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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局群を含むセルラ通信ネットワークの基地局からの送信のダウンリンク電力を設定
する方法であって、
　前記送信が受信されるべき信号強度の目標値を決定する工程と、
　前記基地局群の全体に渡り、互いに検出できる近隣基地局のペア間でのパス・ロスの測
定値に基づいて、パス・ロスの目標値を決定する工程と、
　前記信号強度の前記目標値、および前記パス・ロスの前記目標値に基づいて前記ダウン
リンク電力を算出する工程と、
　を備えており、
　前記パス・ロスの前記目標値を決定する工程は、
　前記基地局群の全体に渡り、互いに検出できる近隣基地局のペア間でのパス・ロスの複
数の測定値を取得する工程と、
　前記パス・ロスの前記目標値を、前記複数の測定値の所定の百分順位での値と等しくな
るように設定する工程と、
を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記パス・ロスの前記目標値を設定する工程は、前記複数の測定値の所定パーセンテー
ジよりも大きくなるように前記目標値を設定する工程を備え、前記所定パーセンテージは
７５％よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記基地局は、前記基地局が前記基地局群の他の基地局を検出しないと、前記パス・ロ
スの前記目標値に所定の最小値を設定することを特徴とする請求項１または２に記載の方
法。
【請求項４】
　前記送信が受信されるべき前記信号強度の前記目標値を決定する工程は、
　前記基地局群外の少なくとも１つの基地局からの送信が前記基地局群内の少なくとも１
つの基地局によって受信される信号強度に基づいて前記目標値を設定する工程を備えるこ
とを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記基地局または当該基地局の近隣基地局が、前記基地局群外の１以上の基地局から任
意の信号を検出することが可能な場合に、
　前記基地局群外の基地局または各基地局からの送信が、前記基地局または当該基地局の
近隣基地局によって受信される平均信号強度を決定する工程と、
　前記決定された平均信号強度に基づいて前記目標値を設定する工程と、
　を備えることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記基地局または当該基地局の近隣基地局が前記基地局群外の２以上の基地局から任意
の信号を検出することが可能な場合に、
　前記基地局群外の各基地局について、前記基地局群外の基地局からの送信が前記基地局
または当該基地局の近隣基地局によって受信される平均信号強度を決定する工程と、
　送信が前記基地局群内の基地局によって最大平均信号強度で受信される前記基地局群外
の基地局を特定する工程と、
　前記特定された基地局からの送信が前記基地局群内の基地局によって受信される信号強
度に基づいて前記目標値を設定する工程と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局または当該基地局の近隣基地局が、前記基地局群外の基地局からの信号を検
出しない場合、前記信号強度の前記目標値に所定の最小値を設定する工程をさらに備える
ことを特徴とする請求項４乃至６の何れか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記基地局はフェムトセルアクセスポイントを含み、前記基地局群はローカル・エリア
・ネットワークを通じて接続されたフェムトセルアクセスポイント群を含むことを特徴と
する請求項１乃至７の何れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記基地局はフェムトセルアクセスポイントを含み、前記基地局群外の基地局または各
基地局はマクロレイヤ基地局を含むことを特徴とする請求項４乃至７の何れか１項に記載
の方法。
【請求項１０】
　基地局群を含むセルラ通信ネットワークで使用され、送信のダウンリンク電力を設定す
るように構成された基地局であって、
　前記送信が受信されるべき信号強度の目標値を決定し、
　前記基地局群の全体に渡り、互いに検出できる近隣基地局のペア間でのパス・ロスの測
定値に基づいて、パス・ロスの目標値を決定し、
　前記信号強度の前記目標値、および前記パス・ロスの前記目標値に基づいて前記ダウン
リンク電力を算出し、
　前記パス・ロスの前記目標値を決定することは、
　前記基地局群の全体に渡り、互いに検出できる近隣基地局のペア間でのパス・ロスの複
数の測定値を取得し、前記パス・ロスの前記目標値を、前記複数の測定値の所定の百分順
位での値と等しくなるように設定することを含む、
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　ことを特徴とする基地局。
【請求項１１】
　前記パス・ロスの前記目標値を設定することは、前記複数の測定値の所定パーセンテー
ジよりも大きくなるように前記目標値を設定することを含み、前記所定パーセンテージは
７５％よりも大きいことを特徴とする請求項１０に記載の基地局。
【請求項１２】
　前記基地局は、前記基地局が前記基地局群の他の基地局を検出しないと、前記パス・ロ
スの前記目標値に所定の最小値を設定することを特徴とする請求項１０または１１に記載
の基地局。
【請求項１３】
