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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マクロセル基地局（２２）が、前記マクロセル基地局（２２）のカバレッジ・エリア内
に位置するワイヤレス通信用のフェムトセル基地局（３０）を、休眠モードとアクティブ
・モードの間で切り替える方法であって、
　前記フェムトセル基地局と接続することを許可されたユーザ端末（３４）が、前記フェ
ムトセル基地局のカバレッジ・エリア内にあるかどうかを決定するステップと、
　前記決定に応じて、前記フェムトセル基地局に対して、前記フェムトセル基地局がモー
ドを切り替えるためのコマンドを送信するステップとを含み、
　前記マクロセル基地局（２２）が、前記決定を実行し、前記コマンドを無線上で前記フ
ェムトセル基地局（３０）に対して送信し、前記コマンドは、前記マクロセル基地局（２
２）のパイロット・チャネルの上で送信されるページング・メッセージである、方法。
【請求項２】
　前記休眠モードにおいては、前記フェムトセル基地局は、パイロット信号伝送を行わず
、前記アクティブ・モードにおいては、前記フェムトセル基地局は、パイロット信号伝送
を行う、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記フェムトセル基地局（３０）は、前記休眠モードにある間、前記コマンドを受信す
るように構成された無線レシーバ（５１）を備える、請求項１または請求項２に記載の方
法。
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【請求項４】
　前記マクロセル基地局は、前記ユーザ端末が、前記フェムトセル基地局のカバレッジ・
エリア内にあることを決定し、前記コマンド（図５：ｅ）は、前記フェムトセル基地局が
アクティブ・モードに切り替わるためのものである、請求項１乃至３のいずれか１項に記
載の方法。
【請求項５】
　引き続いて前記マクロセル基地局は、前記ユーザ端末が、前記フェムトセル基地局のカ
バレッジ・エリア内にないことを決定し、前記マクロセル基地局は、無線上でさらなるコ
マンド（図５：ｈ）を前記フェムトセルに対して送信し、前記さらなるコマンドは、前記
フェムトセル基地局が休眠モードに切り替わるためのものである、請求項４に記載の方法
。
【請求項６】
　前記マクロセル基地局（２２）は、前記ユーザ端末が、前記フェムトセル基地局のカバ
レッジ・エリア内にないことを決定し、また前記コマンドは、前記フェムトセル基地局が
休眠モードに切り替わるためのものである、請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項７】
　前記ユーザ端末が、許可されるかどうかの前記決定は、前記フェムトセルを使用するこ
とが許可されたユーザ端末の識別情報のリストを検査することによる、請求項１乃至６の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記リストは、通信ネットワークにおいて前記マクロセル基地局（２２）に接続された
コア・ネットワーク（２５３）によって提供され、前記マクロセル基地局（２２）のメモ
リ（２３）に記憶される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ネットワーク要素のカバレッジ・エリア内に位置するフェムトセル基地局を、休眠モー
ドとアクティブ・モードの間で切り替えるように構成されたワイヤレス通信用のネットワ
ーク要素であって、
　前記ネットワーク要素は、前記フェムトセル基地局と接続することを許可されたユーザ
端末（３４）が、前記フェムトセル基地局のカバレッジ・エリア内にあるかどうかを決定
するように構成され、
　前記ネットワーク要素は、前記決定に応じて、前記フェムトセル基地局がモードを切り
替えるためのコマンドを送信するように構成される、ネットワーク要素において、
　前記ネットワーク要素は、無線上で前記フェムトセル基地局（３０）に対して前記コマ
ンドを送信するように構成されたマクロセル基地局（２２）であり、前記コマンドは、前
記マクロセル基地局（２２）のパイロット・チャネルの上で送信されるページング・メッ
セージであることを特徴とするネットワーク要素。
【請求項１０】
