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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークのエンドユーザが制御可能な無線基地局の設置方法であって、前
記無線基地局は前記無線通信ネットワークにおいて無線ユーザ装置の前記エンドユーザに
アクセスを供給するように構成され、前記無線基地局はさらにディスプレイ及び電力レベ
ル調整装置を備え、
　前記設置方法が、
　前記無線基地局を前記無線通信ネットワークに接続する接続工程と、
　前記無線基地局の自己設定手順を起動する起動工程と、
　設置手順の一部として、無線ユーザ装置動作のための要求を含む、前記エンドユーザへ
の指示を、前記無線基地局に表示する表示工程と、
　前記無線ユーザ装置の動作を監視する監視工程と、
　前記設置の完了の一部として、必要であれば電力レベルを調整する調整工程と、を備え
ることを特徴とする設置方法。
【請求項２】
　前記無線基地局は、前記無線ユーザ装置を用いる前記エンドユーザのために狭域全体で
受信可能領域を提供することを目的としたフェムト基地局（フェムトＲＢＳ）であること
を特徴とする請求項１に記載の設置方法。
【請求項３】
　前記自己設定手順は、基準電力レベルを初期値として選択する選択工程を含むことを特
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徴とする請求項１または２に記載の設置方法。
【請求項４】
　前記無線基地局は、有線により直接、あるいは前記無線通信ネットワークの無線アクセ
スポイントの補助により無線で接続されることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の設置方法。
【請求項５】
　前記指示は、要求された受信可能範囲内の異なる位置間を動きながらの、無線ユーザ装
置からの１以上の発呼の実施を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記
載の設置方法。
【請求項６】
　前記無線基地局を、要求された受信可能範囲内の新たな設置位置に移動することを提案
する提案工程を含む追加工程をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか
１項に記載の設置方法。
【請求項７】
　前記指示は、前記無線基地局と前記無線ユーザ装置との間のダウンリンク及びアップリ
ンク信号の測定及び監視に部分的に基づくことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１
項に記載の設置方法。
【請求項８】
　前記エンドユーザは、要求された電力レベルに基づく受信可能範囲を供給する位置に前
記無線基地局を配置することにより、前記電力レベルに影響を与えることが可能であるこ
とを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の設置方法。
【請求項９】
　電力レベルを制限する指示を受けるエンドユーザが前記無線基地局のレギュレータを操
作することにより、選択的な電力レベルの調整が手動で実行されることを特徴とする請求
項１乃至８のいずれか１項に記載の設置方法。
【請求項１０】
　無線通信ネットワークの要求された受信可能範囲内の無線ユーザ装置のエンドユーザへ
のアクセスを供給するように構成された無線基地局であって、
　無線基地局を前記無線通信ネットワークに接続するために用いられる接続装置と、
　無線基地局の自己設定手順を起動するための起動装置と、
　設置手順の一部として、無線ユーザ装置動作のための要求を含む、前記エンドユーザへ
の指示を表示するために用いられるディスプレイと、
　前記無線ユーザ装置の動作を監視するために用いられるモニタと、
　設置を完了するために必要であれば電力レベルを調整するために用いられる電力レベル
調整装置と、を備えることを特徴とする無線基地局。
【請求項１１】
