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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置と、無線通信端末とを備える無線通信システムであって、
　前記無線通信端末が、
　ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された前記基地局装置のセルまたは当該セ
ルのセルグループを示す情報を前記基地局装置に送信し、
　前記基地局装置が、
　前記情報を受信し、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該基地局装置との接続が許容される無線通信
端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、無線通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置が、
　当該基地局装置との接続が拒否される無線通信端末のブラックリストを管理し、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
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くはセルグループに接続要求をした時に、前記ブラックリストを利用したアクセスコント
ロールを実施する、無線通信システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置が許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない場合に、前
記無線通信端末との接続可否を判断し、接続を拒否する場合、当該無線通信端末を前記基
地局装置のブラックリストに追加するコアネットワークノードをさらに有する、無線通信
システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置のブラックリストには、当該ブラックリストに前記無線通信端末が存続
することが可能な有効時間が設定されている、無線通信システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の無線通信システムにおいて、
　前記有効時間は、前記基地局装置の上位ノードから指定される、無線通信システム。
【請求項６】
　請求項３から５のいずれか１項に記載の無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置のブラックリストには、前記無線通信端末の登録可能な最大数が設定さ
れている、無線通信システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の無線通信システムにおいて、
　前記基地局装置のブラックリストは、最大数の前記無線通信端末が登録されている状態
で新規の無線通信端末を登録する場合、当該新規の無線通信端末の登録と最古の無線通信
端末の削除が可能である、無線通信システム。
【請求項８】
　基地局装置と、無線通信端末とを備える無線通信システムであって、
　ゲートウェイ装置をさらに有し、
　前記無線通信端末が、
　ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された前記基地局装置のセルまたは当該セ
ルのセルグループを示す情報を前記基地局装置に送信し、
　前記基地局装置が、
　前記情報を受信し、
　前記情報を前記ゲートウェイ装置に送信し、
　前記ゲートウェイ装置が、
　前記情報を受信し、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該ゲートウェイ装置との通信が許容される無
線通信端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、無線通信システ
ム。
【請求項９】
　請求項８に記載の無線通信システムにおいて、
　前記ゲートウェイ装置が、
　当該ゲートウェイ装置との接続が拒否される無線通信端末のブラックリストを管理し、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、前記ブラックリストを利用したアクセスコント
ロールを実施する、無線通信システム。
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【請求項１０】
　請求項９に記載の無線通信システムにおいて、
　前記ゲートウェイ装置が許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない場合
に、前記無線通信端末との接続可否を判断し、接続を拒否する場合、当該無線通信端末を
前記ゲートウェイ装置のブラックリストに追加するコアネットワークノードをさらに有す
る、無線通信システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の無線通信システムにおいて、
　前記ゲートウェイ装置のブラックリストには、当該ブラックリストに前記無線通信端末
が存続することが可能な有効時間が設定されている、無線通信システム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の無線通信システムにおいて、
　前記有効時間は、前記ゲートウェイ装置の上位ノードから指定される、無線通信システ
ム。
【請求項１３】
　請求項１０から１２のいずれか１項に記載の無線通信システムにおいて、
　前記ゲートウェイ装置のブラックリストには、前記無線通信端末の登録可能な最大数が
設定されている、無線通信システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の無線通信システムにおいて、
　前記ゲートウェイ装置のブラックリストは、最大数の前記無線通信端末が登録されてい
る状態で新規の無線通信端末を登録する場合、当該新規の無線通信端末の登録と最古の無
線通信端末の削除が可能である、無線通信システム。
【請求項１５】
　基地局装置であって、
　無線通信端末のユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された、前記基地局装置の
セルまたは当該セルのセルグループを示す情報を、前記無線通信端末から受信する受信部
を有し、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該基地局装置との接続が許容される無線通信
端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、基地局装置。
【請求項１６】
　ゲートウェイ装置であって、
　無線通信端末のユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された、基地局装置のセル
または当該セルのセルグループを示す情報を、前記基地局装置から受信する受信部を有し
、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該ゲートウェイ装置との通信が許容される無
線通信端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、ゲートウェイ装
置。
【請求項１７】
　基地局装置と、無線通信端末とを備える無線通信システムによる通信方法であって、
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　前記無線通信端末が、ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された前記基地局装
置のセルまたは当該セルのセルグループを示す情報を前記基地局装置に送信し、
　前記基地局装置が、
　前記情報を受信し、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該基地局装置との接続が許容される無線通信
端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、通信方法。
【請求項１８】
　ゲートウェイ装置と、基地局装置と、無線通信端末とを備える無線通信システムによる
通信方法であって、
　前記無線通信端末が、ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された前記基地局装
置のセルまたは当該セルのセルグループを示す情報を前記基地局装置に送信し、
　前記基地局装置が、
　前記情報を受信し、
　前記情報を前記ゲートウェイ装置に送信し、
　前記ゲートウェイ装置が、
　前記情報を受信し、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該ゲートウェイ装置との通信が許容される無
線通信端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、通信方法。
【請求項１９】
　基地局装置による通信方法であって、
　無線通信端末のユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された、前記基地局装置の
セルまたは当該セルのセルグループを示す情報を、前記無線通信端末から受信し、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該基地局装置との接続が許容される無線通信
端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、通信方法。
【請求項２０】
　ゲートウェイ装置による通信方法であって、
　無線通信端末のユーザ選択部を介してユーザにより手動選択された、基地局装置のセル
または当該セルのセルグループを示す情報を、前記基地局装置から受信し、
　前記無線通信端末の接続先の決定に際して、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介
してユーザにより手動選択されたセルもしくは手動選択されたセルと同一のセルグループ