　使用中に、前記ユーザ端末が前記フェムトセル基地局のカバレッジ・エリア内にあるこ
とを決定し、前記コマンド（図５：ｅ）は、前記フェムトセル基地局がアクティブ・モー
ドに切り替わるためのものである、請求項９に記載のネットワーク要素。
【請求項１１】
　使用中に、引き続いて前記マクロセル基地局は、前記ユーザ端末が前記フェムトセル基
地局のカバレッジ・エリア内にないことを決定し、前記マクロセル基地局は、無線上でさ
らなるコマンドを前記フェムトセルに対して送信し、前記さらなるコマンド（図５：ｈ）
は、前記フェムトセル基地局が休眠モードに切り替わるためのものである、請求項１０に
記載のネットワーク要素。
【請求項１２】
　使用中に、前記マクロセル基地局は、前記ユーザ端末が前記フェムトセル基地局のカバ
レッジ・エリア内にないことを決定し、前記コマンドは、前記フェムトセル基地局が休眠
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モードに切り替わるためのものである、請求項９または請求項１０に記載のネットワーク
要素。
【請求項１３】
　使用中に、前記ユーザ端末が許可されるかどうかの前記決定は、前記フェムトセルを使
用することを許可されたユーザ端末の識別情報のリストを検査することによる、請求項９
乃至１２のいずれか１項に記載のネットワーク要素。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のネットワーク要素と、前記マクロセル基地局（２２）に接続された
コア・ネットワーク（２５３）とを備え、使用中に、前記リストは、コア・ネットワーク
によって提供され、前記マクロセル基地局のメモリ（２３）に記憶される、ワイヤレス通
信ネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信に関し、詳細には、ワイヤレス通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス通信システムがよく知られている。多数のそのようなシステムは、複数のセ
ルとして知られている、ひとまとまりの無線カバレッジ・エリアによって無線カバレッジ
が提供されるという点において、セルラー方式である。無線カバレッジを提供する基地局
は、各セルの中に位置している。従来の基地局は、比較的大きな地理的地域においてカバ
レッジを提供し、また対応するセルは、多くの場合にマクロセルと称される。
【０００３】
　マクロセル内に、より小さなサイズの複数のセルを確立することが可能である。マクロ
セルよりも小さなセルは、小型セル、マイクロセル、ピコセル、またはフェムトセルと称
されることがあるが、マクロセルよりも小さなセルの場合には、一般にフェムトセルとい
う用語が使用される。フェムトセルを確立する１つのやり方は、マクロセルのカバレッジ
・エリア内の比較的限られた範囲内で動作するフェムトセル基地局を提供することである
。フェムトセル基地局の使用の一例は、建物の内部でワイヤレス通信カバレッジを提供す
ることである。
【０００４】
　フェムトセル基地局は、比較的低い送信電力のものであり、それゆえに各フェムトセル
は、マクロセルに比べて小型のカバレッジ・エリアのものである。典型的なカバレッジ範
囲は、数十メートルである。
【０００５】
　フェムトセル基地局は、例えばマクロセル・ネットワークのコア・ネットワークに接続
するためにフェムト基地局がそれ自体を既存のマクロセル・ネットワーク内に統合できる
、ユーザによるプラグ・アンド・プレイ展開をサポートするための自動構成特性を有する
。
【０００６】
　フェムトセル基地局は、主として、特定の家またはオフィスに属するユーザを対象とし
ている。フェムトセル基地局は、個人用アクセス手段、または公共アクセス手段とするこ
とができる。個人用アクセス手段であるフェムトセル基地局においては、アクセスは、登
録されたユーザだけに、例えば、家族のメンバーまたは従業員の特定のグループだけに制
限される。公共アクセス手段であるフェムトセル基地局においては、他のユーザもまた、
登録されたユーザが受け取るサービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を
保護するある種の制約の下、フェムトセル基地局を使用することもできる。
【０００７】
　１つの知られているタイプのフェムトセル基地局は、「バックホール（ｂａｃｋｈａｕ