　前記無線ユーザ装置を用いる前記エンドユーザのために狭域全体で受信可能領域を提供
することを目的としたフェムト基地局（フェムトＲＢＳ）であることを特徴とする請求項
１０に記載の無線基地局。
【請求項１２】
　前記自己設定手順の一部として、前記起動装置は基準電力レベルを初期値として選択す
るために、ネットワーク制御ノードと通信することを特徴とする請求項１０または１１に
記載の無線基地局。
【請求項１３】
　前記接続装置は、有線により直接、あるいは前記無線通信ネットワークの無線アクセス
ポイントの補助により無線で無線基地局を前記無線通信ネットワークに接続することを特
徴とする請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項１４】
　前記ディスプレイに表示される指示は、要求された受信可能範囲内の異なる位置間を動
きながら、無線ユーザ装置から１以上の発呼を前記エンドユーザに実施させる命令を含む
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ことを特徴とする請求項１０乃至１３のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項１５】
　前記ディスプレイに表示される指示は、無線基地局を、要求された受信可能範囲内の新
たな設置位置に移動することを前記エンドユーザに指示する追加工程を備えることを特徴
とする請求項１０乃至１４のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項１６】
　前記ディスプレイに表示される指示は、無線基地局と前記無線ユーザ装置との間で測定
及び監視されたダウンリンク及びアップリンク信号に部分的に基づくことを特徴する請求
項１０乃至１５のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項１７】
　要求された電力レベルは、無線基地局の選択された設置位置に基づいて影響を受けるこ
とを特徴とする請求項１０乃至１６のいずれか１項に記載の無線基地局。
【請求項１８】
　表示された指示に基づいて、及び要求された受信可能範囲で要求された無線品質を与え
る好ましい電力レベルによって、の少なくともいずれかで、前記エンドユーザが電力レベ
ルを手動で制限することを可能とするレギュレータをさらに備えることを特徴とする請求
項１０乃至１７のいずれか１項に記載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信ネットワークにおける、フェムトＲＢＳ（Radio Base Station）のよ
うな狭域無線基地局のセットアップ方法に関する。特に、本発明は狭域無線基地局を設置
するための場所及び電力レベルの選択方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　狭域／オフィス基地局またはピコ基地局とも呼ばれる、フェムト無線基地局（フェムト
ＲＢＳ）は、例えば家庭、オフィス、レストラン等の狭域受信可能範囲においてエンドユ
ーザにＧＳＭ及びＷＣＤＭＡの少なくともいずれかの受信可能範囲を提供するために開発
がなされている。フェムトＢＴＳは通常、別個の基地局コントローラ（ＢＳＣ）または無
線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）（フェムトＢＳＣ／ＲＮＣ）に接続される。
【０００３】
　フェムトＲＢＳはエンドユーザに販売されることが見込まれており、エンドユーザは例
えばアパート内でフェムトＲＢＳのための設置場所を自由に選択することが可能である。
このようなエンドユーザの設定手順は、基地局をエンドユーザのインタラクションが必要
な民生品に近いものにする。
【０００４】
　受信可能範囲は、無線アクセスネットワークの重要な特徴である。例えばアパート内の
フェムトＲＢＳに対して、受信可能範囲は基地局の設置場所及び出力電力に依存する。フ
ェムトＲＢＳの最初のリリースにおいて、出力電力は、一般的に０から１０ｄＢｍの間に
