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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の通信方式又は第２の通信方式による通信が可能な無線端末装置と第１の基地局と
第２の基地局とを有する無線通信システムであって、
　前記第１の基地局は、
　　無線リソースの使用状況が上限に達したか否かを判定する判定部と、
　　前記判定部により無線リソースの使用状況が上限に達したと判定されると、新たに通
信要求が行われた無線端末装置を他の基地局へ接続させるための通知を行う通知部と、を
備え、
　前記無線端末装置は、
　　前記第２の通信方式による通信を開始する際に、前記第１の基地局における無線リソ
ースの使用状況が上限に達している場合、前記第２の通信方式について接続先を前記第１
の基地局から前記第２の基地局へ変更し、前記第１の通信方式について接続先を前記第１
の基地局で維持する制御部を備える無線通信システム。
【請求項２】
　前記第１の基地局は、狭域セルを構成する基地局である請求項１に記載の無線通信シス
テム。
【請求項３】
　前記第１の基地局は、フェムトセルを構成する基地局である請求項２に記載の無線通信
システム。
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【請求項４】
　前記通知部は、前記接続されている無線端末装置へブロードキャストメッセージにより
通知を行う請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第２の通信方式による通信が終了すると、前記第２の通信方式につ
いて接続先を前記第２の基地局から前記第１の基地局へ変更する請求項１から請求項４の
いずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記第１の通信方式は、ＣＤＭＡ２０００＿１ｘ方式、前記第２の通信方式は、ＣＤＭ
Ａ２０００＿１ｘ＿ＥＶＤＯ方式であり、
　前記制御部は、アソシエーションタグ機能により、前記第２の通信方式について接続先
を前記第２の基地局から前記第１の基地局へ変更する請求項５に記載の無線通信システム
。
【請求項７】
　第１の通信方式又は第２の通信方式による通信が可能な無線端末装置であって、
　前記第２の通信方式による通信を開始する際に、第１の基地局における無線リソースの
使用状況が所定の上限に達している場合、前記第２の通信方式について接続先を前記第１
の基地局から第２の基地局へ変更し、前記第１の通信方式について接続先を前記第１の基
地局で維持する制御部を備える無線端末装置。
【請求項８】
　第１の通信方式又は第２の通信方式による通信が可能な無線端末装置と第１の基地局と
第２の基地局とを有する通信システムの制御方法であって、
　前記無線端末装置が、通信を開始する際に、前記第１の基地局における無線リソースの
使用状況が上限に達している場合、自発的に前記第２の通信方式について接続先を前記第
１の基地局から前記第２の基地局へ変更し、前記第１の通信方式について接続先を前記第
１の基地局で維持する制御ステップを含む制御方法。
【請求項９】
　無線端末装置と第１の基地局と第２の基地局とを有する無線通信システムであって、
　前記無線端末装置は、前記第１の基地局と接続している状態において、前記第１の基地
局から無線リソースの使用状況が上限に達した旨の通知を受信した後に、通信を開始する
際、前記第１の基地局へ通信要求を送信することなく、接続先の基地局を前記第１の基地
局から前記第２の基地局へ変更する無線通信システム。
【請求項１０】
　第１の基地局又は第２の基地局と接続可能な無線端末装置であって、
　前記第１の基地局と接続している状態において、前記第１の基地局から無線リソースの
使用状況が上限に達した旨の通知を受信した後に、通信を開始する際、前記第１の基地局
へ通信要求を送信することなく、接続先の基地局を前記第１の基地局から前記第２の基地
局へ変更する無線端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線リソースを制御する無線通信システム、無線端末装置、基地局及び制御
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話機が位置登録する基地局として、通信可能なエリアが通常のマクロセル