のセル、または、当該無線通信端末の前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択さ
れたセルグループのセルを接続対象とし、
　前記無線通信端末が、前記ユーザ選択部を介してユーザにより手動選択されたセルもし
くはセルグループに接続要求をした時に、当該ゲートウェイ装置との通信が許容される無
線通信端末の許容リストを利用したアクセスコントロールを実施しない、通信方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、基地局装置、無線通信端末、ゲートウェイ装置、通信方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムにおいて、UE（User　Equipment）を使用するユーザが、セルに付与
された名称（例えば、HNB　Name）または、セルに付与された限定加入者グループ（以下
、CSG:　Closed　Subscriber　Group)を、手動選択する場合がある。ここでHNB　Nameは
ユーザがCSG　IDを認識しやすいテキスト等になっていて、ユーザが選択後、対応するCSG
　IDを選択したものとしてUE内部で解釈される。
【０００３】
　ユーザによるCSGの手動選択においては、そのユーザが使用するUEに許容されているCSG
リスト(以下、Allowed　CSG　List)に含まれるCSGであっても、含まれないCSGであっても
選択可能である。
【０００４】
　もし、ユーザがUEのAllowed　CSG　Listには含まれないCSGを選択して、UEがCore　Net
work　Nodeへの接続を試みる場合、その接続手順中に、UEは、そのUEに対するアクセスコ
ントロールに関するデータベースと接続されているCore　Network　Nodeと通信を行い、
接続完了通知メッセージをCore　Network　Nodeから受信することを通して、UEのAllowed
　CSG　ListにCSGを含める更新手順を実施することが可能である(非特許文献１参照)。
【０００５】
　ただし、UEは、Core　Network　Nodeとの接続を始めるまでの間に、まず、H(e)NB（Hom
e　NBまたはHome　eNB）との間でRRC　Connectionの確立手順を実施し、続いて、H(e)NB
　GW（Home　NB　GWまたはHome　eNB　GW）との間でUE　Registrationの手順を実施し、
その後に、Core　Network　Nodeへの接続を試みることになる。しかし、H(e)NBでも、RRC
　Connectionの確立を行うかを判断するため、UEのアクセスコントロール手順を実施し、
また、H(e)NB　GWでも、UE　Registrationを受け入れるか判断するため、UEのアクセスコ
ントロール手順(非特許文献２参照)を実施する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】TS　25.304.8.3.0
【非特許文献２】TS　25.469　1.0.0
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、例えば、UEが、ユーザが手動選択によってUEのAllowed　CSG　Listに含まれな
いCSGを選択して、該当するCSGが付与されたセルへCore　Network　Nodeへの接続を試み
る場合には、UEとCore　Network　Nodeとの間の中間ノードであるH(e)NBやH(e)NB　GWに
よって接続が拒否されてしまう問題がある。この結果、UEは選択したCSGをUEのAllowed　
CSG　Listに含めることができず、更にはCore　Network　Nodeとの接続もできないという
極めて深刻な問題が生じる。
【０００８】
　この問題は、UEのユーザがセルに付与された名称または限定加入者グループを選択した
ことを、ネットワーク側で知る手段がないことに起因している。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、UEにおいてユーザがセルに付与された名称または限定加入者
グループを選択したことを、H(e)NBを含むネットワーク側で知ることができる無線通信シ
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ステム、基地局装置、無線通信端末、ゲートウェイ装置、通信方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の無線通信システムは、
　基地局装置と、無線通信端末とを備える無線通信システムであって、
　前記無線通信端末が、
　前記基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループを選択し、
　前記セルまたは前記セルグループの選択を示す情報を前記基地局装置に送信し、
　前記基地局装置が、
　前記情報を受信する。
【００１１】
　本発明の基地局装置は、
　無線通信端末による、前記基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループの選択を示
す情報を、前記無線通信端末から受信する受信部を有する。
【００１２】
　本発明の無線通信端末は、
　基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループを選択する選択部と、
　前記セルまたは前記セルグループの選択を示す情報を前記基地局装置に送信する送信部
と、有する。
【００１３】
　本発明のゲートウェイ装置は、
　無線通信端末による、基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループの選択を示す情
報を、前記基地局装置から受信する受信部を有する。
【００１４】
　本発明の第１の通信方法は、
　基地局装置と、無線通信端末とを備える無線通信システムによる通信方法であって、
　前記無線通信端末が、前記基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループを選択し、
　前記無線通信端末が、前記セルまたは前記セルグループの選択を示す情報を前記基地局
装置に送信し、
　前記基地局装置が、前記情報を受信する。
【００１５】
　本発明の第２の通信方法は、
　基地局装置による通信方法であって、
　無線通信端末による、前記基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループの選択を示
す情報を、前記無線通信端末から受信する。
【００１６】
　本発明の第３の通信方法は、
　無線通信端末による通信方法であって、
　基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループを選択し、
　前記セルまたは前記セルグループの選択を示す情報を前記基地局装置に送信する。
【００１７】
　本発明の第４の通信方法は、
　ゲートウェイ装置による通信方法であって、
　無線通信端末による、基地局装置のセルまたは当該セルのセルグループの選択を示す情
報を、前記基地局装置から受信する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の無線通信システムによれば、無線通信端末は、基地局装置のセルまたは当該セ
ルのセルグループを選択し、セルまたはセルグループの選択を示す情報を基地局装置に送
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信し、基地局装置は、その情報を受信する。
【００１９】
　したがって、無線通信端末は、セルまたはセルグループを選択したことを基地局装置に
通知することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】UEの構成を示す図である。
【図２】NBの構成を示す図である。
【図３】GWの構成を示す図である。
【図４】無線通信システムの構成を示す図である。
【図５】UEの構成を示す図である。
【図６】H(e)NBの構成を示す図である。
【図７】H(e)NB　GWの構成を示す図である。
【図８】Core　Network　Nodeの構成を示す図である。
【図９】UE-CSG関係登録データを含む外部サーバとCore　Network　Nodeとの接続関係を
示す図である。
【図１０】UEブラックリストメモリの構成を示す図である。
【図１１】ユーザ手動選択による接続要求の動作を説明するシーケンス図である。
【図１２】新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”を設定したRRC　CONNECTION
　REQUESTメッセージを示す図である。
【図１３】“Establishment　Cause”を含むRRC　Connection　Request　messageの送信
動作を説明するシーケンス図である。
【図１４】既存パラメータ“Establishment　Cause”に、新規値“Manual　CSG　ID　Sel
ection”を設定したRRC　Connection　Request　messageもしくはRRC　Initial　Direct
　Transfer　messageを示す図である。
【図１５】RRC　Connection　Setup　Complete　messageの送信動作を説明するシーケン
ス図である。
【図１６】新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”を設定したRRC　Connection
　Setup　Complete　messageを示す図である。
【図１７】RRC　Initial　Direct　Transfer　messageの送信動作を説明するシーケンス
図である。
【図１８】新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”を設定したRRC　Initial　Di
rect　Transfer　messageを示す図である。
【図１９】RRC　Uplink　Direct　Transfer　(MM:　Identity　Response)　messageの送
