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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能な複数のセルを備える通信
システムであって、
　前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セルを含み、
　前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装置との間に接続が
確立された状況において、前記プライマリセルと並列して無線通信可能なセルであるセカ
ンダリセルの候補である候補セルが、その候補セルの特定加入者に関する情報である特定
加入者情報を前記通信端末装置に通知し、
　前記通信端末装置は、前記候補セルから通知された前記特定加入者情報に基づいて、前
記候補セルへの接続が可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知し、
　前記プライマリセルは、前記候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が前記
通信端末装置から通知された場合に、前記候補セルを前記セカンダリセルとして設定する
ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能な複数のセルを含み、
　前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セルを含み、
　前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装置との間に接続が
確立された状況において、前記プライマリセルと並列して無線通信可能なセルであるセカ
ンダリセルの候補である候補セルが、その候補セルの特定加入者に関する情報である特定
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加入者情報を前記通信端末装置に通知する通信システムにおける通信端末装置であって、
　前記候補セルから通知された前記特定加入者情報に基づいて、前記候補セルへの接続が
可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知することを特徴とする通信端末
装置。
【請求項３】
　通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能な複数のセルを含み、
　前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入者用セルを含み、
　前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装置との間に接続が
確立された状況において、前記プライマリセルと並列して無線通信可能なセルであるセカ
ンダリセルの候補である候補セルが、その候補セルの特定加入者に関する情報である特定
加入者情報を前記通信端末装置に通知し、
　前記通信端末装置は、前記候補セルから通知された前記特定加入者情報に基づいて、前
記候補セルへの接続が可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知する通信
システムにおけるプライマリセルであって、
　前記候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が前記通信端末装置から通知さ
れた場合に、前記候補セルを前記セカンダリセルとして設定することを特徴とするプライ
マリセル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システム、通信端末装置およびプライマリセルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代と呼ばれる通信方式のうち、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code division Multipl
e Access）方式が２００１年から日本で商用サービスが開始されている。また、下りリン
ク（個別データチャネル、個別制御チャネル）にパケット伝送用のチャネル（High Speed
-Downlink Shared Channel：ＨＳ－ＤＳＣＨ）を追加することにより、下りリンクを用い
たデータ送信の更なる高速化を実現するＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Packet Acces
s）のサービスが開始されている。さらに、上り方向のデータ送信をより高速化するため
に、ＨＳＵＰＡ（High Speed Uplink Packet Access）方式についてもサービスが開始さ
れている。Ｗ－ＣＤＭＡは、移動体通信システムの規格化団体である３ＧＰＰ（3rd Gene
ration Partnership Project）により定められた通信方式であり、リリース１０版の規格
書がとりまとめられている。
【０００３】
　また、３ＧＰＰにおいて、Ｗ－ＣＤＭＡとは別の通信方式として、無線区間については
ロングタームエボリューション（Long Term Evolution：ＬＴＥ）、コアネットワーク（
単にネットワークとも称する）を含めたシステム全体構成については、システムアーキテ
クチャエボリューション（System Architecture Evolution：ＳＡＥ）と称される新たな
通信方式が検討されている。この通信方式は３．９Ｇ（3.9 Generation）システムとも呼
ばれる。
【０００４】
　ＬＴＥでは、アクセス方式、無線のチャネル構成やプロトコルが、現在のＷ－ＣＤＭＡ
（ＨＳＤＰＡ／ＨＳＵＰＡ）とは全く異なるものになる。例えば、アクセス方式は、Ｗ－
ＣＤＭＡが符号分割多元接続（Code Division Multiple Access）を用いているのに対し
て、ＬＴＥは下り方向はＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）、上
り方向はＳＣ－ＦＤＭＡ（Single Career Frequency Division Multiple Access）を用い
る。また、帯域幅は、Ｗ－ＣＤＭＡが５ＭＨｚであるのに対し、ＬＴＥでは１．４ＭＨｚ
，３ＭＨｚ，５ＭＨｚ，１０ＭＨｚ，１５ＭＨｚ，２０ＭＨｚの中で基地局毎に選択可能
となっている。また、ＬＴＥでは、Ｗ－ＣＤＭＡのように回線交換を含まず、パケット通
信方式のみになる。
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【０００５】
　ＬＴＥは、Ｗ－ＣＤＭＡのコアネットワーク（General Packet Radio Service：ＧＰＲ
Ｓ）とは異なる新たなコアネットワークを用いて通信システムが構成されるため、Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ網とは別の独立した無線アクセス網として定義される。したがって、Ｗ－ＣＤＭＡ
の通信システムと区別するため、ＬＴＥの通信システムでは、移動端末（User Equipment
：ＵＥ）と通信を行う基地局（Base station）はｅＮＢ（E-UTRAN NodeB）と称され、複
数の基地局と制御データやユーザデータのやり取りを行う基地局制御装置（Radio Networ
k Controller）は、ＥＰＣ（Evolved Packet Core）またはａＧＷ（Access Gateway）と
称される。
【０００６】
　このＬＴＥの通信システムでは、ユニキャスト（Unicast）サービスとＥ-ＭＢＭＳサー
ビス（Evolved Multimedia Broadcast Multicast Service）とが提供される。Ｅ－ＭＢＭ
Ｓサービスとは、放送型マルチメディアサービスであり、単にＭＢＭＳと称される場合も
ある。複数の移動端末に対してニュースや天気予報、モバイル放送などの大容量放送コン
テンツが送信される。これを１対多（Point to Multipoint）サービスともいう。
【０００７】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおける全体的なアーキテクチャ（Architecture）に関
する現在の決定事項が、非特許文献１（４章）に記載されている。全体的なアーキテクチ
ャについて図１を用いて説明する。図１は、ＬＴＥ方式の通信システムの構成を示す説明
図である。図１において、移動端末１０１に対する制御プロトコル、例えばＲＲＣ（Radi
o Resource Control）と、ユーザプレイン、例えばＰＤＣＰ（Packet Data Convergence 
Protocol）、ＲＬＣ（Radio Link Control）、ＭＡＣ（Medium Access Control）、ＰＨ
Ｙ（Physical layer）とが基地局１０２で終端するならば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved Un
iversal Terrestrial Radio Access）は１つあるいは複数の基地局１０２によって構成さ
れる。
【０００８】
　基地局１０２は、ＭＭＥ（Mobility Management Entity）１０３から通知されるページ
ング信号（Paging Signal、ページングメッセージ（paging messages）とも称される）の
スケジューリング（Scheduling）および送信を行う。基地局１０２は、Ｘ２インタフェー
スにより、互いに接続される。また基地局１０２は、Ｓ１インタフェースによりＥＰＣ（
Evolved Packet Core）に接続される。より明確には、基地局１０２は、Ｓ１＿ＭＭＥイ
ンタフェースによりＭＭＥ（Mobility Management Entity）１０３に接続され、Ｓ１＿Ｕ
インタフェースによりＳ－ＧＷ（Serving Gateway）１０４に接続される。
【０００９】
　ＭＭＥ１０３は、複数あるいは単数の基地局１０２へのページング信号の分配を行う。
また、ＭＭＥ１０３は待受け状態（Idle State）のモビリティ制御（Mobility control）
を行う。ＭＭＥ１０３は、移動端末が待受け状態の際、および、アクティブ状態（Active
 State）の際に、トラッキングエリア（Tracking Area）リストの管理を行う。
【００１０】
　Ｓ－ＧＷ１０４は、ひとつまたは複数の基地局１０２とユーザデータの送受信を行う。
Ｓ－ＧＷ１０４は、基地局間のハンドオーバの際、ローカルな移動性のアンカーポイント
（Mobility Anchor Point）となる。ＥＰＣには、さらにＰ－ＧＷ（PDN Gateway）が存在
し、ユーザ毎のパケットフィルタリングやＵＥ－ＩＤアドレスの割当などを行う。
【００１１】
　移動端末１０１と基地局１０２との間の制御プロトコルＲＲＣは、報知（Broadcast）
、ページング（paging）、ＲＲＣ接続マネージメント（RRC connection management）な
どを行う。ＲＲＣにおける基地局と移動端末の状態として、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅ、ＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤがある。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥでは、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Net
work）選択、システム情報（System Information：ＳＩ）の報知、ページング（paging）
、セル再選択（cell re-selection）、モビリティ等が行われる。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣ
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ＴＥＤでは、移動端末はＲＲＣ接続（connection）を有し、ネットワークとのデータの送
受信を行うことができ、また、ハンドオーバ（Handover：ＨＯ）、隣接セル（Neighbour 
cell）のメジャメント等が行われる。
【００１２】
　非特許文献１（５章）に記載される３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるフレーム構
成に関する現在の決定事項について、図２を用いて説明する。図２は、ＬＴＥ方式の通信
システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図２において、１つの無
線フレーム（Radio frame）は１０ｍｓである。無線フレームは１０個の等しい大きさの
サブフレーム（Subframe）に分割される。サブフレームは、２個の等しい大きさのスロッ
ト（slot）に分割される。無線フレーム毎に１番目と６番目のサブフレームに下り同期信
号（Downlink Synchronization Signal：ＳＳ）が含まれる。同期信号には、第一同期信
号（Primary Synchronization Signal：Ｐ－ＳＳ）と、第二同期信号（Secondary Synchr
onization Signal：Ｓ－ＳＳ）とがある。
【００１３】
　サブフレーム単位にてＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single 
Frequency Network）用とＭＢＳＦＮ以外用のチャネルの多重が行われる。ＭＢＳＦＮ送
信(MBSFN Transmission)とは、同時に複数のセルから同じ波形の送信により実現される同
時放送送信技術(simulcast transmission technique)である。ＭＢＳＦＮ領域（MBSFN Ar
ea）の複数のセルからのＭＢＳＦＮ送信は、移動端末によって１つの送信であると見える
。ＭＢＳＦＮとは、このようなＭＢＳＦＮ送信をサポートするネットワークである。以降
、ＭＢＳＦＮ送信用のサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレーム（MBSFN subframe）と称す
る。
【００１４】
　非特許文献２に、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て時のシグナリング例が記載されて
いる。図３は、ＭＢＳＦＮフレームの構成を示す説明図である。図３において、割当周期
（radio Frame Allocation Period）毎にＭＢＳＦＮサブフレームを含む無線フレームが
割り当てられる。ＭＢＳＦＮサブフレームは、割当周期と割当オフセット（radio Frame 
Allocation Offset）によって定義された無線フレームにてＭＢＳＦＮのために割り当て
られるサブフレームであり、マルチメディアデータを伝送するためのサブフレームである
。以下の式（１）を満たす無線フレームが、ＭＢＳＦＮサブフレームを含む無線フレーム
である。
  ＳＦＮ ｍｏｄ radioFrameAllocationPeriod＝radioFrameAllocationOffset　…（１）
【００１５】
　ＭＢＳＦＮサブフレームの割当は６ビットにて行われる。１番左のビットは、サブフレ
ーム２番目（＃１）のＭＢＳＦＮ割当を定義する。２番目のビットはサブフレーム３番目
（＃２）、３番目のビットはサブフレーム４番目（＃３）、４番目のビットはサブフレー
ム７番目（＃６）、５番目のビットはサブフレーム８番目（＃７）、６番目のビットはサ
ブフレーム９番目（＃８）のＭＢＳＦＮ割当を定義する。該ビットが「１」を示す場合、
対応するサブフレームがＭＢＳＦＮのために割当てられることを示す。
【００１６】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるチャネル構成に関する現在の決定事項が、非特
許文献１（５章）に記載されている。ＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）にお
いてもｎｏｎ－ＣＳＧセルと同じチャネル構成が用いられると想定されている。物理チャ
ネル（Physical channel）について、図４を用いて説明する。図４は、ＬＴＥ方式の通信
システムで使用される物理チャネルを説明する説明図である。
【００１７】
　図４において、物理報知チャネル（Physical Broadcast channel：ＰＢＣＨ）４０１は
、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＢＣＨトランスポ
ートブロック（transport block）は、４０ｍｓ間隔中の４個のサブフレームにマッピン
グされる。４０ｍｓタイミングの明白なシグナリングはない。物理制御チャネルフォーマ
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ットインジケータチャネル（Physical Control Format Indicator Channel：ＰＣＦＩＣ
Ｈ）４０２は、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される。ＰＣＦＩＣＨは、ＰＤＣ
ＣＨｓのために用いるＯＦＤＭシンボルの数について基地局１０２から移動端末１０１へ
通知する。ＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム毎に送信される。
【００１８】
　物理下り制御チャネル（Physical Downlink Control Channel：ＰＤＣＣＨ）４０３は
、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＰＤＣＣＨは、Ｄ
Ｌ－ＳＣＨ（後述の図５に示されるトランスポートチャネルの１つである下り共有チャネ
ル）とＰＣＨ（図５に示されるトランスポートチャネルの１つであるページングチャネル
）のリソース割り当て（allocation）、ＤＬ－ＳＣＨに関するＨＡＲＱ情報を通知する。
ＰＤＣＣＨは、上りスケジューリンググラント（Uplink Scheduling Grant）を運ぶ。Ｐ
ＤＣＣＨは、上り送信に対する応答信号であるＡｃｋ（Acknowledgement）／Ｎａｃｋ（N
egative Acknowledgement）を運ぶ。ＰＤＣＣＨは、Ｌ１／Ｌ２制御信号とも呼ばれる。
【００１９】
　物理下り共有チャネル（Physical Downlink Shared Channel：ＰＤＳＣＨ）４０４は、
基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＰＤＳＣＨには、ト
ランスポートチャネルであるＤＬ-ＳＣＨ（下り共有チャネル）やトランスポートチャネ
ルであるＰＣＨがマッピングされている。物理マルチキャストチャネル（Physical Multi
cast Channel：ＰＭＣＨ）４０５は、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下り
チャネルである。ＰＭＣＨには、トランスポートチャネルであるＭＣＨ（マルチキャスト
チャネル）がマッピングされている。
【００２０】
　物理上り制御チャネル（Physical Uplink Control Channel：ＰＵＣＣＨ）４０６は、
移動端末１０１から基地局１０２へ送信される上りチャネルである。ＰＵＣＣＨは、下り
送信に対する応答信号（response signal）であるＡｃｋ／Ｎａｃｋを運ぶ。ＰＵＣＣＨ
は、ＣＱＩ（Channel Quality Indicator）レポートを運ぶ。ＣＱＩとは、受信したデー
タの品質、もしくは通信路品質を示す品質情報である。またＰＵＣＣＨは、スケジューリ
ングリクエスト（Scheduling Request：ＳＲ）を運ぶ。物理上り共有チャネル（Physical
 Uplink Shared Channel：ＰＵＳＣＨ）４０７は、移動端末１０１から基地局１０２へ送
信される上りチャネルである。ＰＵＳＣＨには、ＵＬ－ＳＣＨ（図５に示されるトランス
ポートチャネルの１つである上り共有チャネル）がマッピングされている。
【００２１】
　物理ＨＡＲＱインジケータチャネル（Physical Hybrid ARQ Indicator Channel：ＰＨ
ＩＣＨ）４０８は、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。
ＰＨＩＣＨは、上り送信に対する応答信号であるＡｃｋ／Ｎａｃｋを運ぶ。物理ランダム
アクセスチャネル（Physical Random Access Channel：ＰＲＡＣＨ）４０９は、移動端末
１０１から基地局１０２へ送信される上りチャネルである。ＰＲＡＣＨは、ランダムアク
セスプリアンブル（random access preamble）を運ぶ。
【００２２】
　下りリファレンスシグナル（Reference signal）は、移動体通信システムとして既知の
シンボルである。移動端末の物理レイヤの測定として、リファレンスシグナルの受信電力
（Reference Signal Received Power：ＲＳＲＰ）測定がある。
【００２３】
　非特許文献１（５章）に記載されるトランスポートチャネル（Transport channel）に
ついて、図５を用いて説明する。図５は、ＬＴＥ方式の通信システムで使用されるトラン
スポートチャネルを説明する説明図である。図５（Ａ）には、下りトランスポートチャネ
ルと下り物理チャネルとの間のマッピングを示す。図５（Ｂ）には、上りトランスポート
チャネルと上り物理チャネルとの間のマッピングを示す。
【００２４】
　下りトランスポートチャネルについて説明する。報知チャネル（Broadcast Channel：
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ＢＣＨ）は、その基地局（セル）のカバレッジ全体に報知される。ＢＣＨは、物理報知チ
ャネル（ＰＢＣＨ）にマッピングされる。
【００２５】
　下り共有チャネル（Downlink Shared Channel：ＤＬ－ＳＣＨ）には、ＨＡＲＱ（Hybri
d ARQ）による再送制御が適用される。ＤＬ－ＳＣＨは、基地局（セル）のカバレッジ全
体への報知が可能である。ＤＬ－ＳＣＨは、ダイナミックあるいは準静的（Semi-static
）なリソース割り当てをサポートする。準静的なリソース割り当ては、パーシステントス
ケジューリング（Persistent Scheduling）とも言われる。ＤＬ－ＳＣＨは、移動端末の
低消費電力化のために移動端末の間欠受信（Discontinuous reception：ＤＲＸ）をサポ
ートする。ＤＬ－ＳＣＨは、物理下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２６】
　ページングチャネル（Paging Channel：ＰＣＨ）は、移動端末の低消費電力を可能とす
るために移動端末のＤＲＸをサポートする。ＰＣＨは、基地局（セル）のカバレッジ全体
への報知が要求される。ＰＣＨは、動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネ
ル（ＰＤＳＣＨ）のような物理リソースへマッピングされる。
【００２７】
　マルチキャストチャネル（Multicast Channel：ＭＣＨ）は、基地局（セル）のカバレ
ッジ全体への報知に使用される。ＭＣＨは、マルチセル送信におけるＭＢＭＳサービス（
ＭＴＣＨとＭＣＣＨ）のＳＦＮ合成をサポートする。ＭＣＨは、準静的なリソース割り当
てをサポートする。ＭＣＨは、ＰＭＣＨへマッピングされる。
【００２８】
　上り共有チャネル（Uplink Shared Channel：ＵＬ－ＳＣＨ）には、ＨＡＲＱ（Hybrid 
ARQ）による再送制御が適用される。ＵＬ－ＳＣＨは、ダイナミックあるいは準静的（Sem
i-static）なリソース割り当てをサポートする。ＵＬ－ＳＣＨは、物理上り共有チャネル
（ＰＵＳＣＨ）へマッピングされる。
【００２９】
　図５（Ｂ）に示されるランダムアクセスチャネル（Random Access Channel：ＲＡＣＨ
）は、制御情報に限られている。ＲＡＣＨは、衝突のリスクがある。ＲＡＣＨは、物理ラ
ンダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）へマッピングされる。
【００３０】
　ＨＡＲＱについて説明する。ＨＡＲＱとは、自動再送（Automatic Repeat reQuest）と
誤り訂正（Forward Error Correction）との組み合わせにより、伝送路の通信品質を向上
させる技術である。通信品質が変化する伝送路に対しても、再送により誤り訂正が有効に
機能するという利点がある。特に、再送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果との
合成をすることで、更なる品質向上を得ることも可能である。
【００３１】
　再送の方法の一例を説明する。受信側にて、受信データが正しくデコードできなかった
場合、換言すればＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）エラーが発生した場合（ＣＲＣ＝
ＮＧ）、受信側から送信側へ「Ｎａｃｋ」を送信する。「Ｎａｃｋ」を受信した送信側は
、データを再送する。受信側にて、受信データが正しくデコードできた場合、換言すれば
ＣＲＣエラーが発生しない場合（ＣＲＣ＝ＯＫ）、受信側から送信側へ「Ａｃｋ」を送信
する。「Ａｃｋ」を受信した送信側は次のデータを送信する。
【００３２】
　ＨＡＲＱ方式の一例として、チェースコンバイニング（Chase Combining）がある。チ
ェースコンバイニングとは、初送と再送とにおいて、同じデータを送信するものであり、
再送において初送のデータと再送のデータとの合成を行うことで、利得を向上させる方式
である。これは、初送データに誤りがあったとしても、部分的に正確なものも含まれてお
り、正確な部分の初送データと再送データとを合成することで、より高精度にデータを送
信できるという考え方に基づいている。また、ＨＡＲＱ方式の別の例として、ＩＲ（Incr
emental Redundancy）がある。ＩＲとは、冗長度を増加させるものであり、再送において
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パリティビットを送信することで、初送と組み合わせて冗長度を増加させ、誤り訂正機能
により品質を向上させるものである。
【００３３】
　非特許文献１（６章）に記載される論理チャネル（Logical channel、以下「ロジカル
チャネル」という場合がある）について、図６を用いて説明する。図６は、ＬＴＥ方式の
通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図である。図６（Ａ）には、下り
ロジカルチャネルと下りトランスポートチャネルとの間のマッピングを示す。図６（Ｂ）
には、上りロジカルチャネルと上りトランスポートチャネルとの間のマッピングを示す。
【００３４】
　報知制御チャネル（Broadcast Control Channel：ＢＣＣＨ）は、報知システム制御情