　前記送信が受信されるべき前記信号強度の前記目標値を決定することは、
　前記基地局群外の少なくとも１つの基地局からの送信が前記基地局群内の少なくとも１
つの基地局によって受信される信号強度に基づいて前記目標値を設定することを含むこと
を特徴とする請求項１０乃至１２の何れか１項に記載の基地局。
【請求項１４】
　前記基地局または当該基地局の近隣基地局が、前記基地局群外の１以上の基地局から任
意の信号を検出することが可能な場合に、前記基地局は、
　前記基地局群外の基地局または各基地局からの送信が、前記基地局または当該基地局の
近隣基地局によって受信される平均信号強度を決定し、
　前記決定された平均信号強度に基づいて前記目標値を設定する、
ことを特徴とする請求項１３に記載の基地局。
【請求項１５】
　前記基地局または当該基地局の近隣基地局が前記基地局群外の２以上の基地局から任意
の信号を検出することが可能な場合に、前記基地局は、
　前記基地局群外の各基地局について、前記基地局群外の基地局からの送信が前記基地局
または当該基地局の近隣基地局によって受信される平均信号強度を決定し、
　送信が前記基地局群内の基地局によって最大平均信号強度で受信される前記基地局群外
の基地局を特定し、
　前記特定された基地局からの送信が前記基地局群内の基地局によって受信される信号強
度に基づいて前記目標値を設定する、
ことを特徴とする請求項１４に記載の基地局。
【請求項１６】
　前記基地局または当該基地局の近隣基地局が、前記基地局群外の基地局からの信号を検
出しない場合、前記基地局は、前記信号強度の前記目標値に所定の最小値を設定すること
を特徴とする請求項１３乃至１５の何れか１項に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記基地局はフェムトセルアクセスポイントを含み、前記基地局群はローカル・エリア
・ネットワークを通じて接続されたフェムトセルアクセスポイント群を含むことを特徴と
する請求項１０乃至１６の何れか１項に記載の基地局。
【請求項１８】
　前記基地局はフェムトセルアクセスポイントを含み、前記基地局群外の基地局または各
基地局はマクロレイヤ基地局を含むことを特徴とする請求項１３乃至１６の何れか１項に
記載の基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信網に関し、特に、セルラ基地局が独自のダウンリンク電力を設定で
きるようにする方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　特にセルラ通信ネットワークのユーザに対してサービスエリアを改善するという利点を
実現するために、建物内部にフェムトセルアクセスポイントを設置することは既知である
。登録ユーザデバイスがフェムトセルアクセスポイントのサービスエリア内にある場合、
ユーザデバイスは、そのアクセスポイントとの接続を確立でき、アクセスポイントからセ
ルラネットワークのコアネットワークへの接続は、例えば、既存のブロードバンドインタ
ーネット接続を介して確立される。ユーザがフェムトセルアクセスポイントのサービスエ
リア外に出た場合、セルラネットワークのマクロセル基地局へ接続がハンドオーバされて
もよい。
【０００３】
　そのようなフェムトセルアクセスポイントから成るネットワークを確立することも既知
である。
【０００４】
　全てのセルラ通信ネットワークに関連して起こる問題の１つは、所望のサービスエリア
全体で信号が受信されうることを保証するのに十分大きな電力で、各基地局が独自のダウ
ンリンク信号を送信する必要があることである。しかしながら、単に最大可能電力で信号
を送信することは非効率的であり、干渉を引き起こすリスクもある。例えば、ネットワー
クの複数の基地局間で共有されなければならない、ごく限定された数のスクランブルコー
ドが存在する。複数の基地局の全てが独自の最高可能電力で送信しているなら、ユーザ機
器は恐らく、同じスクランブルコードを使用して１以上の基地局から信号を検出すること
ができ、従ってそれらの基地局からの送信を区別することはできないだろう。
【０００５】
　フェムトセルアクセスポイントの場合、受容可能な効率および他の基地局との干渉レベ
ルも達成する一方、独自のサービスエリアにおいて適切な信号強度を保証することを試み
る方法で、各フェムトセルアクセスポイントは、独自のダウンリンク電力を設定すること
に責任を負っている。例えば単一の建物内あるいは比較的小さなエリア内に、フェムトセ
ルアクセスポイントのネットワークが存在する場合、所望のサービスエリア全体で受容可
能な信号品質となるように、各々は独自のダウンリンク電力を設定する必要がある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の第１の側面によれば、
　セルラ通信ネットワークの基地局からの送信のダウンリンク電力を設定する方法であっ
て、前記セルラ通信ネットワークは複数の基地局の群を含み、前記方法は、
　前記送信が受信されるべき信号強度の目標値を判定する工程と、
　前記群の複数の基地局間でのパス・ロスの測定値に基づいて、パス・ロス値の目標値を
判定する工程と、
　前記信号強度の前記目標値、および前記パス・ロス値の前記目標値に基づいて前記ダウ
ンリンク電力を算出する工程と、
　を備えることを特徴とする方法が提供される。
【０００７】
　このようにしてダウンリンク電力を設定することは、基地局からの信号が所望のサービ
ス・エリアにわたって満足のいくように受信されることが可能であるという効果を有する
。
【０００８】