固定されると推定される。固定の出力電力は、フェムトＲＢＳに予め設定されてもよいし
、フェムトＲＢＳが自己設定及びセットアップ手順を実行する設置手順の間に選択されて
もよい。この自己設定及びセットアップ手順は、制御ノード（ＢＳＣ／ＲＮＣ）によって
制御される。
【０００５】
　特許文献１には、フェムトＲＢＳを設定する方法及び装置が記載されている。フェムト
ＲＢＳのマクロ受信機は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の検出された受信可能範
囲情報を入手するために用いられる。検出された受信可能範囲情報は、フェムトＲＢＳの
マクロ送受信機に使用されるための動作パラメータを決定するために用いられる。一実施
形態において、検出された受信可能範囲の情報は、ＲＡＮの制御ノードに送信される。制
御ノード（ＢＳＣ／ＲＮＣ）は動作パラメータを決定し、動作パラメータをフェムトＲＢ
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Ｓに伝達する。そして、フェムトＲＢＳは、フェムトＲＢＳにアクセスしているユーザ装
置（ＵＥ）のための更なる動作のために、動作パラメータを使用して設定される。
【０００６】
　図１は、ホームアクセスポイント（ＨＡＰ）として動作するフェムトＲＢＳを含むＧＳ
Ｍ／ＷＣＤＭＡネットワークを説明するブロック図である。無線通信ネットワーク１は、
ネットワークコントローラ３（ＢＳＣ／ＲＮＣ）に標準のインタフェースを用いて接続さ
れた、コアネットワークノード（ＣＮ）２を含む。また、ネットワークコントローラはマ
クロ部１０及びフェムト部１１に分けられている。マクロ部１０は、マクロ無線基地局（
マクロＲＢＳ）を制御し、フェムト部１１はフェムトＲＢＳ（ＨＡＰ）を制御する。ネッ
トワークコントローラ３は自身の領域内にある全ての無線基地局を制御する。ミクロＲＢ
ＳやピコＲＢＳのような、他種のＲＢＳ（図示せず）も、ネットワークコントローラ３に
よって制御される。ネットワークコントローラ３は、１以上のマクロＲＢＳ４及び１以上
のフェムトＲＢＳ５に接続され、それぞれの制御を行う。フェムトＲＢＳ５及びネットワ
ークコントローラ間のインタフェースは、フェムトＲＢＳ６に必要な追加の情報を伝送す
るための拡張がなされた標準インタフェースである。ＷＣＤＭＡでは、そのインタフェー
スはＩｕｂ＋インタフェースと呼ばれ、フェムトＲＢＳとネットワークコントローラとの
間のＩＰ接続性を供給するＩＰネットワークを用いて伝送される。いくつかのシナリオで
は、そのインタフェースは標準のＩｕｂインタフェースであってもよい。ＩＰネットワー
クは、保護されてない、かつ制御不可能なＩＰコネクションで構成されてもよいため、ネ
ットワーク制御ノードとフェムトＲＢＳとの間のセキュリティ機構が一般的に含まれる。
ネットワークコントローラ３とマクロＲＢＳ４との間の通信は、一般的にＩＰベースまた
はＩＰ／ＡＴＭベースであり、そのインタフェースは一般的にＩｕｂ（ＷＣＤＭＡの場合
。ＧＳＭではＡｂｉｓインタフェースが用いられる）である。マクロＲＢＳ４はマクロセ
ル７の中で、１以上の無線ユーザ装置（ＵＥ）９及び１以上のフェムトＲＢＳ６の少なく
ともいずれかのためのアクセスポイントとして動作している。フェムトＲＢＳ（ＨＡＰ）
群５はフェムトセル８の中で、ＵＥ９のためのアクセスポイントとして動作している。ネ
ットワークコントローラ３はマクロＲＢＳ４を介してフェムトＲＢＳ６と通信してもよい
。このように、フェムトＲＢＳ６はマクロＲＢＳ４を、無線ユーザ装置９のための、コア
ネットワークへのアクセスポイントとして用いる。マクロＲＮＣ及びフェムトＲＮＣは、
必要ならばアクセスポイントについての情報を交換するであろう。ＯＳＳ１２は通常、ア
クセスポイント（マクロＲＢＳ）の管理を行う。ＨＡＰマネージャ１３が一般的に含まれ
、ＨＡＰの管理の責任を負うが、ＨＡＰを管理するために他の形式のノードが用いられて
もよい。ＨＡＰデータベース（ＨＡＰ　ＤＢ）１４はフェムトＲＢＳに関する情報を保存