報のための下りチャネルである。論理チャネルであるＢＣＣＨは、トランスポートチャネ
ルである報知チャネル（ＢＣＨ）、あるいは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピ
ングされる。
【００３５】
　ページング制御チャネル（Paging Control Channel：ＰＣＣＨ）は、ページング情報（
Paging Information）およびシステム情報（System Information）の変更を送信するため
の下りチャネルである。ＰＣＣＨは、移動端末のセルロケーションをネットワークが知ら
ない場合に用いられる。論理チャネルであるＰＣＣＨは、トランスポートチャネルである
ページングチャネル（ＰＣＨ）へマッピングされる。
【００３６】
　共有制御チャネル（Common Control Channel：ＣＣＣＨ）は、移動端末と基地局との間
の送信制御情報のためのチャネルである。ＣＣＣＨは、移動端末がネットワークとの間で
ＲＲＣ接続（connection）を持っていない場合に用いられる。下り方向では、ＣＣＣＨは
、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピングされる
。上り方向では、ＣＣＣＨは、トランスポートチャネルである上り共有チャネル（ＵＬ－
ＳＣＨ）へマッピングされる。
【００３７】
　マルチキャスト制御チャネル（Multicast Control Channel：ＭＣＣＨ）は、１対多の
送信のための下りチャネルである。ＭＣＣＨは、ネットワークから移動端末への１つある
いはいくつかのＭＴＣＨ用のＭＢＭＳ制御情報の送信のために用いられる。ＭＣＣＨは、
ＭＢＭＳ受信中の移動端末のみに用いられる。ＭＣＣＨは、トランスポートチャネルであ
るマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）へマッピングされる。
【００３８】
　個別制御チャネル（Dedicated Control Channel：ＤＣＣＨ）は、１対１にて、移動端
末とネットワークとの間の個別制御情報を送信するチャネルである。ＤＣＣＨは、移動端
末がＲＲＣ接続（connection）である場合に用いられる。ＤＣＣＨは、上りでは上り共有
チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ
）にマッピングされる。
【００３９】
　個別トラフィックチャネル（Dedicated Traffic Channel：ＤＴＣＨ）は、ユーザ情報
の送信のための個別移動端末への１対１通信のチャネルである。ＤＴＣＨは、上りおよび
下りともに存在する。ＤＴＣＨは、上りでは上り共有チャネル（ＵＬ－ＳＣＨ）へマッピ
ングされ、下りでは下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）へマッピングされる。
【００４０】
　マルチキャストトラフィックチャネル（Multicast Traffic channel：ＭＴＣＨ）は、
ネットワークから移動端末へのトラフィックデータ送信のための下りチャネルである。Ｍ
ＴＣＨは、ＭＢＭＳ受信中の移動端末のみに用いられるチャネルである。ＭＴＣＨは、マ
ルチキャストチャネル（ＭＣＨ）へマッピングされる。
【００４１】
　ＧＣＩとは、グローバルセル識別子（Global Cell Identity）のことである。ＬＴＥ、
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後述のＬＴＥ－Ａ（Long Term Evolution Advanced）およびＵＭＴＳ（Universal Mobile
 Telecommunication System）において、ＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）
が導入される。ＣＳＧについて以下に説明する（非特許文献３　３．１章参照）。ＣＳＧ
セル（Closed Subscriber Group cell）とは、利用可能な加入者をオペレータが特定して
いるセル（以下「特定加入者用セル」という場合がある）である。
【００４２】
　特定された加入者は、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Network）の１つ以上のセルにア
クセスすることが許可される。特定された加入者がアクセスを許可されている１つ以上の
セルを「ＣＳＧセル（ｃｅｌｌ（ｓ））」と呼ぶ。ただし、ＰＬＭＮにはアクセス制限が
ある。ＣＳＧセルとは、固有のＣＳＧアイデンティティ（CSG identity：ＣＳＧ　ＩＤ；
ＣＳＧ－ＩＤ）を報知し、ＣＳＧインジケーション（CSG Indication）にて「ＴＲＵＥ」
を報知するＰＬＭＮの一部である。予め利用登録し、許可された加入者グループのメンバ
ーは、アクセス許可情報であるところのＣＳＧ－ＩＤを用いてＣＳＧセルにアクセスする
。
【００４３】
　ＣＳＧ－ＩＤは、ＣＳＧセルまたはセルによって報知される。移動体通信システムにＣ
ＳＧ－ＩＤは複数存在する。そして、ＣＳＧ－ＩＤは、ＣＳＧ関連のメンバーのアクセス
を容易にするために、移動端末（ＵＥ）によって使用される。
【００４４】
　移動端末の位置追跡は、１つ以上のセルからなる区域を単位に行われる。位置追跡は、
待受け状態であっても移動端末の位置を追跡し、呼び出す（移動端末が着呼する）ことを
可能にするためである。この移動端末の位置追跡のための区域をトラッキングエリアと呼
ぶ。
【００４５】
　ＣＳＧホワイトリスト（CSG White List）とは、加入者が属するＣＳＧセルのすべての
ＣＳＧ　ＩＤが記録されている、ＵＳＩＭ（Universal Subscriber Identity Module）に
格納されることもあるリストである。ＣＳＧホワイトリストは、単にホワイトリスト、あ
るいは許可ＣＳＧリスト（Allowed CSG List）と呼ばれることもある。ＣＳＧセルを通し
ての移動端末のアクセスは、ＭＭＥがアクセスコントロール（access control）を実行す
る（非特許文献９　４．３．１．２章参照）。移動端末のアクセスの具体例としては、ア
タッチ（attach）、コンバインドアタッチ（combined attach）、デタッチ（detach）、
サービスリクエスト（service request）、トラッキングエリアアップデートプロシジャ
ー（Tracking Area Update procedure）などがある（非特許文献９　４．３．１．２章参
照）。
【００４６】
　待受け状態の移動端末のサービスタイプについて以下に説明する（非特許文献３　４．
３章参照）。待受け状態の移動端末のサービスタイプとしては、制限されたサービス（Li
mited service、限られたサービスとも称される）、標準サービス（Normal service）、
オペレータサービス（Operator service）がある。制限されたサービスとは、後述のアク
セプタブルセル上の緊急呼（Emergency calls）、ＥＴＷＳ（Earthquake and Tsunami Wa
rning System）、ＣＭＡＳ（Commercial Mobile Alert System）である。標準サービス（
通常サービス、ノーマルサービスとも称される）とは、後述の適切なセル上の公共のサー
ビスである。オペレータサービスとは、後述のリザーブセル上のオペレータのためのみの
サービスである。
【００４７】
　「適切なセル」（Suitable cell）について以下に説明する。「適切なセル」（Suitabl
e cell）とは、ＵＥが通常（normal）サービスを受けるためにキャンプオン（Camp ON）
するかもしれないセルである。そのようなセルは、以下の（１），（２）の条件を満たす
ものとする。
【００４８】
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　（１）セルは、選択されたＰＬＭＮもしくは登録されたＰＬＭＮ、または「Ｅｑｕｉｖ
ａｌｅｎｔ　ＰＬＭＮリスト」のＰＬＭＮの一部であること。
【００４９】
　（２）ＮＡＳ（Non-Access Stratum）によって提供された最新情報にて、さらに以下の
（ａ）～（ｄ）の条件を満たすこと。
    （ａ）そのセルが禁じられた（barred）セルでないこと。
    （ｂ）そのセルが「ローミングのための禁止されたＬＡｓ」リストの一部でないトラ
ッキングエリア（Tracking Area：ＴＡ）の一部であること。その場合、そのセルは前記
（１）を満たす必要がある。
    （ｃ）そのセルが、セル選択評価基準を満たしていること。
    （ｄ）そのセルが、ＣＳＧセルとしてシステム情報（System Information：ＳＩ）に
よって特定されたセルに関しては、ＣＳＧ－ＩＤはＵＥの「ＣＳＧホワイトリスト」（CS
G WhiteList）の一部であること（ＵＥのCSG WhiteList中に含まれること）。
【００５０】
　「アクセプタブルセル」（Acceptable cell）について以下に説明する。これは、ＵＥ
が制限されたサービスを受けるためにキャンプオンするかもしれないセルである。そのよ
うなセルは、以下の（１），（２）のすべての要件を充足するものとする。
【００５１】
　（１）そのセルが禁じられたセル（Barred cell、バードセルとも称される）でないこ
と。（２）そのセルが、セル選択評価基準を満たしていること。
【００５２】
　「バードセル」（Barred cell）とは、システム情報で指示がある。「リザーブセル」
（Reserved cell）とは、システム情報で指示がある。
【００５３】
　「セルにキャンプオン（camp on）する」とは、ＵＥがセル選択（cell selection）ま
たはセル再選択（cell reselection）の処理を完了し、ＵＥがシステム情報とページング
情報とをモニタするセルを選択した状態である。ＵＥがキャンプオンするセルを「サービ
ングセル（Serving cell）」と称することがある。
【００５４】
　３ＧＰＰにおいて、Ｈｏｍｅ－ＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ＮＢ；ＨＮＢ）、Ｈｏｍｅ－ｅ
ＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ；ＨｅＮＢ）と称される基地局が検討されている。ＵＴＲ
ＡＮにおけるＨＮＢ、またはＥ-ＵＴＲＡＮにおけるＨｅＮＢは、例えば家庭、法人、商
業用のアクセスサービス向けの基地局である。非特許文献４には、ＨｅＮＢおよびＨＮＢ
へのアクセスの３つの異なるモードが開示されている。具体的には、オープンアクセスモ
ード（Open access mode）と、クローズドアクセスモード（Closed access mode）と、ハ
イブリッドアクセスモード（Hybrid access mode）である。
【００５５】
　各々のモードは、以下のような特徴を有する。オープンアクセスモードでは、ＨｅＮＢ
やＨＮＢは通常のオペレータのノーマルセルとして操作される。クローズドアクセスモー
ドでは、ＨｅＮＢやＨＮＢがＣＳＧセルとして操作される。これはＣＳＧメンバーのみア
クセス可能なＣＳＧセルである。ハイブリッドアクセスモードでは、非ＣＳＧメンバーも
同時にアクセス許可されているＣＳＧセルとして操作される。ハイブリッドアクセスモー
ドのセル（ハイブリッドセルとも称する）は、言い換えれば、オープンアクセスモードと
クローズドアクセスモードの両方をサポートするセルである。
【００５６】
　３ＧＰＰでは、全ＰＣＩ（Physical Cell Identity）のうち、ＣＳＧセルによって使用
するためにネットワークによって予約されたＰＣＩ範囲がある（非特許文献１　１０．５
．１．１章参照）。ＰＣＩ範囲を分割することをＰＣＩスプリットと称することがある。
ＰＣＩスプリット情報は、システム情報にて基地局から傘下の移動端末に対して報知され
る。非特許文献５は、ＰＣＩスプリットを用いた移動端末の基本動作を開示する。ＰＣＩ



(10) JP 6366763 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

スプリット情報を有していない移動端末は、全ＰＣＩを用いて、例えば５０４コード全て
を用いて、セルサーチを行う必要がある。これに対して、ＰＣＩスプリット情報を有する
移動端末は、当該ＰＣＩスプリット情報を用いてセルサーチを行うことが可能である。
【００５７】
　また３ＧＰＰでは、リリース１０として、ロングタームエボリューションアドヴァンス
ド（Long Term Evolution Advanced：ＬＴＥ－Ａ）の規格策定が進められている（非特許
文献６、非特許文献７参照）。
【００５８】
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、高い通信速度、セルエッジでの高いスループット、新たなカ
バレッジエリアなどを得るために、リレー（Relay）およびリレーノード（ＲＮ）をサポ
ートすることが検討されている。リレーノードは、ドナーセル（Donor cell；Donor eNB
；ＤｅＮＢ）を介して無線アクセスネットワークに無線で接続される。ドナーセルの範囲
内で、ネットワーク（Network：ＮＷ）からリレーノードへのリンクは、ネットワークか
らＵＥへのリンクと同じ周波数帯域（以下「周波数バンド」という場合がある）を共用す
る。この場合、リリース８のＵＥも該ドナーセルに接続することを可能とする。ドナーセ
ルとリレーノードとの間のリンクをバックホールリンク（backhaul link）と称し、リレ
ーノードとＵＥとの間のリンクをアクセスリンク（access link）と称する。
【００５９】
　ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）におけるバックホールリンクの多重方法として
、ＤｅＮＢからＲＮへの送信は下り（ＤＬ）周波数バンドで行われ、ＲＮからＤｅＮＢへ
の送信は上り（ＵＬ）周波数バンドで行われる。リレーにおけるリソースの分割方法とし
て、ＤｅＮＢからＲＮへのリンクおよびＲＮからＵＥへのリンクが一つの周波数バンドで
時分割多重され、ＲＮからＤｅＮＢへのリンクおよびＵＥからＲＮへのリンクも一つの周
波数バンドで時分割多重される。こうすることで、リレーにおいて、リレーの送信が自リ
レーの受信へ干渉することを防ぐことができる。
【００６０】
　３ＧＰＰでは、通常のｅＮＢ（マクロセル）だけでなく、ピコｅＮＢ（ピコセル（pico
 cell））、ＨｅＮＢ／ＨＮＢ／ＣＳＧセル、ホットゾーンセル用のノード、リレーノー
ド、リモートラジオヘッド（Remote Radio Head：ＲＲＨ）などのいわゆるローカルノー
ドが検討されている。
【００６１】
　ＬＴＥでは、通信に使用可能な周波数バンド（以下「オペレーティングバンド」という
場合がある）が予め決められている。非特許文献８には、該周波数バンドが記載されてい
る。ＦＤＤ（Frequency Division Duplex）による通信においては、下りリンクの周波数
バンド（以下「下り周波数バンド」という場合がある）と、それと対をなす上りリンクの
周波数バンド（以下「上り周波数バンド」という場合がある）とが予め決められており、
上り周波数バンドは下り周波数バンドと異なっている。これは、従来の音声のような通信
においては必ず下りリンクと上りリンクとが必要であり、ＦＤＤにおいては下りと上りと
で周波数を分割することによって、送信と受信とを同時に行えるようにしているためであ
る。
【００６２】
　ＦＤＤにおいて、下りリンクに用いるリソースのキャリア周波数（以下「下りキャリア
周波数」という場合がある）と、上りリンクに用いるリソースのキャリア周波数（以下「
上りキャリア周波数」という場合がある）との間隔（TX-RX frequency separation：ＴＸ
－ＲＸ周波数間隔）のデフォルト値が、周波数バンド毎に決められている。非特許文献８
には、該ＴＸ－ＲＸ周波数間隔のデフォルト値が記載されている。
【００６３】
　ＬＴＥにおいて、セルは、自セルが運用している周波数バンド情報と上りキャリア周波
数とを報知情報として、傘下のＵＥに対して報知する。具体的には、周波数バンド情報は
、ＳＩＢ１に含まれる。上りキャリア周波数は、ＳＩＢ２に含まれる。上りキャリア周波
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数がＳＩＢ２に含まれない場合、上りキャリア周波数は、ＴＸ－ＲＸ周波数間隔のデフォ
ルト値を用いて下りキャリア周波数から導出される。ＵＥは、セル選択あるいは再選択を
することによって、下りキャリア周波数を認識し、セルからの報知情報を受信することに
よって、セルが運用している周波数バンドと上りキャリア周波数とを得ることが可能とな
る。
【００６４】
　非特許文献１に開示されているとおり、３ＧＰＰでは、リリース１０として「ロングタ
ームエボリューション　アドヴァンスド」（Long Term Evolution Advanced：ＬＴＥ－Ａ
）の規格策定が進められている。
【００６５】
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、１００ＭＨｚまでのより広い周波数帯域幅（transmission b
andwidths）をサポートするため、二つ以上のコンポーネントキャリア（Component Carri
er：ＣＣ）をアグリゲーション（aggregation）すなわち集約する、キャリアアグリゲー
ション（Carrier Aggregation：ＣＡ）が検討されている。
【００６６】
　ＬＴＥ対応であるリリース８または９対応のＵＥが、一つのサービングセルに相当する
ＣＣ上のみで送受信可能であるのに対して、リリース１０対応のＵＥは、同時に複数のサ
ービングセルに相当するＣＣ上で送受信、あるいは受信のみ、あるいは送信のみをするた
めの能力（ケーパビリティ、capability）を持つことが考えられている。
【００６７】
　各ＣＣは、リリース８または９の構成を用いており、ＣＡは、連続ＣＣ、非連続ＣＣ、
異なる周波数帯域幅のＣＣをサポートする。ＵＥが下りリンクのＣＣ（ＤＬ　ＣＣ）数以
上の上りリンクのＣＣ（ＵＬ　ＣＣ）数を構成することは不可能である。同一ｅＮＢから
構成されるＣＣは、同じカバレッジを提供する必要は無い。ＣＣは、リリース８または９
と互換性を有する。
【００６８】
　ＣＡにおいて、上りリンク、下りリンクともに、サービングセル毎に一つの独立したＨ
ＡＲＱエンティティがある。トランスポートブロックは、サービングセル毎にＴＴＩ毎に
生成される。各トランスポートブロックとＨＡＲＱ再送とは、シングルサービングセルに
マッピングされる。
【００６９】
　ＣＡが構成される場合、ＵＥはＮＷと唯一つのＲＲＣ接続（RRC connection）を有する
。ＲＲＣ接続において、一つのサービングセルがＮＡＳモビリティ情報とセキュリティ入
力を与える。このセルをプライマリセル（Primary Cell：ＰＣｅｌｌ）と呼ぶ。下りリン
クで、ＰＣｅｌｌに対応するキャリアは、下りプライマリコンポーネントキャリア（Down
link Primary Component Carrier：ＤＬ　ＰＣＣ）である。上りリンクで、ＰＣｅｌｌに
対応するキャリアは、上りプライマリコンポーネントキャリア（Uplink Primary Compone
nt Carrier：ＵＬ　ＰＣＣ）である。
【００７０】
　ＵＥケーパビリティに応じて、セカンダリセル（Secondary Cell：ＳＣｅｌｌ）が、Ｐ
Ｃｅｌｌとサービングセルとの組を形成するために構成される。下りリンクで、ＳＣｅｌ
ｌに対応するキャリアは、下りセカンダリコンポーネントキャリア（Downlink Secondary
 Component Carrier：ＤＬ　ＳＣＣ）である。上りリンクで、ＳＣｅｌｌに対応するキャ
リアは、上りセカンダリコンポーネントキャリア（Uplink Secondary Component Carrier
：ＵＬ　ＳＣＣ）である。
【００７１】
　一つのＵＥに対して、一つのＰＣｅｌｌと、一つ以上のＳＣｅｌｌからなるサービング
セルとの組が構成される。
【００７２】
　各ＳＣｅｌｌにおいて、下りリンク（ＤＬ）用リソースに加えて、ＵＥによる上りリン
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ク（ＵＬ）用リソースの利用が可能である。ＤＬ　ＳＣＣの数は、ＵＬ　ＳＣＣの数以上
となる。ＵＬ用リソースのみに使用されるＳＣｅｌｌは無い。一つのＵＥにとって、各Ｕ
Ｌ用リソースは、一つのサービングセルのみに属する。サービングセルの数は、ＵＥのケ
ーパビリティによる。
【００７３】
　ＰＣｅｌｌは、ＨＯプロシージャのみで変更される。ＰＣｅｌｌは、ＰＵＣＣＨの送信
に用いられる。なお、ＵＬ－ＳＣＨの無いＤＬ－ＳＣＨのＨＡＲＱのためのＰＵＣＣＨは
、ＵＬ　ＰＣＣのみで送信される。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌｓとは異なり、デアクティ
ベート（de-activate）されない。
【００７４】
　ＰＣｅｌｌがＲＬＦ（Radio link failure）となったとき、リエスタブリッシュメント
（Re-establishment）がトリガされる。ＳＣｅｌｌｓではトリガされない。ＮＡＳ情報は
、ＰＣｅｌｌから得られる。
【００７５】
　ＳＣｅｌｌｓの再構成（reconfiguration）、追加（addition）、削除（removal）は、
ＲＲＣによってなされる。ＬＴＥ内のハンドオーバでもまた、ＲＲＣは、ターゲットＰＣ
ｅｌｌとともに使用されるＳＣｅｌｌｓを追加（addition）、削除（removal）、再構成
（reconfiguration）する。
【００７６】
　ＳＣｅｌｌ追加の際、そのＳＣｅｌｌの必要な全システム情報（ＳＩ）を送信するため
、個別ＲＲＣシグナリング（dedicated RRC signalling）が用いられる。すなわち、コネ
クテッドモードで行われ、ＵＥは、ＳＣｅｌｌから報知されるＳＩを受信する必要は無い
。
【００７７】
　ＳＣｅｌｌの追加（addition）、更新（modification）は、個別ＲＲＣシグナリングの
「RRC Connection Reconfiguration message」を用いて、ＰＣｅｌｌが移動端末へ通知す
ることが検討されている（非特許文献２参照）。ＳＣｅｌｌの削除（release）は、個別
ＲＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」を用いて、ＰＣｅｌ
ｌが移動端末へ通知する、あるいは「RRC Connection re-establishment」によりトリガ
されることが検討されている（非特許文献２参照）。個別ＲＲＣシグナリングの「RRC Co
nnection Reconfiguration message」の中には、「SCell To AddModList」、「SCell To 
ReleaseList」が含まれる。
【００７８】
　また、各セルにおいて、ＳＩＢ２は上りリンク用リソースのキャリア周波数を示す。
【００７９】
　非特許文献１０には、セル（ＣＣ）毎にＣＳＧインジケーション、ＣＳＧ－ＩＤを設定
可能とすることが開示されている。しかし、移動端末へ該設定内容を通知する方法につい
ては、非特許文献１０には記載されていない。また非特許文献１０には、ＳＣｅｌｌが属
するＣＳＧと、移動端末の属するＣＳＧの関係についての問題提起、および解決策につい
て開示されていない。
【００８０】
　非特許文献２には、ＳＣｅｌｌの追加（addition）、更新（modification）は、個別Ｒ
ＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」を用いて、ＰＣｅｌｌ
が移動端末へ通知することが開示されている。ＳＣｅｌｌの追加（addition）、更新（mo
dification）の個別ＲＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」
には、ＣＳＧインジケーションおよびＣＳＧ－ＩＤは含まれていない。ＳＣｅｌｌ毎のＣ
ＳＧインジケーションおよびＣＳＧ－ＩＤの設定方法、移動端末へ該設定内容を通知する
方法については、非特許文献２には記載されていない。また非特許文献２には、ＳＣｅｌ
ｌが属するＣＳＧと、移動端末の属するＣＳＧとの関係についての問題提起、および解決
策について開示されていない。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【００８１】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　Ｖ１０．２．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１　Ｖ１０．０．０
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０４　Ｖ１０．０．０　３．１章、４．３章、
５．２．４章
【非特許文献４】３ＧＰＰ　Ｓ１－０８３４６１
【非特許文献５】３ＧＰＰ　Ｒ２－０８２８９９
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．８１４　Ｖ９．０．０
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＲ　３６．９１２　Ｖ９．３．０
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．１０１　Ｖ１０．０．０
【非特許文献９】３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．８３０　Ｖ９．０．０
【非特許文献１０】３ＧＰＰ　Ｒ２－１０４０４１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００８２】
　ＬＴＥ－Ａシステムでは、通信速度を向上するために、ＬＴＥシステムの周波数帯域幅
よりも大きい周波数帯域幅、具体的には１００ＭＨｚまでの周波数帯域幅をサポートする
ことが考えられている。これをサポートする一つの方法として、キャリアアグリゲーショ
ン（Carrier Aggregation：ＣＡ）の検討が行われている。キャリアアグリゲーションで
は、移動端末に対してＰＣｅｌｌとＳＣｅｌｌとによって、サービングセルの組が形成さ
れる。
【００８３】
　前述のように、非特許文献２および非特許文献１０には、ＳＣｅｌｌ毎のＣＳＧインジ
ケーション、ＣＳＧ－ＩＤの移動端末への通知方法は記載されていない。また、ＳＣｅｌ
ｌが属するＣＳＧと、移動端末の属するＣＳＧの関係についても、非特許文献２および非
特許文献１０には記載されていない。したがって、通信システムの動作が一意に決まらず
、適切なサービスの提供ができないという問題が発生する。
【００８４】
　本発明の目的は、キャリアアグリゲーションを用いて通信速度の向上を実現しつつ、適
切なサービスの提供が可能な通信システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００８５】
　本発明の通信システムは、通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能
な複数のセルを備える通信システムであって、前記複数のセルは、接続可能な通信端末装