信動作を説明するシーケンス図である。
【図２０】新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”を設定したRRC　Uplink　Dir
ect　Transfer　(MM:　Identity　Response)　messageを示す図である。
【図２１】新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”の仕様を示す図である。
【図２２】新規値“Manual　CSG　ID　Selection”を設定するCS　Domainの既存パラメー
タ“Establishment　Cause”の仕様を示す図である。
【図２３】新規値“Manual　CSG　ID　Selection”を設定するPS　Domainの既存パラメー
タ“Establishment　Cause”の仕様を示す図である。
【図２４】“Register　Cause”を含むHNBAP　UE　Register　Request　messageの送信動
作を説明するシーケンス図である。
【図２５】H(e)NBでのアクセスコントロールの動作を説明するフローチャートである。
【図２６】H(e)NB　GWでのアクセスコントロールの動作を説明するフローチャートである
。
【図２７】H(e)NB及びH(e)NB　GWでのUEブラックリストの登録・削除動作を説明するフロ
ーチャートである。
【図２８】H(e)NB　GW及びH(e)NBに接続されるUEの接続先再設定の動作を説明するフロー



(8) JP 5223965 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

チャートである。
【図２９】無線通信システムの他の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　まず、本発明の概要を説明する。
【００２２】
　本発明においては、UEは、ユーザが手動選択によってCSGを選択した場合、ユーザに手
動選択されたCSGに接続要求をしていることを示すパラメータもしくはCause値が設定され
た接続要求メッセージを、H(e)NBへ送信する。また、H(e)NBは、ユーザに手動選択された
セルに接続要求をしていることを示すパラメータまたはCause値が設定されたUE　Registe
r　Requestメッセージを、H(e)NB　GWへ送信する。
【００２３】
　したがって、H(e)NB及びH(e)NB　GWにおける、手動選択による接続要求を実施してきた
UEのアクセスコントロールを無効化することができる。そのため、Allowed　CSG　Listを
管理しているCore　Network　Nodeとのその後の接続手順の成功が期待され、その接続手
順の成功によって、UEのAllowed　CSG　ListにCSGを追加する更新手順を実現できる。
【００２４】
　ただし、H(e)NB及びH(e)NB　GWにおけるアクセスコントロールを無効化した場合、UEの
アクセスコントロールはCore　Network　Nodeでのみ実施するしかなくなる。この場合、C
ore　Network　Nodeにおいて、不正や実装ミスなどのUEのアクセスコントロールに失敗し
たとしても、UEから手動選択による接続要求を繰り返し何度も行うことが可能となる。そ
の場合には、H(e)NB及びH(e)NB　GWにおいてアクセスを拒否することができず、Core　Ne
twork　Nodeでのアクセスコントロール処理の負荷が増大する。さらに、そのようなUEが
非常に多いと、Core　Network　Nodeの負荷増大の影響として、Core　Network　Nodeの過
負荷によるシステムダウンを及ぼす可能性がある。
【００２５】
　そこで、本発明においては、Core　Network　NodeによるUEのアクセスコントロールで
接続不可とするUEを、H(e)NB及びH(e)NB　GWが保持するUEのブラックリストに登録する。
H(e)NB及びH(e)NB　GWは、アクセスコントロールにおいて、接続要求メッセージの送出元
UEがブラックリストに含められるUEであれば、そのUEの接続要求を拒否する。
【００２６】
　したがって、不正や実装ミスのUEが手動選択による接続要求を実施してきた場合には、
H(e)NBおよびH(e)NB　GWにおけるアクセスコントロールを有効のままにすることが可能で
ある。その結果、Core　Network　NodeにおけるUEのアクセスコントロール処理負荷を低
減できる。
【００２７】
　ただし、H(e)NBおよびH(e)NB　GWが管理するエリアが広い、もしくは、H(e)NBおよびH(
e)NB　GWが多くのユーザが集まるような箇所に設置される場合、ブラックリストに登録す
るUEが非常に多くなることが予想される。その結果、必要なメモリ領域の増大によってメ
モリ不足となる可能性があると共に、処理負荷の増大によって処理能力不足となる可能性
がある。さらに、そのようなUEが非常に多いと、H(e)NBおよびH(e)NB　GWのメモリ負荷増
大、処理負荷増大の影響として、H(e)NBおよびH(e)NB　GWの過負荷によるシステムダウン
を及ぼす可能性がある。
【００２８】
　そこで、本発明においては、H(e)NB及びH(e)NB　GWにおけるアクセスコントロールにお
いて、H(e)NB及びH(e)NB　GWに保持されるUEのブラックリストには、UE毎の有効時間タイ
マー及び最大登録可能UE数を設定している。そして、UEに用意された有効時間タイマーの
満了時に、そのUEをブラックリストから削除する。また、ブラックリストに最大数のUEが
登録されている場合には、最も古くブラックリストに登録されたUEを削除し、最新のUEを
ブラックリストに登録する。



(9) JP 5223965 B2 2013.6.26

10

20

30

40

50

【００２９】
　したがって、H(e)NB及びH(e)NB　GWにおけるメモリ使用量の節約と、処理負荷の低減と
、が可能になる。また、実装ミスのUEが後に修理された場合、永久にUEのブラックリスト
に登録されたままになることを排除することも可能である。また、ユーザの手動選択ミス
によってCSGが選択されたUEが、永久にブラックリストに登録されたままになることを排
除することも可能である。
【００３０】
　また、本発明においては、H(e)NB及びH(e)NB　GWにおける接続制御の再配置処理におい
て、UEが選択したCSGのセルに留まらせるか、当該セルと同じCSG　IDを持つ近隣セルへの
移動のみを許容する。
【００３１】
　したがって、ユーザが希望するCSGにUEを接続させることが実現できるため、UEが、ユ
ーザの希望したCSGと異なるCSGもしくはマクロセルに移動させられてしまい、その結果、
ユーザの希望したCSGと異なるCSGもしくはマクロセルに在圏してしまうことを回避するこ
とが可能である。
【００３２】
　また、本発明においては、UEは、ユーザが手動選択によってマクロセルを選択し、UEが
、Node　Bを経由してRNCへ、もしくは、eNBへ、接続要求を行う場合、ユーザに手動選択
されたマクロセルに接続要求をしていることを通知する。さらに、Node　B及びRNC、もし
くは、eNBにおける接続制御の再配置処理において、UEが選択したマクロセルに留まるか
、近隣のマクロセルへの移動のみを許容する。
【００３３】
　したがって、ユーザが希望していないCSGのフェムトセルではなく、ユーザが希望する
マクロセルにUEを接続させることが実現できるため、UEが、CSGのH(e)NBに移動させられ
てしまい、その結果、ユーザの希望したマクロセルと異なるCSGのH(e)NBのフェムトセル
に在圏してしまうことを回避することが可能である。
【００３４】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００３５】
　（第１の実施形態）
　図１、図２および図３に、本発明の第１の実施形態に係るＵＥ４０、ＮＢ３０およびＧ
Ｗ２０の構成をそれぞれ示す。
【００３６】
　図１に示すように、無線通信端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）４０は、基
地局装置のセルに関する情報を受信する受信部４１と、該セルに関する情報（該セルに付
与される情報）を選択する選択部４２と、該セルに関する情報の選択を示す情報を基地局
装置（ＮＢ：Ｎｏｄｅ－Ｂ）３０に送信する送信部４３と、を有している。
【００３７】
　また、図２に示すように、ＮＢ３０は、ＵＥ４０から、セルに関する情報の選択を示す
情報を受信する受信部３１と、受信したセルに関する情報の選択を示す情報に基づいて、
ＵＥ４０からのアクセスを許可するよう制御する制御部３２と、を有する。なお、ＮＢ３
０は、受信部３１で受信したセルに関する情報の選択を示す情報をゲートウェイ装置（Ｇ
Ｗ：Ｇａｔｅｗａｙ）２０に送信する送信部３３を更に有しても良い。
【００３８】
　また、図３に示すように、ＧＷ２０は、ＮＢ３０から、セルに関する情報の選択を示す
情報を受信する受信部２１と、受信したセルに関する情報の選択を示す情報に基づいて、
ＵＥ４０からのアクセスを許可するよう制御する制御部２２と、を有する。
【００３９】
　したがって、本実施形態においては、ＵＥ４０は、セルに関する情報の選択を示す情報
をＮＢ３０またはＧＷ４０に通知することができる。
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【００４０】
　なお、セルに関する情報とは、セルを識別するもしくはセルの属性を示す情報であって
、例えば、セルそのもの、CSG、CSG　ID、HNB　Nameなどである。
【００４１】
　（第２の実施形態）
　図４を参照すると、本発実施形態の無線通信システムの構成が示されている。
【００４２】
　図４において、無線通信システムは、Core　Network　Node１００と、RNC１０１と、No
de　B１０２と、eNB１０３と、H(e)NB　GW２００と、H(e)NB３００と、UE４００と、を有
している。
【００４３】
　Core　Network　Node１００は、RNC１０１、eNB１０３、及びH(e)NB　GW２００と接続
