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(57)【要約】
【課題】周辺の無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて信
号の送信が停止されたこと及び周辺の無線基地局ｅＮＢ
配下のセルにおいての信号の送受信帯域幅又は送信時間
が低減されたことを区別して検知する。
【解決手段】本発明に係る移動通信方法は、無線基地局
ｅＮＢ＃１が、配下のセル＃１１において信号の送信を
停止した場合に、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃３に対して
、セル＃１１において信号の送信を停止したことを示す
「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ
」を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢ＃１が、セル＃
１１において信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減し
た場合に、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃３に対して、セル
＃１１において信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減
したことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
　Ｕｐｄａｔｅ」を送信する工程とを有する。
【選択図】図３



(2) JP 2011-234133 A 2011.11.17

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線基地局が、配下のセルにおいて信号の送信を停止した場合に、第２無線基地局
に対して、該第１無線基地局と該第２無線基地局との間のインターフェイスを介して、該
セルにおいて信号の送信を停止したことを示す第１メッセージを送信する工程と、
　前記第１無線基地局が、前記セルにおいて信号の送信電力又は送信時間を低減した場合
に、前記第２無線基地局に対して、前記インターフェイスを介して、該セルにおいて信号
の送受信帯域幅又は送信時間を低減したことを示す第２メッセージを送信する工程とを有
することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記第１無線基地局が、前記セルにおいて信号を通常の信号電力及び送信時間で送信す
る状態に戻った場合、前記第２無線基地局に対して、前記インターフェイスを介して、該
セルにおいて信号を通常の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻ったことを示す
第３メッセージを送信する工程を有することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法
。
【請求項３】
　前記第１無線基地局は、前記第２無線基地局からの要求に応じて、前記セルにおいて信
号を通常の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻すことを特徴とする請求項２に
記載の移動通信方法。
【請求項４】
　前記第１無線基地局は、自律的に、前記セルにおいて信号を通常の送受信帯域幅及び送
信時間で送信する状態に戻すことを特徴とする請求項２に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　無線基地局であって、
　周辺の無線基地局に対して、該周辺の無線基地局との間のインターフェイスを介して、
メッセージを送信するように構成されている送信部を具備しており、
　前記送信部は、前記無線基地局配下のセルにおいて信号の送信を停止した場合に、前記
周辺の無線基地局に対して、前記インターフェイスを介して、該セルにおいて信号の送信
を停止したことを示す第１メッセージを送信するように構成されており、
　前記送信部は、前記セルにおいて信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減した場合に、
前記周辺の無線基地局に対して、前記インターフェイスを介して、該セルにおいて信号の
送受信帯域幅又は送信時間を低減したことを示す第２メッセージを送信するように構成さ
れていることを特徴とする無線基地局。
【請求項６】
　前記送信部は、前記セルにおいて信号を通常の信号電力及び送信時間で送信する状態に
戻った場合、前記周辺の無線基地局に対して、前記インターフェイスを介して、該セルに
おいて信号を通常の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻ったことを示す第３メ
ッセージを送信するように構成されていることを特徴とする請求項５に記載の無線基地局
。
【請求項７】
　前記周辺の無線基地局からの要求に応じて、前記セルにおいて信号を通常の送受信帯域
幅及び送信時間で送信する状態に戻すことを決定するように構成されている制御部を具備
することを特徴とする請求項６に記載の無線基地局。
【請求項８】
　自律的に、前記セルにおいて信号を通常の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に
戻すことを決定するように構成されている制御部を具備することを特徴とする請求項６に
記載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、移動通信方法及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信システムにおいて
、無駄な電力消費を抑えるために、無線基地局ｅＮＢが、Ｘ２インターフェイスを介して
、周辺の無線基地局ｅＮＢに対して、配下のセルにおける信号の送信の開始及び停止を制
御することができるように構成されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　また、かかる移動通信システムにおいて、無駄な電力消費を抑えるために、図１０に示
すように、無線基地局ｅＮＢは、配下のセルにおいて、使用する周波数帯域幅を狭めるこ
とによって、信号の送信電力を低減することができるように構成されている（例えば、非
特許文献２参照）。
【０００４】
　さらに、かかる移動通信システムにおいて、無駄な電力消費を抑えるために、図１１に
示すように、無線基地局ｅＮＢは、配下のセルにおいて、ＭＢＳＦＮ（Ｍｕｌｔｉｃａｓ
ｔ/Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｏｖｅｒ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）サブフレームやＢｌａｎｋサブフレームを設定することによって、信号の送信時間を
低減することができるように構成されている（例えば、非特許文献２及び３参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.４２３（Ｖ９.０.０）、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