　本発明の他の側面によれば、第１の側面の方法に従って動作する基地局および当該基地
局のネットワークが提供される。
【０００９】
　従って、いくつかの実施形態において、送信が受信可能であろう信号強度の目標値を設
定し、これと、送信が受信可能であろうエリアの縁でのパス・ロスの値とを組み合わせる
ことによって、基地局のダウンリンク電力が設定される。本発明の実施形態において、パ
ス・ロスの値は、基地局群の複数の基地局間でのパス・ロスの測定値に基づいて設定され
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る。この基準でダウンリンク電力を設定することは、基地局からの送信が、多くの場合近
くの基地局で受信可能であるだろうことを意味し、それによって、基地局のサービスエリ
ア間の良好なオーバーラップを保証する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明のより良好な理解のために、および本発明がどのようにして実施されてもよいか
を示すために、一例として、添付の図面への参照がなされるだろう。
【図１】図１は、セルラ通信ネットワークのサービスエリア内の建物を示す。
【図２】図２は、建物内の複数のフェムトセルアクセスポイントの配置を示す。
【図３】図３は、広範な通信ネットワークにおけるフェムトセルアクセスポイントの存在
を示す概略説明図。
【図４】図４は、本発明に従った第１の処理を説明するフローチャートである。
【図５】図５は、図４に示される処理の一部をより詳細に説明するフローチャートである
。
【図６】図６は、図４に示される処理のさらなる一部をより詳細に説明するフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、セルラ通信ネットワークのマクロセル基地局１２のサービスエリア内に位置す
る建物１０を示す。従って、建物１０の付近にある移動電話１４、ラップトップコンピュ
ータなどのユーザデバイスは、マクロセル基地局１２を介してセルラネットワークに接続
することによりセルラサービスを受けることができる。
【００１２】
　しかし、建物内のセルラサービスが不十分であるために、サービスを利用できなかった
り、あるいはユーザデバイスが高い送信電力で信号を送信せざるを得ず、その結果、バッ
テリの寿命が短くなってしまったりする場合もあることは既知である。
【００１３】
　従って、建物１０内にあるユーザデバイスが少なくともフェムトセルアクセスポイント
のうち１つを介してセルラネットワークへの接続を確立することによりセルラサービスを
受けられるようにするという目的で、フェムトセルアクセスポイントが配置されている。
【００１４】
　オフィスビル、教育施設又はショッピングモールのようにユーザの移動が起こると予測
される建物内におけるフェムトセルアクセスポイントの配置に関連して本発明を説明する
が、他の状況にも本発明を適用可能であることは明らかだろう。例えば本発明は、特に、
中にいるユーザが移動すると予測されるエリアが共有され且つ／又は管理されているよう
な場所における戸外でのフェムトセルアクセスポイントの配置にも同等に適用可能である
がそれに限定されない。
【００１５】
　図２は、建物１０の内部の１つの階１６を概略的に示す図である。この例では、建物１
０はオフィスビルであり、階１６全体を１つの企業が利用している。ある時点で階１６に
いると予測されるユーザの数に基づいて、適切な数のフェムトセルアクセスポイント１８
が配置される。図２に示される８つのフェムトセルアクセスポイントは、それぞれＡＰ１
～ＡＰ８と示される。
【００１６】
　フェムトセルアクセスポイント１８は適切な位置に配置される。例えば、建物に出入り
するユーザが可能な限り長い時間フェムトセルアクセスポイントの１つに接続された状態
を保てるように、その出入口あるいは各出入口に近接してフェムトセルアクセスポイント
を設けるのが適切だろう。更に、スペース内のあらゆるユーザがフェムトセルアクセスポ
イントのうち１つへの接続を確立できるように、フェムトセルアクセスポイントはスペー
ス全体に分散されるべきである。



(6) JP 5689883 B2 2015.3.25

10

20

30

40

50

【００１７】
　図３は、フェムトセルアクセスポイントのネットワーク接続を示す概略図である。詳細
には、１つの群を形成するフェムトセルアクセスポイント１８はすべて、ＬＡＮサーバ２
０を有するローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）に接続される。ＬＡＮサーバ２０は、
ワイドエリアネットワーク２２、特にインターネットなどのパブリックワイドエリアネッ
トワークにも接続する。フェムトセルアクセスポイント１８は、ワイドエリアネットワー
ク２２を介してセルラ通信ネットワークのコアネットワーク２４に接続可能である。コア
ネットワーク２４は、フェムトセルアクセスポイント１８の動作を監視し且つ必要に応じ
て制御する管理ノード２６を含む。
【００１８】
　本発明の一実施形態において、管理ノード２６は、フェムトセルアクセスポイント群に
含まれるすべてのフェムトセルアクセスポイントのＩＤと、ＵＴＲＡ絶対ＲＦチャネル番
号（ＵＡＲＦＣＮ）及びスクランブルコード（ＳＣ）、ロケーションエリアコード（ＬＡ
Ｃ）及びセルＩＤ、並びに初期電力レベルなどの主要なＲＦパラメータとを含むその群に
関する関連情報を群内のすべてのフェムトセルアクセスポイント１８に配信する。しかし
ながら、フェムトセルアクセスポイント群に含まれるフェムトセルアクセスポイントはピ