されている。
【００４４】
　RNC１０１は、Node　B１０２と接続されている。
【００４５】
　Node　B１０２は、マクロセル５０２を構成している。
【００４６】
　eNB１０３は、LTE向けのマクロセル５０３を構成している。
【００４７】
　H(e)NB　GW２００は、インターネットを介し、H(e)NB３００と接続されている。
【００４８】
　H(e)NB３００は、CSG　ID５０を保持するフェムトセル５０１を構成している。
【００４９】
　UE４００は、必要に応じてマクロセル５０２もしくはフェムトセル５０１を選択する。
【００５０】
　UE４００とCore　Network　Node１００間は、マクロセル５０１を選択する場合には、N
ode　B１０２,RNC１０１を介して接続され、LTE用マクロセル５０３を選択する場合には
、eNB１０３を介して接続され、フェムトセル５０１を選択する場合には、H(e)NB３００,
　H(e)NB　GW２００を介して接続されている。
【００５１】
　図５を参照すると、図４に示すUE４００の構成の詳細が示されている。
【００５２】
　図５において、UE４００は、送受信アンテナ４００１と、送信処理部４００２と、受信
処理部４００３と、CSGセル選択処理部４００４と、Allowed　CSG　List記憶メモリ４０
０５と、近隣セルリスト記憶メモリ４００６と、ユーザ選択CSG入出力部４００７と、を
有している。
【００５３】
　送受信アンテナ４００１は、近隣のマクロセル及びフェムトセルのSystem　Informatio
n情報を取得し、受信処理部４００３は、受信処理を実施する。近隣セルリスト記憶メモ
リ４００６は、各近隣フェムトセルのCSG　IDと各近隣マクロセルの情報を記憶する。
【００５４】
　CSGセル選択処理部４００４は、自動選択の場合、近隣セルリスト記憶メモリ４００６
から、Allowed　CSG　List記憶メモリ４００５に記憶される少なくとも1つのCSG　IDと同
じCSG　IDが設定されているフェムトセルとマクロセルの中から、適したセルを選択する
。
【００５５】
　一方、手動選択の場合、近隣セルリスト記憶メモリ４００６は、Allowed　CSG　List記
憶メモリ４００５に関係なく、CSG　IDが設定されているフェムトセルをユーザ選択CSG入
出力部４００７に出力する。そして、CSGセル選択処理部４００４は、ユーザが選択したC
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SG　IDをユーザ選択CSG入出力部４００７から取得し、ユーザが選択したCSG　IDを持つフ
ェムトセルを選択する。ここで選択されたセルの情報は、送信処理部４００２及び送受信
アンテナ部４００１を通して、接続要求メッセージ(以下、RRC　Connection　Request　m
essage)としてH(e)NB３００に送信される。
【００５６】
　本発明の特徴の１つは、UE４００からH(e)NB３００へ送信するRRC　Connection　Reque
st　messageにおいて、ユーザによってCSGが手動選択されたことを通知すること（以下、
Manual　CSG　ID　Selection　parameter設定）にある。
【００５７】
　図６を参照すると、図４に示すH(e)NB３００の詳細な構成が示されている。
【００５８】
　図６において、H(e)NB３００は、送受信アンテナ３００１と、無線信号送受信部３００
２と、接続UE情報識別処理部３００３と、アクセスコントロール処理部３００４と、許容
UEリスト登録メモリ３００５と、UEブラックリスト登録メモリ３００６と、H(e)NB　GW向
け信号送受信処理部３００７と、H(e)NB　GW接続ライン３００８と、を有している。
【００５９】
　無線信号送受信部３００２は、UE４００から送信されてきたメッセージを、送受信アン
テナ３００１を通して受信する。接続UE情報識別処理部３００３は、無線信号送受信部３
００２におけるメッセージの受信時に、そのメッセージを送信してきたUE４００を識別す
る。UE４００の識別方法としては、UE４００のIMSI(International　Mobile　Subscribed
　Identity)またはTMSI(Temporary　Mobile　Subscriber　Identity)またはP-TMSI(Packe
t-TMSI)またはIMEI(International　Mobile　Equipment　Identity)を使用する方法があ
る。
【００６０】
　本発明の特徴の１つは、UE４００が、RRC　Connection　Request　message内のManual
　CSG　ID　Selection　parameterにおいて、ユーザによってCSGが手動選択されたことを
意味するManual　CSG　ID　Selection　parameterを設定することにある。
【００６１】
　UE４００からのRRC　Connection　Request　messageにManual　CSG　ID　Selection　p
arameterが設定されていない場合、アクセスコントロール処理部３００４は、当該UE４０
０が許容UEリスト登録メモリ３００５に存在するかどうかを検証し、当該UE４００が存在
する場合に接続を許容する。
【００６２】
　UE４００からのRRC　Connection　Request　messageにManual　CSG　ID　Selection　p
arameterが設定されている場合、アクセスコントロール処理部３００４は、当該UE４００
が本発明の特徴の１つであるUEブラックリスト登録メモリ３００６に存在しないかどうか
を検証し、当該UE４００が存在しない場合に接続を許容する。
【００６３】
　UE４００の接続が許容される場合、H(e)NB　GW向け信号送受信処理部３００７は、H(e)
NB　GW接続ライン３００８を通して、UE４００の登録要求メッセージ（以下、HNBAP:　UE
　Register　Request　message）を送信する。
【００６４】
　本発明の特徴の１つは、H(e)NB３００が、このときに送信するHNBAP:　UE　Register　
Request　messageにおいて、ユーザ手動選択によってCSGが選択された場合には、ユーザ
手動選択によってCSGが選択されたこと（以下、Manual　CSG　ID　Selection　parameter
設定）を含めることにある。
【００６５】
　H(e)NB　GW向け信号送受信処理部３００７は、H(e)NB　GW接続ライン３００８から受信
した、HNBAP:　UE　Register　Request　messageに対する応答(以下、HNBAP:　UE　Regis
ter　Response　message)において、UE４００の登録が成功したことを示しているとき、R
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ANAP:　Initial　UE　messageをH(e)NB　GW２００経由でCore　Network　Node１００に送
信する。
【００６６】
　なお、図６における各部の構成のうち、UEブラックリスト登録メモリ３００６、UEブラ
ックリスト登録メモリ３００６を利用したアクセスコントロール処理部３００４でのアク
セスコントロール処理、及び、HNBAP:　UE　Register　Request　message内のManual　CS
G　ID　Selection　parameter設定、を除いた構成は、当事者によってよく知られている
構成であり、本発明とは直接関係しない。
【００６７】
　図７を参照すると、図４に示すH(e)NB　GW２００の詳細な構成が示されている。
【００６８】
　図７において、H(e)NB　GW２００は、H(e)NB接続ライン２００１と、H(e)NB信号送受信
部２００２と、接続UE情報識別処理部２００３と、アクセスコントロール処理部２００４
と、許容UEリスト登録メモリ２００５と、UEブラックリスト登録メモリ２００６と、Core
　Network　Node向け信号送受信処理部２００７と、Core　Network　Node接続ライン２０
０８と、を有している。
【００６９】
　H(e)NB信号送受信部２００２が、H(e)NB３００からH(e)NB接続ライン２００１を通して
HNBAP:　UE　Register　Request　messageを受信した場合、接続UE情報識別処理部２００
３は、HNBAP:　UE　Register　Request　messageを送信してきたUE４００を識別する。UE
４００の識別方法としては、UEのIMSIまたはTMSIまたはP-TMSIまたはIMEIを使用する方法
がある。
【００７０】
　本発明の特徴の１つは、HNBAP:　UE　Register　Request　message内のManual　CSG　I
D　Selection　parameterにおいて、ユーザによってCSGが手動選択されたことを意味する
Manual　CSG　ID　Selection　parameterを設定することにある。
【００７１】
　HNBAP:　UE　Register　Request　messageにManual　CSG　ID　Selection　parameter
が設定されていない場合、コントロール処理部２００４は、当該UE４００が許容UEリスト
登録メモリ２００５に存在するかどうかを検証し、当該UE４００が存在する場合に接続を
許容する。
【００７２】
　HNBAP:　UE　Register　Request　messageにManual　CSG　ID　Selection　parameter
が設定されている場合、コントロール処理部２００４は、当該UE４００が本発明の特徴の
１つであるUEブラックリスト登録メモリ２００５に存在しないかどうかを検証し、当該UE
４００が存在しない場合に接続を許容する。
【００７３】
　接続が許容される場合、H(e)NB信号送受信部２００２は、H(e)NB接続ライン２００１か
らHNBAP:　UE　Register　Response　messageを送信する。
【００７４】
　接続が非許容の場合、H(e)NB信号送受信部２００２は、HNBAP:　UE　Register　Reject