（Ｅ-ＵＴＲＡＮ）；Ｘ２　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ（Ｘ２ＡＰ）」
、２００９年９月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　Ｒ１-１００２９８
【非特許文献３】３ＧＰＰ　Ｒ１－０８４６８６、「Ｕｐｄａｔｅｄ　ＷＦ ｏｎ　ａｄ
ｄｒｅｓｓｉｎｇ　ｆｏｒｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｉｎ　Ｒｅｌ-８」
、２００８年１１月
【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、出願人は、上述の移動通信システムにおいて、以下のような問題点を発
見した。
【０００７】
　無線基地局ｅＮＢは、周辺の無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて、信号の送信が停止
されたことを検知した場合、自身が管理する「ＮＲＴ（Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｒｅｌａｔｉ
ｏｎ　Ｔａｂｌｅ）」から、かかるセルに係る情報を削除することによって、ＮＲＴの管
理負荷を低減することができる。
【０００８】
　一方、無線基地局ｅＮＢは、周辺の無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて、信号の送受
信帯域幅又は送信時間が低減されたことを検知した場合には、かかるセルにおいて通信を
行うことができるために、自身が管理するＮＲＴから、かかるセルに係る情報を削除する
ことは好ましくない。
【０００９】
　ここで、従来の移動通信システムでは、周辺の無線基地局ｅＮＢから受信した「ｅＮＢ
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」によって、周辺の無線基地局ｅＮＢ配下
のセルにおいて信号の送信が停止されたことについては検知することができるが、かかる
セルにおいて信号の送受信帯域幅又は送信時間が低減されたことを検知することができな
いため、適切にＮＲＴの管理負荷を低減することができないという問題点があった。
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【００１０】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、周辺の無線基地局ｅＮＢ
配下のセルにおいて信号の送信が停止されたこと及び周辺の無線基地局ｅＮＢ配下のセル
においての送受信帯域幅又は送信時間が低減されたことを区別して検知することができる
移動通信方法及び無線基地局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】
【００１１】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、第１無線基地局が、配下のセルにおい
て信号の送信を停止した場合に、第２無線基地局に対して、該第１無線基地局と該第２無
線基地局との間のインターフェイスを介して、該セルにおいて信号の送信を停止したこと
を示す第１メッセージを送信する工程と、前記第１無線基地局が、前記セルにおいて信号
の送受信帯域幅又は送信時間を低減した場合に、前記第２無線基地局に対して、前記イン
ターフェイスを介して、該セルにおいて信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減したこと
を示す第２メッセージを送信する工程とを有することを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第２の特徴は、無線基地局であって、周辺の無線基地局に対して、該周辺の無
線基地局との間のインターフェイスを介して、メッセージを送信するように構成されてい
る送信部を具備しており、前記送信部は、前記無線基地局配下のセルにおいて信号の送信
を停止した場合に、前記周辺の無線基地局に対して、前記インターフェイスを介して、該
セルにおいて信号の送信を停止したことを示す第１メッセージを送信するように構成され
ており、前記送信部は、前記セルにおいて信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減した場
合に、前記周辺の無線基地局に対して、前記インターフェイスを介して、該セルにおいて
信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減したことを示す第２メッセージを送信するように
構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、周辺の無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて信
号の送信が停止されたこと及び周辺の無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいての送受信帯域
幅又は送信時間が低減されたことを区別して検知することができる移動通信方法及び無線
基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて用いられる「ｅＮＢ　
Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」のフォーマット例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて用いられる「ｅＮＢ　
Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」のフォーマット例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおいて用いられる「Ｃｅｌｌ
　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」のフォーマット例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図１０】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
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【図１１】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図８を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信システムで
ある。
【００１６】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、セル＃１１を管理する無線
基地局ｅＮＢ＃１と、セル＃２１乃至＃２３を管理する無線基地局ｅＮＢ＃２と、セル＃
３１乃至＃３３を管理する無線基地局ｅＮＢ＃３とを具備している。