アツーピアで相互に直接通信可能であることにも留意されたい。
【００１９】
　従って、本発明は、３ＧＰＰによって設定された既存のセルラ標準に従って動作するア
クセスポイントの使用に関連して説明される。しかしながら、アクセスポイントまたは基
地局の初期のダウンリンク電力がその時利用可能な情報に基づいて設定されうる全ての既
存および将来のネットワークを使用するネットワークにおいて、同じ技術が使用されうる
ことが理解されるだろう。
【００２０】
　この実施形態では、フェムトセルアクセスポイントは、近隣フェムトセルアクセスポイ
ントのアイデンティティを捕捉するために他のフェムトセルアクセスポイントにより送信
される信号を検出できるダウンリンクモニタモードに入ってもよい。従って、各フェムト
セルアクセスポイントにより送信された検出済みＵＡＲＦＣＮ／ＳＣ及びＬＡＣ／セルＩ
Ｄを管理ノード２６から受信した情報と整合することにより、フェムトセルアクセスポイ
ント１８は、近隣フェムトセルアクセスポイントテーブルを自動的に事前設定できる。こ
の近隣フェムトセルアクセスポイントテーブルは、その後の局所移動の際のハンドオーバ
に利用されてもよい。従って、フェムトセルアクセスポイント群の中での移動は完全に支
援される。他のフェムトセルアクセスポイントとの間のセル再選択は、関連キャリア情報
及びスクランブルコード情報をそれぞれ同報通信することにより実現される。各フェムト
セルアクセスポイントは、近隣フェムトセルアクセスポイントのＩＤを含む完全なマップ
を有しており、従って特定のフェムトセルアクセスポイントを明確に指示するハンドオー
バコマンドを送信できるので、１つのフェムトセルアクセスポイントから別のフェムトセ
ルアクセスポイントへのハンドオーバを実現できる。回線交換（ＣＳ）通話移動、パケッ
ト交換（ＰＳ）通話移動及び多重無線アクセスベアラ（マルチＲＡＢ）通話移動、並びに
フェムトセルアクセスポイント間の周波数内ハンドオーバ及び周波数間ハンドオーバに対
して完全な支援が実行される。
【００２１】
　更に、各フェムトセルアクセスポイントは、接続されているユーザ機器から定期測定値
レポートを受信する。この測定値レポートは、周波数内近隣フェムトセルアクセスポイン
トの信号強度を示す。また、各フェムトセルアクセスポイントは、そのフェムトセルアク
セスポイントに接続され且つ圧縮モードで動作しているユーザ機器へ、周波数間近隣フェ
ムトセルアクセスポイントの定期測定値を提供することを要求する測定値制御メッセージ
を送信する。
【００２２】
　更に、各フェムトセルアクセスポイントは、フェムトセルアクセスポイントが接続され
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ているローカル・エリア・ネットワークによって他のフェムトセルアクセスポイントと通
信することが可能である。
【００２３】
　図４は、フェムトセルアクセスポイントのダウンリンク電力レベルを設定する場合にフ
ェムトセルアクセスポイントで実行される手順を一般的な用語で示すフローチャートであ
る。この手順は、フェムトセルアクセスポイントが起動されるたびに実行されるのが好ま
しい。その後、異なる結果が発生しそうな場合、その都度、この手順が再実行されてもよ
い。例えば、フェムトセルアクセスポイントが新たな近隣フェムトセルアクセスポイント
からの信号を検出した場合、設定されたダウンリンク電力がまだ最適であるか否かを検査
するために、この手順が再実行されてもよい。
【００２４】
　アップリンク電力を設定する手順は、本発明の理解には関連しておらず、ここではさら
に説明されない。
【００２５】
　サービスエリア全体を通じてユーザ機器の連続的サービスを保証し、１つのアクセスポ
イントが別のアクセスポイントへの１以上の呼（call）をオフロードしてシステムの全ユ
ーザキャパシティを改善するのを可能にするために、企業内のフェムトセルアクセスポイ
ントのネットワークは、図２および図３に示されるように、アクセスポイントから十分な
品質のサービスを有する高いパーセントのサービスエリア全体で、サービスの穴が無くオ
ーバーラップしているアクセスポイントのサービスエリアに依存している。電力設定は、
最大データスループットを保証するためにサービスエリア全体での信号品質を最大化する
。マクロレイヤによって使用されるキャリアに配置される場合、フェムトセルアクセスポ
イントは、周囲のマクロネットワークとの干渉を最小化することを目標とするだろう。
【００２６】
　図４において、処理はステップ４０で開始し、フェムトセルアクセスポイントは、マス
タ関係テーブル（ＭＲＴ）の形式で情報を受信し、フェムトセルアクセスポイント自身の
ダウンリンクモニタモード（ＤＬＭＭ）で取得される情報も受信する。ＤＬＭＭにおいて
、フェムトセルアクセスポイントは、他の基地局によって送信される信号を検出すること
が可能であり、そして信号を検出することが可能な各セルのアイデンティティ、およびそ
のようなセルによって使用される送信電力等の追加情報、を取得することが可能である。
【００２７】
　さらに、フェムトセルアクセスポイントは、現在のマスタ関係テーブル（ＭＲＴ）に含
まれるデータに着目する。
【００２８】
　マスタ関係テーブルは、群内の各フェムトセルアクセスポイントについての以下の情報
を含んでいる。すなわち、フェムトセルアクセスポイントの固有セルＩＤ；フェムトセル
アクセスポイントの群ＩＤ；フェムトセルアクセスポイントにより選択される周波数およ
び一次スクランブルコード；フェムトセルアクセスポイントによって検出される他のフェ