　messageを送信する。そのときの拒否理由は、Manual　CSG　ID　Selectionによって選
択されたCSGは利用できないことを意味する値(例えば、Selected　CSG　not　Allowed)と
なる。
【００７５】
　なお、図７における各部の構成のうち、UEブラックリスト登録メモリ２００６、UEブラ
ックリスト登録メモリ２００６を利用したアクセスコントロール処理部２００４でのアク
セスコントロール処理、HNBAP:　UE　Register　Request　message内のManual　CSG　ID
　Selection　parameter設定判定、及びHNBAP:　UE　Register　Reject　message内の拒
否理由値の　Selected　CSG　not　allowed設定、を除いた構成は、当事者によってよく
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知られている構成であり、本発明とは直接関係しない。
【００７６】
　図８を参照すると、図４に示すCore　Network　Node１００の詳細な構成が示されてい
る。
【００７７】
　図８において、Core　Network　Node１００は、H(e)NB　GW接続ライン１００１と、H(e
)NB　GW信号送受信処理部１００２と、接続UE情報識別処理部１００３と、アクセスコン
トロール処理部１００４と、UE-CSG関係登録データ１００５と、を有している。なお、図
８において、RNC１０１との接続部分の構成やeNB１０３との接続部分の構成については、
本発明には関係ないので省略する。
【００７８】
　H(e)NB　GW信号送受信処理部１００２は、H(e)NB３００からH(e)NB　GW２００及びH(e)
NB　GW接続ライン１００１を通して、UE４００の接続要求にあたるRANAP:　Initial　UE
　messageを受信した場合、受信処理を実施し、接続UE情報識別処理部１００３は、当該U
E４００を識別する。UE４００の識別方法としては、UE４００のIMSIまたはTMSIまたはP-T
MSIまたはIMEIを使用する方法がある。
【００７９】
　アクセスコントロール処理１００４は、UE-CSG関係登録データ１００５を参照して、RA
NAP:　Initial　UE　messageに含まれるCSG　IDのエリアがUE４００に許容されるかどう
か確認し、許容される場合はUE４００の接続を可能とし、非許容の場合はUE４００の接続
を拒否する。
【００８０】
　接続を可能とするとき、本発明の特徴の１つとして、Core　Network　Node１００は、H
(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００におけるアクセスコントロール処理において利用され
る許容UEリスト登録メモリ３００５及び２００５に、UE４００を許容するための通知を行
う。例えば、ＴＲ０６９（エンド・ユーザ機器の遠隔管理のためのアプリケーション層の
プロトコル）を利用して許容UEリスト登録メモリ３００５及び２００５を更新する。
【００８１】
　接続を拒否するとき、Core　Network　Node１００は、既に接続されたUE４００-H(e)NB
３００間のRRC　Connectionと、H(e)NB３００-H(e)NB　GW２００間のNetwork　Resource
と、を解放するために、RANAP:　Iu　Release　Commandを通知する。
【００８２】
　本発明の特徴の１つとして、このRANAP:　Iu　Release　Commandにおいて、手動選択に
よって選択されたCSG　IDは無効であるものとして、既存パラメータ”Cause”に、新規値
として“Selected　CSG　not　allowed”を設定する。
【００８３】
　なお、図８における各部の構成のうち、接続許容時のH(e)NBの許容UEリスト登録メモリ
３００５の更新処理、H(e)NB　GWの許容UEリスト登録メモリ２００５の更新処理、及び、
接続拒否時のRANAP:　Iu　Release　Commandにおける既存パラメータ”Cause”の“Selec
ted　CSG　not　allowed”設定、を除いた構成は、当事者によってよく知られている構成
であり、本発明とは直接関係しない。
【００８４】
　UE-CSG関係登録データ１００５は、図９のように、Core　Network　Node１００の外部
サーバ１０４に設置されていて、Core　Network　Node１００は、外部サーバ１０４間の
接続ライン１０４１を介して、UE４００の接続可否を管理してもよい。
【００８５】
　この構成の場合、外部サーバ１０４は、Core　Network　Node１００から接続ライン１
０４１を介して、接続されているUE４００に対して、当該UE４００が接続しているエリア
のCSG　IDがAllowed　CSG　Listに含められるかどうか問い合わせを受ける。外部サーバ
１０４は、当該UE４００のAllowed　CSG　Listに当該CSG　IDが含められる場合は接続許
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容を、含められない場合は接続非許容を、接続ライン１０４１を介してCore　Network　N
ode１００へ通知する。
【００８６】
　図１０において、図６及び図７に示したUEブラックリスト登録メモリ２００５及び３０
０５の詳細な構成を説明する。
【００８７】
　UEブラックリスト登録メモリ２００５及び３００５においては、手動選択による接続要
求をしてきたUE４００であってもアクセス拒否される必要のあるUE４００のリストが登録
され、それぞれのエントリーには有効時間が設けられる。また、このリストには登録可能
なエントリーの上限もあわせて設けられる。有効時間が過ぎると、そのエントリーは無効
となり、このUEブラックリストメモリからは削除され、また、最大登録可能エントリー数
を超えた数のUE４００の登録があると、最も古いエントリーから削除されることとなる。
【００８８】
　以下に、図４に示した無線通信システムの動作について説明する。
【００８９】
　図１１に、ユーザ手動選択による接続要求の動作を示す。
【００９０】
　図１１において、ユーザが手動選択によってCSGを選択し、UE４００がネットワークに
接続要求を行うとき、UE４００からH(e)NB３００へ送信するRRC　Connection　Request　
messageには、本発明の特徴の１つとして、手動選択の場合には、手動選択をしたことを
示す新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”を設定する（図１２）。
【００９１】
　このように、本実施形態では、UE４００からH(e)NB３００へ送信するRRC　Connection
　Request　messageにおいて、手動選択をしたことを示すIndicator　“Manual　CSG　ID
　Selection”を設定しているので、H(e)NB３００において、許容UEリストを利用したア
クセスコントロールをしない制御が実現でき、それによりUE４００のアクセスが拒否され
ないために、UE４００は、次のステップであるH(e)NB　GW２００へのUE　Registration　
Procedureを実施することができる。
【００９２】
　なお、上記RRC　Connection　Request　messageにおいて、手動選択をしたことを示す
新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”の代わりに、既存パラメータ　“Establ
ishment　Cause”において、新規値として“Manual　CSG　ID　Selection”を設定するこ
とでも、手動選択したことの通知を実現できる（図１３、図１４）。
【００９３】
　また、上記RRC　Connection　Request　messageの代わりに、RRC　Connection　Setup
　Complete　message送信時に、手動選択をしたことを示す新規パラメータ“Manual　CSG
　ID　Selection”を設定することでも、手動選択したことの通知を実現できる(図１５、
図１６)。
【００９４】
　また、上記RRC　Connection　Request　messageの代わりに、RRC　Initial　Direct　T
ransfer　message送信時に、手動選択をしたことを示す新規パラメータ“Manual　CSG　I
D　Selection”もしくは、既存パラメータ　“Establishment　Cause”において、新規値
として“Manual　CSG　ID　Selection”を設定することでも、手動選択したことの通知を
実現できる。(図１７、図１８、図１４)
　また、上記RRC　Connection　Request　messageの代わりに、RRC　Uplink　Direct　Tr
ansfer　(MM[Mobility　Management]:　Identity　Response)送信において、手動選択を
したことを示す新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”を設定することでも、手
動選択したことの通知を実現できる(図１９、図２０)。
【００９５】
　なお、UE４００は、上記メッセージに手動選択をしたことを示す新規パラメータ“Manu
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al　CSG　ID　Selection”を設定する場合、図２１のような設定を行う。また、UE４００
は、上記メッセージの既存パラメータ　“Establishment　Cause”において、新規値とし
て“Manual　CSG　ID　Selection”を設定する場合、図２２または図２３のような設定を
行う。
【００９６】
　また、図１１において、H(e)NB３００がH(e)NB　GW２００へUE　Registration　Proced
ureを行うとき、H(e)NB３００は、前述の通りに、UE４００からの接続要求が手動選択に