置が特定される特定加入者用セルを含み、前記複数のセルのうちの一つであるプライマリ
セルと前記通信端末装置との間に接続が確立された状況において、前記プライマリセルと
並列して無線通信可能なセルであるセカンダリセルの候補である候補セルが、その候補セ
ルの特定加入者に関する情報である特定加入者情報を前記通信端末装置に通知し、前記通
信端末装置は、前記候補セルから通知された前記特定加入者情報に基づいて、前記候補セ
ルへの接続が可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知し、前記プライマ
リセルは、前記候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が前記通信端末装置か
ら通知された場合に、前記候補セルを前記セカンダリセルとして設定することを特徴とす
る。
【００８６】
　本発明の通信端末装置は、通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可能
な複数のセルを含み、前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加入
者用セルを含み、前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装置
との間に接続が確立された状況において、前記プライマリセルと並列して無線通信可能な
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セルであるセカンダリセルの候補である候補セルが、その候補セルの特定加入者に関する
情報である特定加入者情報を前記通信端末装置に通知する通信システムにおける通信端末
装置であって、前記候補セルから通知された前記特定加入者情報に基づいて、前記候補セ
ルへの接続が可能か判断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知することを特徴と
する。
【００８７】
　本発明のプライマリセルは、通信端末装置およびその通信端末装置との間で無線通信可
能な複数のセルを含み、前記複数のセルは、接続可能な通信端末装置が特定される特定加
入者用セルを含み、前記複数のセルのうちの一つであるプライマリセルと前記通信端末装
置との間に接続が確立された状況において、前記プライマリセルと並列して無線通信可能
なセルであるセカンダリセルの候補である候補セルが、その候補セルの特定加入者に関す
る情報である特定加入者情報を前記通信端末装置に通知し、前記通信端末装置は、前記候
補セルから通知された前記特定加入者情報に基づいて、前記候補セルへの接続が可能か判
断し、その判断結果を前記プライマリセルに通知する通信システムにおけるプライマリセ
ルであって、前記候補セルへの接続が可能であると判断した判断結果が前記通信端末装置
から通知された場合に、前記候補セルを前記セカンダリセルとして設定することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００８８】
　本発明の通信システムによれば、キャリアアグリゲーションを用いた通信速度の向上を
実現しつつ、通信システムとしての動作を安定させることができ、適切なサービスの提供
を行うことが可能となる。
【００８９】
　この発明の目的、特徴、局面、および利点は、以下の詳細な説明と添付図面とによって
、より明白となる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】ＬＴＥ方式の通信システムの構成を示す説明図である。
【図２】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である
。
【図３】ＭＢＳＦＮフレームの構成を示す説明図である。
【図４】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される物理チャネルを説明する説明図である。
【図５】ＬＴＥ方式の通信システムで使用されるトランスポートチャネルを説明する説明
図である。
【図６】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図である。
【図７】現在３ＧＰＰにおいて議論されているＬＴＥ方式の移動体通信システムの全体的
な構成を示すブロック図である。
【図８】本発明に係る移動端末（図７の移動端末７１）の構成を示すブロック図である。
【図９】本発明に係る基地局（図７の基地局７２）の構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明に係るＭＭＥ（図７のＭＭＥ部７３）の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明に係るＨｅＮＢＧＷである図７に示すＨｅＮＢＧＷ７４の構成を示すブ
ロック図である。
【図１２】ＬＴＥ方式の通信システムにおいて移動端末（ＵＥ）が行うセルサーチから待
ち受け動作までの概略を示すフローチャートである。
【図１３】ＣＡの概念を示す図である。
【図１４】実施の形態２における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図１５】実施の形態２の変形例１における通信システムのシーケンスの一例を示す図で
ある。
【図１６】実施の形態３における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図１７】実施の形態３における通信システムのシーケンスの他の一例を示す図である。
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【図１８】実施の形態４における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図１９】実施の形態４における通信システムのシーケンスの他の一例を示す図である。
【図２０】実施の形態５における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図２１】実施の形態５の変形例１における通信システムのシーケンスの一例を示す図で
ある。
【図２２】実施の形態６における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図２３】非特許文献１に開示されている、ｅＮＢあるいはＨｅＮＢから、ＣＳＧセルあ
るいはハイブリッドセルへのハンドオーバ方法に関する通信システムのシーケンスを示す
図である。
【図２４】実施の形態８における通信システムのシーケンスの一例を示す図である。
【図２５】実施の形態８の変形例１における通信システムのシーケンスの一例を示す図で
ある。
【図２６】実施の形態８の変形例２における通信システムのシーケンスの一例を示す図で
ある。
【図２７】実施の形態８の変形例３における通信システムのシーケンスの一例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００９１】
　実施の形態１．
　図７は、現在３ＧＰＰにおいて議論されているＬＴＥ方式の移動体通信システムの全体
的な構成を示すブロック図である。現在３ＧＰＰにおいては、ＣＳＧ（Closed Subscribe
r Group）セル（Ｅ－ＵＴＲＡＮのＨｏｍｅ－ｅＮｏｄｅＢ（Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ；ＨｅＮ
Ｂ）、ＵＴＲＡＮのＨｏｍｅ－ＮＢ（ＨＮＢ））と、ｎｏｎ－ＣＳＧセル（Ｅ－ＵＴＲＡ
ＮのｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、ＵＴＲＡＮのＮｏｄｅＢ（ＮＢ）、ＧＥＲＡＮのＢＳＳ）
とを含めたシステムの全体的な構成が検討されており、Ｅ－ＵＴＲＡＮについては、図７
のような構成が提案されている（非特許文献１　４．６．１章参照）。
【００９２】
　図７について説明する。移動端末装置（以下「移動端末」または「ＵＥ」という）７１
は、基地局装置（以下「基地局」という）７２と無線通信可能であり、無線通信で信号の
送受信を行う。移動端末装置は、通信端末装置に相当する。基地局７２は、マクロセルで
あるｅＮＢ７２－１と、ローカルノードであるＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２とに分類される
。ｅＮＢ７２－１は、大規模基地局装置に相当し、移動端末（ＵＥ）７１と通信可能な範
囲であるカバレッジとして、比較的大きい大規模カバレッジを有する。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ
７２－２は、小規模基地局装置に相当し、カバレッジとして、比較的小さい小規模カバレ
ッジを有する。
【００９３】
　ｅＮＢ７２－１は、ＭＭＥ、あるいはＳ－ＧＷ、あるいはＭＭＥおよびＳ－ＧＷを含む
ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ部（以下「ＭＭＥ部」という場合がある）７３とＳ１インタフェースに
より接続され、ｅＮＢ７２－１とＭＭＥ部７３との間で制御情報が通信される。ひとつの
ｅＮＢ７２－１に対して、複数のＭＭＥ部７３が接続されてもよい。ｅＮＢ７２－１間は
、Ｘ２インタフェースにより接続され、ｅＮＢ７２－１間で制御情報が通信される。
【００９４】
　Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、ＭＭＥ部７３とＳ１インタフェースにより接続され、Ｈ
ｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２とＭＭＥ部７３との間で制御情報が通信される。ひとつのＭＭＥ
部７３に対して、複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２が接続される。あるいは、Ｈｏｍｅ－
ｅＮＢ７２－２は、ＨｅＮＢＧＷ（Home-eNB GateWay）７４を介してＭＭＥ部７３と接続
される。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２とＨｅＮＢＧＷ７４とは、Ｓ１インタフェースにより
接続され、ＨｅＮＢＧＷ７４とＭＭＥ部７３とはＳ１インタフェースを介して接続される
。ひとつまたは複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２がひとつのＨｅＮＢＧＷ７４と接続され
、Ｓ１インタフェースを通して情報が通信される。ＨｅＮＢＧＷ７４は、ひとつまたは複
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数のＭＭＥ部７３と接続され、Ｓ１インタフェースを通して情報が通信される。ＭＭＥ部
７３およびＨｅＮＢＧＷ７４は、上位ノード装置に相当し、基地局であるｅＮＢ７２－１
およびＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２と、移動端末（ＵＥ）７１との接続を制御する。
【００９５】
　さらに現在３ＧＰＰでは、以下のような構成が検討されている。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２
－２間のＸ２インタフェースはサポートされる。すなわち、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２間
は、Ｘ２インタフェースにより接続され、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２間で制御情報が通信
される。ＭＭＥ部７３からは、ＨｅＮＢＧＷ７４はＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２として見え
る。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２からは、ＨｅＮＢＧＷ７４はＭＭＥ部７３として見える。
Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２が、ＨｅＮＢＧＷ７４を介してＭＭＥ部７３に接続される場合
および直接ＭＭＥ部７３に接続される場合のいずれの場合も、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２
とＭＭＥ部７３との間のインタフェースは、Ｓ１インタフェースで同じである。ＨｅＮＢ
ＧＷ７４は、複数のＭＭＥ部７３にまたがるような、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２へのモビ
リティ、あるいはＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２からのモビリティはサポートしない。Ｈｏｍ
ｅ－ｅＮＢ７２－２は、唯一のセルをサポートする。
【００９６】
　図８は、本発明に係る移動端末（図７の移動端末７１）の構成を示すブロック図である
。図８に示す移動端末７１の送信処理を説明する。まず、プロトコル処理部８０１からの
制御データ、およびアプリケーション部８０２からのユーザデータが、送信データバッフ
ァ部８０３へ保存される。送信データバッファ部８０３に保存されたデータは、エンコー
ダー部８０４へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施
さずに、送信データバッファ部８０３から変調部８０５へ直接出力されるデータが存在し
てもよい。エンコーダー部８０４でエンコード処理されたデータは、変調部８０５にて変
調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバンド信号に変換された後、周波数変換
部８０６へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ８０７から基地局
７２に送信信号が送信される。
【００９７】
　また、移動端末７１の受信処理は、以下のとおりに実行される。基地局７２からの無線
信号がアンテナ８０７により受信される。受信信号は、周波数変換部８０６にて無線受信
周波数からベースバンド信号に変換され、復調部８０８において復調処理が行われる。復
調後のデータは、デコーダー部８０９へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる
。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部８０１へ渡され、ユーザ
データはアプリケーション部８０２へ渡される。移動端末７１の一連の処理は、制御部８
１０によって制御される。よって制御部８１０は、図８では省略しているが、各部８０１
～８０９と接続している。
【００９８】
　図９は、本発明に係る基地局（図７の基地局７２）の構成を示すブロック図である。図
９に示す基地局７２の送信処理を説明する。ＥＰＣ通信部９０１は、基地局７２とＥＰＣ
（ＭＭＥ部７３、ＨｅＮＢＧＷ７４など）との間のデータの送受信を行う。他基地局通信
部９０２は、他の基地局との間のデータの送受信を行う。ＥＰＣ通信部９０１および他基
地局通信部９０２は、それぞれプロトコル処理部９０３と情報の受け渡しを行う。プロト
コル処理部９０３からの制御データ、ならびにＥＰＣ通信部９０１および他基地局通信部
９０２からのユーザデータおよび制御データは、送信データバッファ部９０４へ保存され
る。
【００９９】
　送信データバッファ部９０４に保存されたデータは、エンコーダー部９０５へ渡され、
誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコード処理を施さずに、送信データバッ
ファ部９０４から変調部９０６へ直接出力されるデータが存在してもよい。エンコードさ
れたデータは、変調部９０６にて変調処理が行われる。変調されたデータは、ベースバン
ド信号に変換された後、周波数変換部９０７へ出力され、無線送信周波数に変換される。
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その後、アンテナ９０８より一つもしくは複数の移動端末７１に対して送信信号が送信さ
れる。
【０１００】
　また、基地局７２の受信処理は以下のとおりに実行される。ひとつもしくは複数の移動
端末７１からの無線信号が、アンテナ９０８により受信される。受信信号は、周波数変換
部９０７にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換され、復調部９０９で復調処理
が行われる。復調されたデータは、デコーダー部９１０へ渡され、誤り訂正などのデコー
ド処理が行われる。デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部９０３
あるいはＥＰＣ通信部９０１、他基地局通信部９０２へ渡され、ユーザデータはＥＰＣ通
信部９０１および他基地局通信部９０２へ渡される。基地局７２の一連の処理は、制御部
９１１によって制御される。よって制御部９１１は、図９では省略しているが、各部９０
１～９１０と接続している。
【０１０１】
　現在３ＧＰＰにおいて議論されているＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２の機能を以下に示す（
非特許文献１　４．６．２章参照）。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、ｅＮＢ７２－１と同
じ機能を有する。加えて、ＨｅＮＢＧＷ７４と接続する場合、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２
は、適当なサービングＨｅＮＢＧＷ７４を発見する機能を有する。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２
－２は、１つのＨｅＮＢＧＷ７４に唯一接続する。つまり、ＨｅＮＢＧＷ７４との接続の
場合は、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、Ｓ１インタフェースにおけるＦｌｅｘ機能を使用
しない。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、１つのＨｅＮＢＧＷ７４に接続されると、同時に
別のＨｅＮＢＧＷ７４や別のＭＭＥ部７３に接続しない。
【０１０２】
　Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２のＴＡＣとＰＬＭＮ　ＩＤは、ＨｅＮＢＧＷ７４によってサ
ポートされる。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２をＨｅＮＢＧＷ７４に接続すると、「ＵＥ　ａ
ｔｔａｃｈｍｅｎｔ」でのＭＭＥ部７３の選択は、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２の代わりに
、ＨｅＮＢＧＷ７４によって行われる。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、ネットワーク計画
なしで配備される可能性がある。この場合、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２は、１つの地理的
な領域から別の地理的な領域へ移される。したがって、この場合のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２
－２は、位置によって、異なったＨｅＮＢＧＷ７４に接続する必要がある。
【０１０３】
　図１０は、本発明に係るＭＭＥの構成を示すブロック図である。図１０では、前述の図
７に示すＭＭＥ部７３に含まれるＭＭＥ７３ａの構成を示す。ＰＤＮ　ＧＷ通信部１００
１は、ＭＭＥ７３ａとＰＤＮ　ＧＷとの間のデータの送受信を行う。基地局通信部１００
２は、ＭＭＥ７３ａと基地局７２との間のＳ１インタフェースによるデータの送受信を行
う。ＰＤＮ　ＧＷから受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、Ｐ
ＤＮ　ＧＷ通信部１００１から、ユーザプレイン通信部１００３経由で基地局通信部１０
０２に渡され、１つあるいは複数の基地局７２へ送信される。基地局７２から受信したデ
ータがユーザデータであった場合、ユーザデータは、基地局通信部１００２から、ユーザ
プレイン通信部１００３経由でＰＤＮ　ＧＷ通信部１００１に渡され、ＰＤＮ　ＧＷへ送
信される。
【０１０４】
　ＰＤＮ　ＧＷから受信したデータが制御データであった場合、制御データは、ＰＤＮ　
ＧＷ通信部１００１から制御プレイン制御部１００５へ渡される。基地局７２から受信し
たデータが制御データであった場合、制御データは、基地局通信部１００２から制御プレ
イン制御部１００５へ渡される。
【０１０５】
　ＨｅＮＢＧＷ通信部１００４は、ＨｅＮＢＧＷ７４が存在する場合に設けられ、情報種
別によって、ＭＭＥ７３ａとＨｅＮＢＧＷ７４との間のインタフェース（ＩＦ）によるデ
ータの送受信を行う。ＨｅＮＢＧＷ通信部１００４から受信した制御データは、ＨｅＮＢ
ＧＷ通信部１００４から制御プレイン制御部１００５へ渡される。制御プレイン制御部１
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００５での処理の結果は、ＰＤＮ　ＧＷ通信部１００１経由でＰＤＮ　ＧＷへ送信される
。また、制御プレイン制御部１００５で処理された結果は、基地局通信部１００２経由で
Ｓ１インタフェースにより１つあるいは複数の基地局７２へ送信され、またＨｅＮＢＧＷ
通信部１００４経由で１つあるいは複数のＨｅＮＢＧＷ７４へ送信される。
【０１０６】
　制御プレイン制御部１００５には、ＮＡＳセキュリティ部１００５－１、ＳＡＥベアラ
コントロール部１００５－２、アイドルステート（Idle State）モビリティ管理部１００
５―３などが含まれ、制御プレインに対する処理全般を行う。ＮＡＳセキュリティ部１０
０５―１は、ＮＡＳ（Non-Access Stratum）メッセージのセキュリティなどを行う。ＳＡ
Ｅベアラコントロール部１００５―２は、ＳＡＥ（System Architecture Evolution）の
ベアラの管理などを行う。アイドルステートモビリティ管理部１００５―３は、待受け状
態（ＬＴＥ－ＩＤＬＥ状態、単にアイドルとも称される）のモビリティ管理、待受け状態
時のページング信号の生成および制御、傘下の１つあるいは複数の移動端末７１のトラッ
キングエリア（ＴＡ）の追加、削除、更新、検索、トラッキングエリアリスト（TA List
）管理などを行う。
【０１０７】
　ＭＭＥ７３ａは、ＵＥが登録されている（registered）追跡領域（トラッキングエリア
：Tracking Area：ＴＡ）に属するセルへ、ページングメッセージを送信することで、ペ
ージングプロトコルに着手する。ＭＭＥ７３ａに接続されるＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２の
ＣＳＧの管理やＣＳＧ－ＩＤの管理、そしてホワイトリスト管理は、アイドルステートモ
ビリティ管理部１００５―３で行ってもよい。
【０１０８】
　ＣＳＧ－ＩＤの管理では、ＣＳＧ－ＩＤに対応する移動端末とＣＳＧセルとの関係が管
理（追加、削除、更新、検索）される。例えば、あるＣＳＧ－ＩＤにユーザアクセス登録
された一つまたは複数の移動端末と該ＣＳＧ－ＩＤに属するＣＳＧセルとの関係であって
もよい。ホワイトリスト管理では、移動端末とＣＳＧ－ＩＤとの関係が管理（追加、削除
、更新、検索）される。例えば、ホワイトリストには、ある移動端末がユーザ登録した一
つまたは複数のＣＳＧ－ＩＤが記憶されてもよい。これらのＣＳＧに関する管理は、ＭＭ
Ｅ７３ａの中の他の部分で行われてもよい。ＭＭＥ７３ａの一連の処理は、制御部１００
６によって制御される。よって制御部１００６は、図１０では省略しているが、各部１０
０１～１００５と接続している。
【０１０９】
　現在３ＧＰＰにおいて議論されているＭＭＥ７３ａの機能を以下に示す（非特許文献１
　４．６．２章参照）。ＭＭＥ７３ａは、ＣＳＧ（Closed Subscriber Groups）のメンバ
ーの１つ、あるいは複数の移動端末のアクセスコントロールを行う。ＭＭＥ７３ａは、ペ
ージングの最適化（Paging optimization）の実行をオプションとして認める。
【０１１０】
　図１１は、本発明に係るＨｅＮＢＧＷである図７に示すＨｅＮＢＧＷ７４の構成を示す
ブロック図である。ＥＰＣ通信部１１０１は、ＨｅＮＢＧＷ７４とＭＭＥ７３ａとの間の
Ｓ１インタフェースによるデータの送受信を行う。基地局通信部１１０２は、ＨｅＮＢＧ
Ｗ７４とＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２との間のＳ１インタフェースによるデータの送受信を
行う。ロケーション処理部１１０３は、ＥＰＣ通信部１１０１経由で渡されたＭＭＥ７３
ａからのデータのうちレジストレーション情報などを、複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２
に送信する処理を行う。ロケーション処理部１１０３で処理されたデータは、基地局通信
部１１０２に渡され、ひとつまたは複数のＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２にＳ１インタフェー
スを介して送信される。
【０１１１】
　ロケーション処理部１１０３での処理を必要とせず通過（透過）させるだけのデータは
、ＥＰＣ通信部１１０１から基地局通信部１１０２に渡され、ひとつまたは複数のＨｏｍ
ｅ－ｅＮＢ７２－２にＳ１インタフェースを介して送信される。ＨｅＮＢＧＷ７４の一連
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の処理は、制御部１１０４によって制御される。よって制御部１１０４は、図１１では省
略しているが、各部１１０１～１１０３と接続している。
【０１１２】
　現在３ＧＰＰにおいて議論されているＨｅＮＢＧＷ７４の機能を以下に示す（非特許文
献１　４．６．２章参照）。ＨｅＮＢＧＷ７４は、Ｓ１アプリケーションについてリレー
する。Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２へのＭＭＥ７３ａの手順の一部分であるが、ＨｅＮＢＧ
Ｗ７４は、移動端末７１に関係しないＳ１アプリケーションについて終端する。ＨｅＮＢ
ＧＷ７４が配置されるとき、移動端末７１に無関係な手順がＨｏｍｅ－ｅＮＢ７２－２と
ＨｅＮＢＧＷ７４との間、そしてＨｅＮＢＧＷ７４とＭＭＥ７３ａとの間を通信される。
ＨｅＮＢＧＷ７４と他のノードとの間でＸ２インタフェースは設定されない。ＨｅＮＢＧ
Ｗ７４は、ページングの最適化（Paging optimization）の実行をオプションとして認め
る。
【０１１３】
　次に移動体通信システムにおける一般的なセルサーチ方法の一例を示す。図１２は、Ｌ
ＴＥ方式の通信システムにおいて移動端末（ＵＥ）が行うセルサーチから待ち受け動作ま
での概略を示すフローチャートである。移動端末は、セルサーチを開始すると、ステップ
ＳＴ１２０１で、周辺の基地局から送信される第一同期信号（Ｐ－ＳＳ）、および第二同
期信号（Ｓ－ＳＳ）を用いて、スロットタイミング、フレームタイミングの同期をとる。
Ｐ－ＳＳとＳ－ＳＳとを合わせて、同期信号（ＳＳ）には、セル毎に割り当てられたＰＣ