するために用いられる。セキュリティゲートウェイ１５は、ネットワークコントローラ３
とフェムトＲＢＳ群５との間に接続されてもよい。ＯＳＳ、ＨＡＰマネージャ１３及びＨ
ＡＰ　ＤＢは、独立したノードであってもよいし、制御ノード３またはＣＮ２のような他
のノードの一部であってもよい。ＯＳＳ及びＨＡＰマネージャは、無線通信ネットワーク
１内の分散プログラムであってもよい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０９７９３９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　フェムトＲＢＳは、エンドユーザによって、プラグアンドプレイ方式で設置及び管理さ
れる。プラグアンドプレイは、このようなシステムに対する特別なニーズを生成するとと
もに、オペレータに限られた情報及びフェムトＲＢＳ群への限られたアクセスを与える。
既存の解決策の問題点は、フェムトＢＴＳについて固定された出力電力を用いる場合、不
十分な受信可能範囲、高すぎるエネルギ消費及び不必要な無線送信に関する問題を生じさ
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せる可能性が高いことである。フェムトＢＴＳのための固定された出力電力レベルは、一
部の状況（例えば大きい家等）において低すぎ、その結果、受信可能範囲に穴が生じたり
、悪いエンドユーザ体験を引き起こすであろう。電力レベルはまた、他の状況（例えば小
さいアパート等）において、高すぎることもあり得る。これは不必要に高いエネルギ消費
及び不必要な送信の原因となり、結果として比吸収率（ＳＡＲ：Specific Absorption Ra
te）値及び他の基地局に対して生成される干渉を増加させる。ＳＡＲ値は、携帯通信端末
から生成され、人間によって吸収される電磁放射の量を示している。
【０００９】
　さらに、家やアパートにおけるフェムトＢＴＳの自由な選択は、家庭環境の場所によっ
ては各所で不十分な受信可能範囲及び過度の出力電力の両方を引き起こすかもしれない。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　それ故に、本発明の目的は、フェムト無線基地局の場所及び受信可能範囲を最適化する
解決策、及び適切な電力レベルの設定及び選択を行う方法を提供することである。
【００１１】
　本発明の一つの実施形態において、フェムト無線基地局の適切な電力レベル及び適切な
場所の探索をユーザが支援可能な方法が説明される。
【００１２】
　本発明の他の実施形態はエンドユーザが制御可能な無線基地局を無線通信ネットワーク
に設置するための方法を提供する。無線基地局は無線通信ネットワークの無線ユーザ装置
のエンドユーザにアクセスを提供するように構成される。無線基地局はさらに、ディスプ
レイ及び電力レベル調整装置を備える。方法は、無線基地局を無線通信ネットワークに接
続する最初のステップによって特徴付けられる。２番目のステップは、無線基地局の自己
設定手順を起動することである。３番目のステップとして、無線基地局のディスプレイは
さらに、設置手順の一部としてエンドユーザに指示を表示する。これらの指示は、無線ユ
ーザ装置動作のための要求を含む。無線ユーザ装置の動作は監視され、電力レベルは、必
要であれば、設置の完了の一部としての次のステップとして調整される。
【００１３】
　本発明のさらに他の実施形態では、無線ユーザ装置（ＵＥ）のエンドユーザへのアクセ
スを供給するように構成される無線基地局が提供される。ＵＥは、無線通信ネットワーク
の、要求された受信可能範囲にある。無線基地局は、無線基地局を無線通信ネットワーク
に接続するために用いられる接続装置を備える。起動装置は、無線基地局の自己設定手順
を起動するために、無線基地局に含まれる。また無線基地局は、設置手順の一部としてエ
ンドユーザに指示を表示するために用いられるディスプレイを備える。これらの指示は、
無線ユーザ装置動作のための要求を含む。無線基地局はさらに、無線ユーザ装置の動作を