よるものを知っているとき、H(e)NB　GW２００へ送信するHNBAP:　UE　Register　Reques
t　messageには、手動選択をしたことを示すIndicator　“Manual　CSG　ID　Selection
”を設定している。そのため、H(e)NB　GW２００において、許容UEリストを利用したアク
セスコントロールをしない制御が実現できる。
【００９７】
　このように、本実施形態では、H(e)NB３００からH(e)NB　GW２００へ送信するHNBAP:　
UE　Register　Request　messageにおいて、手動選択をしたことを示すIndicator　“Man
ual　CSG　ID　Selection”を設定しているので、H(e)NB　GW２００における許容UEリス
トを利用したアクセスコントロールをしない制御が実現できる。
【００９８】
　なお、上記HNBAP:　UE　Register　Request　messageにおいて、手動選択をしたことを
示す新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”の代わりに、既存パラメータ　“Re
gister　Cause”において、新規値として“Manual　CSG　ID　Selection”を設定するこ
とでも、手動選択したことの通知を実現できる(図２４)。
【００９９】
　その後、UE４００は、Core　Network　Node１００と接続することになる。よって、Cor
e　Network　Node１００では、UE４００が選択したCSGへ接続が許容されるかどうかのア
クセスコントロールを実施することが可能である。
【０１００】
　さらには、本実施形態では、H(e)NB３００でUEブラックリストによるアクセスコントロ
ールを行うので、不正もしくは実装ミスなどのUE４００の接続要求については、H(e)NB３
００においてアクセスコントロールを実施して、H(e)NB　GW２００でのアクセスコントロ
ールの負荷及びCore　Network　Node１００でのアクセスコントロールの負荷を減らすこ
ともできる。
【０１０１】
　図１１における、H(e)NB３００でのアクセスコントロールの動作を図２５に示す。
【０１０２】
　図２５のステップ１において、H(e)NB３００は、UE４００からのRRC　Connection　Req
uest　messageを受信時、以下の処理を行う。
1)　新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”が含められている場合、当該UE４０
０をUEブラックリスト登録メモリ３００６と比較する。
1-1)　当該UE４００がUEブラックリスト登録メモリ３００６に含められている場合、当該
UE４００の接続を拒否し、リソースの解放を実施する。
1-2)　UEブラックリスト登録メモリ３００６に当該UE４００が含められていない場合、当
該UE４００の接続を許容し、接続処理を継続する。
2)　新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”が含められていない場合、当該UE４
００を許容UEリスト登録メモリと比較する。
2-1)許容UEリスト登録メモリ３００５に当該UE４００が含められていない場合、当該UE４
００の接続を拒否し、リソースの解放を実施する。
2-2)許容UEリスト登録メモリ３００５に当該UE４００が含められている場合、当該UE４０
０の接続を許容し、接続処理を継続する。
【０１０３】
　次に、H(e)NB　GW２００は、H(e)NB３００から受信したHNBAP:　UE　Register　Reques
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t　messageにおいて、手動選択をしたことを示す新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Sel
ection”が設定されていたとしても、UE４００のアクセスコントロールを行うことを可能
とする。例えば、H(e)NB　GW２００におけるUEブラックリスト登録メモリ２００６に、当
該UE４００が含められている場合、H(e)NB３００は、H(e)NB　GW２００から、HNBAP:　UE
　Register　Reject　messageを受信する。そのときの拒否理由は、Manual　CSG　ID　Se
lectionによって選択されたCSGは利用できないことを意味する値(例えば、Selected　CSG
　not　Allowed)となる。
【０１０４】
　ここでは、H(e)NB　GW２００は、UEブラックリスト登録メモリ２００６を用いて接続の
許容を判断しているが、UE-CSG関係登録データ１００５を確認できる場合、当該UE４００
が接続するCSGがUE-CSG関係登録データ１００５において許容されているかどうかを確認
することでも、接続の許容を判断可能である。
【０１０５】
　図２５のステップ２において、H(e)NB３００は、H(e)NB　GW２００からのHNBAP:　UE　
Registrer　Reject　messageを受信時、以下の処理を行う。
1)　拒否理由がSelected　CSG　not　Allowedである場合、当該UE４００をUEブラックリ
スト登録メモリ３００６に保持するよう更新すると共に、当該UE４００の解放処理を行う
。
2)　拒否理由がSelected　CSG　not　Allowedでない場合、当該UE４００の解放処理を行
うのみである。
【０１０６】
　また、図２５のステップ３において、H(e)NB３００は、Core　Network　Node１００か
らのRANAP:　Iu　Release　Commandを受信時、以下の処理を行う。
1)　Release　CauseがManual　CSG　ID　Selectionによって選択されたCSGは利用できな
いことを意味する値(例えば、Selected　CSG　not　Allowed)である場合、当該UE４００
をUEブラックリスト登録メモリ３００６に保持するよう更新すると共に、当該UE４００の
解放処理を行う。
2)　Release　CauseがSelected　CSG　not　Allowed以外の場合、当該UE４００の解放処
理を行うのみである。
【０１０７】
　このように、本実施形態では、H(e)NB３００は、H(e)NB　GW２００から、拒否理由　=
　Selected　CSG　not　AllowedのHNBAP　UE　Register　Reject　messageを受信するこ
と、または、Core　Network　Node１００から、Release　Cause　=　Selected　CSG　not
　AllowedのRANAP:　Iu　Release　Commandを受信することで、当該UE４００をUEブラッ
クリスト３００６に追加する。
【０１０８】
　それにより、H(e)NB３００は、UE４００からのRRC　Connection　Request　messageに
手動選択をしたことを示すIndicator　“Manual　CSG　ID　Selection”が設定されてい
たとしても、H(e)NB３００におけるアクセスコントロールを無効とせず、有効とすること
が実現できる。そのため、不正もしくは実装ミスなどのUE４００の接続要求については、
H(e)NB３００においてアクセスコントロールを実施して、H(e)NB　GW２００でのアクセス
コントロールの負荷及びCore　Network　Node１００でのアクセスコントロールの負荷を
減らすことができる。
【０１０９】
　なお、本実施形態において、H(e)NB３００は、UEブラックリスト３００６の追加のトリ
ガーを、H(e)NB　GW２００から、拒否理由　=　Selected　CSG　not　AllowedのHNBAP　
ＵＥ　Register　Reject　messageを受信すること、または、Core　Network　Node１００
から、Release　Cause　=Selected　CSG　not　AllowedのRANAP:　Iu　Release　Command
を受信することとしているが、ＴＲ０６９（エンド・ユーザ機器の遠隔管理のためのアプ
リケーション層のプロトコル）を利用してブラックリストのUE４００を設定することも可
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能とする。
【０１１０】
　つまり、図２５のステップ４において、H(e)NB３００は、許容UEリスト登録メモリ３０
０５の更新メッセージまたはUEブラックリスト登録メモリ３００６の更新メッセージを、
ＴＲ０６９利用によって受信した場合、許容UEリスト登録メモリ３００５またはUEブラッ
クリスト登録メモリ３００６を更新する。
【０１１１】
　さらには、本実施形態では、H(e)NB３００は、UEブラックリストによるアクセスコント
ロールを実施するので、不正もしくは実装ミスなどのUE４００の接続要求については、H(
e)NB３００でアクセスコントロールして、H(e)NB　GW２００でのアクセスコントロールの
負荷及びCore　Network　Node１００でのアクセスコントロールの負荷を減らすこともで
きる。
【０１１２】
　図１１における、H(e)NB　GW２００でのアクセスコントロールの動作を図２６に示す。
【０１１３】
　図２６のステップ１において、H(e)NB　GW２００は、UE４００からのHNBAP　UE　Regis
ter　Request　messageを受信時、以下の処理を行う。
1)　新規パラメータ“Manual　CSG　ID　Selection”が含められている場合、当該UE４０
０をUEブラックリスト登録メモリ２００６と比較する。
1-1)　UEブラックリスト登録メモリ２００６に当該UE４００が含められている場合、当該
UE４００の接続を拒否し、リソースの解放を実施する。
1-2)　UEブラックリスト登録メモリ２００６に当該UE４００が含められていない場合、当
該UE４００の接続を許容し、接続処理を継続する。
2)　新規パラメータ"Manual　CSG　ID　Selection”が含められていない場合、当該UE４
００を許容UEリスト登録メモリ２００５と比較する。
【０１１４】