Ｉ（Physical Cell Identity）に１対１に対応するシンクロナイゼーションコードが割り
当てられている。ＰＣＩの数は現在５０４通りが検討されており、この５０４通りのＰＣ
Ｉを用いて同期をとるとともに、同期がとれたセルのＰＣＩを検出（特定）する。
【０１１４】
　次に同期がとれたセルに対して、ステップＳＴ１２０２で、基地局からセル毎に送信さ
れる参照信号ＲＳ（cell-specific Reference Signal：ＣＲＳ）を検出し受信電力（ＲＳ
ＲＰとも称される。）の測定を行う。参照信号ＲＳには、ＰＣＩと１対１に対応したコー
ドが用いられており、そのコードで相関をとることによって他セルと分離できる。ステッ
プＳＴ１２０１で特定したＰＣＩから、該セルのＲＳ用のコードを導出することによって
、ＲＳを検出し、ＲＳ受信電力を測定することが可能となる。
【０１１５】
　次にステップＳＴ１２０３で、ステップＳＴ１２０２までで検出されたひとつ以上のセ
ルの中から、ＲＳの受信品質が最もよいセル（例えば、ＲＳの受信電力が最も高いセル、
つまりベストセル）を選択する。
【０１１６】
　次にステップＳＴ１２０４で、ベストセルのＰＢＣＨを受信して、報知情報であるＢＣ
ＣＨを得る。ＰＢＣＨ上のＢＣＣＨには、セル構成情報が含まれるＭＩＢ（Master Infor
mation Block）がのる。したがってＰＢＣＨを受信してＢＣＣＨを得ることで、ＭＩＢが
得られる。ＭＩＢの情報としては、例えば、ＤＬ（ダウンリンク）システム帯域幅（送信
帯域幅設定（transmission bandwidth configuration：dl-bandwidth）とも呼ばれる）、
送信アンテナ数、ＳＦＮ（System Frame Number）などがある。
【０１１７】
　次にステップＳＴ１２０５で、ＭＩＢのセル構成情報をもとに該セルのＤＬ－ＳＣＨを
受信して、報知情報ＢＣＣＨの中のＳＩＢ（System Information Block）１を得る。ＳＩ
Ｂ１には、該セルへのアクセスに関する情報や、セルセレクションに関する情報、他のＳ
ＩＢ（ＳＩＢｋ；ｋ≧２の整数）のスケジューリング情報が含まれる。また、ＳＩＢ１に
は、ＴＡＣ（Tracking Area Code）が含まれる。
【０１１８】
　次にステップＳＴ１２０６で、移動端末は、ステップＳＴ１２０５で受信したＳＩＢ１
のＴＡＣと、移動端末が既に保有しているＴＡ（Tracking Area）リスト内のＴＡＣとを
比較する。比較した結果、ステップＳＴ１２０５で受信したＴＡＣがＴＡリスト内に含ま
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れるＴＡＣと同じならば、該セルで待ち受け動作に入る。比較して、ステップＳＴ１２０
５で受信したＴＡＣがＴＡリスト内に含まれなければ、移動端末は該セルを通してコアネ
ットワーク（Core Network，ＥＰＣ）（ＭＭＥなどが含まれる）へ、ＴＡＵ（Tracking A
rea Update）を行うためにＴＡの変更を要求する。コアネットワークは、ＴＡＵ要求信号
とともに移動端末から送られてくる該移動端末の識別番号（ＵＥ－ＩＤなど）をもとに、
ＴＡリストの更新を行う。コアネットワークは、移動端末に更新後のＴＡリストを送信す
る。移動端末は、受信したＴＡリストにて移動端末が保有するＴＡＣリストを書き換える
（更新する）。その後、移動端末は、該セルで待ち受け動作に入る。
【０１１９】
　ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）
においては、ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セルの導入が検討されている。前述し
たように、ＣＳＧセルに登録したひとつまたは複数の移動端末のみにアクセスが許される
。ＣＳＧセルと登録されたひとつまたは複数の移動端末とがひとつのＣＳＧを構成する。
このように構成されたＣＳＧには、ＣＳＧ－ＩＤと呼ばれる固有の識別番号が付される。
なお、ひとつのＣＳＧには、複数のＣＳＧセルがあってもよい。移動端末は、どれかひと
つのＣＳＧセルに登録すれば、そのＣＳＧセルが属するＣＳＧの他のＣＳＧセルにはアク
セス可能となる。
【０１２０】
　また、ＬＴＥおよびＬＴＥ－ＡでのＨｏｍｅ－ｅＮＢやＵＭＴＳでのＨｏｍｅ－ＮＢが
、ＣＳＧセルとして使われることがある。ＣＳＧセルに登録した移動端末は、ホワイトリ
ストを有する。具体的には、ホワイトリストはＳＩＭ（Subscriber Identity Module）／
ＵＳＩＭに記憶される。ホワイトリストには、移動端末が登録したＣＳＧセルのＣＳＧ情
報が格納される。ＣＳＧ情報として具体的には、ＣＳＧ－ＩＤ、ＴＡＩ（Tracking Area 
Identity）、ＴＡＣなどが考えられる。ＣＳＧ－ＩＤとＴＡＣとが対応付けられていれば
、どちらか一方でよい。また、ＣＳＧ－ＩＤおよびＴＡＣと、ＧＣＩ（Global Cell Iden
tity）とが対応付けられていればＧＣＩでもよい。
【０１２１】
　以上から、ホワイトリストを有しない（本発明においては、ホワイトリストが空（empt
y）の場合も含める）移動端末は、ＣＳＧセルにアクセスすることは不可能であり、ｎｏ
ｎ－ＣＳＧセルのみにしかアクセスできない。一方、ホワイトリストを有する移動端末は
、登録したＣＳＧ－ＩＤのＣＳＧセルにも、ｎｏｎ－ＣＳＧセルにもアクセスすることが
可能となる。
【０１２２】
　３ＧＰＰでは、全ＰＣＩ（Physical Cell Identity）を、ＣＳＧセル用とｎｏｎ－ＣＳ
Ｇセル用とに分割することが議論されている（非特許文献１参照）。全ＰＣＩのうち、Ｃ
ＳＧセルによって使用するためにネットワークによって予約されたＰＣＩ範囲がある（非
特許文献１　１０．５．１．１章参照）。ＰＣＩ範囲を分割することをＰＣＩスプリット
と称することがある。ＰＣＩスプリット情報は、システム情報にて基地局から傘下の移動
端末に対して報知される。非特許文献５は、ＰＣＩスプリットを用いた移動端末の基本動
作を開示する。ＰＣＩスプリット情報を有していない移動端末は、全ＰＣＩを用いて（例
えば５０４コード全てを用いて）セルサーチを行う必要がある。これに対して、ＰＣＩス
プリット情報を有する移動端末は、当該ＰＣＩスプリット情報を用いてセルサーチを行う
ことが可能である。
【０１２３】
　また３ＧＰＰでは、ハイブリッドセルのためのＰＣＩは、ＣＳＧセル用のＰＣＩ範囲の
中には含まれないことが決定されている（非特許文献１　１０．７章参照）。
【０１２４】
　３ＧＰＰでは、移動端末がＣＳＧセルをセレクション、あるいはリセレクションする方
法について２つのモードが存在する。１つ目は、自動（Automatic）モードである。自動
モードの特徴を以下に示す。移動端末内の許可ＣＳＧリスト（Allowed CSG ID List）を
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利用して、セレクション、あるいはリセレクションを行う。ＰＬＭＮの選択が完了した後
、ｎｏｎ－ＣＳＧセル、あるいは許可ＣＳＧリストに存在するＣＳＧ　ＩＤを伴うＣＳＧ
セルである場合にのみ、選択している該ＰＬＭＮ中の１つのセルにキャンプオンする。移
動端末の許可ＣＳＧリストが空であるならば、移動端末は、ＣＳＧセルの自立（autonomo
us）サーチ機能を停止する（非特許文献３　５．２．４．８．１章参照）。
【０１２５】
　２つ目は、手動（Manual）モードである。手動モードの特徴を以下に示す。移動端末は
、現在選択されているＰＬＭＮで利用可能なＣＳＧのリストを、ユーザに示す。移動端末
がユーザに提供するＣＳＧのリストは、移動端末に保存されている許可ＣＳＧリストに含
まれるＣＳＧに限られない。ユーザが該ＣＳＧのリストに基づいてＣＳＧを選定した後、
移動端末は、選択されたＣＳＧ　ＩＤを伴うセルへキャンプオンし、登録（register）を
試みる（非特許文献３参照）。
【０１２６】
　ＨｅＮＢおよびＨＮＢに対しては、様々なサービスへの対応が求められている。例えば
、オペレータは、ある決められたＨｅＮＢおよびＨＮＢに移動端末を登録させ、登録した
移動端末のみにＨｅＮＢおよびＨＮＢのセルへのアクセスを許可することで、該移動端末
が使用できる無線リソースを増大させて、高速に通信を行えるようにする。その分、オペ
レータは、課金料を通常よりも高く設定する、といったサービスである。
【０１２７】
　このようなサービスを実現するため、登録した（加入した、メンバーとなった）移動端
末のみがアクセスできるＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）が導入されている
。ＣＳＧセル（Closed Subscriber Group cell）は、商店街やマンション、学校、会社な
どへ数多く設置されることが要求される。例えば、商店街では店舗毎、マンションでは部
屋毎、学校では教室毎、会社ではセクション毎にＣＳＧセルを設置し、各ＣＳＧセルに登
録したユーザのみが該ＣＳＧセルを使用可能とするような使用方法が要求されている。Ｈ
ｅＮＢ／ＨＮＢは、マクロセルのカバレッジ外での通信を補完するため（エリア補完型Ｈ
ｅＮＢ／ＨＮＢ）だけでなく、上述したような様々なサービスへの対応（サービス提供型
ＨｅＮＢ／ＨＮＢ）が求められている。このため、ＨｅＮＢ／ＨＮＢがマクロセルのカバ
レッジ内に設置される場合も生じる。
【０１２８】
　前述のように、ＬＴＥ－Ａシステムでは、ＬＴＥシステムの周波数帯域幅よりも広い１
００ＭＨｚまでの周波数帯域幅をサポートするために、二つ以上のＣＣをアグリゲーショ
ン、すなわち集約する、ＣＡが検討されている。
【０１２９】
　図１３は、ＣＡの概念を示す図である。図１３に示すｅＮＢは、ＤＬ　ＣＣｎと、ＳＩ
Ｂ２によるＤＬ／ＵＬリンクによってＤＬ－ＣＣｎとそれぞれ関連付けられたＵＬ　ＣＣ
ｎとからなるセルｎを構成する。ＤＬ　ＣＣｎのキャリア周波数をＦｎ（ＤＬ）で示し、
ＵＬ　ＣＣｎのキャリア周波数をＦｎ（ＵＬ）で示す。ここで、ｎは１～５の整数である
。
【０１３０】
　ＵＥは、セル１にキャンプオンし、矢符１３０１で示されるＲＲＣ接続を行う。これに
よって、セル１がＰＣｅｌｌとなる。
【０１３１】
　その後、ｅＮＢは、該ＵＥに対して、矢符１３０２で示される個別ＲＲＣシグナリング
によって、アグリゲーションするＣＣに関する情報を通知する。ＣＣに関する情報として
は、ＤＬ　ＣＣｍとＵＬ　ＣＣｍとからなるセルｍに関する情報、例えばシステム情報を
通知する。ここで、ｍは２～５の整数である。このように、ｅＮＢがＵＥに対して前記Ｃ
Ｃに関する情報を通知することによって、セル２～セル５がＳＣｅｌｌとなる。
【０１３２】
　以上のようにして、ｅＮＢは、ＵＥに対して、セル１～セル５によってＣＡを行う。そ
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して、ＵＥは、セル１～セル５との間で、ＣＡに基づいて、矢符１３０３で示されるよう
に通信を行う。
【０１３３】
　ＣＡをサポートするＵＥの構成例を示す。前述の図８で示した構成で、変調部８０５、
周波数変換部８０６、アンテナ８０７および復調部８０８の一部あるいは全部を広帯域化
すればよい。送信側においては、変調部８０５、周波数変換部８０６およびアンテナ８０
７の一部あるいは全部を、所定の数の連続したＵＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにす
ればよい。受信側においては、アンテナ８０７、周波数変換部８０６および復調部８０８
の一部あるいは全部を、所定の数の連続したＤＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすれ
ばよい。このようにすることによって、所定の数の連続したＵＬ　ＣＣあるいはＤＬ　Ｃ
ＣによるＣＡをサポートすることが可能となる。
【０１３４】
　また、別の方法として、変調部８０５、周波数変換部８０６、アンテナ８０７および復
調部８０８の一部あるいは全部を複数並列に設けて、所定の数の複数の非連続なＵＬ　Ｃ
ＣあるいはＤＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすればよい。送信側においては、変調
部８０５、周波数変換部８０６およびアンテナ８０７の一部あるいは全部を複数並列に設
けて、所定の数の非連続なＵＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすればよい。受信側に
おいては、アンテナ８０７、周波数変換部８０６および復調部８０８の一部あるいは全部
を複数並列に設けて、所定の数の非連続なＤＬ　ＣＣを含む帯域で動作するようにすれば
よい。このようにすることによって、所定の数の非連続なＵＬ　ＣＣあるいはＤＬ　ＣＣ
によるＣＡをサポートすることが可能となる。また、前記二つの構成を適宜組み合わせて
もよい。
【０１３５】
　ＣＡをサポートするｅＮＢの構成例を示す。前述の図９で示した構成において、プロト
コル処理部９０３で、ｅＮＢが構成するセル毎のＣＡを行うＵＥに対する処理を行い、送
信データバッファ部９０４、エンコーダー部９０５、変調部９０６、周波数変換部９０７
、アンテナ９０８、復調部９０９およびデコーダー部９１０をセル毎に構成すればよい。
このようにすることによって、ｅＮＢが構成するセルにより、ＵＥに対してＣＡを行うこ
とが可能となる。
【０１３６】
　実施の形態１で解決する課題について、以下に説明する。非特許文献１０には、セル（
ＣＣ）毎にＣＳＧインジケーション、ＣＳＧ－ＩＤを設定可能とすることが開示されてい
る。しかし、移動端末へ該設定内容を通知する方法については、非特許文献１０には記載
されていない。したがって、通信システムの動作が一意に決まらず、適切なサービスの提
供ができないという問題が発生する。
【０１３７】
　実施の形態１での解決策を以下に示す。各セル（ＣＣ）は、セル（ＣＣ）毎に設定され
たＣＳＧインジケーション、ＣＳＧ－ＩＤを傘下の移動端末へ報知情報を用いて通知する
。また、通話中、すなわちＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤの移動端末へのＳＣｅｌｌのＣＳ
Ｇインジケーション、ＣＳＧ－ＩＤの通知は、ＰＣｅｌｌからの個別ＲＲＣシグナリング
の「RRC Connection Reconfiguration message」によって行う。
【０１３８】
　以上の実施の形態１によって、以下の効果を得ることができる。セル（ＣＣ）毎に設定
されたＣＳＧインジケーション、ＣＳＧ－ＩＤの移動端末への通知方法が一意に決まり、
安定したサービスの提供が可能となる。実施の形態１によって、安定したキャリアアグリ
ゲーションを用いた通信速度の向上を実現することが可能となる。
【０１３９】
　実施の形態２．
　実施の形態２で解決する課題について、以下に説明する。実施の形態１を用いた場合、
以下の課題が発生する。前述の通り、ＣＳＧセルを通しての移動端末のアクセスでは、Ｍ
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ＭＥがアクセスコントロールを実行、すなわちＵＥからＣＳＧセルへのアクセスを制限す
る。つまり基地局は、ＣＳＧのアクセス制限を行わない。そのため、セルが属するＣＳＧ
に未登録のＵＥに対して、該セル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定して、アクティブとす
る可能性がある。
【０１４０】
　したがって、通信システムにおいて、ＣＳＧセルを通しての移動端末のアクセスで、Ｍ
ＭＥがアクセスコントロールを実行すれば、以下の問題が生じる。基地局が、セルの属す
るＣＳＧに未登録の移動端末へ、該セルをＳＣｅｌｌとする設定を行った場合を考える。
この場合、該セルをＳＣｅｌｌとする設定が行われた後に、ＭＭＥでのアクセスコントロ
ールによって、該セルを通しての該移動端末のアクセスが許可されないこととなる。この
ような場合、キャリアアグリゲーションが実行できないこととなる。このように、基地局
内にＣＳＧに属するセルを有する場合、キャリアアグリゲーションを用いた通信速度の向
上を実現できないことがあるという問題が生じる。
【０１４１】
　また、基地局が、セルの属するＣＳＧに未登録の移動端末へ、該セルをＳＣｅｌｌとす
る設定を行った場合、移動端末では以下の問題が生じる。移動端末は、ＰＣｅｌｌから通
知されるＳＣｅｌｌの追加、あるいは更新に従って該セル（ＣＣ）を通じて通信するのか
、移動端末内のＵＳＩＭに保存されているホワイトリストに基づいたＣＳＧアクセス制限
を用いて該セル（ＣＣ）にアクセス不可能と判断するのかが不明となる。これによって、
移動端末の動作が不安定となるという問題が発生する。したがって、通信システムの動作
が一意に決まらず、適切なサービスの提供ができないという問題が発生する。
【０１４２】
　実施の形態２での解決策を以下に示す。通信システムは、ＳＣｅｌｌとして設定する場
合には、移動端末に対して該セルを通じて通常のサービスを提供可能とする。移動端末は
、ＳＣｅｌｌを設定された場合には、該セルを通じて通常のサービスを受けることが可能
と判断する。
【０１４３】
　また、通信システムは、ＳＣｅｌｌとして設定する場合には、該セル（ＳＣｅｌｌ）が
ＣＳＧに属するセルであり、かつ移動端末が該ＣＳＧに未登録の移動端末であるときでも
、該移動端末に対して該セルを通じて通常のサービスを提供可能としてもよい。移動端末
は、ＳＣｅｌｌとして設定された場合には、該セル（ＳＣｅｌｌ）の属するＣＳＧへ未登
録であるときでも、該セルを通じて通常のサービスを受けることが可能であると判断して
もよい。
【０１４４】
　ＳＣｅｌｌとして設定する場合の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示す
る。
【０１４５】
　（１）ＳＣｅｌｌとして設定内容を移動端末へ通知する。設定内容の具体例としては、
ＣＣ毎のＣＳＧ－ＩＤ、ＣＳＧインジケーションなどがある。
【０１４６】
　（２）ＳＣｅｌｌとして設定内容を移動端末へ通知しない。設定内容の具体例としては
、ＣＣ毎のＣＳＧ－ＩＤ、ＣＳＧインジケーションなどがある。設定内容を移動端末へ通
知しない具体例として、以下の（ａ１），（ａ２）の２つを開示する。（ａ１）設定内容
の通知を省略する場合。設定内容の具体例としては、ＣＣ毎のＣＳＧ－ＩＤ、ＣＳＧイン
ジケーションなどがある。（ａ２）ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属さない場合。すなわち、ＳＣ
ｅｌｌがＣＳＧセルでない場合。
【０１４７】
　ＳＣｅｌｌとして設定される場合の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示
する。
【０１４８】
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　（１）ＳＣｅｌｌとして設定内容を受信する。設定内容の具体例としては、ＣＣ毎のＣ
ＳＧ－ＩＤ、ＣＳＧインジケーションなどがある。
【０１４９】
　（２）ＳＣｅｌｌとして設定内容を受信しない。
【０１５０】
　以上の実施の形態２での解決策を行うことによって、基地局内にＣＳＧに属するセルを
有する場合であっても、キャリアアグリゲーションを用いた通信速度の向上を実現するこ
とができる。また、移動端末の動作を一意にすることができ、適切なサービスの提供が可
能となる。
【０１５１】
　ＭＭＥの動作の具体例を以下に開示する。ＭＭＥは、基地局によってＳＣｅｌｌに設定
されたセルを通しての移動端末のアクセスコントロールを実行しない。ＭＭＥは、基地局
によってＳＣｅｌｌに設定されたＣＳＧセルを通しての移動端末のアクセスコントロール
を実行しないようにしてもよい。ＭＭＥは、ＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコ
ントロールのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧに属するＰＣｅｌｌを通
しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥは、Ｃ
ＳＧセルであるＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するよ
うにしてもよい。
【０１５２】
　基地局の動作の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０１５３】
　（１）基地局は、キャリアアグリゲーションを行う場合、基地局内のいずれのセルをも
ＳＣｅｌｌとして設定可能とする。また、基地局は、キャリアアグリゲーションを行う場
合、基地局内にＣＳＧに属するセルが含まれていても、いずれのセルをもＳＣｅｌｌとし
て設定可能としてもよい。
【０１５４】
　（２）基地局は、キャリアアグリゲーションを行う場合、基地局内のいずれのセルをも
ＳＣｅｌｌとしてアクティブ可能とする。また、基地局は、キャリアアグリゲーションを
行う場合、基地局内にＣＳＧに属するセルが含まれていても、いずれのセルをもＳＣｅｌ
ｌとしてアクティブ可能としてもよい。
【０１５５】
　移動端末の動作の具体例を以下に開示する。移動端末は、ＳＣｅｌｌとして設定内容が
通知されたセル（以下、単に「ＳＣｅｌｌ」と称する場合もある）に対して、ＣＳＧアク
セス制限を行わない。移動端末がＣＳＧアクセス制限を行わない方法の具体例として、以
下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０１５６】
　（１）ＳＣｅｌｌとしての設定内容中に、ＳＣｅｌｌのＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
、ＣＳＧ－ＩＤが含まれていた場合であっても、移動端末は、該ＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ、ＣＳＧ－ＩＤを用いたアクセス制限を行わないとする。例えば、ＳＣｅｌｌとし
ての設定内容中に含まれるＳＣｅｌｌのＣＳＧ－ＩＤと、移動端末のＵＳＩＭ内のＣＳＧ
－ＩＤとを比較しないようにする。あるいは、ＳＣｅｌｌとしての設定内容中に含まれる
ＳＣｅｌｌのＣＳＧ－ＩＤが、移動端末のＵＳＩＭ内に含まれるＣＳＧ－ＩＤと一致しな
い場合であっても、アクセス不可能と判断しないようにしてもよい。また、ＳＣｅｌｌと
しての設定によって、ＳＣｅｌｌのＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、ＣＳＧ－ＩＤを通知
しないようにしてもよい。
【０１５７】
　（２）ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知情報を用いて報知されているＣＳＧ－
ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、ＣＳＧ－ＩＤを用いたアクセス制限を行わないとする。例えば、
ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知情報を用いて報知されているＣＳＧ－ＩＤと、
移動端末のＵＳＩＭ内のＣＳＧ－ＩＤとを比較しないようにする。あるいは、ＳＣｅｌｌ
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として設定されたセルから報知情報を用いて報知されているＣＳＧ－ＩＤが、移動端末の
ＵＳＩＭ内に含まれるＣＳＧ－ＩＤと一致しない場合であっても、アクセス不可能と判断
しないようにしてもよい。また、ＳＣｅｌｌとして設定されたセルからの報知情報を用い
て報知されているＣＳＧ－ＩＤを受信しない、あるいは無視するようにしてもよい。また
、ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知されているＳＩＢ１を受信しない、あるいは
無視するようにしてもよい。また、ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知されている
ＳＩＢを受信しない、あるいは無視するようにしてもよい。また、ＳＣｅｌｌとして設定
されたセルから報知されている報知情報を受信しない、あるいは無視するようにしてもよ
い。
【０１５８】
　（３）前記（１）と（２）との組み合わせ。
【０１５９】
　前述の通り、ＣＳＧセルにおいては、同じＣＳＧに属するＣＳＧメンバーに対して、サ
ービスを優遇する運用が検討されている。優遇措置の具体例としては、ＣＳＧメンバーに
対してリソースが優先的に割当てられる、あるいはＣＳＧメンバーに対して通信費の割引
が行われる、などが考えられる。それに伴い、ＣＳＧメンバーと、ＣＳＧメンバー以外と
で、課金設定が異なる場合が考えられる。
【０１６０】
　実施の形態２を用いた場合の課金設定の具体例を以下に示す。判断主体の具体例として
は、コアネットワーク側が考えられる。コアネットワーク側のエンティティの具体例とし
て、以下の（１），（２）の２つを開示する。（１）ＭＭＥ。（２）ＨＳＳ（Home Subsc
riber Server）。
【０１６１】
　課金設定の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。（１）ＣＳＧ未登
録のＳＣｅｌｌの利用について、ＣＳＧ登録メンバーの課金と同様とする。（２）ＣＳＧ
未登録のＳＣｅｌｌの利用について、ＣＳＧ未登録メンバーの課金と同様とする。（３）
ＣＳＧ未登録のＳＣｅｌｌの利用について、ＰＣｅｌｌと同じ課金とする。
【０１６２】
　サービスの取扱いの具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。（１）Ｃ
ＳＧ未登録のＳＣｅｌｌの利用について、ＣＳＧ登録メンバーのサービスの取扱いと同様
とする。（２）ＣＳＧ未登録のＳＣｅｌｌの利用について、ＣＳＧ未登録メンバーのサー
ビスの取扱いと同様とする。（３）ＣＳＧ未登録のＳＣｅｌｌの利用について、ＰＣｅｌ
ｌと同じサービスの取扱いとする。
【０１６３】
　次に、図１４を用いて、実施の形態２における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図１４は、実施の形態２における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する
基地局Ａが存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオン
し、通信を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する。基
地局Ａの複数のセルは、異なる周波数のコンポーネントキャリアで構成される。基地局Ａ
は、複数のセルのうち、２つ以上のセルを集約、すなわちキャリアアグリゲーション（Ｃ
Ａ）して、集約されたセルのコンポーネントキャリアを並列に送受信してＵＥと無線通信
可能である。
【０１６４】
　ステップＳＴ１４０１において、ＵＥは、ＲＳの受信品質が最も良いセル、例えば、Ｒ
Ｓの受信電力が最も高いセルであるベストセルを選択する。本動作例では、ステップＳＴ
１４０１において、ＵＥは、基地局Ａ内のセル１をベストセルとして選択する。ステップ
ＳＴ１４０１において、ベストセルが選択されると、ステップＳＴ１４０２に移行する。
【０１６５】
　ステップＳＴ１４０２において、ＵＥは、ステップＳＴ１４０１において選択したベス