ムトセルアクセスポイントおよびマクロレイヤノードＢのセルＩＤ、一次スクランブルコ
ード、ＵＡＲＦＣＮ、ＣＰＩＣＨ Ｔｘ電力調整およびＣＰＩＣＨ Ｔｘ電力；最も強く検
出されたセル情報。
【００２９】
　フェムトセルアクセスポイントに最初に電源が入ると、フェムトセルアクセスポイント
は、自身がネットワークの一部であることを示すためのメッセージをブロードキャストす
る。その場合、任意のフェムトセルアクセスポイントは、フェムトセルアクセスポイント
が独自の自動設定を開始するように、ＭＲＴのコピーをフェムトセルアクセスポイントに
送信する。
【００３０】
　新しいフェムトセルアクセスポイントは、（クリエイションタイムスタンプとして既知
である）特定のタイムスタンプと共にＭＲＴに常に追加される。フェムトセルアクセスポ
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イントの優先度は、以下に説明されるように、場合によってはタイムスタンプ値によって
決定される。
【００３１】
　フェムトセルアクセスポイントが独自の設定を変更する（新周波数および／またはスク
ランブルコードを選択する、または、モビリティテーブルを更新する、の何れか）と、こ
れらの変更と共にローカルエリアネットワークにＭＲＴを再度ブロードキャストする。さ
らに、管理システムは、フェムトセルアクセスポイントを、それらが非アクティブにみえ
るならＭＲＴから除外してもよい。
【００３２】
　ステップ４２において、フェムトセルアクセスポイントは、自身が提供しているセルの
縁での希望波受信電力（ＲＳＣＰ）の目標値を算出する。この算出は以下でより詳細に説
明される。
【００３３】
　ステップ４４において、フェムトセルアクセスポイントは、セルの同じ縁に対するサー
ビス・パス・ロスの目標値を算出する。同様に、この算出は以下でより詳細に説明される
。
【００３４】
　ある地点における信号強度は、信号が送信された電力および送信機とその地点との間の
パス・ロスによって判定される。それ故、送信電力の所望の値は、（ａ）ある地点で信号
が受信されることを目的とする強度と、（ｂ）送信機とその地点との間のパス・ロスと、
を組み合わせることによって取得されうる。従って、ステップ４６において、フェムトセ
ルアクセスポイントは、ステップ４２および４４で取得された結果と、ダウンリンク電力
の目標値を取得するためのいくつかの追加情報とを組み合わせる。
【００３５】
　具体的には、ダウンリンク電力の目標値（目標ＤＬ電力）は、以下のように算出される
。
【００３６】
　目標ＤＬ電力　＝　目標ＡＰ ＲＳＣＰ
　　　　　　＋目標サービス・パス・ロス
　　　　　　＋ローディング・マージン
　　　　　　＋１０＊ｌｏｇ（ＣＰＩＣＨに割り当てられる％電力）
　ここで、
　目標ＡＰ ＲＳＣＰはステップ４２で算出されたＲＳＣＰの目標値である。
【００３７】
　目標サービス・パス・ロスは、ステップ４４で算出されたサービス・パス・ロスの目標
値である。
【００３８】
　ローディング・マージンは、管理ノード２６において設定され、フェムトセルアクセス
ポイントへ通知されるパラメータである。パラメータ値は、１ｄＢの分解能および０ｄＢ
のデフォルト値で、－５ｄＢから５ｄＢの範囲であってもよい。これは、所望の信号強度
が達成されることを保証するためのマージンを提供する。
【００３９】
　ＣＰＩＣＨに割り当てられる％電力は、管理ノード２６で設定され、フェムトセルアク
セスポイントに通知されるパラメータである。これは、ＲＳＣＰ測定がＣＰＩＣＨに関し
て行われるという事実を反映するが、全送信電力は、ＣＰＩＣＨおよび他のチャネルで送
信される信号を考慮に入れている。
【００４０】
　従って、ダウンリンク電力の目標値は、目標パス・ロスおよび他のシステムパラメータ
を所与として、フェムトセルアクセスポイントがセルの縁において目標ＲＳＣＰを達成す
るように決定される。
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【００４１】
　ステップ４８において、ステップ４６で算出された目標値に基づいて、ダウンリンク電
力について実際に設定される値が決定される。具体的には、ダウンリンク電力の目標値は
（管理システムによってフェムトセルアクセスポイントへ通知されるパラメータに設定さ
れている）最小許可ダウンリンク電力と比較され、これら２つの値の高い方が（管理シス
テムによってフェムトセルアクセスポイントへ通知される別のパラメータに設定されてい
る）最大許可ダウンリンク電力と比較され、実際のダウンリンク電力はこの第２の比較に
おける２つの値の低い方とされる。従って、ダウンリンク電力の目標値が最大許可電力値
と最小許可電力値との間であるという条件で、この目標値は実際の電力値として設定され
る。もしダウンリンク電力の目標値最大許可電力以上または最小許可電力以下であるなら
、これらの閾値のうち適切な値が実際の電力値として設定される。
【００４２】
　管理システムは、マクロレイヤ基地局により使用中のキャリアでの動作のための、およ
びマクロレイヤ基地局により使用中でないキャリアでの動作のための、種々の電力範囲パ
ラメータを特定することができ、マクロレイヤ基地局により使用中のキャリアでフェムト
セルアクセスポイントが動作しているか否かに基づいて、フェムトセルアクセスポイント
は独自のダウンリンク電力を設定することが留意されるべきである。
【００４３】
　ダウンリンク電力が算出されて適用されているとき、当該算出は、ステップ５０で示さ