監視するために用いられるモニタを備える。電力レベル調整装置は、設置を完了するため
、必要に応じて電力レベルを調整するために、無線基地局で用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】フェムトセルに配置されたユーザ装置のためのアクセスポイントとして用いられ
るフェムトＲＢＳを含む無線通信ネットワークを示したブロック図である。
【図２】本発明の実施形態を図示した信号図である。
【図３】本発明の実施形態による無線基地局を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　添付の請求項によって定義される本発明の範囲から逸脱することなく、本発明にさまざ
まな改良及び変更をなし得ることは、本技術分野に属する当業者によって理解されよう。
【００１６】
　本発明の目的は、家庭環境、オフィス又は狭域の受信可能範囲において、フェムトＲＢ
Ｓの場所及び電力の選択を最適化することを可能とすることである。
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【００１７】
　解決策は、フェムトＲＢＳのディスプレイ及び電力レベル調整装置を用いて、フェムト
ＲＢＳをセットアップするために、適切な電力レベル及び適切な場所を見つけることをユ
ーザが支援できる手順を提供する。電力レベル調整装置は、ＲＢＳ内のソフトウェアか、
エンドユーザが操作可能(reachable)なレギュレータの少なくともいずれかであってもよ
い。フェムトＲＢＳの適切な電力レベル及び適切な場所を見つける方法の一例は、図２に
よって示される。
【００１８】
　一例として、発明は、エンドユーザが、フェムトＲＢＳが備えるボタンをどのように押
すことによって設置手順を開始するかについて詳述している。手順は、パケット交換（Ｐ
Ｓ）呼または回路交換式（ＣＳ）呼の監視工程、及びその後の適切な電力レベルの選択（
自動または手動で実行される電力レベル調整）工程、または現在のフェムトＲＢＳの場所
が適切であるかの判定工程を含む。ディスプレイ上に現在の受信可能範囲レベル示すと共
に家庭環境の中の新しい場所にフェムトＲＢＳを移動することによってどのようにこの受
信可能範囲レベルがよくなるかを示す工程や、ディスプレイ上の指示に従う工程が含まれ
てもよい。指示は例えば、「要求された受信可能範囲の中を移動しながら、無線ユーザ装
置から１回以上発呼してください。」「ラップトップコンピュータの電源をオンにし、要
求された受信可能範囲の中を移動しながらファイルのダウンロードを開始してください」
等である。
【００１９】
　上述したように、図２は本発明の実施形態を説明する信号図である。非限定的な例とし
て、ＧＳＭネットワークを用いて発明を説明するとともに、本発明の単純化された実装に
ついて説明する。この非限定的な例によれば、トリガノードは、自己設定手順開始のトリ
ガイベントを検出または起動する。一般的に、トリガイベントは、人がフェムトＲＢＳを
無線ネットワークに接続させる、または人、つまりエンドユーザ、が起動装置を用いて自
己設定手順を起動させる、のいずれかである。トリガノード（フェムトＲＢＳ）は、コア
ネットワークノード（ＣＮ）（例えば、ＭＳＣ、ＲＮＣ、ＯＳＳ、ＨＬＲ、ＶＬＣ、ＳＧ
ＳＮ）に、自己調整手順が起動されたことを通知する。以下は本発明の工程のさらなる詳
細である。
【００２０】
　１．典型的には、エンドユーザがフェムトＲＢＳを家の入り口のドアの上に設置するか
、フェムトＲＢＳをＩＰネットワークに直接接続する。フェムトＲＢＳがＩＰネットワー
クに直接接続されていない場合、フェムトＲＢＳは他のアクセスポイントを通じてＩＰネ
ットワークに接続されてもよい。従って、エンドユーザはフェムトＲＢＳの設置場所を自
由に選択でき、例えば無線ルータへの無線接続をセットアップ可能である。
【００２１】
　２．自己設定が、自動的に、または手動により起動される。この手順には、自己設定に
関与するＢＳＣ／ＲＮＣ及びＯＳＳの少なくともいずれかを必要としてもよいし、必要と