ｌ）」として、すなわちコア・ネットワークに接続するためにブロードバンド・インター
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ネット・プロトコル接続を使用している。１つのタイプのブロードバンド・インターネッ
ト・プロトコル接続は、デジタル加入者回線（ＤＳＬ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）である。ＤＳＬは、フェムトセル基地局のＤＳＬトランスミッタ・レ
シーバ（「トランシーバ」）をコア・ネットワークに接続する。ＤＳＬにより、フェムト
セル基地局を経由して提供される音声通話サービスおよび他のサービスをサポートするこ
とが可能になる。フェムトセル基地局は、無線通信用のアンテナに接続された無線周波数
（ＲＦ：ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）トランシーバも含んでいる。そのような有線
のブロードバンド・バックホールに対する代替案は、ワイヤレス・バックホールを有する
ことである。
【０００８】
　フェムトセル基地局は、フェムトと称されることがある。
【０００９】
　消費電力を低減させるために、省電力モードが、フェムト内を含めて基地局内に導入さ
れてきている。省電力モードにおいては、様々なハードウェア・コンポーネントが、スイ
ッチをオフにされる。次いで、基地局は、無線送信を行わず、その結果、ユーザ端末によ
って検出不可能となる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　添付の独立請求項を参照されたい。いくつかの好ましい特徴が、従属請求項に提示され
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一例は、ワイヤレス通信用のフェムトセル基地局を休眠モードとアクティブ・
モードの間で切り替える方法である。フェムトセル基地局は、マクロセル基地局のカバレ
ッジ・エリア内に位置する。マクロセル基地局は、フェムトセル基地局と接続することを
許可されたユーザ端末が、フェムトセル基地局のカバレッジ・エリア内にあるかどうかを
決定し、前記決定に応じて、マクロセル基地局は、無線でフェムトセル基地局に対して、
フェムトセル基地局がモードを切り替えるためのコマンドを送信する。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態は、オーバー・ザ・エア無線伝送を使用して、フェムトセル
基地局のアンダーレイ・マクロセル基地局によりフェムトセル基地局のウェイク・アップ
を可能にする技法を提供している。その伝送は、休眠モードにあるときでさえ、フェムト
セル基地局によって検出されるマクロセルのパイロット・チャネルの上でブロードキャス
トされることが好ましい。その伝送は、ユーザ端末が使用することを許可されるフェムト
セル基地局に対するページング・メッセージとすることができる。フェムトセル基地局は
、ユーザ端末のカバレッジを提供することを期待して、休眠モードを出ることによって応
答する。
【００１３】
　好ましい実施形態においては、ユーザ端末がマクロセルを離れるときに、マクロセル基
地局は、オーバー・ザ・エア無線伝送によってフェムトセル基地局に通知し、そのように
して、フェムトセル基地局は、休眠モードに戻る。
【００１４】
　好ましい実施形態により、マクロセルは、必要性に応じてフェムトセルの電力を上げ、
また通信コア・ネットワークが関与する必要がないので、分散制御を行うことができ、そ
の結果、制御シグナリングが減少する。
【００１５】
　本発明の実施形態について、次に、例を挙げながら、図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】知られているフェムト・ウェイク・アップ・プロシージャ（先行技術）を示す図
である。
【図２】本発明の第１の実施形態によるワイヤレス通信ネットワークを示す図である。
【図３】図１に示される１つのマクロセル内のフェムトセル基地局展開例を示す図である
。
【図４】フェムトセル基地局例をより詳細に示す図である。
【図５】フェムトセル基地局が位置しているカバレッジ・エリア内のマクロセル基地局か
らの無線の制御メッセージングによりフェムトセル基地局モードを制御することを示すメ