やマイクロセル等の基地局より狭い（例えば、半径数十ｍまでの）フェムト（Ｆｅｍｔｏ
）セルを実現する小型の基地局が利用されている。このフェムトセルを用いた通信システ
ムは、高層マンションやショッピングセンタ等における電波の不感地対策として、複数の
小型基地局を設置し、ブロードバンド回線等を使用して音声又はデータ通信を行うシステ
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ムである。
【０００３】
　ここで、例えば、マクロセルの通信エリア内において、通信中の携帯電話機が増加する
と通信速度が低下するため、高速のデータ通信サービスを提供する目的で、基地局当たり
の携帯電話機の収容数の上限（数台程度）を設定したフェムトセルが設置される場合もあ
る。このようなフェムトセルの基地局では、位置登録した携帯電話機の数が収容数の上限
に達した場合、これ以上の携帯電話機の位置登録を拒否し、他の基地局へリダイレクトさ
せる。
【０００４】
　また、フェムトセルには、特定の携帯電話機以外からの位置登録を拒否している基地局
もある。この基地局は、接続可能な携帯電話機を識別するためのリストを保持し、このリ
ストに登録されていない携帯電話機からアクセスがあると、この接続を拒否する（例えば
、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００９－５１０９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の技術では、位置登録した携帯電話機が実際に通信を行っておらず
、無線リソース（例えば、ＣＤＭＡ方式におけるトラフィックチャネル）に余裕がある場
合であっても、位置登録が制限されてしまう。無線リソースに余裕があれば、高速通信は
維持でき、また、位置登録のみで通信が行われなければ、無線リソースは使用されないの
で、過度な制限がなされていた。
【０００７】
　本発明は、無線リソースを効率的に使用できる無線通信システム、無線端末装置、基地
局及び制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る無線通信システムは、第１の通信方式又は第２の通信方式による通信が可
能な無線端末装置と第１の基地局と第２の基地局とを有し、前記第１の基地局は、無線リ
ソースの使用状況が上限に達したか否かを判定する判定部と、前記判定部により無線リソ
ースの使用状況が上限に達したと判定されると、新たに通信要求が行われた無線端末装置
を他の基地局へ接続させるための通知を行う通知部と、を備え、前記無線端末装置は、前
記第２の通信方式による通信を開始する際に、前記第１の基地局における無線リソースの
使用状況が上限に達している場合、前記第２の通信方式について接続先を前記第１の基地
局から前記第２の基地局へ変更し、前記第１の通信方式について接続先を前記第１の基地
局で維持する制御部を備える。
【０００９】
　前記第１の基地局は、狭域セルを構成する基地局であってもよい。
【００１０】
　前記第１の基地局は、フェムトセルを構成してもよい。
【００１１】
　前記通知部は、前記接続されている無線端末装置へブロードキャストメッセージにより
通知を行ってもよい。
【００１２】
　前記制御部は、前記第２の通信方式による通信が終了すると、前記第２の通信方式につ
いて接続先を前記第２の基地局から前記第１の基地局へ変更してもよい。
【００１３】
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　前記第１の通信方式は、ＣＤＭＡ２０００＿１ｘ方式、前記第２の通信方式は、ＣＤＭ
Ａ２０００＿１ｘ＿ＥＶＤＯ方式であり、前記制御部は、アソシエーションタグ機能によ
り、前記第２の通信方式について接続先を前記第２の基地局から前記第１の基地局へ変更
してもよい。
【００１４】
　本発明に係る無線端末装置は、第１の通信方式又は第２の通信方式による通信が可能で
あり、前記第２の通信方式による通信を開始する際に、第１の基地局における無線リソー
スの使用状況が所定の上限に達している場合、前記第２の通信方式について接続先を前記
第１の基地局から第２の基地局へ変更し、前記第１の通信方式について接続先を前記第１
の基地局で維持する制御部を備える。
【００１５】
　本発明に係る制御方法は、第１の通信方式又は第２の通信方式による通信が可能な無線