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トセルのＭＩＢを受信する。具体的には、ＵＥは、ステップＳＴ１４０１において選択し
たベストセルのＰＢＣＨを受信して、報知情報であるＢＣＣＨを得る。ＰＢＣＨ上のＢＣ
ＣＨには、セル構成情報が含まれるＭＩＢがのる。したがって、ＰＢＣＨを受信してＢＣ
ＣＨを得ることで、ＭＩＢが得られる。ＭＩＢの情報としては、例えば、ＤＬ（ダウンリ
ンク）システム帯域幅（送信帯域幅設定（transmission bandwidth configuration：dl-b
andwidth）とも呼ばれる）、送信アンテナ数、ＳＦＮ（System Frame Number）などがあ
る。
【０１６６】
　ステップＳＴ１４０３において、基地局ＡはＳＩＢをＵＥに通知する。ＳＩＢのＳＩＢ
１には、該セルへのアクセスに関する情報、例えばＣＳＧアイデンティティ（ＣＳＧ－Ｉ
Ｄ）、ＣＳＧインジケーションや、セルセレクションに関する情報、他のＳＩＢ（ＳＩＢ
ｋ；ｋ≧２の整数）のスケジューリング情報が含まれる。
【０１６７】
　具体的には、セルがオープンアクセスモード、あるいはハイブリッドアクセスモードで
動作している場合には、ＣＳＧインジケーションは「ＦＡＬＳＥ」と設定され、該セルか
ら報知される。また、セルがクローズドアクセスモードで動作している場合には、ＣＳＧ
インジケーションは「ＴＲＵＥ」と設定され、該セルから報知される。ＣＳＧインジケー
ションが「ＴＲＵＥ」に設定される場合、ＣＳＧアイデンティティ（ＣＳＧ－ＩＤ）が、
移動端末の例えばＵＳＩＭ内に保管しているホワイトリスト内のＣＳＧアイデンティティ
（ＣＳＧ－ＩＤ）と一致している場合だけ、移動端末は該セルにアクセスできる（非特許
文献２参照）。
【０１６８】
　本動作例では、セル１は、ＣＳＧインジケーションとして「ＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ＿セル１」をＵＥへ報知し、ＣＳＧアイデンティティとして「ＣＳＧ－ＩＤ＿セル１
」をＵＥへ報知する。
【０１６９】
　ステップＳＴ１４０４において、ＵＥは、ＳＩＢを受信する。具体的には、ＵＥは、Ｍ
ＩＢのセル構成情報に基づいて、該セルのＤＬ－ＳＣＨを受信して、報知情報ＢＣＣＨの
中のＳＩＢ１を得る。ＵＥは、ＳＩＢ１内の他のＳＩＢのスケジューリング情報に基づい
て、他のＳＩＢを受信する。このようにしてステップＳＴ１４０４においてＳＩＢを受信
すると、ステップＳＴ１４０５に移行する。
【０１７０】
　ステップＳＴ１４０５において、ＵＥは、ステップＳＴ１４０４において受信したＳＩ
Ｂ内のＣＳＧインジケーション（ＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）が「ＴＲＵＥ」である
か否かを判断する。言い換えれば、該ＳＣｅｌｌのアクセスモードが、クローズドアクセ
スモードであるか否かを判断する。ＵＥは、ステップＳＴ１４０５において、ＣＳＧイン
ジケーションが「ＴＲＵＥ」であると判断した場合は、ステップＳＴ１４０６へ移行する
。ＵＥは、ステップＳＴ１４０５において、ＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」でな
い、つまり「ＦＡＬＳＥ」であると判断した場合は、ステップＳＴ１４０７へ移行する。
【０１７１】
　ステップＳＴ１４０６において、ＵＥは、ステップＳＴ１４０４において受信したＳＩ
Ｂ内のＣＳＧアイデンティティが示すＣＳＧに、自ＵＥが登録しているか否かを判断する
。ＵＥは、ステップＳＴ１４０４において受信したＳＩＢ内のＣＳＧアイデンティティが
、ＵＥの例えばＵＳＩＭ内に保管しているホワイトリスト内のＣＳＧアイデンティティと
一致しているか否かを判断してもよい。
【０１７２】
　ＵＥは、ステップＳＴ１４０６において、自ＵＥが登録していると判断した場合は、ス
テップＳＴ１４０７へ移行する。あるいは、ＵＥは、ステップＳＴ１４０６において、受
信したＳＩＢ内のＣＳＧアイデンティティが、ＵＥの例えばＵＳＩＭ内に保管しているホ
ワイトリスト内のＣＳＧアイデンティティと一致していると判断した場合は、ステップＳ
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Ｔ１４０７へ移行するようにしてもよい。
【０１７３】
　ＵＥは、ステップＳＴ１４０６において、自ＵＥが未登録であると判断した場合は、別
のセルをベストセルとして選択するために、ステップＳＴ１４０１へ戻る。あるいは、Ｕ
Ｅは、ステップＳＴ１４０６において、受信したＳＩＢ内のＣＳＧアイデンティティが、
ＵＥの例えばＵＳＩＭ内に保管しているホワイトリスト内のＣＳＧアイデンティティと一
致していないと判断した場合は、別のセルをベストセルとして選択するために、ステップ
ＳＴ１４０１へ戻るようにしてもよい。
【０１７４】
　ステップＳＴ１４０７において、ＵＥは、ステップＳＴ１４０１で選択したセルにキャ
ンプオンする。本動作例では、ＵＥは、基地局Ａ内のセル１にキャンプオンする。
【０１７５】
　ステップＳＴ１４０８において、ＵＥは、ステップＳＴ１４０７においてキャンプオン
したセルとＲＲＣ接続を行う。キャリアアグリゲーション可能な基地局では、ＲＲＣ接続
を行ったセルをＰＣｅｌｌと称する。ＰＣｅｌｌは、接続セルに相当する。本動作例では
、ＵＥは、基地局Ａ内のセル１とＲＲＣ接続を行う。
【０１７６】
　ステップＳＴ１４０９において、ＵＥは、ＲＲＣ接続を行ったセルを経由して、最初の
ＮＡＳメッセージをＭＭＥへ通知する。本動作例では、ＵＥは、基地局Ａ内のセル１を経
由して、ＭＭＥへ最初のＮＡＳメッセージを通知する。
【０１７７】
　ステップＳＴ１４１０において、セル１は、ステップＳＴ１４０９においてＵＥから受
信したＮＡＳメッセージをＭＭＥへ通知する。ＮＡＳメッセージを通知する方法の具体例
としては、セル１は、ＵＥから受信したＮＡＳメッセージを「INITIAL UE MESSAGE」へマ
ッピングし、ＭＭＥへ通知する。該通知は、ステップＳＴ１４０９においてＵＥから受信
したＮＡＳメッセージの他に、該基地局（セル）のＣＳＧアイデンティティ、セルアクセ
スモードを含む（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．４１３　Ｖ９．５．０（以下「非特許文献１１
」という）参照）。本動作例では、セル１は、ＣＳＧアイデンティティとして、ＣＳＧ－
ＩＤ＿セル１を、セルアクセスモードとして、Ｃｅｌｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｅ＿セル
１をＭＭＥへ通知する。
【０１７８】
　ステップＳＴ１４１１において、ＭＭＥは、ステップＳＴ１４１０において受信したセ
ルアクセスモードが、「クローズドアクセスモード」であるか否かを判断する。ＭＭＥは
、ステップＳＴ１４１１において、セルアクセスモードが「クローズドアクセスモード」
であると判断した場合は、ステップＳＴ１４１２へ移行する。ＭＭＥは、ステップＳＴ１
４１１において、セルアクセスモードが「クローズドアクセスモード」でない、つまり「
オープンアクセスモード」、あるいは「ハイブリッドアクセスモード」であると判断した
場合は、ステップＳＴ１４１３へ移行する。
【０１７９】
　ステップＳＴ１４１２において、ＭＭＥは、ステップＳＴ１４１０において受信したＣ
ＳＧアイデンティティに、該ＵＥが登録しているか否かを判断する。ＭＭＥは、ステップ
ＳＴ１４１２において、該ＵＥが登録していると判断した場合は、ステップＳＴ１４１３
へ移行する。ＭＭＥは、ステップＳＴ１４１２において、該ＵＥが登録していない、すな
わち未登録であると判断した場合は、ステップＳＴ１４１４へ移行する。ステップＳＴ１
４１２において、ＭＭＥが、該ＵＥが登録しているか否かを判断する場合、ＨＳＳへ問合
せてもよいし、ＨＳＳ内の保管情報を用いてもよい。
【０１８０】
　ステップＳＴ１４１３において、ＭＭＥは、ステップＳＴ１４１０においてＵＥからの
ＮＡＳメッセージを通知してきたセル経由で該ＵＥと通信可能であると判断する。本動作
例では、ＭＭＥは、基地局Ａ内のセル１経由で該ＵＥと通信可能であると判断する。
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【０１８１】
　ステップＳＴ１４１４において、ＭＭＥは、ステップＳＴ１４１０においてＵＥからの
ＮＡＳメッセージを通知してきたセル経由で該ＵＥと通信不可能であると判断する。
【０１８２】
　ステップＳＴ１４１５において、ＭＭＥは、ステップＳＴ１４０９においてセル経由で
ＮＡＳメッセージを通知してきたＵＥに対して、該セル経由で該ＵＥと通信可能であるか
否かの判断結果を通知する。本動作例では、ＭＭＥは、ＵＥに対して、該セル１経由で該
ＵＥと通信可能であるとの判断結果を通知する。
【０１８３】
　ステップＳＴ１４１６において、ＵＥは、ステップＳＴ１４１５において受信した判断
結果に基づいて、該セル経由で通信可能であるか否かを判断する。ＵＥは、ステップＳＴ
１４１６において、通信可能であると判断した場合は、ステップＳＴ１４１７へ移行する
。ＵＥは、ステップＳＴ１４１６において、通信不可能であると判断した場合は、処理を
終了し、他の処理へ移行する。他の処理については、本発明の特徴的部分ではないので、
説明を省略する。本動作例では、ＵＥは、該セル経由で通信可能であると判断する。
【０１８４】
　ステップＳＴ１４１７において、セルは、該ＵＥと通信を開始する。本動作例では、セ
ル１は、ＰＣｅｌｌとして、該ＵＥと通信を開始する。
【０１８５】
　ステップＳＴ１４１８において、セルは、他のセルをＳＣｅｌｌに設定することを決定
する。ＳＣｅｌｌは、集約可能セルに相当し、ＰＣｅｌｌとともに集約可能である。本動
作例では、ＰＣｅｌｌとなったセル１は、セル２をＳＣｅｌｌに設定することを決定する
。本実施の形態においては、ＳＣｅｌｌの決定の際に、ＣＳＧアクセス制限を行わない。
具体的には、ステップＳＴ１４１８においてＳＣｅｌｌを決定する際に、ステップＳＴ１
４１０～ステップＳＴ１４１５に相当する処理を行わない。
【０１８６】
　ステップＳＴ１４１９において、セルは、該ＵＥへ個別ＲＲＣシグナリングを用いて、
追加するＳＣｅｌｌ、あるいは更新するＳＣｅｌｌと、該セルの設定内容とを通知する。
本動作例では、個別ＲＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」
を用いて、追加するＳＣｅｌｌとしてセル２と、セル２の設定内容とを通知する。その際
、セル２のシステム情報も合わせて通知する。
【０１８７】
　本実施の形態においては、ＵＥは、ＳＣｅｌｌが追加、あるいは更新された際に、該Ｓ
Ｃｅｌｌに対してＣＳＧアクセス制限を行わない。具体的には、ＵＥは、ステップＳＴ１
４１９において受信したセル２の設定内容、あるいはステップＳＴ１４１９において受信
したセル２のシステム情報を用いて、ステップＳＴ１４０５～ステップＳＴ１４０６に相
当する処理を行わない。
【０１８８】
　ステップＳＴ１４２０において、セル２は、傘下のＵＥに対して、ＳＩＢを報知する。
具体的には、セル２へのアクセスに関する情報、例えばＣＳＧアイデンティティとして「
ＣＳＧ－ＩＤ＿セル２」などが報知され、ＣＳＧインジケーションとして「ＣＳＧ－ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ＿セル２」などが報知される。本実施の形態においては、ＵＥは、ＳＣ
ｅｌｌが追加、あるいは更新された際に、該ＳＣｅｌｌに対してＣＳＧアクセス制限を行
わない。具体的には、ＵＥは、ステップＳＴ１４２０においてセル２から報知されている
セル２のシステム情報を用いて、ステップＳＴ１４０５～ステップＳＴ１４０６に相当す
る処理を行わない。あるいは、ＵＥは、ステップＳＴ１４２０においてセル２から報知さ
れているセル２のシステム情報を受信しないようにしてもよい。
【０１８９】
　ステップＳＴ１４２１において、ＵＥは、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステップＳ
Ｔ１４１９において受信した、追加するＳＣｅｌｌ、あるいは更新するＳＣｅｌｌの設定
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が完了したことを通知する。該通知は、例えば「RRC Connection Reconfiguration Compl
ete」を用いて通知する。本動作例では、ＵＥは、ＰＣｅｌｌであるセル１に対して、Ｓ
Ｃｅｌｌの設定が完了したことを通知する。
【０１９０】
　ステップＳＴ１４２２において、ＳＣｅｌｌであるセルは、該ＵＥと通信を開始する。
本動作例では、セル２は、ＳＣｅｌｌとして、該ＵＥと通信を開始する。
【０１９１】
　以上の実施の形態２によって、以下の効果を得ることができる。キャリアアグリゲーシ
ョンを用いた通信速度の向上を実現しつつ、通信システムとしての動作を安定させること
ができ、適切なサービスの提供を行うことが可能となる。
【０１９２】
　本実施の形態は、前述の実施の形態１と組み合わせて用いることができる。
【０１９３】
　実施の形態２　変形例１．
　本変形例では、前述の実施の形態２の更なる改善点について以下に示す。本変形例では
、前述の実施の形態２の解決策と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分につい
ては、実施の形態２と同様とする。
【０１９４】
　各セル（ＣＣ）において、ＳＣｅｌｌとして使用可能であるか否かを設定可能とする。
該設定を「ＳＣｅｌｌ使用設定」と称することもある。ＰＣｅｌｌは、各セルの「ＳＣｅ
ｌｌ使用設定」に従って、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する。ＰＣｅｌｌは、「ＳＣ
ｅｌｌ使用設定」において、使用可能であることを示すセルをＳＣｅｌｌに設定すること
を決定する。ＰＣｅｌｌは、「ＳＣｅｌｌ使用設定」において、使用不可能であることを
示すセルをＳＣｅｌｌに設定しない。
【０１９５】
　ＳＣｅｌｌ使用設定の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。（１）
使用可能か否か。（２）使用可能な旨。具体例（１）と比較して、情報量が少なくなると
いう効果を得ることができる。（３）使用不可能な旨。具体例（１）と比較して、情報量
が少なくなるという効果を得ることができる。
【０１９６】
　ＰＣｅｌｌが他のセルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を知る方法の具体例として、以下の（
１）～（３）の３つを開示する。
【０１９７】
　（１）ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを
選択する。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルへ、ＳＣｅｌｌ候補セルの「ＳＣｅｌｌ使
用設定」を問合せる。また基地局、あるいは基地局の制御部が、各セルの「ＳＣｅｌｌ使
用設定」を決定してもよい。
【０１９８】
　（２）各セルが基地局の制御部に対して、自セルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を通知する
。ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを選択す
る。ＰＣｅｌｌは、基地局の制御部へ、ＳＣｅｌｌ候補セルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を
問合せる。ＰＣｅｌｌからの問合せ前に、基地局の制御部が各セル（ＰＣｅｌｌ）へ各セ
ルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を通知してもよい。また基地局、あるいは基地局の制御部が
、各セルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を決定してもよい。
【０１９９】
　（３）各セルが他のセルに対して、自セルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を通知する。また
基地局、あるいは基地局の制御部が、各セルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を決定してもよい
。
【０２００】
　ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、１つまたは複数のセルが含
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まれるＳＣｅｌｌ候補セルセットを選択してもよい。ＳＣｅｌｌ候補セルセットは、例え
ばＵＥケーパビリティに基づいて設定すればよい。ＵＥケーパビリティに基づいた設定方
法の具体例としては、ＵＥが送受信可能な周波数バンドに属するセルから、ＳＣｅｌｌ候
補セル、あるいはＳＣｅｌｌ候補セルセットに含まれるＳＣｅｌｌ候補セルを選択する。
これによって、ＳＣｅｌｌを決定するときの制御の遅延を防止することができるという効
果を得ることができる。ＳＣｅｌｌ候補セルは、ＳＣｅｌｌ候補セルセットの中から選択
するようにしておくとよい。
【０２０１】
　「ＳＣｅｌｌ使用設定」は変更してもよい。「ＳＣｅｌｌ使用設定」を変更可能とする
ことによって、柔軟なセル運営が可能となるという効果を得ることができる。
【０２０２】
　「ＳＣｅｌｌ使用設定」の変更は、「ＳＣｅｌｌ使用設定」の条件に基づいて行われる
ようにしてもよい。「ＳＣｅｌｌ使用設定」の条件の具体例として、以下の（１）～（６
）の６つを開示する。（１）該セルの負荷状況。例えば、高負荷、あるいは傘下の移動端
末の数が多い場合には、「ＳＣｅｌｌ使用設定」を「使用不可能」とすることによって、
傘下の移動端末のための無線リソースを確保することができる。（２）該セルのアクセス
モード。アクセスモードの具体例としては、オープンアクセスモード、クローズドアクセ
スモード、ハイブリッドアクセスモードなどである。（３）該セルの送信電力。（４）該
セルのカバレッジ。（５)該セルの電源投入状況、あるいは低消費電力動作状況。（６）
前記（１）～（５）の組み合わせ。
【０２０３】
　「ＳＣｅｌｌ使用設定」の通知タイミングの具体例として、以下の（１）～（５）の５
つを開示する。
【０２０４】
　（１）周期的とする。これによって、「ＳＣｅｌｌ使用設定」を変更することに対応可
能となる。
【０２０５】
　（２）変更の際とする。これによって、具体例（１）と同様、「ＳＣｅｌｌ使用設定」
を変更することに対応可能となる。また、具体例（１）と比較して、通知回数を減らすと
いう効果を得ることができる。
【０２０６】
　（３）基地局設置時とする。これによって、具体例（１）と比較して、制御が容易とな
るという効果を得ることができる。
【０２０７】
　（４）各セルの運用開始の際とする。これによって、具体例（１）と比較して、制御が
容易となるという効果を得ることができる。また、具体例（３）と比較して、セル毎に柔
軟な運用とすることが可能となるという効果を得ることができる。
【０２０８】
　（５）各セルの電源投入の際とする。これによって、具体例（１）と比較して、制御が
容易となるという効果を得ることができる。また、具体例（３）と比較して、セル毎に柔
軟な運用とすることが可能となるという効果を得ることができる。
【０２０９】
　次に、図１５を用いて、実施の形態２の変形例１における通信システムのシーケンスの
具体例について説明する。図１５は、実施の形態２の変形例１における通信システムのシ
ーケンスの一例を示す図である。実施の形態２の変形例１では、図１４のステップＳＴ１
４０１～ステップＳＴ１４１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示お
よび説明を省略し、図１４のステップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行う。ま
た、図１５に示すシーケンスは、図１４に示すシーケンスと類似しているので、同一のス
テップについては、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０２１０】
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　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する。ＰＣｅｌｌ
が他のセルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を知る方法の具体例として、各セルが基地局の制御
部に対して、自セルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を通知する場合について開示する。「ＳＣ
ｅｌｌ使用設定」の通知タイミングの具体例として、基地局設置時の場合について開示す
る。
【０２１１】
　ステップＳＴ１５０１において、基地局が設置される。本動作例では、セル１およびセ
ル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａが設置される。
【０２１２】
　ステップＳＴ１５０２およびステップＳＴ１５０３において、基地局内の各セルは、基
地局内の制御部に対して、自セルの設定を通知する。自セルの設定には、「ＳＣｅｌｌ使
用設定」が含まれる。本動作例では、ステップＳＴ１５０２において、セル１は、制御部
に対して、自セルであるセル１の「ＳＣｅｌｌ使用設定」を通知する。ステップＳＴ１５
０３において、セル２は、制御部に対して、自セルであるセル２の「ＳＣｅｌｌ使用設定
」を通知する。
【０２１３】
　次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４０７の処理が行
われ、ＵＥが、基地局Ａ内のセル１をベストセルとして選択し、キャンプオンする。次い
で、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０８～ステップＳＴ１４１６の処理が行われた
後、ステップＳＴ１４１７に移行する。
【０２１４】
　ステップＳＴ１４１７において、ＰＣｅｌｌであるセルは、該ＵＥと通信を開始する。
本動作例では、セル１は、ＰＣｅｌｌとして、該ＵＥと通信を開始する。
【０２１５】
　ステップＳＴ１５０４において、ＰＣｅｌｌであるセルは、他のセルをＳＣｅｌｌ候補
として選択する。本動作例では、ＰＣｅｌｌとなったセル１は、セル２をＳＣｅｌｌ候補
として選択する。
【０２１６】
　ステップＳＴ１５０５において、ＰＣｅｌｌであるセルは、制御部に対して、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの設定について問合せる。ＰＣｅｌ
ｌであるセルは、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補の「ＳＣｅｌｌ使用設定」について問
合せるようにしてもよい。本動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、制御部に対して、
ＳＣｅｌｌ候補として選択したセル２の「ＳＣｅｌｌ使用設定」について問合せる。
【０２１７】
　ステップＳＴ１５０６において、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステップ
ＳＴ１５０５の問合せに対する応答を行う。制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、
問合せ対象セルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」を通知するようにしてもよい。本動作例では、
制御部は、ＰＣｅｌｌであるセル１に対して、問合せ対象セルであるセル２の「ＳＣｅｌ
ｌ使用設定」である「使用可能」を通知する。
【０２１８】
　ステップＳＴ１５０７において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルが、ＳＣｅｌｌとして使用可能であるか否かを判断す
る。該判断には、ステップＳＴ１５０６において制御部から受信した、問合せに対する応
答結果を用いる。
【０２１９】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０７において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＳＣｅｌｌとして使用可能であると判断した場合は
、ステップＳＴ１５０８へ移行する。ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０７に
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おいて、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＳＣｅｌｌとし
て使用不可能であると判断した場合は、別のセルをＳＣｅｌｌ候補として選択するために
、ステップＳＴ１５０４へ戻る。
【０２２０】
　本動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、ＳＣｅｌｌ候補であるセル２がＳＣｅｌｌ
として使用可能であると判断し、ステップＳＴ１５０８へ移行する。
【０２２１】
　ステップＳＴ１５０８において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ＳＣｅｌｌ候補のセルをＳ
Ｃｅｌｌに設定することを決定する。本動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、ＳＣｅ
ｌｌ候補であるセル２をＳＣｅｌｌに設定することを決定する。本変形例では、実施の形
態２と同様に、ＳＣｅｌｌの決定の際に、ＣＳＧアクセス制限を行わない。具体的には、
ステップＳＴ１５０８においてＳＣｅｌｌを決定する際に、前述の図１４に示すステップ
ＳＴ１４１０～ステップＳＴ１４１５に相当する処理を行わない。
【０２２２】
　以上の実施の形態２の変形例１によって、実施の形態２の効果に加えて、以下の効果を
得ることができる。基地局内のセル単位で、ＳＣｅｌｌとして使用可能であるか否かの設
定を行うことが可能となる。これによって、セル単位で、該セルをＰＣｅｌｌとして用い
ている移動端末用に無線リソースを占有するか否かの設定を行うことが可能となる。した
がって、よりきめ細やかなセル運営を実現することができる。
【０２２３】
　本変形例は、前述の実施の形態１と組み合わせて用いることができる。
【０２２４】
　実施の形態３．
　実施の形態３で解決する課題について、以下に説明する。前述の実施の形態２を用いた
場合、以下の課題が発生する。ＣＳＧとは、利用可能な加入者をオペレータが特定してい
るセルである特定加入者用セルである。したがって、セルが属するＣＳＧに未登録の移動
端末が、該セルのリソースを用いることとなる実施の形態２では、ＣＳＧの趣旨に反する
という課題が発生する。
【０２２５】
　また、ＣＳＧセルにおいては、同じＣＳＧに属するＣＳＧメンバーに対して、サービス
を優遇する運用が検討されている。優遇措置の具体例としては、ＣＳＧメンバーに対して
リソースが優先的に割当てられる、あるいはＣＳＧメンバーに対して通信費の割引が行わ