　2-1)　許容UEリスト登録メモリ２００５に当該UE４００が含められていない場合、当該
UE４００の接続を拒否し、リソースの解放を実施する。
2-2)　許容UEリスト登録メモリ２００５に当該UE４００が含められている場合、当該UE４
００の接続を許容し、接続処理を継続する。
【０１１５】
　次に、図２６のステップ２において、H(e)NB　GW２００は、Core　Network　Node１０
０からのRANAP:　Iu　Release　Commandを受信時、以下の処理を行う。
1)　Release　CauseがManual　CSG　ID　Selectionによって選択されたCSGは利用できな
いことを意味する値(例えば、Selected　CSG　not　Allowed)である場合、当該UE４００
をUEブラックリスト登録メモリ２００６に保持するよう更新すると共に、当該UE４００の
解放処理を行う。
2)　Release　CauseがSelected　CSG　not　Allowed以外の場合、当該UE４００の解放処
理を行うのみである。
【０１１６】
　このように、本実施形態では、H(e)NB　GW２００は、Core　Network　Node１００からR
elease　Cause　=　Selected　CSG　not　AllowedのRANAP:　Iu　Release　Commandを受
信することで、当該UE４００をUEブラックリスト２００６に追加する。
【０１１７】
　それにより、H(e)NB　GW２００は、UE４００からのHNBAP　UE　Register　Request　me
ssageに手動選択をしたことを示すIndicator　“Manual　CSG　ID　Selection”が設定さ
れていたとしても、H(e)NB　GW２００におけるアクセスコントロールを無効とせず、有効
とすることが実現できる。そのため、不正もしくは実装ミスなどのUE４００の接続要求に
ついては、H(e)NB　GW２００においてアクセスコントロールを実施して、Core　Network
　Node１００でのアクセスコントロールの負荷を減らすことができる。
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【０１１８】
　なお、本実施形態において、H(e)NB　GW２００は、UEブラックリストの追加のトリガー
を、Core　Network　Node１００から、Release　Cause　=　Selected　CSG　not　Allowe
dのRANAP:　Iu　Release　Commandを受信することとしているが、ＴＲ０６９（エンド・
ユーザ機器の遠隔管理のためのアプリケーション層のプロトコル）を利用してブラックリ
ストのUEを設定することも可能とする。許容UEリスト登録メモリも同様の手段で設定可能
とする。
【０１１９】
　つまり、図２６のステップ３において、H(e)NB　GW２００は、許容UEリスト登録メモリ
２００５の更新メッセージまたはUEブラックリスト登録メモリ２００６の更新メッセージ
を、ＴＲ０６９利用によって受信した場合、許容UEリスト登録メモリ２００５またはUEブ
ラックリスト登録メモリ２００６を更新する。
【０１２０】
　さらには、本実施形態では、H(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００でのアクセスコントロ
ールにおけるUEブラックリストにおいて、有効時間、登録可能最大数、最大UE登録時の最
古UE削除手段、及び最新新UE登録手段を備えているため、H(e)NB３００及びH(e)NB　GW２
００でのメモリ使用量の節約と、処理負荷の低減と、を実現することもできる。
【０１２１】
　図４における、H(e)NB及びH(e)NB　GWでのUEブラックリストの登録・削除動作を図２７
に示す。
【０１２２】
　図２７において、H(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００でのUEブラックリストには、UE４
００毎にUEブラックリストに登録されたままでよい有効時間を示すタイマーが管理されて
いる。
1)　タイマーが満了すると、当該UE４００はUEブラックリストから削除される。
【０１２３】
　UEブラックリストには、最大登録可能UE数の上限が設けられている。
2）新規のUE４００の登録においては、以下の処理が行われる。
2-1)　UEブラックリストに最大登録数分のUE４００が登録されていない場合、空き領域に
新規のUE４００が登録される。
2-2)　UEブラックリストに最大登録数分のUE４００が登録されている場合、最古のUE４０
０が削除され、新規のUE４００が登録される。例えば、前記のタイマーにおいて残り時間
が最も少ない状態にあるUE４００が削除される。
【０１２４】
　このように、本実施形態では、H(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００でのUEブラックリス
トにおいて管理するUE４００の数、UE４００の有効時間、登録UE数の上限、タイマー処理
数の上限、最大UE登録時の最古UE削除手段、及び最新UE登録手段を備えているため、H(e)
NB３００及びH(e)NB　GW２００でのメモリ使用量の節約と、処理負荷の低減と、を実現す
ることもできる。
【０１２５】
　なお、本実施形態において、
3)　UEブラックリスト登録メモリの更新メッセージをＴＲ０６９（エンド・ユーザ機器の
遠隔管理のためのアプリケーション層のプロトコル）を利用して受信時、UEブラックリス
トにおいて登録されたUEのいくつかを、除外設定することも可能とする。
【０１２６】
　このように、本実施形態では、H(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００でのUEブラックリス
トを外部から更新する手段をもつため、実装ミスのUE４００が後に修理された場合や、ユ
ーザの手動選択ミスが後に訂正された場合に、不要なUE４００の登録を削除することがで
き、H(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００でのメモリ使用量の節約と、処理負荷の低減と、
を実現することができる。
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【０１２７】
　また、本実施形態において、有効時間を示すタイマーは、H(e)NB３００及びH(e)NB　GW
２００において、内部パラメータとして保持してもよい。ただし、前述のCore　Network
　Node１００から受信する、Release　Cause　=　Selected　CSG　not　AllowedのRANAP:
　Iu　Release　Command　message、H(e)NB３００の場合はH(e)NB　GW２００から受信す
る、拒否理由　=　Selected　CSG　not　AllowedのHNBAP　UE　Register　Reject　messa
ge、または、ＴＲ０６９利用によって受信するUEブラックリスト登録メモリ３００６及び
２００６の更新メッセージにおいて、有効時間タイマーの値が通知されても良い。
【０１２８】
　なお、CSG　IDをブロードキャストするフェムトセル５０１を構成するH(e)NB３００へ
のアクセスには、当該CSG　IDをAllowed　CSG　Listとして含めるUE４００の正規ユーザ
によるアクセスと、当該CSG　IDをManual　CSG　ID　SelectionによってUE４００に選択
させるユーザによるアクセスとが混在する。
【０１２９】
　ショッピングセンターなど混んだ地域などでは、非常に多くのユーザがフェムトセル５
０１のCSG　IDを選択することで、H(e)NB３００を含むネットワーク側の輻輳が発生する
ことが予想され、正規ユーザによるH(e)NB３００へのアクセスが規制されてしまうことが
考えられる。
【０１３０】
　そのため、本実施形態のように、当該CSG　IDをManual　CSG　ID　SelectionによってU
E４００に選択させるユーザによるアクセスにおいて、RRC　MessageにユーザがManual　C
SG　ID　Selectionによって選択したことをパラメータ「Manual　CSG　ID　Selection」
として設定するか、もしくは、Establishment　Causeに値Manual　CSG　ID　Selectionを
設定することで、H(e)NB３００が当該CSG　IDをManual　CSG　ID　SelectionによってUE
４００に選択させるユーザによるアクセスを識別する事を可能とし、その接続要求に対し
て、H(e)NB３００が接続拒否するなどのアクセスコントロールを実施することが可能であ
る。
【０１３１】
　なお、正規ユーザによるManual　CSG　ID　Selectionにおいて、Allowed　CSG　Listに
含まれるH(e)NB３００のCSG　IDをユーザが選択して、正規ユーザによるH(e)NB３００へ
のアクセスが行われる場合に、パラメータ「Manual　CSG　ID　Selection」として設定す
るか、もしくは、Establishment　Causeに値「Manual　CSG　ID　Selection」を設定して
しまうと、正規ユーザ以外のユーザによるアクセスと正規ユーザによるアクセスとの識別
が困難になってしまう事が考えられる。
【０１３２】
　そのため、Allowed　CSG　Listに含まれない当該CSG　IDをManual　CSG　ID　Selectio
nによってUE４００に選択させるユーザによるアクセスにおいて、RRC　Messageに正規ユ
ーザ以外のユーザがManual　CSG　ID　Selectionによって選択したことをパラメータ「Ma
nual　CSG　ID　Selection2」として設定するか、もしくは、Establishment　Causeに値
「Manual　CSG　ID　Selection2」を設定することで、H(e)NB３００が当該CSG　IDをManu
al　CSG　ID　SelectionによってUE４００に選択させる非正規ユーザによるアクセスを識
別する事を可能とし、非正規ユーザによる接続要求に対して、H(e)NB３００が接続拒否す