れるように、任意のデータがアップデートされた場合に再び行われうる。例えば、新しい
フェムトセルアクセスポイントが企業（エンタープライズ）ネットワークに追加されると
、またはフェムトセルアクセスポイントがそのネットワークから除外されると、またはフ
ェムトセルアクセスポイントが別のフェムトセルアクセスポイントから最初に信号を検出
すると、その手順は再び実行され得、アップデートされたＭＲＴは、別のフェムトセルア
クセスポイントが第１のフェムトセルアクセスポイントから最初に信号を検出したことを
示す。
【００４４】
　図５は、フェムトセルアクセスポイントの目標ＲＳＣＰを算出するステップをより詳細
に説明するフローチャートである。
【００４５】
　ステップ６０において、フェムトセルアクセスポイントは、最新のＭＲＴに受信された
データ、およびセルラネットワークにおいて他の基地局から送信された信号を監視するこ
とによってフェムトセルアクセスポイントが受信した情報、に着目する。
【００４６】
　処理は、群内の他のフェムトセルアクセスポイントの接近を近隣フェムトセルアクセス
ポイントとして評価するために、群内の他のフェムトセルアクセスポイントを分類するこ
とを含む。ステップ６０で受信された情報に基づいて、フェムトセルアクセスポイントは
群内の他のフェムトセルアクセスポイントを複数の段（tier）に分けることが可能である
。近隣フェムトセルアクセスポイント（またはマクロレイヤ近隣フェムトセルアクセスポ
イント）の段は、フェムトセルアクセスポイントが近隣フェムトセルアクセスポイントを
知覚したステップの数を示す。
【００４７】
　従って、段１の近隣フェムトセルアクセスポイントは、フェムトセルアクセスポイント
が独自のダウンリンクモニタモードで検出したものであってもよい。あるいは、その近隣
フェムトセルアクセスポイントは独自のダウンリンクモニタモードで第１のフェムトセル
アクセスポイントを検出していてもよく、第１のフェムトセルアクセスポイントはマスタ
関係テーブルを通じてこのことを知覚していてもよく、その関係をやり取り（reciprocat
e）していてもよい。
【００４８】
　段２の近隣フェムトセルアクセスポイントは、フェムトセルアクセスポイントが段１の
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近隣フェムトセルアクセスポイントを通じて知覚したものである。段２の近隣フェムトセ
ルアクセスポイントの知識は、段１のフェムトセルアクセスポイントのＳＩＢ（システム
・インフォメーション・ブロック）１１から、またはマクロレイヤネイバーから取得され
てもよい。あるいは、段２の近隣フェムトセルアクセスポイントの知識は、段１の近隣フ
ェムトセルアクセスポイントのマスタ関係テーブルのエントリを参照することによって取
得されてもよい。
【００４９】
　段３の近隣フェムトセルアクセスポイントは、段２の近隣フェムトセルアクセスポイン
トのマスタ関係テーブルのエントリを参照することによってフェムトセルアクセスポイン
トが知覚したものである。ネットワークのサイズに依存して、より下位の段の近隣フェム
トセルアクセスポイントが存在してもよく、フェムトセルアクセスポイントが前の段にお
ける近隣フェムトセルアクセスポイントのマスタ関係テーブルのエントリを参照すること
を通じて、フェムトセルアクセスポイントは当該より下位の段の近隣フェムトセルアクセ
スポイントを知覚する。
【００５０】
　ステップ６２において、フェムトセルアクセスポイントは、フェムトセルアクセスポイ
ントが動作しているキャリアに関連しない全ての情報を、受信されたデータから除去する
。
【００５１】
　ステップ６４において、フェムトセルアクセスポイントは、自身が動作しているキャリ
アがマクロレイヤキャリアとみなされるべきかどうかを判定する。以下の１つ以上に当て
はまるなら、アクセスポイントはマクロキャリアで動作していると考えられる。
【００５２】
　アクセスポイントが、独自のダウンリンクモニタモードで動作しているときに独自のキ
ャリア周波数でマクロレイヤ基地局の一次スクランブルコード（ＰＳＣ）を検出すること
が可能であるか、
　あるいはアクセスポイントが、独自のダウンリンクモニタモードで動作しているときに
検出した異なるキャリア周波数に関するマクロレイヤ基地局のシステム・インフォメーシ
ョン・ブロック（ＳＩＢ）１１から、独自のキャリア周波数に関する１以上のマクロレイ
ヤ基地局の一次スクランブルコード（ＰＳＣ）を抽出するか、
　あるいはアクセスポイントが、独自のキャリア周波数または独自のダウンリンクモニタ
モードで動作しているときに検出した異なるキャリア周波数の何れかに関する別のフェム
トセルアクセスポイントのシステム・インフォメーション・ブロック（ＳＩＢ）１１から
、独自のキャリア周波数に関する１以上のマクロレイヤ基地局の一次スクランブルコード
（ＰＳＣ）を抽出するか、
　あるいはＭＲＴが、第１のフェムトセルアクセスポイントが動作しているキャリア周波
数に関する１以上のマクロレイヤ基地局の一次スクランブルコード（ＰＳＣ）のエントリ
を含んでいる。
【００５３】
　フェムトセルアクセスポイントが動作しているキャリア周波数がマクロレイヤキャリア
ではないと判定された場合、処理はステップ６６へ進み、フェムトセルアクセスポイント
の目標ＲＳＣＰが、管理システムによって設定された最小ＲＳＣＰである所定レベルに設
定される。このパラメータ値は、－５０ｄＢｍから－１２０ｄＢｍまでの範囲で１ｄＢの
分解能で設定されてもよい。デフォルト値は－１００ｄＢｍであってもよい。
【００５４】