端末装置と第１の基地局と第２の基地局とを有する通信システムの制御方法であって、前
記無線端末装置が、通信を開始する際に、前記第１の基地局における無線リソースの使用
状況が上限に達している場合、自発的に前記第２の通信方式について接続先を前記第１の
基地局から前記第２の基地局へ変更し、前記第１の通信方式について接続先を前記第１の
基地局で維持する制御ステップを含む。
【００１６】
　本発明に係る無線通信システムは、無線端末装置と第１の基地局と第２の基地局とを有
し、前記無線端末装置は、前記第１の基地局と接続している状態において、前記第１の基
地局から無線リソースの使用状況が上限に達した旨の通知を受信した後に、通信を開始す
る際、前記第１の基地局へ通信要求を送信することなく、接続先の基地局を前記第１の基
地局から前記第２の基地局へ変更する。
【００１７】
　本発明に係る無線端末装置は、第１の基地局又は第２の基地局と接続可能であり、前記
第１の基地局と接続している状態において、前記第１の基地局から無線リソースの使用状
況が上限に達した旨の通知を受信した後に、通信を開始する際、前記第１の基地局へ通信
要求を送信することなく、接続先の基地局を前記第１の基地局から前記第２の基地局へ変
更する。
 
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、無線通信システムにおいて無線リソースを効率的に使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システムの全体構成を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る携帯電話機の外観斜視図である。
【図３】本発明の実施形態に係る無線通信システムの機能を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係るフェムトセルへの位置登録の制限を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係るフェムトセルの無線リソースが上限に達している場合の
動作を示す図である。
【図６】本発明の実施形態に係るフェムトセルの無線リソースが上限に達していない場合
の動作を示す図である。
【図７】本発明の実施形態に係る携帯電話機におけるデータ通信時の動作を示す図である
。
【図８】本発明の実施形態に係るフェムト基地局において無線リソースに空きがある場合
に、携帯電話機からパケット発信があったときの処理の流れ及び状態遷移を示す図である
。
【図９】本発明の本実施形態に係るフェムト基地局において無線リソースに空きがない場
合に、携帯電話機からパケット発信があったときの処理の流れ及び状態遷移を示す図であ
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る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態の一例について説明する。なお、本実施形態では、無線端末装
置の一例として、携帯電話機１を説明する。
【００２１】
　図１は、本実施形態に係る無線通信システム１００の全体構成を示す図である。
　携帯電話機１は、各種セル（例えば、フェムトセルＡ及びマクロセルＢ）を構成する基
地局と通信可能な無線端末装置である。携帯電話機１は、所定以上の電界強度が得られる
基地局に対して時間的、符号的な同期を行った上で、自端末の位置登録を行い、基地局は
、位置登録が行われた携帯電話機１を通信対象とする。なお、フェムトセルは狭域セル、
マクロセルは広域セルの一例である。
【００２２】
　フェムトセルＡを構成するフェムト基地局１０１（第１の基地局）は、ＩＰネットワー
ク（インターネット）４００を介して、管理サーバ３１０により運営管理され、管理サー
バ３１０は、通信事業者のネットワーク３００に接続されている。また、非フェムトセル
（以下、マクロセルＢとして説明する）を構成するマクロ基地局１０２（第２の基地局）
は、通信事業者のネットワーク３００に接続されている。
【００２３】
　なお、フェムト基地局１０１及びマクロ基地局１０２は、２つの通信方式、一例として
、ＣＤＭＡ２０００＿１ｘ（第１の通信方式、以下、１ｘと呼ぶ）及びＣＤＭＡ２０００
＿１ｘ＿ＥＶＤＯ（第２の通信方式、以下、ＥＶＤＯと呼ぶ）のプロトコルに対応してお
り、携帯電話機１は、双方の通信方式に対応するハイブリッド端末であるとする。