ッセージ・シーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　知られているアプローチにおいては、基地局のカバレッジ・エリアの中にあるユーザ端
末がアクティブ・モードにあるならば、セルラー方式基地局は、ユーザ端末のロケーショ
ンに応じて省電力の休眠モードに入るべきか、それともそこから出るべきかを決定できる
ことについて本発明者は考慮した。これは、セルラー方式ネットワークが、とりわけ基地
局、または基地局がアタッチされるコア・ネットワークが、ユーザ端末がコール・セッシ
ョンにあるときにユーザ端末を検出することができるからである。
【００１８】
　逆に、知られているアプローチにおいては、ユーザ端末が、アイドル・モードにあると
きに、ユーザ端末は、あるページング・エリア（このユニバーサル・モバイル・テレコミ
ュニケーション・システム（ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の例ではロケーション・エリアと呼ばれる
）から別のページング・エリアへと移動しない限り、そのロケーションについての情報を
ネットワークに返信しないことを本発明者等は認識した。ロケーション・エリアが、一般
的に大きなエリアを対象として含み、またそれゆえに多数のセルを対象として含むので、
この知られているアプローチにおいては、省電力モードにある基地局が、アイドル・モー
ドにあるユーザ端末がそのカバレッジ・エリアに入ったかどうか分からないことを本発明
者等は認識した。言い換えれば、知られているアプローチにおいては、基地局をアクティ
ブ化して、それを省電力モードから出すことは、ユーザ端末がアクティブ・モードにある
ときにしか行うことができない。
【００１９】
　本発明者等は、次いで、図１に示されるような代替案を考えた。図１に示されるように
、常にスイッチをオンにされたマクロセル基地局２と、フェムト４と、ユーザ端末６とが
存在する。図に示されるように、第１の時点（ａ）において、ユーザ端末は、アイドル・
モードにあり、マクロセルの上にキャンプされる（言い換えれば、マクロセル基地局に接
続されるアイドル・モード）。次いで、フェムトは、休眠モードになる。
【００２０】
　引き続いて、ユーザ端末は、アクティブ・モードに進み、またマクロセルに対してアク
ティブな接続を行う。これは、ユーザ端末をフェムトによって検出可能にする。例えば、
時刻（ｂ）において、ユーザ端末は、アクティブであり、またマクロセルとのコール接続
を経由して送信を開始する。次いで、ユーザ端末は、フェムトが、スニファー・レシーバ
を、すなわちマクロセルの周波数帯域において動作する信号検出器を有するので、フェム
トによって検出可能である。
【００２１】
　ユーザ端末についてのフェムトの検出は、電源を投入するように、言い換えれば、省電
力スリープ・モードからアウェイク・モードへとウェイク・アップするようにフェムトを
トリガする。この後に、ユーザ端末とマクロセル基地局との間のコール接続は、ユーザ端
末とフェムトとの間にあるように転送される。具体的には、例えば、図１に示されるよう
な時刻（ｃ）において、フェムトは、ユーザ端末によって検出されるパイロット信号の伝
送を開始する。次いで、コールは、マクロセル基地局からフェムトへとハンドオーバーさ
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れる。この代替案ではユーザ端末をマクロセル基地局からフェムトへとハンドオーバーす
る必要があることを考慮して、追加のシグナリングをネットワークに導入し、またユーザ
端末がアクティブ・モードに入ることを必要とすることに本発明者等は認識した。
【００２２】
　次いで、本発明者は、下記で説明されるような本発明の諸例について考慮し、これらの
例のうちの少なくともいくつかは、ユーザ端末がアクティブ・モードにあることを必要と
しない。
【００２３】
　本発明者等は、次に、本発明の一実施形態例について詳細に説明し、まずフェムトセル
基地局を含むネットワークについて説明し、次いで無線上でマクロセルによりフェムト制
御を行うことについて詳細に見る。
【００２４】
ネットワーク
　図２および３に示されるように、それを通してユーザ端末３４がローミングすることが
できる、ワイヤレス通信のためのネットワーク１０は、２つのタイプの基地局を、すなわ
ち、マクロセル基地局とフェムトセル基地局と（後者は、「フェムト」と呼ばれることが