しなくてもよい。この時点でフェムトＲＢＳは有効になり、通話やデータ接続の確立に用
いられることが可能である。出力電力レベルは、例えばフェムトＲＢＳ内で行われた事前
設定に基づき、または制御ノード（ＢＳＣ／ＲＮＣ）からのコマンドによって、選択され
ることができる。
【００２２】
　３．エンドユーザは例えばディスプレイボタンを押すか発呼することにより設定手順を
起動する。フェムトＲＢＳのディスプレイは、設置手順の一部としてエンドユーザへの指
示の表示を開始する。エンドユーザへのこれらの指示は、所望の受信可能範囲の異なる場
所を移動しながら、無線ユーザ装置から１以上の発呼を行うための提案（命令）を含む。
指示は、必要であれば、電力レベルの手動調整を含んでもよい。一般的に、電力レベル調
整は他のノードからの干渉がない状態で、ＲＢＳによって行われる。別の方法として、フ
ェムトＲＢＳのディスプレイは、エンドユーザに、１つの通話を行い、フェムトＲＢＳで
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提供しようとする、要求された受信可能範囲内を歩き回るように指示してもよい。設置手
順の間、フェムトＲＢＳは一般的に、初期値レベルとして最大限の電力レベルを使用する
であろう。
【００２３】
　４．フェムトＲＢＳがサービスを提供しなくてはならない、または提供することが意図
されている、要求された受信可能範囲（家庭環境）内の異なる位置において、エンドユー
ザは無線ユーザ装置（ＵＥ）を用いて１以上の通話を行う。
【００２４】
　５．フェムトＲＢＳは、通話の間、無線品質を監視する。これは、例えばダウンリンク
（ＤＬ）及びアップリンク（ＵＬ）の少なくとも一方における受信信号レベル（ＲｘＬｅ
ｖ）と、ＤＬとＵＬの受信品質（ＲｘＱｕａｌ）との少なくとも一方であってよい。ＤＬ
測定結果は、一般的にＵＥから送信される、測定レポートから取得される。他種の測定結
果であってもよい。
【００２５】
　６．フェムトＲＢＳは、通話中に監視された無線品質に基づいて、最適な電力レベルを
決定する。これは一般的に、完全な受信可能領域を提供しうる最小限の電力レベルとなる
であろう。一例として、受信した信号レベルが、完全な受信可能範囲を供給するために必
要とされる量より３ｄＢ高い場合、設定手順の間に用いられていた電力レベルより３ｄＢ
低い電力レベルを決定することができる。決定された電力レベルはフェムトＲＢＳによっ
て設定される。エンドユーザが電力レベルを自身で調整してもよい。さらに、電力レベル
は、ＲＢＳの現在の設置場所において家庭環境で完全な受信可能範囲を提供するために十
分であるかもしれないし、そうでないかもしれない。それ故、セットアップのための新た
な場所が、ディスプレイ上に提案される。新たな場所の提案は、例えば、設置の間に特定
の通話がなされていた場所にフェムトＲＢＳを近づけるように移動させることである。設
置手順は、その後新しい場所で継続される。
【００２６】
　他の好ましい実施形態においてフェムトＢＴＳは、フェムトＲＢＳの現在の場所におい
て期待されるサービスレベル（例えば受信可能範囲のパーセンテージ）を決定する。これ
は上述したように、例えばＤＬ及びＵＬの受信信号レベル（ＲｘＬｅｖ）及びＤＬとＵＬ
の受信品質（ＲｘＱｕａｌ）を監視することにより行われる。期待されるサービスレベル
はエンドユーザに表示されてもよく、さらに、特定の通話によって特定される、ある位置
にフェムトＲＢＳを近づけるように移動させるための指示（例えば、”フェムトＲＢＳは
現在の設置場所では完全な受信可能範囲を提供できません。通話＃３がなされた位置に近
づけてください。”）であってもよい。本工程は、フェムトＲＢＳの現在の設置位置にお
いて最大電力レベルを用いて完全な受信可能範囲を提供することができる場合に実行され
てよく、この場合、家庭環境において、より低い電力が使用されうるという利点がある。
【００２７】
　図３は、無線ユーザ装置５００のエンドユーザへのアクセスを提供するために適合され