【００２４】
　ところで、基地局の通信エリア内にある携帯電話機１に対して、一斉にブロードキャス
トメッセージを配信する一例として、ＢＣＳＭＳ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｈｏｒｔ　Ｍ
ｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）と呼ばれるサービスがある。ＢＣＳＭＳは、通信
エリア内に存在する不特定多数の携帯電話機１に対して、ショートメッセージサービスと
呼ばれるプロトコルを利用して、限られた容量（例えば、１４０バイト）のメッセージを
送信するサービスである。このＢＣＳＭＳは、フェムトセルか非フェムトセル（マクロセ
ル、マイクロセル又はピコセル）かによらず、同様に提供され、例えば、ニュース速報や
緊急地震速報等の配信に利用されている。
【００２５】
　本実施形態において、フェムト基地局１０１は、ＢＣＳＭＳによる後述のブロードキャ
ストメッセージを、フェムトセルＡ内に報知している。フェムト基地局１０１に位置登録
している携帯電話機１は、このブロードキャストメッセージをフェムトセルＡ内において
受信することができる。
【００２６】
　図２は、本実施形態に係る携帯電話機１の外観斜視図である。
　携帯電話機１は、操作部側筐体２と、表示部側筐体３と、を備えて構成される。操作部
側筐体２は、表面部１０に、操作部１１と、携帯電話機１の使用者が通話時や音声認識ア
プリケーションを利用時に発した音声が入力されるマイク１２と、を備えて構成される。
操作部１１は、各種設定機能や電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させるための
機能設定操作ボタン１３と、電話番号の数字やメールの文字等を入力するための入力操作
ボタン１４と、各種操作における決定やスクロール等を行う決定操作ボタン１５と、から
構成されている。
【００２７】
　また、表示部側筐体３は、表面部２０に、各種情報を表示するための表示部２１と、通
話の相手側の音声を出力するレシーバ２２と、を備えて構成されている。
【００２８】
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　また、操作部側筐体２の上端部と表示部側筐体３の下端部とは、ヒンジ機構４を介して
連結されている。また、携帯電話機１は、ヒンジ機構４を介して連結された操作部側筐体
２と表示部側筐体３とを相対的に回転することにより、操作部側筐体２と表示部側筐体３
とが互いに開いた状態（開放状態）にしたり、操作部側筐体２と表示部側筐体３とを折り
畳んだ状態（折畳み状態）にしたりできる。
【００２９】
　図３は、本実施形態に係る無線通信システム１００の機能を示すブロック図である。
　携帯電話機１は、操作部１１と、表示部２１と、制御部３０と、１ｘ通信部４０と、Ｅ
ＶＤＯ通信部４１と、記憶部５０と、音声制御部６０とを備える。また、フェムト基地局
１０１は、制御部１３０と、１ｘ通信部１４０と、ＥＶＤＯ通信部１４１と、記憶部１５
０とを備える。
【００３０】
　まず、フェムト基地局１０１の動作について説明する。
　制御部１３０は、フェムト基地局１０１の全体を制御しており、１ｘ通信部１４０又は
ＥＶＤＯ通信部１４１を介して、携帯電話機１との無線通信接続を制御する。このとき、
制御部１３０は、記憶部１５０を制御し、各種プログラム及びデータの読み出し、並びに
データの書き込みを行う。
【００３１】
　１ｘ通信部１４０は、制御部１３０の制御に従って、１ｘのプロトコルにより携帯電話
機１と、アンテナを介して信号の送受信を行う。また、１ｘ通信部１４０は、ＢＣＳＭＳ
によるブロードキャストメッセージを、通信エリア内に報知している。フェムト基地局１
０１に位置登録している携帯電話機１は、このブロードキャストメッセージをフェムトセ
ルＡ内において受信する。
【００３２】
　ＥＶＤＯ通信部１４１は、制御部１３０の制御に従って、ＥＶＤＯのプロトコルにより
、１ｘ通信部１４０と同様に、携帯電話機１とアンテナを介して信号の送受信を行う。
【００３３】
　ここで、制御部１３０は、携帯電話機１から１ｘ及びＥＶＤＯの双方にて位置登録を受
け付ける。このとき、制御部１３０は、図４に示すように、ＥＶＤＯにおいて同時に通信
が許容される端末数を超える場合にも、携帯電話機１の位置登録を許容する。これにより