れる、などが考えられる。それに伴い、ＣＳＧメンバーと、ＣＳＧメンバー以外とで、課
金設定が異なる場合が考えられる。
【０２２６】
　しかし、実施の形態２を用いた場合、ＣＳＧに属することによって、受けたいサービス
、あるいは適用したい課金設定といったユーザの意思があったとしても、該意思とは無関
係にＰＣｅｌｌからの設定によって、ＣＳＧ未登録のＣＣを用いることになる。したがっ
て、ユーザフレンドリーな通信システムの構築ができないという課題が発生する。
【０２２７】
　実施の形態３での解決策を以下に示す。本実施の形態では、前述の実施の形態２の解決
策と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分については、実施の形態２と同様と
する。
【０２２８】
　基地局は、ＰＣｅｌｌと同じＣＳＧに属するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定可能
とする。基地局は、ＰＣｅｌｌと同じＣＳＧに属するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとしてア
クティブ可能としてもよい。あるいは基地局は、ＰＣｅｌｌがＣＳＧに属する場合には、
ＰＣｅｌｌと同じＣＳＧに属するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定可能とする。基地
局は、ＰＣｅｌｌがＣＳＧに属する場合には、ＰＣｅｌｌと同じＣＳＧに属するセル（Ｃ
Ｃ）をＳＣｅｌｌとしてアクティブ可能としてもよい。あるいは基地局は、ＰＣｅｌｌが
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ＣＳＧに属さない場合には、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定可能
とする。基地局は、ＰＣｅｌｌがＣＳＧに属さない場合には、ＣＳＧに属さないセル（Ｃ
Ｃ）をＳＣｅｌｌとしてアクティブ可能としてもよい。
【０２２９】
　実施の形態３においても、ＰＣｅｌｌについては、実施の形態２と同様に、移動端末お
よびＭＭＥでのＣＳＧアクセス制限が行われる。したがって、本実施の形態の解決策を用
いることによって、セルが属するＣＳＧに未登録の移動端末が、ＳＣｅｌｌとして該セル
のリソースを用いることを防ぐことが可能となる。
【０２３０】
　ＭＭＥの動作の具体例を以下に開示する。ＭＭＥは、基地局においてＳＣｅｌｌに設定
されたセルを通しての移動端末のアクセスコントロールを、ＰＣｅｌｌを通しての移動端
末のアクセスコントロールと同様として、実行を省略する。ＭＭＥは、ＰＣｅｌｌを通し
ての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳ
Ｇに属するＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するように
してもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧセルであるＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコン
トロールのみを実行するようにしてもよい。
【０２３１】
　ＰＣｅｌｌが、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および他のセルが属するＣＳＧ－Ｉ
Ｄを知る方法の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０２３２】
　（１）ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを
選択する。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルへ、ＳＣｅｌｌ候補セルがＣＳＧに属する
か否か、およびＳＣｅｌｌ候補セルが属するＣＳＧ－ＩＤを問合せる。
【０２３３】
　「ＣＳＧに属するか否か」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せる代わりに、「ＣＳＧイン
ジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せてもよい。その場合、ＳＣｅｌｌからの
応答にＣＳＧ－ＩＤが含まれず、ＣＳＧインジケーションが「ＦＡＬＳＥ」である場合は
、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属さない旨が示されたと判断すればよい。またＳＣｅｌｌから
の応答にＣＳＧ－ＩＤがあり、ＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」である場合は、該
ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属する旨が示されたと判断すればよい。またＳＣｅｌｌからの応答
にＣＳＧ－ＩＤがあり、ＣＳＧインジケーションが「ＦＡＬＳＥ」である場合は、該ＳＣ
ｅｌｌがＣＳＧに属する旨が示されたと判断すればよい。
【０２３４】
　また、「ＣＳＧに属するか否か」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せる代わりに、「ＣＳ
Ｇ－ＩＤ」を問合せてもよい。その場合、ＳＣｅｌｌからの応答にＣＳＧ－ＩＤが含まれ
ない場合は、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属さない旨が示されたと判断すればよい。またＳＣ
ｅｌｌからの応答にＣＳＧ－ＩＤが含まれる場合は、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属する旨が
示されたと判断すればよい。
【０２３５】
　（２）各セルが基地局の制御部に対して、自セルが「ＣＳＧに属するか否か」を通知す
るとともに、ＣＳＧに属する場合には「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。ＰＣｅｌｌがＳＣｅ
ｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを選択する。ＰＣｅｌｌは、制
御部へ、ＳＣｅｌｌ候補セルがＣＳＧに属するか否か、およびＳＣｅｌｌ候補セルが属す
るＣＳＧ－ＩＤを問合せる。「ＣＳＧに属するか否か」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せ
る代わりに、「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せてもよい。「
ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」の組み合わせが示す情報は、前述の具
体例（１）と同様である。また、「ＣＳＧに属するか否か」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問
合せる代わりに、「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せてもよい。「ＣＳＧ－ＩＤ」が示す情報は、
前述の具体例（１）と同様である。
【０２３６】
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　（３）各セルが他のセルに対して、自セルが「ＣＳＧに属するか否か」を通知するとと
もに、ＣＳＧに属する場合には「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。「ＣＳＧに属するか否か」
および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する代わりに、「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳ
Ｇ－ＩＤ」を通知してもよい。「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」の組
み合わせが示す情報は、前述の具体例（１）と同様である。また、「ＣＳＧに属するか否
か」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する代わりに、「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知してもよい。
「ＣＳＧ－ＩＤ」が示す情報は、前述の具体例（１）と同様である。
【０２３７】
　前記具体例（１）～（３）中の「ＣＳＧに属するか否か」は、「ＣＳＧに属する旨」、
あるいは「ＣＳＧに属さない旨」であってもよい。
【０２３８】
　「ＣＳＧに属するか否か」および「ＣＳＧ－ＩＤ」の通知タイミングの具体例は、前述
の実施の形態２の変形例１の「ＳＣｅｌｌ使用設定」の通知タイミングの具体例と同様で
あるので、説明を省略する。
【０２３９】
　ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルセット
を選択してもよい。ＳＣｅｌｌ候補セルセットの具体例は、前述の実施の形態２の変形例
１と同様であるので、説明を省略する。
【０２４０】
　移動端末の動作の具体例を以下に開示する。移動端末は、ＳＣｅｌｌとして設定内容が
通知されたセルに対して、ＰＣｅｌｌのアクセスコントロールと同様として、ＣＳＧアク
セス制限を省略する。移動端末がＣＳＧアクセス制限を省略する方法の具体例として、以
下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０２４１】
　（１）ＳＣｅｌｌとしての設定内容中に、ＳＣｅｌｌのＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
、ＣＳＧ－ＩＤが含まれていた場合であっても、移動端末は該ＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ、ＣＳＧ－ＩＤを用いたアクセス制限を行わないとする。例えば、ＳＣｅｌｌとして
の設定内容中に含まれるＳＣｅｌｌのＣＳＧ－ＩＤと、移動端末のＵＳＩＭ内のＣＳＧ－
ＩＤとを比較しないようにする。また、ＳＣｅｌｌとしての設定によって、ＳＣｅｌｌの
ＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、ＣＳＧ－ＩＤを通知しないようにしてもよい。
【０２４２】
　（２）ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知情報を用いて報知されているＣＳＧ－
ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、ＣＳＧ－ＩＤを用いたアクセス制限を行わないとする。例えば、
ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知情報を用いて報知されているＣＳＧ－ＩＤと、
移動端末のＵＳＩＭ内のＣＳＧ－ＩＤとを比較しないようにする。また、ＳＣｅｌｌとし
て設定されたセルからの報知情報を用いて報知されているＣＳＧ－ＩＤを受信しない、あ
るいは無視するようにしてもよい。また、ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知され
ているＳＩＢ１を受信しない、あるいは無視するようにしてもよい。また、ＳＣｅｌｌと
して設定されたセルから報知されているＳＩＢを受信しない、あるいは無視するようにし
てもよい。また、ＳＣｅｌｌとして設定されたセルから報知されている報知情報を受信し
ない、あるいは無視するようにしてもよい。
【０２４３】
　（３）前記（１）と（２）との組み合わせ。
【０２４４】
　次に、図１６を用いて、実施の形態３における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図１６は、実施の形態３における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。実施の形態３では、図１４のステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４１６の
処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明を省略し、図１４のステ
ップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行う。また、図１６に示すシーケンスは、
図１４および図１５に示すシーケンスと類似しているので、同一のステップについては、
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同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０２４５】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する。ＰＣｅｌｌ
が、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および他のセルが属するＣＳＧ－ＩＤを知る方法
の具体例として、各セルが基地局の制御部に対して、自セルが「ＣＳＧに属するか否か」
を通知するとともに、ＣＳＧに属する場合には「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する場合について
開示する。「ＣＳＧに属するか否か」、および「ＣＳＧ－ＩＤ」の通知タイミングの具体
例として、基地局設置時の場合について開示する。
【０２４６】
　ステップＳＴ１５０１において、基地局が設置される。本動作例では、セル１およびセ
ル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａが設置される。
【０２４７】
　ステップＳＴ１６０１およびステップＳＴ１６０２において、基地局内の各セルは、基
地局内の制御部に対して、自セルの設定を通知する。自セルの設定には、「ＣＳＧに属す
るか否か」が含まれ、さらに、自セルがＣＳＧに属する場合には「ＣＳＧ－ＩＤ」が含ま
れる。本動作例では、ステップＳＴ１６０１において、セル１は、制御部に対して、自セ
ルであるセル１の「ＣＳＧに属するか否か」を通知するとともに、セル１がＣＳＧに属す
る場合には、セル１の「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。ステップＳＴ１６０２において、セ
ル２は、制御部に対して、自セルであるセル２の「ＣＳＧに属するか否か」を通知すると
ともに、セル２がＣＳＧに属する場合には、セル２の「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０２４８】
　次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４０７の処理が行
われ、ＵＥが、基地局Ａ内のセル１をベストセルとして選択し、キャンプオンする。次い
で、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０８～ステップＳＴ１４１６の処理が行われた
後、ステップＳＴ１４１７に移行する。
【０２４９】
　ステップＳＴ１４１７において、ＰＣｅｌｌであるセルは、該ＵＥと通信を開始する。
本動作例では、セル１は、ＰＣｅｌｌとして、該ＵＥと通信を開始する。
【０２５０】
　ステップＳＴ１５０４において、ＰＣｅｌｌであるセルは、他のセルをＳＣｅｌｌ候補
として選択する。本動作例では、ＰＣｅｌｌとなったセル１は、セル２をＳＣｅｌｌ候補
として選択する。
【０２５１】
　ステップＳＴ１６０３において、ＰＣｅｌｌであるセルは、制御部に対して、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの設定について問合せる。ＰＣｅｌ
ｌであるセルは、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補の「ＣＳＧに属するか否か」、および
ＣＳＧに属する場合の「ＣＳＧ－ＩＤ」について問合せるようにしてもよい。本動作例で
は、ＰＣｅｌｌであるセル１は、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補として選択したセル２
の「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳＧに属する場合の「ＣＳＧ－ＩＤ」について問
合せる。
【０２５２】
　ステップＳＴ１６０４において、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステップ
ＳＴ１６０３の問合せに対する応答を行う。制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、
問合せ対象セルの「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳＧに属する場合の「ＣＳＧ－Ｉ
Ｄ」を通知するようにしてもよい。本動作例では、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセル１に
対して、問合せ対象セルであるセル２の「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳＧに属す
る場合の「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０２５３】
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　ステップＳＴ１６０５において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属するか否かを判断する。該判断には、ス
テップＳＴ１６０４において制御部から受信した問合せに対する応答結果を用いる。ＰＣ
ｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１６０５において、ステップＳＴ１５０４において選
択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属すると判断した場合は、ステップＳＴ１６０６
へ移行する。ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌ
ｌ候補のセルがＣＳＧに属さないと判断した場合は、本実施の形態の特徴的部分ではない
が、例えば、ステップＳＴ１５０８へ移行する。
【０２５４】
　ステップＳＴ１６０６において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルが属するＣＳＧと、自セルが属するＣＳＧとが同じで
あるか否かを判断する。該判断には、ステップＳＴ１６０４において制御部から受信した
問合せに対する応答結果を用いる。
【０２５５】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１６０６において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルが属するＣＳＧ（ＣＳＧ－ＩＤ＿ＳＣｅｌｌ候補）と
、自セルが属するＣＳＧ（ＣＳＧ－ＩＤ＿セル１）とが同じであると判断した場合は、ス
テップＳＴ１５０８へ移行する。ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４におい
て選択したＳＣｅｌｌ候補のセルが属するＣＳＧと、自セルが属するＣＳＧとが異なると
判断した場合は、別のセルをＳＣｅｌｌ候補として選択するために、ステップＳＴ１５０
４へ戻る。
【０２５６】
　ステップＳＴ１６０５およびステップＳＴ１６０６の処理によって、本実施の形態の特
徴である、ＰＣｅｌｌと同じＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のみをＳＣｅｌｌとして設定可
能とすることを実現する。
【０２５７】
　ステップＳＴ１５０８において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ＳＣｅｌｌ候補のセルをＳ
Ｃｅｌｌに設定することを決定する。本動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、ＳＣｅ
ｌｌ候補であるセル２をＳＣｅｌｌに設定することを決定する。本実施の形態では、ＳＣ
ｅｌｌの決定の際に、ＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロールと同様であ
るとして、ＣＳＧアクセス制限を省略する。具体的には、ステップＳＴ１５０８において
ＳＣｅｌｌを決定する際に、前述の図１４に示すステップＳＴ１４１０～ステップＳＴ１
４１５に相当する処理を行わない。
【０２５８】
　次に、図１７を用いて、実施の形態３における通信システムのシーケンスの他の具体例
について説明する。図１７は、実施の形態３における通信システムのシーケンスの他の一
例を示す図である。実施の形態３では、図１４のステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１
４１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明を省略し、図１
４のステップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行う。また、図１７に示すシーケ
ンスは、図１４～図１６に示すシーケンスと類似しているので、同一のステップについて
は、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０２５９】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する。ＰＣｅｌｌ
が、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および他のセルが属するＣＳＧ－ＩＤを知る方法
の具体例として、各セルが基地局の制御部に対して、自セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知す
る場合について開示する。「ＣＳＧ－ＩＤ」の通知タイミングの具体例として、基地局設
置時の場合について開示する。
【０２６０】
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　ステップＳＴ１７０１およびステップＳＴ１７０２において、基地局内の各セルは、基
地局内の制御部に対して、自セルの設定を通知する。自セルの設定には、自セルがＣＳＧ
に属する場合、「ＣＳＧ－ＩＤ」が含まれる。本動作例では、ステップＳＴ１７０１にお
いて、セル１は、制御部に対して、ＣＳＧに属する場合、セル１の「ＣＳＧ－ＩＤ」を通
知する。ステップＳＴ１７０２において、セル２は、制御部に対して、ＣＳＧに属する場
合、セル２の「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０２６１】
　ステップＳＴ１７０３において、ＰＣｅｌｌであるセルは、制御部に対して、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの設定について問合せる。ＰＣｅｌ
ｌであるセルは、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補のＣＳＧに属する場合の「ＣＳＧ－Ｉ
Ｄ」について問合せるようにしてもよい。本動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、制
御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補として選択したセル２のＣＳＧに属する場合の「ＣＳＧ－
ＩＤ」について問合せる。
【０２６２】
　ステップＳＴ１７０４において、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステップ
ＳＴ１７０３の問合せに対する応答を行う。制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、
問合せ対象セルのＣＳＧに属する場合の「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知するようにしてもよい。
本動作例では、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセル１に対して、問合せ対象セルであるセル
２の、ＣＳＧに属する場合の「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０２６３】
　ステップＳＴ１７０５において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－ＩＤを有するか否かを判断する。言い換え
れば、ＰＣｅｌｌであるセルは、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属するか否かを判断する。該判
断には、ステップＳＴ１７０４において制御部から受信した問合せに対する応答結果を用
いる。
【０２６４】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１７０５において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－ＩＤを有すると判断した場合は、ステップ
ＳＴ１６０６へ移行する。言い換えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１７０
５において、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－Ｉ
Ｄを有すると判断した場合は、ＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属すると判断し、ステッ
プＳＴ１６０６へ移行する。
【０２６５】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１７０５において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－ＩＤを有していないと判断した場合は、本
実施の形態の特徴的部分ではないが、例えば、ステップＳＴ１５０８へ移行する。言い換
えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１７０５において、ステップＳＴ１５０
４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－ＩＤを有していないと判断した場合
は、ＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属さないと判断し、本実施の形態の特徴的部分では
ないが、例えば、ステップＳＴ１５０８へ移行する。
【０２６６】
　ステップＳＴ１７０５およびステップＳＴ１６０６の処理によって、本実施の形態の特
徴である、ＰＣｅｌｌと同じＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のみをＳＣｅｌｌとして設定可