【００１７】
　ここで、セル＃１１のエリアは、セル＃２１、＃２２及び＃２３のエリアと地理的に一
部で重複している。
【００１８】
　無線基地局ｅＮＢ＃１乃至ｅＮＢ＃３の機能は、基本的に同一であるため、以下、これ
らをまとめて、無線基地局ｅＮＢの機能として説明する。図２に示すように、無線基地局
ｅＮＢは、受信部１１と、制御部１２と、送信部１３とを具備している。
【００１９】
　受信部１１は、Ｘ２インターフェイスを介して、周辺の無線基地局ｅＮＢによって送信
されたメッセージを受信するように構成されている。
【００２０】
　制御部１２は、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおける信号の送信の開始及び停止や、無
線基地局ｅＮＢ配下のセルにおける信号の送受信帯域幅（周波数帯域幅）及び送信時間等
を制御するように構成されている。
【００２１】
　例えば、制御部１２は、図１０に示すように、無線機基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて
、使用する周波数帯域幅を狭めることによって、信号の送信電力を低減することができる
ように構成されている。
【００２２】
　また、制御部１２は、図１１に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームやＢｌａｎｋサブフレームを設定することによって、信号の送信時
間を低減することができるように構成されている。
【００２３】
　なお、制御部１２は、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて、自律的に、信号の送受信
帯域幅や送信時間を低減するように構成されていてもよい。
【００２４】
　また、制御部１２は、周辺の無線基地局ｅＮＢからの要求（例えば、「Ｃｅｌｌ　Ａｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」）に応じて、或いは、自律的に、無線基地局ｅＮＢ
配下のセルにおいて信号を通常の信号の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻す
ことを決定するように構成されていてもよい。
【００２５】
　また、受信部１１が、周辺の無線基地局ｅＮＢから、配下のセルにおいて信号の送信を
停止したことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」を受信した
場合に、制御部１２は、ＮＲＴから、かかるセルに係る情報を削除するように構成されて
いてもよい。
【００２６】
　一方、受信部１１が、周辺の無線基地局ｅＮＢから、配下のセルにおいて信号の送受信
帯域幅又は送信時間を低減したことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐ
ｄａｔｅ」を受信した場合に、制御部１２は、ＮＲＴから、かかるセルに係る情報を削除
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しないように構成されていてもよい。
【００２７】
　送信部１３は、周辺の無線基地局ｅＮＢに対して、Ｘ２インターフェイスを介して、メ
ッセージを送信するように構成されている。
【００２８】
　例えば、制御部１２が、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて信号の送信を停止した場
合に、送信部１３は、周辺の無線基地局ｅＮＢに対して、Ｘ２インターフェイスを介して
、かかるセルにおいて信号の送信を停止したことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信するように構成されている。
【００２９】
　また、制御部１２が、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて信号の送受信帯域幅又は送
信時間を低減した場合に、周辺の無線基地局ｅＮＢに対して、Ｘ２インターフェイスを介
して、かかるセルにおいて信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減したことを示す「ｅＮ
Ｂ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信するように構成されている。
【００３０】
　さらに、制御部１２が、無線基地局ｅＮＢ配下のセルにおいて信号を通常の信号の送受
信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻した場合、周辺の無線基地局ｅＮＢに対して、
Ｘ２インターフェイスを介して、かかるセルにおいて信号を通常の信号の送受信帯域幅及
び送信時間で送信する状態に戻ったことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　
Ｕｐｄａｔｅ/Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信するように
構成されていてもよい。
【００３１】
　図３乃至図８を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作につ
いて説明する。
【００３２】
　第１に、図３乃至５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける第１の動
作について説明する。
【００３３】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１は、セル＃１１において信号の送受信帯域幅
又は送信時間を低減した場合に、ステップＳ１００１において、周辺の無線基地局ｅＮＢ
＃２/＃３に対して、セル＃１１において信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減したこ
とを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信する。
【００３４】
　かかる場合、例えば、無線基地局ｅＮＢ＃１は、図４に示すように、「ｅＮＢ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ｔｏ
　Ｍｏｄｉｆｙ」内の情報要素「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に
、「ｅｎｅｒｇｙＳａｖｅｄ」を設定する。
【００３５】
　ここで、無線基地局ｅＮＢ＃１は、図４及び図５に示すように、「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ｔｏ　Ｍ
ｏｄｉｆｙ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」によっ
て、対象のセル＃１１を特定する情報や信号の送受信帯域幅や信号の送信時間（ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームの設定情報）等を通知することができる。
【００３６】