、携帯電話機１は、フェムトセルＡにおいてデータ発着信の待ち受け状態となる。
【００３４】
　また、制御部１３０は、判定部１３１と、通知部１３２とを備え、フェムトセルＡ内に
おけるＥＶＤＯによる通信の発生量を制御する。
【００３５】
　判定部１３１は、フェムト基地局１０１に位置登録されている携帯電話機１でのＥＶＤ
Ｏによる通信の発生を監視し、フェムトセルＡ内におけるＥＶＤＯの無線リソース（トラ
フィックチャネル）の使用状況が所定の上限（例えば、４台の端末がトラフィックチャネ
ルを確立）に達したか否かを判定する。
【００３６】
　通知部１３２は、判定部１３１により無線リソースの使用状況が所定の上限に達したと
判定されると、これ以上のデータ通信が発生した場合に通信速度が低下するため、新たに
通信要求を行った携帯電話機１を他の基地局へ位置登録させるための通知を行う。具体的
には、通知部１３２は、無線リソースが上限まで使用されている場合、位置登録されてい
る携帯電話機１へＢＣＳＭＳのブロードキャストメッセージにより周期的に通知を行い、
このメッセージを受信した携帯電話機１の他の基地局への遷移を促す。なお、この通知は
、無線リソースに空きができるまで継続される。
【００３７】
　例えば、図５に示すように、フェムトセルＡにおいて、ＥＶＤＯによるデータ通信中の
携帯電話機１が上限（４台）に達している場合、フェムト基地局１０１からは、ＢＣＳＭ
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ＳによりＥＶＤＯの無線リソースが使用できない旨が通知される。
　携帯電話機１は、このＢＣＳＭＳによる通知を受けている状態で、ＥＶＤＯにより発着
信する場合、フェムトセルＡで通信できないことが分かるので、マクロセルＢへ遷移して
、通信を確立させる。
【００３８】
　一方、図６に示すように、フェムトセルＡにおいて、ＥＶＤＯによるデータ通信中の携
帯電話機１が上限未満（例えば、３台）である場合、フェムト基地局１０１からＢＣＳＭ
Ｓによる通知はされない。
　携帯電話機１は、ＢＣＳＭＳによる通知を受けていない状態で、ＥＶＤＯにより発着信
する場合、フェムトセルＡで通信可能であることが分かるので、フェムトセルＡにて通信
を確立させる。
【００３９】
　次に、携帯電話機１の動作について説明する。
　制御部３０は、携帯電話機１の全体を制御しており、例えば、表示部２１、１ｘ通信部
４０、ＥＶＤＯ通信部４１等に対して所定の制御を行う。また、制御部３０は、操作部１
１等から入力を受け付けて、各種処理を実行する。そして、制御部３０は、処理実行の際
には、記憶部５０を制御し、各種プログラム及びデータの読み出し、並びにデータの書き
込みを行う。
【００４０】
　１ｘ通信部４０は、１ｘのプロトコルにより外部装置（フェムト基地局１０１又はマク
ロ基地局１０２）と通信を行う。そして、１ｘ通信部４０は、アンテナより受信した信号
を復調処理し、処理後の信号を制御部３０に供給し、また、制御部３０から供給された信
号を変調処理し、アンテナから外部装置に送信する。
　また、本実施形態において、１ｘ通信部４０は、フェムト基地局１０１から配信される
ＢＣＳＭＳのブロードキャストメッセージを受信して制御部３０へ提供する。
【００４１】
　ＥＶＤＯ通信部４１は、ＥＶＤＯのプロトコルにより、１ｘ通信部４０と同様に外部装
置（フェムト基地局１０１又はマクロ基地局１０２）と通信を行う。
　なお、携帯電話機１において、データ通信は１ｘよりもＥＶＤＯが優先され、音声通話
は１ｘで行われるものとする。
【００４２】
　記憶部５０は、例えば、ワーキングメモリを含み、制御部３０による演算処理に利用さ
れる。また、本実施形態に係る各種プログラム等を記憶する。さらに、記憶部５０は、携
帯電話機１が基地局の周波数チャネルを捕捉するための識別情報のリストであるＰＲＬ（
Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｉｓｔ）を記憶している。
【００４３】
　音声制御部６０は、制御部３０の制御に従って、１ｘ通信部４０から供給された信号に
対して所定の音声処理を行い、処理後の信号をレシーバ２２に出力する。レシーバ２２は
、音声制御部６０から供給された信号を外部に出力する。なお、この信号は、レシーバ２
２に代えて、又はレシーバ２２と共に、スピーカ（図示せず）から出力されるとしてもよ
い。また、音声制御部６０は、制御部３０の制御に従って、マイク１２から入力された信