能とすることを実現する。
【０２６７】
　以上の実施の形態３によって、実施の形態２の効果に加えて、以下の効果を得ることが
できる。ＳＣｅｌｌについても、利用可能な加入者をオペレータが特定することを実現す
ることができる。また、ＣＳＧに属することにより、受けたいサービス、あるいは適用し
たい課金設定といったユーザの意思を尊重したユーザフレンドリーな通信システムの構築
が可能となる。
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【０２６８】
　本実施の形態は、前述の実施の形態１、実施の形態２、実施の形態２の変形例１と組み
合わせて用いることができる。
【０２６９】
　実施の形態４．
　実施の形態４では、前述の実施の形態３と同じ課題について、別の解決策を開示する。
実施の形態４での解決策を以下に示す。本実施の形態では、前述の実施の形態２の解決策
と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分については、実施の形態２と同様とす
る。
【０２７０】
　基地局は、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定不可能とする。基地局
は、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとしてアクティブ不可能としてもよい。基
地局は、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定可能する。基地局は、Ｃ
ＳＧに属さないセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとしてアクティブ可能としてもよい。
【０２７１】
　本実施の形態の解決策を用いることにより、セルが属するＣＳＧに未登録の移動端末が
、ＳＣｅｌｌとして該セルのリソースを用いることを防ぐことが可能となる。
【０２７２】
　さらに、以下のようにしてもよい。基地局は、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、ク
ローズドアクセスモードで動作するセルをＳＣｅｌｌとして設定不可能とする。基地局は
、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、クローズドアクセスモードで動作するセルをＳＣ
ｅｌｌとしてアクティブ不可能としてもよい。
【０２７３】
　基地局は、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）、あるいはＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のう
ち、オープンアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、あるいはＣＳＧに属するセル（Ｃ
Ｃ）のうち、ハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設
定可能とする。基地局は、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）、あるいはＣＳＧに属するセル
（ＣＣ）のうち、オープンアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、あるいはＣＳＧに属
するセル（ＣＣ）のうち、ハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）をＳＣｅ
ｌｌとしてアクティブ可能としてもよい。
【０２７４】
　このように、ＣＳＧに属するセルのアクセスモードまで考慮すれば、アクセスモードを
考慮しない前記方法と比較して、ＳＣｅｌｌとして設定可能なセルが増える。これによっ
て、アクセスモードを考慮しない前記方法と比較して、キャリアアグリゲーションを用い
た通信速度の向上を実現し易くしつつ、セルが属するＣＳＧに未登録の移動端末が、ＳＣ
ｅｌｌとして該セルのリソースを用いることを防ぐことが可能となる。
【０２７５】
　ＭＭＥの動作の具体例として、以下を開示する。ＭＭＥは、基地局においてＳＣｅｌｌ
に設定されたセルを通しての移動端末のアクセスコントロールを、ＣＳＧセルを通しての
移動端末のアクセスではないとして、実行しない。ＭＭＥは、基地局においてＳＣｅｌｌ
に設定されたＣＳＧセルを通しての移動端末のアクセスコントロールを、クローズドアク
セスモードで動作するＣＳＧセルを通しての移動端末のアクセスではないとして、実行し
ないようにしてもよい。ＭＭＥは、ＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロー
ルのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧに属するＰＣｅｌｌを通しての移
動端末のアクセスコントロールのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧセル
であるＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するようにして
もよい。
【０２７６】
　ＰＣｅｌｌが、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および他のセルがＣＳＧに属する場
合のアクセスモードを知る方法の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する
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。以下、アクセスモードを、「動作モード」と称することもある。
【０２７７】
　（１）ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを
選択する。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルへ、ＳＣｅｌｌ候補セルがＣＳＧに属する
か否か、およびＳＣｅｌｌ候補セルがＣＳＧに属する場合の動作モードを問合せる。
【０２７８】
　「ＣＳＧに属するか否か」および「動作モード」を問合せる代わりに、「ＣＳＧインジ
ケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せてもよい。その場合、ＳＣｅｌｌからの応
答にＣＳＧ－ＩＤが含まれず、ＣＳＧインジケーションが「ＦＡＬＳＥ」である場合は、
該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属さない旨、あるいはＣＳＧに属する場合であってオープンアク
セスモードで動作することが示されたと判断すればよい。
【０２７９】
　またＳＣｅｌｌからの応答にＣＳＧ－ＩＤがあり、ＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵ
Ｅ」である場合は、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属する場合であってクローズドアクセスモー
ドで動作することが示されたと判断すればよい。またＳＣｅｌｌからの応答にＣＳＧ－Ｉ
Ｄがあり、ＣＳＧインジケーションが「ＦＡＬＳＥ」である場合は、該ＳＣｅｌｌがＣＳ
Ｇに属する場合であってハイブリッドアクセスモードで動作することが示されたと判断す
ればよい。
【０２８０】
　（２）各セルが基地局の制御部に対して、自セルが「ＣＳＧに属するか否か」を通知す
るとともに、自セルがＣＳＧに属する場合には「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。ＰＣｅｌｌ
がＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを選択する。ＰＣｅｌ
ｌは、制御部へ、ＳＣｅｌｌ候補セルがＣＳＧに属するか否か、およびＳＣｅｌｌ候補セ
ルがＣＳＧに属する場合の動作モードを問合せる。「ＣＳＧに属するか否か」および「動
作モード」を問合せる代わりに、「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を
問合せてもよい。「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」の組み合わせが示
す情報は、前述の具体例（１）と同様である。
【０２８１】
　（３）各セルが他のセルに対して、自セルが「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳＧ
に属する場合の「動作モード」を通知する。「ＣＳＧに属するか否か」および「動作モー
ド」を通知する代わりに、「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知し
てもよい。「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」の組み合わせが示す情報
は、前述の具体例（１）と同様である。
【０２８２】
　前記具体例（１）～（３）中の「ＣＳＧに属するか否か」は、「ＣＳＧに属する旨」、
あるいは「ＣＳＧに属さない旨」であってもよい。
【０２８３】
　「ＣＳＧに属するか否か」および「動作モード」の通知タイミングの具体例は、前述の
実施の形態２の変形例１の「ＳＣｅｌｌ使用設定」の通知タイミングの具体例と同様であ
るので、説明を省略する。
【０２８４】
　ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルセット
を選択してもよい。ＳＣｅｌｌ候補セルセットの具体例は、前述の実施の形態２の変形例
１と同様であるので、説明を省略する。
【０２８５】
　移動端末の動作の具体例を以下に開示する。移動端末は、ＳＣｅｌｌとして設定内容が
通知されたセルに対して、ＣＳＧに属するセルではないとして、移動端末におけるＣＳＧ
アクセスコントロールの実行、すなわちＣＳＧアクセス制限を省略する。移動端末は、Ｓ
Ｃｅｌｌとして設定内容が通知されたセルに対して、クローズドアクセスモードで動作す
るＣＳＧに属するセルではないとして、移動端末におけるＣＳＧアクセスコントロールの
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実行、すなわちＣＳＧアクセス制限を省略するようにしてもよい。移動端末がＣＳＧアク
セス制限を省略する方法の具体例は、前述の実施の形態３と同様であるので、説明を省略
する。
【０２８６】
　次に、図１８を用いて、実施の形態４における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図１８は、実施の形態４における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。実施の形態４では、図１４のステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４１６の
処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明を省略し、図１４のステ
ップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行う。また、図１８に示すシーケンスは、
図１４および図１５に示すシーケンスと類似しているので、同一のステップについては、
同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０２８７】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する。ＰＣｅｌｌ
が、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および他のセルがＣＳＧに属する場合の動作モー
ドを知る方法の具体例として、各セルが基地局の制御部に対して、自セルが「ＣＳＧに属
するか否か」、およびＣＳＧに属する場合の「動作モード」を通知する場合について開示
する。「ＣＳＧに属するか否か」、および「動作モード」の通知タイミングの具体例とし
て、基地局設置時の場合について開示する。
【０２８８】
　ステップＳＴ１５０１において、基地局が設置される。本動作例では、セル１およびセ
ル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａが設置される。
【０２８９】
　ステップＳＴ１８０１およびステップＳＴ１８０２において、基地局内の各セルは、基
地局内の制御部に対して、自セルの設定を通知する。自セルの設定には、「ＣＳＧに属す
るか否か」、およびＣＳＧに属する場合の「動作モード」が含まれる。本動作例では、ス
テップＳＴ１８０１において、セル１は、制御部に対して、セル１の「ＣＳＧに属するか
否か」、およびＣＳＧに属する場合の「動作モード」を通知する。ステップＳＴ１８０２
において、セル２は、制御部に対して、セル２の「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳ
Ｇに属する場合の「動作モード」を通知する。
【０２９０】
　次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４０７の処理が行
われ、ＵＥが、基地局Ａ内のセル１をベストセルとして選択し、キャンプオンする。次い
で、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０８～ステップＳＴ１４１６の処理が行われた
後、ステップＳＴ１４１７に移行する。
【０２９１】
　ステップＳＴ１４１７において、ＰＣｅｌｌであるセルは、該ＵＥと通信を開始する。
本動作例では、セル１は、ＰＣｅｌｌとして、該ＵＥと通信を開始する。
【０２９２】
　ステップＳＴ１５０４において、ＰＣｅｌｌであるセルは、他のセルをＳＣｅｌｌ候補
として選択する。本動作例では、ＰＣｅｌｌとなったセル１は、セル２をＳＣｅｌｌ候補
として選択する。
【０２９３】
　ステップＳＴ１８０３において、ＰＣｅｌｌであるセルは、制御部に対して、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの設定について問合せる。ＰＣｅｌ
ｌであるセルは、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補の「ＣＳＧに属するか否か」、および
ＣＳＧに属する場合の「動作モード」について問合せるようにしてもよい。本動作例では
、ＰＣｅｌｌであるセル１は、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補として選択したセル２の
「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳＧに属する場合の「動作モード」について問合せ
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る。
【０２９４】
　ステップＳＴ１８０４において、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステップ
ＳＴ１８０３の問合せに対する応答を行う。制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、
問合せ対象セルの「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳＧに属する場合の「動作モード
」を通知するようにしてもよい。本動作例では、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセル１に対
して、問合せ対象セルであるセル２の「ＣＳＧに属するか否か」、およびＣＳＧに属する
場合の「動作モード」を通知する。
【０２９５】
　ステップＳＴ１８０５において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属するか否かを判断する。該判断には、ス
テップＳＴ１８０４において制御部から受信した問合せに対する応答結果を用いる。
【０２９６】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１８０５において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属すると判断した場合は、ステップＳＴ１
８０６へ移行する。ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１８０５において、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属さないと判断した場合
は、ステップＳＴ１５０８へ移行する。
【０２９７】
　ステップＳＴ１８０６において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの動作モードが、クローズドアクセスモードであるか
否かを判断する。該判断には、ステップＳＴ１８０４において制御部から受信した問合せ
に対する応答結果を用いる。
【０２９８】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１８０６において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの動作モードがクローズドアクセスモードでないと判
断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ移行する。つまり、ＰＣｅｌｌであるセルは、ス
テップＳＴ１８０６において、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補の
セルの動作モードがオープンアクセスモード、あるいはハイブリッドアクセスモードであ
ると判断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ移行する。
【０２９９】
　またＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１８０６において、ステップＳＴ１５０４
において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの動作モードがクローズドアクセスモードである
と判断した場合は、別のセルをＳＣｅｌｌ候補として選択するために、ステップＳＴ１５
０４へ戻る。
【０３００】
　ステップＳＴ１８０５およびステップＳＴ１８０６の処理によって、本実施の形態の特
徴である、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定可能とすることを実現
する。あるいは、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）、またはＣＳＧに属するセル（ＣＣ）の
うち、オープンアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、またはＣＳＧに属するセル（Ｃ
Ｃ）のうち、ハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設
定可能とすることを実現する。
【０３０１】
　ステップＳＴ１５０８において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ＳＣｅｌｌ候補のセルをＳ
Ｃｅｌｌに設定することを決定する。本動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、ＳＣｅ
ｌｌ候補であるセル２をＳＣｅｌｌに設定することを決定する。本実施の形態では、ＳＣ
ｅｌｌの決定の際に、ＣＳＧセルを通しての移動端末のアクセスではないとして、あるい
は、ＣＳＧセルを通しての移動端末のアクセスであってもクローズドアクセスモードで動
作するＣＳＧセルを通しての端末のアクセスではないとして、ＣＳＧアクセス制限を省略
する。具体的には、ステップＳＴ１５０８においてＳＣｅｌｌを決定する際に、ステップ
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ＳＴ１４１０～ステップＳＴ１４１５に相当する処理を行わない。
【０３０２】
　次に、図１９を用いて、実施の形態４における通信システムのシーケンスの他の具体例
について説明する。図１９は、実施の形態４における通信システムのシーケンスの他の一
例を示す図である。実施の形態４では、図１４のステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１
４１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明を省略し、図１
４のステップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行う。また、図１９に示すシーケ
ンスは、図１４、図１５および図１８に示すシーケンスと類似しているので、同一のステ
ップについては、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０３０３】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する。ＰＣｅｌｌ
が、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および属する場合の動作モードを知る方法の具体
例として、各セルが基地局の制御部に対して、自セルの「ＣＳＧインジケーション」およ
び「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する場合について開示する。「ＣＳＧインジケーション」およ
び「ＣＳＧ－ＩＤ」の通知タイミングの具体例として、基地局設置時の場合について開示
する。
【０３０４】
　ステップＳＴ１９０１およびステップＳＴ１９０２において、基地局内の各セルは、基
地局内の制御部に対して、自セルの設定を通知する。自セルの設定には、「ＣＳＧインジ
ケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」が含まれる。本動作例では、ステップＳＴ１９０１
において、セル１は、制御部に対して、セル１の「ＣＳＧインジケーション」および「Ｃ
ＳＧ－ＩＤ」を通知する。ステップＳＴ１９０２において、セル２は、制御部に対して、
セル２の「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０３０５】
　ステップＳＴ１９０３において、ＰＣｅｌｌであるセルは、制御部に対して、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの設定について問合せる。ＰＣｅｌ
ｌであるセルは、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補の「ＣＳＧインジケーション」および
「ＣＳＧ－ＩＤ」について問合せるようにしてもよい。本動作例では、ＰＣｅｌｌである
セル１は、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補として選択したセル２の「ＣＳＧインジケー
ション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」について問合せる。
【０３０６】
　ステップＳＴ１９０４において、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステップ
ＳＴ１９０３の問合せに対する応答を行う。制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、
問合せ対象セルの「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知するように
してもよい。本動作例では、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセル１に対して、問合せ対象セ
ルであるセル２の「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０３０７】
　ステップＳＴ１９０５において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－ＩＤを有するか否かを判断する。言い換え
れば、ＰＣｅｌｌであるセルは、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属するか否かを判断する。該判
断には、ステップＳＴ１９０４において制御部から受信した問合せに対する応答結果を用
いる。
【０３０８】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０５において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－ＩＤを有すると判断した場合は、ステップ
ＳＴ１９０６へ移行する。言い換えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０
５において、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－Ｉ
Ｄを有すると判断した場合は、ＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属すると判断し、ステッ
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プＳＴ１９０６へ移行する。
【０３０９】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０５において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧ－ＩＤを有していないと判断した場合は、ス
テップＳＴ１５０８へ移行する。言い換えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ
１９０５において、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳ
Ｇ－ＩＤを有していないと判断した場合は、ＳＣｅｌｌ候補のセルがＣＳＧに属さないと
判断し、ステップＳＴ１５０８へ移行する。
【０３１０】
　ステップＳＴ１９０６において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルのＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」であるか否
かを判断する。言い換えれば、該ＳＣｅｌｌのアクセスモードが、クローズドアクセスモ
ードであるか否かを判断する。該判断には、ステップＳＴ１９０４において制御部から受
信した問合せに対する応答結果を用いる。
【０３１１】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０６において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルのＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」でない、つ