ある）を含んでいる。１つのマクロセル基地局２２が、図２および３において、簡単にす
るために示されている。各マクロセル基地局は、多くの場合にマクロセルと称される無線
カバレッジ・エリア２４を有する。マクロセル２４の地理的範囲は、マクロセル基地局２
２の能力と、周囲を取り巻く地形とに依存する。
【００２５】
　マクロセル２４の内部において、各フェムトセル基地局３０は、対応するフェムトセル
３２の内部のワイヤレス通信を提供する。フェムトセルは、無線カバレッジ・エリアであ
る。フェムトセル３２の無線カバレッジ・エリアは、マクロセル２４の無線カバレッジ・
エリアよりも遥かに小さい。例えば、フェムトセル３２は、サイズがユーザのオフィスま
たは家に対応する。
【００２６】
　図２に示されるように、ネットワーク１０は、無線ネットワーク制御装置、ＲＮＣ（ｒ
ａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）、１７０によって管理される。無線
ネットワーク制御装置、ＲＮＣ、１７０は、例えば、バックホール通信リンク１６０を経
由してマクロセル基地局２２と通信することにより、オペレーションを制御する。無線ネ
ットワーク制御装置１７０は、基地局によってサポートされるセルの間の地理的関係につ
いての情報を含む近隣リストを保持する。さらに、無線ネットワーク制御装置１７０は、
ワイヤレス通信システム１０の内部のユーザ装置のロケーションについての情報を提供す
るロケーション情報を保持する。無線ネットワーク制御装置１７０は、回路交換網および
パケット交換網を経由してトラフィックをルーティングするように動作可能である。回路
交換されたトラフィックでは、無線ネットワーク制御装置１７０が通信することができる
相手のモバイル交換局２５０が、提供される。モバイル交換局２５０は、回路交換網と、
とりわけ公衆交換電話網（ＰＳＴＮ：ｐｕｂｌｉｃ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ　ｔｅｌｅｐｈｏ
ｎｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）２１０と通信する。パケット交換トラフィックでは、ネットワー
ク制御装置１７０は、サービング汎用パケット無線サービス・サポート・ノード（ＳＧＳ
Ｎ：ｓｅｒｖｉｎｇ　ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓ
ｕｐｐｏｒｔ　ｎｏｄｅｓ）２２０、およびゲートウェイ汎用パケット無線サポート・ノ
ード（ＧＧＳＮ：ｇａｔｅｗａｙ　ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｕｐ
ｐｏｒｔ　ｎｏｄｅ）１８０と通信する。次いで、ＧＧＳＮは、例えば、インターネット
１９０などのパケット交換コアと通信する。
【００２７】
　ＭＳＣ２５０と、ＳＧＳＮ２２０と、ＧＧＳＮ１８０と、オペレータＩＰネットワーク
２１５とは、いわゆるコア・ネットワーク２５３を構成する。ＳＧＳＮ２２０とＧＧＳＮ
１８０とは、オペレータＩＰネットワーク２１５によってフェムトセル制御装置／ゲート
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ウェイ２３０に接続される。
【００２８】
　フェムトセル制御装置／ゲートウェイ２３０は、インターネット１９０を経由してフェ
ムトセル基地局３２に接続される。フェムトセル制御装置／ゲートウェイ２３０に対する
これらの接続は、ブロードバンド・インターネット・プロトコル接続（「バックホール」
）の接続である。
【００２９】
　マクロセル２４の内部のモバイル端末３４が、知られているようにして、マクロセル基
地局２２と通信することが、可能である。モバイル端末３４が、モバイル端末がフェムト
セル基地局３０の内部の通信のために登録されるフェムトセル３２の中に入るときには、
マクロセルからフェムトセルへとモバイル端末との接続をハンドオーバーすることが望ま
しい。
【００３０】
　図３に示されるように、フェムトセル基地局３４は、マクロセルのカバレッジ・エリア
内にあり、そのようにして、マクロセル基地局２２は、フェムトについての「ホーム」マ
クロセル基地局と考えることができる。マクロセル基地局２２は、アンテナ塔２１と、ロ
ーカル・データベース２３とを含む。ローカル・データベース２３は、マクロセル・カバ