号を処理し、処理後の信号を１ｘ通信部４０に出力する。１ｘ通信部４０は、音声制御部
６０から供給された信号に所定の処理を行い、処理後の信号をアンテナより出力する。
【００４４】
　以下、制御部３０の処理内容を詳述する。
　まず、制御部３０は、高速のデータ通信が行えるフェムト基地局１０１に対して、１ｘ
及びＥＶＤＯの双方にて位置登録し、発着信の待ち受け状態となる。
　図７は、本実施形態に係る携帯電話機１におけるデータ通信時の動作を示す図である。
【００４５】
　制御部３０は、ＥＶＤＯによるデータ通信を開始する際に、フェムト基地局１０１から
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ＢＣＳＭＳによる通知を受けている場合、最後に捕捉していたマクロセル等、フェムト基
地局１０１と異なる基地局（例えば、マクロ基地局１０２）をサーチして位置登録すると
、データ通信を開始する。
【００４６】
　ここで、携帯電話機１は、１ｘ及びＥＶＤＯの双方について位置登録が可能である。す
なわち、制御部３０は、ＥＶＤＯでの発着信時にフェムト基地局１０１からマクロ基地局
１０２へＥＶＤＯの位置登録先を変更した場合、１ｘについてはフェムト基地局１０１へ
の位置登録を継続する。
【００４７】
　このとき、制御部３０は、ＥＶＤＯによる通信が終了すると、ＰＲＬのＡｓｓｏｃｉａ
ｔｉｏｎ　Ｔａｇ機能により、１ｘについて位置登録されているフェムト基地局１０１に
対して、ＥＶＤＯについて位置登録する。Ａｓｓｏｔｉａｔｉｏｎ　Ｔａｇ機能では、制
御部３０は、１ｘで位置登録している通信システムと同じ属性を持つ通信システム、すな
わち、この例ではフェムトセルＡをＥＶＤＯにより捕捉するように動作する。
【００４８】
　図８は、本実施形態に係るフェムト基地局１０１において無線リソースに空きがある場
合に、携帯電話機１からパケット発信があったときの処理の流れ及び状態遷移を示す図で
ある。この場合、携帯電話機１は、フェムトセルＡにおいてＥＶＤＯによる通信が可能で
ある。
【００４９】
　携帯電話機１は、発信前には、１ｘ通信部４０及びＥＶＤＯ通信部４１の双方により、
フェムト基地局１０１へ位置登録し、発着信の待ち受け状態にある。
　このとき、ユーザからパケット発信要求を受け付けると、制御部３０は、ＥＶＤＯ通信
部４１を介して、フェムト基地局１０１へ発信要求を行う（ステップＳ１～Ｓ２）。
【００５０】
　フェムト基地局１０１との通信が確立し（ステップＳ３）、パケット送受信が行われた
後、パケット接続の終了要求を受け付けると、制御部３０は、ＥＶＤＯ通信部４１を介し
て、フェムト基地局１０１へ切断要求を行う（ステップＳ４～Ｓ５）。
【００５１】
　そして、通信が切断されると（ステップＳ６）、再びＥＶＤＯ通信部４１は、フェムト
基地局１０１で発着信の待ち受け情報となる。
【００５２】
　図９は、本実施形態に係るフェムト基地局１０１において無線リソースに空きがない場
合に、携帯電話機１からパケット発信があったときの処理の流れ及び状態遷移を示す図で
ある。この場合、携帯電話機１は、フェムトセルＡにおいてＥＶＤＯによる通信を行えな
い。
【００５３】
　携帯電話機１は、図８の例と同様に、発信前には、１ｘ通信部４０及びＥＶＤＯ通信部
４１の双方により、フェムト基地局１０１へ位置登録し、発着信の待ち受け状態にある。
　このとき、制御部３０は、１ｘ通信部４０を介して、フェムト基地局１０１から、ＢＣ
ＳＭＳにより無線リソースの使用が上限に達している旨の通知を定期的に受けている（ス
テップＳ１１～Ｓ１２）。
【００５４】
　このとき、ユーザからパケット発信要求を受け付けると、制御部３０は、ＥＶＤＯ通信
部４１に対してマクロセルのサーチ要求を行い（ステップＳ１３）、ＥＶＤＯ通信部４１
は、マクロ基地局１０２をサーチする（ステップＳ１４）。
　そして、制御部３０は、マクロ基地局１０２の捕捉完了通知を受けると（ステップＳ１
５）、マクロ基地局１０２に対して位置登録を行い、発着信の待受け状態となったＥＶＤ
Ｏ通信部４１を介して、マクロ基地局１０２へ発信要求を行う（ステップＳ１６～Ｓ１７
）。
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【００５５】
　マクロ基地局１０２との通信が確立し（ステップＳ１８）、パケット送受信が行われた
後、パケット接続の終了要求を受け付けると、制御部３０は、ＥＶＤＯ通信部４１を介し