　フェムトセルアクセスポイントが動作しているキャリア周波数がマクロレイヤキャリア
であるとステップ６４において判定された場合、処理はステップ６８へ進み、キャリアが
マクロレイヤキャリアであると判定された方法が考慮される。
【００５５】
　ステップ６８において、独自のダウンリンクモニタモードでフェムトセルアクセスポイ
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ントによって受信された情報に基づいて、あるいは、段１の近接物から受信された情報に
基づいてキャリアがマクロレイヤキャリアであるかどうかが判定される。もしそうである
なら、処理はステップ７０へ進む。
【００５６】
　ステップ７０において、フェムトセルアクセスポイントは、当該フェムトセルアクセス
ポイントによってあるいは段１の近隣フェムトセルアクセスポイントの１つによって検出
されうる一次スクランブルコードの各々について、平均ＲＳＣＰを算出する。従って、各
ＰＳＣについて、算出を実行するフェムトセルアクセスポイントでなされる、および／ま
たは、そのフェムトセルアクセスポイントの近隣フェムトセルアクセスポイントから報告
される、複数のＲＳＣＰ測定値があってもよく、平均ＲＳＣＰはこれらのＲＳＣＰ測定値
の平均である。この算出を実行するとき、フェムトセルアクセスポイントは、フェムトセ
ルアクセスポイント自身によって、および段１の近隣フェムトセルアクセスポイントによ
ってなされる測定のみを使用する。また、平均ＲＳＣＰを算出するとき、線形平均が使用
される。すなわち、ｄＢ値は、線形値へ変換され、次に平均化され、最後にｄＢへ変換さ
れて戻される。
【００５７】
　ステップ７２において、フェムトセルアクセスポイントは、ステップ７０で取得された
平均ＲＳＣＰを考慮し、それらの最大値をとる。この最大平均値が上述した所定の最小Ｒ
ＳＣＰレベルよりも大きいなら、この最大平均値が目標ＲＳＣＰとして設定される。これ
により、フェムトセルアクセスポイントからの送信は、一般に、周囲のマクロレイヤセル
からの信号よりも少なくともいくらか高い信号レベルで受信されるだろうという効果を有
する。最大平均値が所定の最小ＲＳＣＰレベルよりも大きくないなら、所定の最小ＲＳＣ
Ｐレベルが目標ＲＳＣＰとして設定される。
【００５８】
　フェムトセルアクセスポイントによって独自のダウンリンクモニタモードで受信された
情報に基づいて、あるいは、段１の近隣フェムトセルアクセスポイントから受信された情
報に基づいて、キャリアがマクロレイヤキャリアであると決定されなかったとステップ６
８において判定されたなら（すなわち、より高位の段の近隣フェムトセルアクセスポイン
トによって測定された情報、あるいはＭＲＴからの情報に基づいてマクロレイヤキャリア
であると判定されたなら）、処理はステップ７４へ進む。
【００５９】
　ステップ７４において、段２（あるいはより高位の）近隣フェムトセルアクセスポイン
トによる測定に基づいて、キャリアがマクロレイヤキャリアであると決定されたかどうか
判定される。そうでなかった（すなわち、ＭＲＴに含まれる情報に基づいてマクロレイヤ
キャリアであると判定された）なら、処理はステップ６６へ進み、フェムトセルアクセス
ポイントの目標ＲＳＣＰは、上述したように、管理システムによって設定される最小ＲＳ
ＣＰに設定される。
【００６０】
　段２（あるいはより高位の、すなわち段１）の近隣フェムトセルアクセスポイントによ
る測定に基づいてキャリアがマクロレイヤキャリアであると判定されたとステップ７４に
おいて判定されるなら、処理はステップ７６へ進む。
【００６１】
　ステップ７６において、フェムトセルアクセスポイントあるいはその段２（あるいはよ
り高位の段）の近隣フェムトセルアクセスポイントの何れかによって検出されうる一次ス
クランブルコードの各々について、フェムトセルアクセスポイントは平均ＲＳＣＰを算出
する。従って、各ＰＳＣについて、算出を実行するフェムトセルアクセスポイントでなさ
れる、および／または、そのフェムトセルアクセスポイントの近隣フェムトセルアクセス
ポイントから報告される、複数のＲＳＣＰ測定値があってもよく、平均ＲＳＣＰはこれら
のＲＳＣＰ測定値の平均である。この算出を実行するとき、フェムトセルアクセスポイン
トは、自身および段２（あるいはより高位の段）の近隣フェムトセルアクセスポイントに
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よってなされる測定のみを使用する。既に述べたように、平均ＲＳＣＰを算出するとき、
線形平均が使用される。すなわち、ｄＢ値は線形値へ変換され、次に平均化され、最後に
ｄＢへ変換されて戻される。
【００６２】
　ステップ７８において、フェムトセルアクセスポイントは、ステップ７６で取得された
複数の平均ＲＳＣＰ値を考慮し、それらの最大値をとる。この最大平均値が上述した所定
の最小ＲＳＣＰレベルより大きいなら、この最大平均値が目標ＲＳＣＰとして設定される
。最大平均値が所定の最小ＲＳＣＰレベルより大きくないなら、所定の最小ＲＳＣＰレベ
ルが目標ＲＳＣＰとして設定される。
【００６３】
　図６は、図４のステップ４４に示されるように、フェムトセルアクセスポイントにおい
て、そのデバイスと他のフェムトセルアクセスポイントとの間の目標サービス・パス・ロ
スを算出するステップをより詳細に説明するフローチャートである。
【００６４】
　ステップ９０において、フェムトセルアクセスポイントは、最新のＭＲＴにおいて受信
されたデータ、および、セルラネットワークにおける他の基地局から送信される信号を監