た無線基地局６００を示している。装置５００は、無線通信ネットワーク１の要求された
受信可能範囲４００中にある。無線基地局は、例えば家庭やオフィス、ショッピングエリ
ア、学校等の狭域全体の、無線ユーザ装置５００を用いるエンドユーザのために受信可能
範囲を提供することを目的とした、フェムト基地局（フェムトＲＢＳ）であることが好ま
しい。無線基地局６００は、無線通信ネットワーク１へ基地局を接続するために用いられ
る接続装置６０１を備える。接続装置６０１は、ＲＢＳ６００を、有線により直接、また
は無線通信ネットワーク１の他の無線アクセスポイントの助けを借りた（図において点線
で表される）無線により、無線通信ネットワーク１に接続する。起動装置６０２は、ＲＢ
Ｓ６００の自己設定手順を起動するために含まれる。起動装置６０２は、ＲＢＳがネット
ワーク１に接続された際に自動で、または例えば人がＲＢＳ６００の電源をオンにした際
に手動で実行される。自己設定手順の一部として、ＲＢＳ６００は基準電力レベルを初期
値として選択するために、ネットワーク制御ノード（３００、２００及び１００）と通信
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を行うためのディスプレイ６０３を備える。提示される指示は、例えば、要求された受信
可能範囲内で異なる位置に移動しながら１以上の通話を行うための指示等、無線ユーザ装
置動作の要求を含む。また指示は、要求された受信可能範囲内の新たな場所に無線基地局
を移動するための、エンドユーザへの命令のさらなるステップを含む。ＲＢＳ６００はさ
らに、無線ユーザ装置５００の動作を監視するために用いられるモニタ６０４を備える。
ディスプレイに表示される指示は、無線基地局と無線ユーザ装置との間のダウンリンク及
びアップリンク信号の測定及び監視に部分的に基づく。他の無線品質測定は、マクロＲＢ
Ｓからの干渉測定や重複領域内の他のフェムトＲＢＳからの干渉測定のように行われても
よい。ＲＢＳ６００はまた、設置を完了するために、必要に応じて電力レベルを調整する
ために用いられる電力レベル調整装置６０５を備える。新たな指示及び新たな測定結果は
、電力レベルの調整が終わった後でも必要とされてもよい。エンドユーザもまた、基地局
の設置位置に影響を与え得る、要求された電力レベルを有してもよい。また、エンドユー
ザは、電力レベルに影響を与えるために無線基地局を移動してもよい。
【００２８】
　本発明のさらなる実施形態において、ＲＢＳ６００はさらに、エンドユーザが電力レベ
ルを手動で制限(regulate)することを可能とするレギュレータ６０６を備えてもよい。制
限は表示された指示に基づくもの、及び要求された受信可能範囲で要求された無線品質を
与える好ましい電力レベルによるもの、の少なくともいずれかであってよい。これは、例
えば家または家の主要な場所、建物等、要求された受信可能範囲における、エンドユーザ
のための許容電力レベルである。エンドユーザは、ＳＡＲ値の自己制限を有してよく、従
って電力レベルを低減するために低帯域幅または狭い受信可能範囲を受け入れるであろう
。
【００２９】
　本発明のさらなる他の実施形態では、無線通信ネットワーク１の、制御ノード３００と
コアネットワークノード（１００、２００）との間で分散されたプログラム製品の一部で
あってよい。方法は、ディスクに格納され、自己設定手順の一部としてＲＢＳ６００にダ
ウンロードされるソフトウェアであってもよい。ディスクは、例えば受信可能範囲におい
て有線または無線局によって、請求項１から９の方法を実行するために用いられる。なお
、ＲＢＳは例えばソフトウェアが起動されることが可能な、ＵＳＢポートの入力を有して
もよい。
【００３０】
　発明は上述し、図示された実施形態の例に限定されず、添付の請求項の範囲において自
由に変化させてよい。例えば、本文書の他の場所でも指摘した通り、発明はシステム内の
２つのノード間で情報を伝送する原理を利用する、様々なシステムに適用されてよい。
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