て、マクロ基地局１０２へ切断要求を行う（ステップＳ１９～Ｓ２０）。
【００５６】
　そして、通信が切断されると（ステップＳ２１）、ＥＶＤＯ通信部４１は、ＰＲＬのＡ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｔａｇ機能により、１ｘ通信部４０により位置登録しているフェ
ムト基地局１０１をサーチし（ステップＳ２２）、捕捉に成功するとフェムト基地局１０
１へ位置登録し、発着信の待ち受け情報となる。
【００５７】
　以上のように、本実施形態によれば、携帯電話機１は、位置登録しているフェムト基地
局１０１の無線リソースの使用が所定の上限に達したことを、フェムト基地局１０１から
通知される。したがって、携帯電話機１は、フェムト基地局１０１の無線リソースの空き
がないときにデータ通信を行う場合には、他の基地局（マクロ基地局１０２）へ位置登録
して通信を開始する。
【００５８】
　これにより、フェムト基地局１０１は、位置登録可能な端末数の制限をなくす、あるい
は上限を引き上げた上で、無線リソースを上限まで効率的に使用できる。さらに、本無線
通信システム１００は、フェムト基地局１０１において上限を超える通信を抑制するので
、高速通信を安定して提供できる。その結果、携帯電話機１は、フェムトセルＡで高速通
信できる可能性が高まる。
【００５９】
　また、フェムト基地局１０１は、無線リソースの使用が所定の上限に達したことをＢＣ
ＳＭＳにより通知するので、位置登録している全ての携帯電話機１へ効率的に一斉通知で
きる。
【００６０】
　また、１ｘとＥＶＤＯの双方を利用している場合に、無線リソースに空きがなくなると
、ＥＶＤＯの位置登録先のみを変更するので、１ｘは、元のフェムト基地局１０１への位
置登録を維持し、発着信の待ち受け状態を継続できる。
　さらに、携帯電話機１は、Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　Ｔａｇ機能により、１ｘが位置登
録を継続しているフェムト基地局１０１へ、マクロ基地局１０２での通信を終了したＥＶ
ＤＯを容易に復帰させることができる。
【００６１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果
を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたものに限定さ
れるものではない。
【００６２】
　前述の実施形態における１ｘ方式及びＥＶＤＯ方式は一例に過ぎず、他の通信プロトコ
ルであってもよい。例えば、ＣＤＭＡ方式とＬＴＥ方式の組み合わせにも本発明は応用可
能である。
【００６３】
　なお、ＢＣＳＭＳは、ＣＤＭＡ２０００＿１ｘ方式における例に過ぎず、３ＧＰＰに準
拠した近似するセル内におけるブロードキャストサービスであってもよい。例えば、ＬＴ
Ｅ方式におけるｅ－ＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ａｎｄ　Ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を用いてもよい。
【００６４】
　また、本発明に係る無線端末装置は、携帯電話機１には限られず、ＰＨＳ（登録商標；
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａ
ｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）の他、ゲーム機、ナビゲーション装置、パー
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【符号の説明】
【００６５】
　１　携帯電話機（無線端末装置）
　１１　操作部
　２１　表示部
　３０　制御部
　４０　１ｘ通信部
　４１　ＥＶＤＯ通信部
　５０　記憶部
　６０　音声制御部
　１００　無線通信システム
　１０１　フェムト基地局
　１０２　マクロ基地局
　１３０　制御部
　１３１　判定部
　１３２　通知部
　１４０　１ｘ通信部
　１４１　ＥＶＤＯ通信部
　１５０　記憶部

【図１】 【図２】
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【図９】
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