワーク制御局ノ
ードのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得するために、システム情報の少
なくとも一部とフェムト無線基地局に関する識別子の一方または両方を含むことができる
。異なる実施形では、ノードアドレス要求メッセージで使用されるフェムト無線基地局に
関する識別子は、フェムト無線基地局のハードウェア識別子と、フェムト無線基地局のシ
リアル番号と、フェムト無線基地局の所有者／運用者番号の内の少なくとも１つを含むこ
とができる。データベース（例えば、データベース４２（８）またはデータベース４２（
９））は、識別子を有しシステム情報を提供するフェムト無線基地局の適切な無線ネット
ワーク制御局ノードを決定するために、システム情報と識別子の一方または両方を使用し
てもよい。
【００７５】
　ノードアドレス問合せがどの形態を取るかに係わらず（例えば、ＦＱＤＮであろうとノ
ードアドレス要求メッセージであろうと）、フェムト無線基地局２８f-newのアクティブ
無線ネットワーク制御局ノードになる無線ネットワーク制御局ノードが何であれ、それは
状況がそれを必要とするときは、フェムトＲＢＳを別のＲＮＣにリダイレクトすることも
できるべきである。そのようなリダイレクションは、データベース４２へのさらなる照会
を含んでもよい。この決定は、（例えば）フェムト無線基地局を介して生み出されるトラ
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ヒックの量とタイプに基づいている。
【００７６】
　上記指摘のように、起動およびスタートアップ時、フェムト無線基地局２８f-newは、
無線アクセスネットワーク内のその位置に関して本質的に記憶していない。それ故、フェ
ムト無線基地局２８f-newがノードアドレス問合せ（例えば、完全修飾ドメイン名（ＦＱ
ＤＮ）またはノードアドレス要求メッセージ）を作成し、適切なデータベース４２に問合
せを実行する目的は、フェムト無線基地局２８f-newが、フェムト無線基地局がアクティ
ブ無線ネットワーク制御局ノードとして使用するために接続できる適切なまたは正しい無
線ネットワーク制御局ノードのアドレスを突き止めることができることである。
【００７７】
　従って、これまで説明したように、フェムト無線基地局は、エンドユーザによって移動
されてもよく、それでもやはりフェムト無線基地局は前述の技術を使用して正しいＲＮＣ
に接続する。
【００７８】
　前述のように、このような原理／方法は、ＷＣＤＭＡ以外の無線技術にも適用されても
よい。ＷＣＤＭＡは一例としてのみ例示されているのである。他の適切な技術には、これ
に限定されるわけではないが、ＧＳＭ，ＣＤＭＡ、ＷｉＭＡＸなどが含まれている。この
技術は、前述の便宜上記述されたシステムおよびシナリオに特に関連があるが、他の事例
および他のネットワークにも適用できよう。
【００７９】
　種々の実施例を示して詳細に説明したが、請求の範囲はいずれの特定の実施例や例によ
って限定されるものではない。以上の説明のいずれについても、いずれかの特定の要素、
ステップ、範囲、または機能が不可欠であることを示唆するものとは読まれるべきではな
い。本発明は開示された実施例に限定されるものではなく、むしろそれとは反対に、種々
の改良および等価な構成を網羅することを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１Ａ】、
【図１Ｂ】、
【図１Ｃ】、
【図１Ｄ】、
【図１Ｅ】、
【図１Ｆ】無線アクセスネットワークを含む通信システムの実施例の概略図であり、フェ
ムト無線基地局と適切な無線ネットワーク制御ノードとを接続する動作の順次的段階を示
す図である。
【図２】フェムト無線基地局の実施例の概略図である。
【図３】無線ネットワーク制御（ＲＮＣ）ノードの一例の概略図である。
【図４】ドメインネームシステム（ＤＮＳ）データベースの構造例の概略図である。
【図５】２つの異なるバックホール案を示す図である。
【図６】無線アクセスネットワークを含む通信システムの別の実施例の概略図であり、別
の動作の態様の例に従ってフェムト無線基地局と適切な無線ネットワーク制御ノードとを
接続する動作の選択された順次的段階を示す図である。
【図７】無線アクセスネットワークを含む通信システムのさらに別の実施例の概略図であ
り、さらに別の動作の態様の例に従ってフェムト無線基地局と適切な無線ネットワーク制
御ノードとを接続する動作の選択された順次的段階を示す図である。
【図８】無線アクセスネットワークを含む通信システムのさらに別の実施例の概略図であ
り、さらに別の動作の態様の例に従ってフェムト無線基地局と適切な無線ネットワーク制
御ノードとを接続する動作の選択された順次的段階を示す図である。
【図９】無線アクセスネットワークを含む通信システムのさらに別の実施例の概略図であ
り、さらに別の動作の態様の例に従ってフェムト無線基地局と適切な無線ネットワーク制
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【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図１Ｅ】 【図１Ｆ】
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【図４】 【図５】
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【図８】 【図９】
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