　なお、無線基地局ｅＮＢ＃１は、セル＃１１において信号の送信を停止したことを通知
する場合には、例えば、図４に示すように、「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕ
ｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ｔｏ　Ｍｏｄｉｆｙ」内の情報
要素「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に、「ｄｅａｃｔｉｖａｔｅ
ｄ」を設定する。
【００３７】
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　第２に、図４乃至図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける第２の
動作について説明する。
【００３８】
　図６に示すように、ステップＳ２００１において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、無線基地
局ｅＮＢ＃１に対して、「Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信す
ると、無線基地局ｅＮＢ＃１は、セル＃１１において信号を通常の信号の送受信帯域幅及
び送信時間で送信する状態に戻し、無線基地局ｅＮＢ＃２に対して、ステップＳ２００２
において、「Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信し、ステップ
Ｓ２００３において、セル＃１１において信号を通常の信号の送受信帯域幅及び送信時間
で送信する状態に戻したことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔ
ｅ」を送信する。
【００３９】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢ＃１は、例えば、図４に示すように、「ｅＮＢ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ｔｏ
　Ｍｏｄｉｆｙ」内の情報要素「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に
、「ａｃｔｉｖａｔｅｄ」を設定する。
【００４０】
　また、無線基地局ｅＮＢ＃１は、例えば、図４及び図５に示すように、「ｅＮＢ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ｔ
ｏ　Ｍｏｄｉｆｙ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」
によって、対象のセル＃１１を特定する情報や信号の送受信帯域幅や信号の送信時間（Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームの設定情報）等を設定する。
【００４１】
　第３に、図４、図５及び図７を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける
第３の動作について説明する。
【００４２】
　図７に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１は、自律的に、セル＃１１において信号を通
常の信号電力及び送信時間で送信する状態に戻すことを決定すると、無線基地局ｅＮＢ＃
２に対して、ステップＳ３００１において、セル＃１１において信号を通常の信号の送受
信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻したことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信する。
【００４３】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢ＃１は、例えば、図４に示すように、「ｅＮＢ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ｔｏ
　Ｍｏｄｉｆｙ」内の情報要素「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に
、「ａｃｔｉｖａｔｅｄ」を設定する。
【００４４】
　また、無線基地局ｅＮＢ＃１は、例えば、図４及び図５に示すように、「ｅＮＢ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌｓ　Ｔ
ｏ　Ｍｏｄｉｆｙ」内の情報要素「Ｓｅｒｖｅｄ　Ｃｅｌｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」
によって、対象のセル＃１１を特定する情報や信号の送受信帯域幅や信号の送信時間（Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームの設定情報）等を設定する。
【００４５】
　第４に、図８を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける第４の動作につ
いて説明する。
【００４６】
　図８に示すように、ステップＳ４００１において、無線基地局ｅＮＢ＃２は、無線基地
局ｅＮＢ＃１に対して、「Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信す
ると、無線基地局ｅＮＢ＃１は、セル＃１１において信号を通常の信号の送受信帯域幅及
び送信時間で送信する状態に戻し、無線基地局ｅＮＢ＃２に対して、ステップＳ４００２
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において、セル＃１１において信号を通常の信号の送受信帯域幅及び送信時間で送信する
状態に戻したことを示す「Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信
する。
【００４７】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢ＃１は、例えば、図９に示すように、「Ｃｅｌｌ　Ａｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」内の情報要素「Ａｃｔｉｖａｔｅｄ　Ｃｅｌｌ　
Ｌｉｓｔ」によって、対象のセル＃１１を特定する情報や信号の送受信帯域幅や信号の送
信時間（ＭＢＳＦＮサブフレームの設定情報）等を設定する。
【００４８】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢは、周辺の無線基地局
ｅＮＢ配下のセルにおいて信号の送信が停止されたこと及び周辺の無線基地局ｅＮＢ配下
のセルにおいて信号の送受信帯域幅又は送信時間が低減されたことを区別して検知するこ
とができるため、適切にＮＲＴの管理負荷を低減することができる。
【００４９】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００５０】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢ＃１（第１無線