るなどのアクセスコントロールを実施することが可能である。
【０１３３】
　（第３の実施形態）
　本実施形態の基本的構成は、第１の実施形態の通りであるが、ユーザ手動選択によって
CSGが選択されたことをH(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００に通知する理由と、ユーザ手
動選択によってCSGが選択された場合の動作をさらに工夫している。その動作を図２８に
示す。
【０１３４】
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　図２８において、無線通信システムのH(e)NB３００及びH(e)NB　GW２００は、無線リソ
ース管理やネットワークリソース管理などを理由として、H(e)NB　GW２００及びH(e)NB３
００に接続されるUE４００の接続先再設定を行う。
【０１３５】
　例えば、H(e)NB３００は、当該H(e)NB３００に接続されているUE４００を、当該H(e)NB
３００の無線リソース不足やネットワークリソース不足を理由に、Node　B１０２やeNB１
０３へのハンドオーバを起動したり、近隣のH(e)NB３００へのハンドオーバを起動したり
するUE４００の接続先再設定を実施することが考えられる。
【０１３６】
　また、H(e)NB　GW２００も、当該H(e)NB　GW２００に接続されているUE４００を当該H(
e)NB　GW２００のネットワークリソース不足や処理能力不足を理由に、Node　B１０２やe
NB１０３へのハンドオーバを起動したり、別のH(e)NB　GW２００配下のH(e)NB３００への
ハンドオーバを起動したりするUE４００の接続先再設定を実施することが考えられる。
【０１３７】
　しかし、ユーザ手動選択によってCSGを選択した場合、ユーザが使用するUE４００は、
選択されたCSGのH(e)NB３００に接続することが求められる。その理由は、例えば、Core
　Network　Node１００との接続によってUE４００のAllowed　CSG　Listの更新手順を行
うという目的、選択したCSGのエリアでは低料金で通信ができるという目的、選択したCSG
のエリアでは高速データ通信サービスが実施可能という目的、または、選択したCSGのエ
リア限定の情報を取得するという目的などを満足するためである。
【０１３８】
　本実施形態では、これらの目的を満足するために、ユーザにより手動選択によってCSG
が選択されたことを、UE４００からH(e)NB３００に通知するメッセージに付与するととも
に、H(e)NB３００からH(e)NB　GW２００に通知するメッセージに付与することを特徴とす
る。
【０１３９】
　このように、本実施形態では、ユーザ手動選択によってCSGが選択されたことを、UE４
００からH(e)NB３００に通知するメッセージと、H(e)NB３００からH(e)NB　GW２００に通
知するメッセージに付与しているので、H(e)NB３００は、UE４００が接続しているセルも
しくはそのセルと同じCSGを持つセルに、UE４００を再接続することが可能である。
【０１４０】
　その結果、Core　Network　Node１００との接続によってUE４００のAllowed　CSG　Lis
tの更新手順を行うという目的、選択したCSGのエリアでは低料金で通信ができるという目
的、選択したCSGのエリアでは高速データ通信サービスが実施可能という目的、または、
選択したCSGのエリア限定の情報を取得するという目的などを満足させることができると
いう効果が得られる。
【０１４１】
　なお、UE４００が再接続により他のセルに移動する場合、以下のようにして、ユーザ手
動選択によってCSGが選択されたことを、移動先基地局装置（Target　H(e)NB３０１）に
通知することも可能である。
1)　UE４００は、他のCellへ移動するとき、Target　H(e)NB３０１が構成するフェムトセ
ルの情報を、RRC:　Measurement　Reportとして、移動元基地局装置（Source　H(e)NB３
００）に報告する。ここで報告する情報は、例えば、Target　H(e)NB３０１が構成するフ
ェムトセルの無線品質情報（H(e)NBから送信される電力の雑音・干渉に対する相対強度、
H(e)NBから送信される電力のUEの位置での受信強度、H(e)NBからUEへの電力減衰）などで
ある。
2)　Source　H(e)NB３００は、Relocation　Required　messageを、H(e)NB　GW２００も
しくは上位ノードのCore　Network　Nodeに通知する。このとき、Relocation　Required
　messageの新規パラメータもしくはRelocation　Required　messageに含まれるRRC　Con
tainerに、「手動選択したこと」を設定する。
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3)　H(e)NB　GW２００もしくは上位ノードのCore　Network　Nodeは、Target　H(e)NB３
０１へ、Relocation　Request　messageを通知する。Source　H(e)NBから受信したReloca
tion　Required　messageに「手動選択したこと」が設定されているとき、Relocation　R
equest　messageに「手動選択したこと」を示す新規パラメータを設定する。もしくはRel
ocation　Request　messageに含まれるRRC　Containerに、「手動選択したこと」が設定
されていて、Source　H(e)NB３００から受信したRRC　ContainerをそのままTarget　H(e)
NB３００に通知される。
4)　Target　H(e)NB３０１は、上記手順により、当該UE４００がCSGを「手動選択して」
接続していることを認識できる。
【０１４２】
　（第４の実施形態）
　本実施形態の基本的構成は、第１の実施形態の通りであるが、ユーザ手動選択によって
マクロセルが選択された場合の動作を工夫している。
【０１４３】
　本実施形態では、ユーザ手動選択によってCSGではなく、マクロセルを選択する場合も
、第２の実施形態と同様に、ユーザの手動選択によってマクロセルを選択したことを、UE
４００から、Node　B１０２、RNC１０１、eNB１０３、Core　Network　Node１００に通知
することを特徴とする。
【０１４４】
　このように、本実施形態では、ユーザ手動選択によってマクロセルが選択されたことを
、UE４００からマクロセルのネットワークノードに通知しているため、マクロセルのネッ
トワークノードは、UE４００をマクロセルに再接続することが可能であり、UE４００をフ
ェムトセルへの再接続をさせることなく、マクロセルのネットワークとの接続を維持する
ことが可能となる。
【０１４５】
　その結果、フェムトセルで課金される追加料金をユーザが支払うことなく通信を継続で
きるという目的、または、高速移動するユーザが広範囲のカバレッジを持つマクロセルと
の通信を通して、安定してサービスを受けられるという目的等を満足させることができる
という効果が得られる。
【０１４６】
　（第５の実施形態）
　本実施形態は、IMS（IP　Multimedia　Subsystem）-Femto　Architecture方式の無線通
信ステムに適用したものである。
【０１４７】
　図２９を参照すると、本実施形態の無線通信システムの構成が示されている。
【０１４８】
　図２９において、無線通信システムは、CNGW２００Ａと、H(e)NB３００Ａと、UE４００
Ａと、を有している。
【０１４９】
　なお、本実施形態は、第１の実施形態と比較して、ネットワーク側のArchitectureのみ
が異なり、各部間でやり取りするメッセージは第１の実施形態と同様である。
【０１５０】
　なお、以上の実施形態においては、フェムト、ＬＴＥ、IMS等の無線通信システムを例
として説明した。しかし、本発明はこれらシステムに限られず、無線通信端末及び基地局
装置またはゲートウェイを有するほかの無線通信システムにも適用できる。
【０１５１】
　なお、以上の実施形態においては、セルに付与された名称または限定加入者グループあ
るいはマクロセルを、ユーザが１つ選択する場合について説明した。しかし、本発明はこ
れらシステムに限られず、複数を選択するようにしても良い。この場合、ＵＥは「セルに
関する情報の選択を示す情報」として、以下の情報を基地局装置に送信するようにしても
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良い。
（１）複数選択したことを示す情報
（２）選択した複数のセルの識別情報（セル識別子あるいはＣＳＧ　ＩＤ）
　なお、フェムト、ＬＴＥ、IMS等の無線通信システムを例として説明した。しかし、本
発明はこれらシステムに限られず、無線通信端末及び基地局装置またはゲートウェイを有
するほかの無線通信システムにも適用できる。
【０１５２】
　なお、図１１および２８のフローチャートに示す処理を、それぞれに装置に設けられた
ＣＰＵが実行するためのプログラムは、本発明によるプログラムを構成する。このプログ
ラムを記録する記録媒体としては、半導体記憶部や光学的及び／又は磁気的な記憶部等を
用いることができる。このようなプログラム及び記録媒体を、前述した各実施形態とは異
なる構成のシステム等で用い、そこのＣＰＵで上記プログラムを実行させることにより、
本発明と実質的に同じ効果を得ることができる。
【０１５３】
　以上、本発明を好適な実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記のものに限
定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることは言うまで
もない。
【０１５４】
　本出願は、２００９年３月１３日に出願された日本出願特願２００９－０６１７１９を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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