視することによってフェムトセルアクセスポイントが受信した情報、に着目する。
【００６５】
　ステップ９２において、フェムトセルアクセスポイントは、関連企業によって管理され
る群内の任意の他のフェムトセルアクセスポイントがあるかどうか判定する。ＭＲＴから
、および管理ノード２８から中継される他の情報から、同じ郡内に動作中の任意の他のフ
ェムトセルアクセスポイントが存在するかどうかが推定されうる。
【００６６】
　同じ郡内で動作中の他のフェムトセルアクセスポイントがないとステップ９２において
判定されたなら、処理はステップ９４へ進み、目標サービス・パス・ロスは、最小パス・
ロス値としての機能を果たし、管理システムによって設定される所定値に設定される。
【００６７】
　同じ郡内で動作中の他のフェムトセルアクセスポイントが少なくとも１つあるとステッ
プ９２において判定されたなら、処理はステップ９６へ進み、フェムトセルアクセスポイ
ント自身が、任意の近隣フェムトセルアクセスポイントからの信号を検出したかどうかが
判定される。検出していないなら、処理はステップ９８へ進む。
【００６８】
　ステップ９８において、第１のフェムトセルアクセスポイント自身の任意の近隣フェム
トセルアクセスポイントが第１のフェムトセルアクセスポイントからの信号を検出したか
どうかが、ＭＲＴから判定される。手順を実行するアクセスポイントを近隣フェムトセル
アクセスポイントが検出していないなら、処理はステップ１００へ進み、再び目標サービ
ス・パス・ロスは所定の最小パス・ロス値に設定される。
【００６９】
　第１のフェムトセルアクセスポイント自身の近隣フェムトセルアクセスポイントが、第
１のフェムトセルアクセスポイントからの信号を検出したとステップ９８において判定さ
れたなら、処理はステップ１０２へ進み、第１のフェムトセルアクセスポイントが近隣フ
ェムトセルアクセスポイントからの信号を検出したとステップ９６において判定されたな
ら、処理はステップ１０４へ進む。
【００７０】
　従って、アクティブなフェムトセルアクセスポイントの数が、ある密度に到達したとき
に、具体的には、手順を実行するフェムトセルアクセスポイントが群内の少なくとも１つ
の他のフェムトセルアクセスポイントに比較的近接しているときに、ステップ１０２およ
び１０４に至る。
【００７１】
　両方のステップ１０２および１０４において、目標サービス・パス・ロスは、ステップ
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９４および１００で設定される最小値よりも高い値に設定される。具体的には、ステップ
１０２および１０４において、フェムトセルアクセスポイントは、企業グループにわたる
フェムトセルアクセスポイントの全ての段１の近隣フェムトセルアクセスポイントペアの
間のパス・ロスを判定する。何れの場合にも、各フェムトセルアクセスポイントから送信
される信号の電力は、ＭＲＴに現れるので、算出を実行するフェムトセルアクセスポイン
トにとって既知である。各フェムトセルアクセスポイントは、その段１の近隣フェムトセ
ルアクセスポイントから送信される信号を検出するＲＳＣＰを判定することもできる。こ
の情報は、ＭＲＴを介して他のフェムトセルアクセスポイントへ配信される。これに基づ
いて、算出を実行するフェムトセルアクセスポイントは、企業グループ全体にわたる段１
の近隣フェムトセルアクセスポイントのペア間のパス・ロスを判定することが可能である
。
【００７２】
　算出を実行するフェムトセルアクセスポイントは、これらのパス・ロスを順位付けする
ことが可能であり、この実施形態において、パス・ロスの９５番目の百分順位と等しい値
（すなわち、値の９５％が下回る値）を選択し、この選択された値と等しくなるように目
標サービス・パス・ロスを設定する。この実施形態では９５番目の百分順位と等しい値が
選択されるが、これは、管理システムによって設定されうるパラメータに基づいており、
それゆえ８０番目、９０番目、９８番目あるいは任意の他の百分順位と等しい値が選択さ
れるように要求しうることが理解されるだろう。しかしながら、フェムトセルアクセスポ
イントのサービス・エリア間の良好なオーバーラップを保証するのに十分高いダウンリン
ク電力が設定されることを確実にするために、算出されたパス・ロス値の大多数よりも高
く、例えば算出されたパス・ロス値の少なくとも７５％よりも高く設定されるべきである
。
【００７３】
　従って、フェムトセルアクセスポイントは、ネットワークに存在すると認められる実際
のパス・ロス値に基づく送信についてパス・ロスの推定値を設定する（フェムトセルアク
セスポイントはこの推定値を、存在すると認められる実際のパス・ロス値の大多数よりも
高く設定する）。それ故、（例えば、群内の複数のフェムトセルアクセスポイントがいく
らか広範に間隔を空けられているので、あるいは、信号強度を低減する多数の壁を含む空
間を通じて複数のフェムトセルアクセスポイントが分布されるので）例えば比較的高いパ
ス・ロスが存在すると認められる場合、目標パス・ロス値は比較的高く設定されるだろう
し、各新しいフェムトセルアクセスポイントは独自の初期ダウンリンク電力を比較的高い
値に設定するだろう。
【００７４】
　従って、ネットワークに存在する条件に基づいて各フェムトセルアクセスポイントが独
自のダウンリンク電力を設定することが可能なシステムが開示され、不必要な干渉を引き
起こすことなく、達成されるべき良好なサービスが可能になる。
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