基地局）が、配下のセル＃１１において信号の送信を停止した場合に、無線基地局ｅＮＢ
＃２/＃３（第２無線基地局）に対して、無線基地局ｅＮＢ＃１と無線基地局ｅＮＢ＃２/
＃３との間のＸ２インターフェイスを介して、セル＃１１において信号の送信を停止した
ことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ（第１メッセージ）」
を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢ＃１が、セル＃１１において信号の送受信帯域幅又
は送信時間を低減した場合に、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃３に対して、Ｘ２インターフェ
イスを介して、セル＃１１において信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減したことを示
す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ（第２メッセージ）」を送信す
る工程とを有することを要旨とする。
【００５１】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢ＃１が、セル＃１１において信号
を通常の信号電力及び送信時間で送信する状態に戻った場合、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃
３に対して、Ｘ２インターフェイスを介して、セル＃１１において信号を通常の信号の送
受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻ったことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ/Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ（第３
メッセージ）」を送信する工程を有してもよい。
【００５２】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、無線基地局ｅＮＢ＃２/
＃３からの要求（「Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」）に応じて、セ
ル＃１１において信号を通常の信号の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻して
もよい。
【００５３】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、自律的に、セル＃１１に
おいて信号を通常の信号の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻してもよい。
【００５４】
　本実施形態の第２の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１であって、周辺の無線基地局ｅＮＢ
＃２/＃３に対して、Ｘ２インターフェイスを介して、メッセージを送信するように構成
されている送信部１３を具備しており、送信部１３は、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル
＃１１において信号の送信を停止した場合に、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃３に対して、Ｘ
２インターフェイスを介して、セル＃１１において信号の送信を停止したことを示す「ｅ
ＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信するように構成されており、
送信部１３は、セル＃１１において信号の送受信帯域幅又は送信時間を低減した場合に、
無線基地局ｅＮＢ＃２/＃３に対して、Ｘ２インターフェイスを介して、セル＃１１にお
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ａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信するように構成されていることを要旨とする。
【００５５】
　本実施形態の第２の特徴において、送信部１３は、セル＃１１において信号を通常の信
号の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻った場合、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃
３に対して、Ｘ２インターフェイスを介して、セル＃１１において信号を通常の信号の送
受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻ったことを示す「ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ/Ｃｅｌｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送
信するように構成されていてもよい。
【００５６】
　本実施形態の第２の特徴において、無線基地局ｅＮＢ＃２/＃３からの要求（「Ｃｅｌ
ｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」）に応じて、セル＃１１において信号を通
常の信号の送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻すことを決定するように構成さ
れている制御部１２を具備してもよい。
【００５７】
　本実施形態の第２の特徴において、自律的に、セル＃１１において信号を通常の信号の
送受信帯域幅及び送信時間で送信する状態に戻すことを決定するように構成されている制
御部１２を具備してもよい。
【００５８】
　なお、上述の無線基地局ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、
プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両
者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００５９】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００６０】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ｅＮＢ内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及び
プロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局ｅＮＢ内に設けられてい
てもよい。
【００６１】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００６２】
ｅＮＢ…無線基地局
１１…受信部
１２…制御部
１３…送信部
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