レッジ・エリア２４の内部に位置しているすべてのフェムトについての情報を含んでいる
。
【００３１】
　図３に示されるように、コア・ネットワーク２５３は、ネットワーク・フェムトセル加
入データベース２１６を含んでいる。この例においては、より具体的には、ネットワーク
・フェムトセル加入データベース２１６は、オペレータＩＰネットワーク２１５の中に位
置している。このデータベース２１６は、フェムトが、購入され、登録され、また展開さ
れるときに、フェムトの所有者によって提供される情報を含んでいる。その情報は、フェ
ムトが展開されるロケーションの識別子を、例えば、フェムト所有者のアドレスを含んで
いる。情報は、フェムトに登録され、またそのようにしてフェムトに接続することを許可
されたユーザ端末のリストも含んでいる。
【００３２】
　図４に示されるように、フェムト３０は、スリープ・モードにあるときでさえ、マクロ
セル基地局からのブロードキャスト（単数または複数）を受信するようにアクティブであ
る「スニファー」無線レシーバ５１を含んでいる。スニファー・レシーバ５１は、プロセ
ッサに、すなわち、スリープ・モードが選択されるか、それともアクティブ・モードが選
択されるかに応じて、フェムトのある種の他のコンポーネント（具体的には示されていな
い）をアクティブにする／非アクティブにするように動作するモード制御装置５３に接続
される。
【００３３】
マクロセル基地局によるウェイク・アップ・ブロードキャスト
　一例においては、フェムトの無線上でのマクロセルにより開始されたウェイク・アップ
が可能にされる。
【００３４】
　図５に示されるように、フェムト３０が展開されるとすぐに、コア・ネットワーク２５
３は、加入データベース２１６に記憶された、フェムトのロケーションを識別する情報（
すなわち、この例におけるフェムト所有者のアドレス）を使用してどのマクロセルの中に
フェムトが存在するかを決定する（ステップａ）。次いで、コア・ネットワークは、フェ
ムトの登録されたユーザ端末の情報をマクロセル基地局２２に対して送信する（ステップ
ｂ）。マクロセル基地局２２は、マクロセル基地局２２のローカル・データベース２３に
この情報を記憶する（ステップｃ）。このようにして、マクロセル基地局２２は、マクロ
セル２４内に位置するすべてのフェムトの識別情報と、これらの各フェムトについての各
々の登録されたユーザ端末の識別情報との記録を保持する。
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【００３５】
　フェムト３０は、最初にスリープ・モードにあり、このスリープ・モードでは、多数の
内部コンポーネントは、電力を落とされるが、以上で述べたように、「スニファー」レシ
ーバ５１は、マクロセルからの伝送を受信し、復号するようにアクティブのままである。
スリープ・モードにおいては、フェムトは、パイロット信号伝送を送信しない。
【００３６】
　ユーザ端末３４が、マクロセル２４に入るとすぐに、マクロセル基地局２２は、ユーザ
端末を検出し、またそのローカル・データベース２３をチェックして（ステップｄ）、ユ
ーザ端末が、マクロセル２４内に位置するフェムトのうちのどれかの登録されたユーザ端
末であるかどうかを決定する。ユーザ端末が、そのように識別されるとすぐに、マクロセ
ル基地局２４は、ユーザ端末が登録されたフェムトに対して無線上で無線により指示メッ
セージを送信する（ステップｅ）。指示メッセージは、フェムトがウェイク・アップする
ための指示であり、言い換えれば、アクティブ・モードに切り替えて、ユーザ端末をサー
ブする準備をするための指示である。指示メッセージは、直接無線接続の形式であり、マ
クロセル基地局によって開始され、制御される。具体的には、指示メッセージは、フェム
トセル基地局のスニファー・レシーバによって監視されるマクロセルのパイロット・チャ
ネルの上で送信されるページング・メッセージである。
【００３７】
　フェムトは、電力を落とされたコンポーネントの電力を上げること、およびパイロット
信号伝送を行うことにより、アクティブ・モードに切り替えて（ステップｆ）、ユーザ端
末に接続し、またユーザ端末をサーブする準備をすることにより、反応する。
【００３８】
　その後に、ユーザ端末が、マクロセルのカバレッジ・エリアを離れていると決定する（
ステップｇ）とすぐに、マクロセル基地局は、フェムトにスリープ・モードに入るように
指示する指示メッセージをフェムトに対して無線上で送信する（ステップｈ）。フェムト
は、スリープ・モードに入ること（ステップｉ）により応答する。
【００３９】
　この例においては、マクロセル基地局２２は、ユーザ端末がアクティブ・モードにあり
、言い換えれば、コールまたはデータのセッションにおいて接続されるときに、いつユー
ザ端末が、そのカバレッジ・エリアの中にあるかを、自動的に知る。しかしながら、ユー
ザ端末のスイッチがオンにされるが、アイドル・モードにあるときには、別の技法を使用
して、ユーザ端末の存在を検出する。例えば、ユーザ端末が、マクロセル基地局２２のペ
ージング・エリア（このユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム（
ＵＭＴＳ）の例においてロケーション・エリアと呼ばれる）に移動するときに、ユーザ端
末は、モビリティ・プロシージャを実行する。
【００４０】
いくつかの変形形態
　それ以外の類似の実施形態においては、フェムトのアクティブ・モードに対するシフト
は、コア・ネットワークによって指示される。これは、フェムトのコア・ネットワークに
より開始された電力の上昇と考えることができる。セルラー方式ネットワーク、とりわけ
ネットワーク・フェムトセル加入データベースを含むオペレータのＩＰネットワークは、
ユーザ端末のロケーションとしてのよい情報を有しており、これを使用して、電力を上げ
るべき適切なフェムトを選択する。アクティブ・モードに切り替えるべきコマンドは、フ
ェムトが存在するカバレッジ・エリアの中のマクロセル基地局から直接に、無線上でフェ
ムトに対して送信される。
【００４１】
　それ以外の類似した実施形態においては、マクロセルは、そのフェムトが行き過ぎた干
渉を引き起こしていることを決定するとすぐに、フェムトがスリープ・モードに切り替わ
るためのコマンドを無線上で送信し、またフェムトがアクティブ・モードに切り替わって
、マクロセルが混雑しているときに負荷バランシングを実行するコマンドを送信する。
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【００４２】
一般
　本発明は、その本質的な特性を逸脱することなく、他の特定の形態で実施されることも
ある。例えば、他の実施形態は、基地局がより大きなカバレッジ・エリアを有しており、
またそのようにしていわゆる小型セル展開など、より小さなカバレッジ・エリアを有する
基地局の上に重なる、他のネットワークに関する。他の実施形態は、ロング・ターム・エ
ボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＷｉＭＡＸなど
、様々なセルラー方式技術に対して適用可能である。
【００４３】
　説明された実施形態は、すべての点において、例示的であり、限定的なものにすぎない
と考えるべきである。本発明の範囲は、それゆえに、上記の説明によってではなく、添付
の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲の均等物の意味および範囲の内部に
含まれるすべての変更形態は、それらの範囲内に包含されるべきである。
【００４４】
　当業者なら、様々な上記で説明された方法のステップは、プログラムされたコンピュー
タによって実行され得ることを簡単に認識するであろう。いくつかの実施形態は、プログ
ラム・ストレージ・デバイスに、例えば、デジタル・データ・ストレージ媒体に関連して
おり、これらのプログラム・ストレージ・デバイスは、マシン読取り可能、またはコンピ
ュータ読取り可能であり、また命令のマシン実行可能なプログラム、またはコンピュータ
実行可能なプログラムを符号化し、そこでは前記命令は、前記上記で説明された方法のス
テップの一部または全部を実行する。プログラム・ストレージ・デバイスは、例えば、デ
ジタル・メモリ、磁気ディスクや磁気テープなどの磁気ストレージ媒体、ハード・ドライ
ブ、または光学的に読取り可能なデジタル・データ・ストレージ媒体とすることができる
。いくつかの実施形態は、上記で説明された方法の前記ステップを実行するようにプログ
ラムされたコンピュータを必要とする。
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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