まり「ＦＡＬＳＥ」であると判断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ移行する。言い換
えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０６において、ステップＳＴ１５０
４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの動作モードがオープンアクセスモード、ある
いはハイブリッドアクセスモードであると判断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ移行
する。
【０３１２】
　またＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０６において、ステップＳＴ１５０４
において選択したＳＣｅｌｌ候補のＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」であると判断
した場合は、別のセルをＳＣｅｌｌ候補として選択するために、ステップＳＴ１５０４へ
戻る。言い換えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０６において、ステッ
プＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの動作モードがクローズドアクセ
スモードであると判断した場合は、別のセルをＳＣｅｌｌ候補として選択するために、ス
テップＳＴ１５０４へ戻る。
【０３１３】
　ステップＳＴ１９０５およびステップＳＴ１９０６の処理によって、本実施の形態の特
徴である、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定可能とすることを実現
する。あるいは、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）、またはＣＳＧに属するセル（ＣＣ）の
うち、オープンアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、またはＣＳＧに属するセル（Ｃ
Ｃ）のうち、ハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）を、ＳＣｅｌｌとして
設定可能とすることを実現する。
【０３１４】
　以上の実施の形態４によって、実施の形態２の効果に加えて、以下の効果を得ることが
できる。ＳＣｅｌｌについても、利用可能な加入者をオペレータが特定することを実現す
ることができる。また、ＣＳＧに属することにより、受けたいサービス、あるいは適用し
たい課金設定といったユーザの意思を尊重したユーザフレンドリーな通信システムの構築
が可能となる。
【０３１５】
　本実施の形態は、前述の実施の形態１、実施の形態２、実施の形態２の変形例１、実施
の形態３と組み合わせて用いることができる。
【０３１６】
　実施の形態５．
　実施の形態５では、前述の実施の形態３と同じ課題、すなわち前述の実施の形態２を用
いた場合に発生する課題について、さらに別の解決策を開示する。実施の形態５での解決
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策を以下に示す。本実施の形態では、前述の実施の形態２の課題を、実施の形態２の解決
策と異なる方法を用いて解決する。
【０３１７】
　ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを選択す
る。ＰＣｅｌｌであるセルは、移動端末に対して、ＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容を通知
する。ＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容を受信した移動端末は、ＳＣｅｌｌ候補セルとして
設定内容が通知されたセルに対して、ＣＳＧアクセス制限を行う。該移動端末は、ＣＳＧ
アクセス制限の判断結果をＰＣｅｌｌへ通知する。該判断結果を受信したＰＣｅｌｌは、
該判断結果に基づいて、ＳＣｅｌｌの決定を行う。
【０３１８】
　ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルセット
を選択してもよい。ＰＣｅｌｌが移動端末に対して通知するＳＣｅｌｌ候補セルの設定内
容は、ＳＣｅｌｌ候補セルセットの設定内容であってもよい。また、移動端末が行うＣＳ
Ｇアクセス制限は、ＳＣｅｌｌ候補セルセットに対してであってもよい。ＳＣｅｌｌ候補
セルセットの具体例は、前述の実施の形態２の変形例１と同様であるので、説明を省略す
る。
【０３１９】
　本実施の形態の解決策を用いることにより、移動端末において、ＳＣｅｌｌに対するＣ
ＳＧアクセス制限が実行される。これによって、キャリアアグリゲーションを用いて通信
速度の向上を実現しつつ、移動端末が未登録のＣＳＧに属するセルを、該移動端末に対し
てＳＣｅｌｌとして設定することを防ぐことができる。したがって、セルが属するＣＳＧ
に未登録の移動端末が、ＳＣｅｌｌとして該セルのリソースを用いることを防ぐことが可
能となる。
【０３２０】
　移動端末の動作の具体例を以下に開示する。移動端末は、ＳＣｅｌｌ候補セルとして設
定内容が通知されたセルに対して、ＣＳＧアクセス制限を行う。移動端末は、ＳＣｅｌｌ
候補セルがＣＳＧセルである場合に、ＣＳＧアクセス制限を行うようにしてもよい。移動
端末がＣＳＧアクセス制限を行う方法の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開
示する。
【０３２１】
　（１）ＳＣｅｌｌ候補セルとしての設定内容中のＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ｉｎｄ
ｉｃａｔｉｏｎおよびＣＳＧ－ＩＤを用いたアクセス制限を行う。例えば、ＳＣｅｌｌ候
補セルとしての設定内容中に含まれるＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ＩＤと、移動端末の
ＵＳＩＭ内のＣＳＧ－ＩＤとを比較する。比較の結果、ＳＣｅｌｌ候補セルとしての設定
内容中に含まれるＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ＩＤが、移動端末の例えばＵＳＩＭ内の
ホワイトリスト内に含まれている場合に、アクセス可能と判断する。また、比較の結果、
ＳＣｅｌｌ候補セルとしての設定内容中に含まれるＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ＩＤが
、移動端末のＵＳＩＭ内のホワイトリスト内に含まれていない場合に、アクセス不可能と
判断する。
【０３２２】
　（２）ＳＣｅｌｌ候補セルとして設定されたセルから、報知情報を用いて報知されてい
るＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎおよびＣＳＧ－ＩＤを用いたアクセス制限を行う。例え
ば、ＳＣｅｌｌ候補セルとして設定されたセルから報知情報を用いて報知されているＣＳ
Ｇ－ＩＤと、移動端末のＵＳＩＭ内のＣＳＧ－ＩＤとを比較する。比較の結果、ＳＣｅｌ
ｌ候補セルとして設定されたセルから報知情報を用いて報知されているＣＳＧ－ＩＤが、
移動端末の例えばＵＳＩＭ内のホワイトリスト内に含まれている場合に、アクセス可能と
判断する。また、比較の結果、ＳＣｅｌｌ候補セルとして設定されたセルから報知情報を
用いて報知されているＣＳＧ－ＩＤが、移動端末の例えばＵＳＩＭ内のホワイトリスト内
に含まれていない場合に、アクセス不可能と判断する。
【０３２３】



(45) JP 6366763 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

　（３）前記（１）と（２）との組み合わせ。
【０３２４】
　移動端末が、ＣＳＧアクセス制限の判断結果をＰＣｅｌｌへ通知する際の条件の具体例
として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０３２５】
　（１）移動端末は、ＣＳＧアクセス制限を行った場合に通知する。本具体例では、必ず
判断結果が通知されることになる。これによって、無線区間で発生した通信エラーが検出
し易くなる。したがって、具体例（２），（３）と比較して、通信エラーに強いシステム
を構築可能となるという効果を得ることができる。
【０３２６】
　（２）移動端末は、ＣＳＧアクセス制限の判断結果が「アクセス不可能」である場合に
通知する。ＰＣｅｌｌは、移動端末から、一定期間、ＣＳＧアクセス制限の判断結果を受
信しない場合は、ＣＳＧアクセス制限の判断結果が「アクセス可能」であったと判断すれ
ばよい。本具体例では、具体例（１）と比較して、無線リソースを有効に活用することが
できるという効果を得ることができる。
【０３２７】
　（３）移動端末は、ＣＳＧアクセス制限の判断結果が「アクセス可能」である場合に通
知する。ＰＣｅｌｌは、移動端末から、一定期間、ＣＳＧアクセス制限の判断結果を受信
しない場合は、ＣＳＧアクセス制限の判断結果が「アクセス不可能」であったと判断すれ
ばよい。本具体例では、具体例（１）と比較して、無線リソースを有効に活用することが
できるという効果を得ることができる。
【０３２８】
　移動端末が、ＣＳＧアクセス制限の判断結果をＰＣｅｌｌへ通知する方法の具体例につ
いて説明する。移動端末は、ＲＲＣシグナリング、あるいはＲＲＣメッセージを用いて、
ＣＳＧアクセス制限の判断結果をＰＣｅｌｌへ通知する。
【０３２９】
　移動端末が、ＣＳＧアクセス制限の判断結果を、ＲＲＣメッセージを用いてＰＣｅｌｌ
へ通知する方法の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０３３０】
　（１）新たにＲＲＣシグナリング、あるいはＲＲＣメッセージを設ける。新たに設ける
ＲＲＣシグナリングにマッピングするパラメータは、ＣＳＧアクセス制限の判断結果であ
る。ＣＳＧアクセス制限の判断結果は、移動端末識別子と共に通知されてもよい。移動端
末の識別子は、ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩであってもよい。
【０３３１】
　（２）既存のＲＲＣシグナリング、あるいはＲＲＣメッセージを用いる。既存のＲＲＣ
シグナリングに追加が必要なパラメータは、ＣＳＧアクセス制限の判断結果である。具体
例（２）は、具体例（１）と比較して、新たなシグナリングを設ける必要がない点におい
て有効であり、通信システムが複雑化することを回避することができる。
【０３３２】
　次に、移動端末が既存のＲＲＣシグナリングを用いてＣＳＧアクセス制限の判断結果を
通知する方法の具体例を以下に開示する。非特許文献２に開示されている方法を用いる。
具体的には、ＳＣｅｌｌの追加、あるいは更新の際に用いることが検討されている、ＲＲ
Ｃシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」に対する応答方法を用い
る。
【０３３３】
　既存の「RRC Connection Reconfiguration message」の応答方法について説明する。移
動端末において、「RRC Connection Reconfiguration message」によって指示された再設
定が無事完了した場合は、移動端末は基地局へ「RRC Connection Reconfiguration compl
ete」を通知する。移動端末において、「RRC Connection Reconfiguration message」に
よって指示された再設定が無事完了していない場合は、移動端末は基地局へＲＲＣ接続再
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設立（RRC connection re-establishment）を要求するために、「RRC Connection reesta
blishment REQUEST」を通知する。
【０３３４】
　既存の応答方法を用いる場合の具体例を以下に開示する。ＣＳＧアクセス制限の判断結
果が「アクセス可能」である場合は、「RRC Connection Reconfiguration message」によ
って指示された再設定が無事完了したとして、移動端末は、ＰＣｅｌｌに対して「RRC Co
nnection Reconfiguration complete」を通知する。「RRC Connection Reconfiguration 
complete」が通知されれば、ＣＳＧアクセス制限の判断結果にて「アクセス可能」を示す
とすれば、新たにＲＲＣシグナリングを設ける必要がなくなり、追加パラメータも不要と
なり、後方互換性（backward compatibility：バックワードコンパチビリティ）に優れた
通信システムの構築が可能となる。
【０３３５】
　あるいは、「RRC Connection Reconfiguration message」に、ＣＳＧアクセス制限の判
断結果のパラメータを追加してもよい。これによって、ＣＳＧアクセス制限の判断結果を
明確に通知することが可能となる。したがって、ＣＳＧアクセス制限の判断結果を通知し
ない場合の「RRC Connection Reconfiguration complete」と明確に分けることが可能と
なり、安定した通信システムを構築することができるという効果を得ることができる。
【０３３６】
　一方、ＣＳＧアクセス制限の判断結果が「アクセス不可能」である場合は、「RRC Conn
ection Reconfiguration message」に対する既存の応答方法では以下の不具合がある。既
存の応答方法では、「RRC Connection Reconfiguration message」によって指示された再
設定が無事完了していない場合は、前記の通り「RRC Connection reestablishment REQUE
ST」を通知することとなる。
【０３３７】
　しかし、ＣＳＧアクセス制限の判断結果が「アクセス不可能」であっても、ＰＣｅｌｌ
とのＲＲＣ接続には問題はなく、ＲＲＣ接続再設立を行う必要は無い。したがって、ＣＳ
Ｇアクセス制限の判断結果が「アクセス不可能」である場合には、移動端末において、「
RRC Connection Reconfiguration message」によって指示された再設定が無事完了してい
ないことになるが、移動端末は、ＰＣｅｌｌに対して「RRC Connection reestablishment
 REQUEST」を通知しないこととする。これによって、無駄なＲＲＣ接続再設立を行うこと
を防ぐことが可能となり、通信システムの制御の遅延を防止することができるという効果
を得ることができる。
【０３３８】
　ＣＳＧアクセス制限の判断結果が「アクセス不可能」である場合の通知方法の具体例に
ついて、以下の（ａ１），（ａ２）の２つを開示する。
【０３３９】
　（ａ１）新たにＲＲＣシグナリング、あるいはＲＲＣメッセージを設ける。新たに設け
るＲＲＣシグナリングにマッピングするパラメータは、「アクセス不可能」である。
【０３４０】
　（ａ２）既存のＲＲＣシグナリング、あるいはＲＲＣメッセージを用いる。既存のＲＲ
Ｃシグナリングに追加が必要なパラメータは、「アクセス不可能」である。具体例（ａ２
）は、具体例（ａ１）と比較して、新たなシグナリングを設ける必要がない点において有
効であり、通信システムが複雑化することを回避することができる。既存のＲＲＣシグナ
リングの具体例としては、「RRC Connection Reconfiguration complete」がある。
【０３４１】
　基地局の動作の具体例を以下に開示する。基地局は、ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定す
ることを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを選択する。ＰＣｅｌｌは、移動端末に対し
てＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容を通知する。ＰＣｅｌｌは、移動端末から、移動端末で
行ったＣＳＧアクセス制限の判断結果を受信する。該判断結果を受信したＰＣｅｌｌは、
該判断結果に基づいて、ＳＣｅｌｌの決定を行う。
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【０３４２】
　移動端末で行ったＣＳＧアクセス制限の判断結果に基づいて基地局が行う、ＳＣｅｌｌ
の決定の具体例を以下に開示する。移動端末から、移動端末で行ったＣＳＧアクセス制限
の判断結果として「アクセス可能」を受信した場合について開示する。ＰＣｅｌｌは、Ｓ
Ｃｅｌｌ候補セルをＳＣｅｌｌに設定することを決定する。あるいは、ＰＣｅｌｌは、Ｓ
Ｃｅｌｌ候補セルをアクティブ可能と判断してもよい。
【０３４３】
　移動端末から、移動端末で行ったＣＳＧアクセス制限の判断結果として「アクセス不可
能」を受信した場合について開示する。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルをＳＣｅｌｌ
に設定しないことを決定する。あるいは、ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルをＳＣｅｌ
ｌ候補セルから外すことを決定する。あるいは、ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルをア
クティブ不可能と判断してもよい。
【０３４４】
　ＭＭＥの動作の具体例を以下に開示する。ＭＭＥは、基地局においてＳＣｅｌｌに設定
されたセルを通しての移動端末のアクセスコントロールを実行しない。ＭＭＥは、基地局
においてＳＣｅｌｌに設定されたセルのアクセスコントロールは移動端末側で完了してい
るとして、ＭＭＥにおけるＣＳＧアクセスコントロールの実行を省略するようにしてもよ
い。ＭＭＥは、ＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するよ
うにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧに属するＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコ
ントロールのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧセルであるＰＣｅｌｌを
通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するようにしてもよい。
【０３４５】
　次に、図２０を用いて、実施の形態５における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図２０は、実施の形態５における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。実施の形態５では、前述の図１４のステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４
１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明を省略し、図１４
のステップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行う。また、図２０に示すシーケン
スは、図１４および図１５に示すシーケンスと類似しているので、同一のステップについ
ては、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０３４６】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１を移動端末（ＵＥ）がベストセルとして選択してキャンプ
オンし、通信を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する
。
【０３４７】
　移動端末がＣＳＧアクセス制限を行う方法の具体例として、ＳＣｅｌｌ候補セルとして
の設定内容中のＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎおよびＣＳＧ－ＩＤ
を用いたアクセス制限を行う場合について開示する。移動端末が、ＣＳＧアクセス制限の
判断結果をＰＣｅｌｌへ通知する際の条件の具体例として、ＣＳＧアクセス制限を行った
場合について開示する。移動端末が、ＣＳＧアクセス制限の判断結果をＰＣｅｌｌへ通知
する方法の具体例として、「アクセス可能」および「アクセス不可能」ともに既存のＲＲ
Ｃシグナリングである「RRC Connection Reconfiguration complete」を用いる場合につ
いて開示する。
【０３４８】
　前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４１６の処理が行われた後
、ステップＳＴ１４１７において、ＰＣｅｌｌであるセル、本動作例ではセル１は、移動
端末（ＵＥ）と通信を開始する。次いで、ステップＳＴ１５０４において、ＰＣｅｌｌで
あるセルは、他のセルをＳＣｅｌｌ候補として選択する。本動作例では、ＰＣｅｌｌとな
ったセル１は、セル２をＳＣｅｌｌ候補として選択する。
【０３４９】
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　ステップＳＴ２００１において、ＰＣｅｌｌであるセルは、移動端末（ＵＥ）へ個別Ｒ
ＲＣシグナリングを用いてＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容を通知する。本動作例では、個
別ＲＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message」を用いて、ＳＣｅ
ｌｌ候補セルとしてセル２と、セル２の設定内容とを通知する。その際、セル２のシステ
ム情報も合わせて通知する。具体的には、セル２へのアクセスに関する情報、例えばＣＳ
ＧアイデンティティとしてＣＳＧ－ＩＤ＿セル２などが通知され、ＣＳＧインジケーショ
ンとしてＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ＿セル２などが通知される。
【０３５０】
　ステップＳＴ２００２において、セル２は、傘下の移動端末に対して、ＳＩＢを報知す
る。具体的には、セル２へのアクセスに関する情報、例えばＣＳＧアイデンティティとし
てＣＳＧ－ＩＤ＿セル２などが報知され、ＣＳＧインジケーションとしてＣＳＧ－ｉｎｄ
ｉｃａｔｉｏｎ＿セル２などが報知される。本動作例においては、ＳＣｅｌｌ候補セルと
しての設定内容中のＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎおよびＣＳＧ－
ＩＤを用いたアクセス制限を行う場合について開示する。したがって、移動端末は、セル
２からの報知情報を受信してもよいし、受信しなくてもよい。
【０３５１】
　ステップＳＴ２００３において、移動端末（ＵＥ）は、ステップＳＴ２００１において
受信したＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容内のＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」であ
るか否かを判断する。本動作例では、移動端末は、ＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ＿セル
２が「ＴＲＵＥ」であるか否かを判断する。移動端末は、ステップＳＴ２００３において
、ＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」であると判断した場合は、ステップＳＴ２００
４へ移行する。移動端末は、ステップＳＴ２００３において、ＣＳＧインジケーションが
「ＴＲＵＥ」でない、つまり「ＦＡＬＳＥ」であると判断した場合は、ステップＳＴ２０
０５へ移行する。
【０３５２】
　ステップＳＴ２００４において、移動端末（ＵＥ）は、ステップＳＴ２００１において
受信したＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容内のＣＳＧアイデンティティが示すＣＳＧに、自
移動端末が登録しているか否かを判断する。移動端末は、ステップＳＴ２００４において
、自移動端末が登録していると判断した場合は、ステップＳＴ２００５へ移行する。移動
端末は、ステップＳＴ２００４において、自移動端末が未登録であると判断した場合は、
ステップＳＴ２００６へ移行する。
【０３５３】
　ステップＳＴ２００３およびステップＳＴ２００４の処理によって、本実施の形態の特
徴である、移動端末が、ＳＣｅｌｌ候補セルとして設定内容が通知されたセルに対して、
ＣＳＧアクセス制限を行うことを実現する。
【０３５４】
　ステップＳＴ２００５において、移動端末（ＵＥ）は、ＣＳＧアクセス制限の判断結果
として「アクセス可能」、あるいは「アクセスＯＫ」をセットする。本動作例においては
、移動端末は、「RRC Connection Reconfiguration complete」中に、ＣＳＧアクセス制
限の判断結果として「アクセスＯＫ」をセットする。
【０３５５】
　ステップＳＴ２００６において、移動端末（ＵＥ）は、ＣＳＧアクセス制限の判断結果
として「アクセス不可能」、あるいは「アクセスＮＧ」をセットする。
【０３５６】
　ステップＳＴ２００７において、移動端末は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステッ
プＳＴ２００７において受信した「RRC Connection Reconfiguration」に対する「RRC Co
nnection Reconfiguration Complete」を通知する。移動端末は、ＰＣｅｌｌであるセル
に対して、「RRC Connection Reconfiguration Complete」を通知するようにしてもよい
。「RRC Connection Reconfiguration Complete」には、ステップＳＴ２００５あるいは
、ステップＳＴ２００６においてセットされたアクセス判断結果を含む。
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【０３５７】
　ステップＳＴ２００８において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルに対する、該移動端末におけるＣＳＧアクセス制限の
判断結果がアクセス可能であるか否か、あるいはＯＫであるか否かを判断する。ＰＣｅｌ
ｌは、ＳＣｅｌｌ候補のセルに対する、該移動端末におけるＣＳＧアクセス制限の判断結
果がアクセス不可能であるか否かを判断するようにしてもよい。該判断には、ステップＳ
Ｔ２００７において移動端末から受信したアクセス判断結果を用いる。
【０３５８】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ２００８において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの該移動端末におけるＣＳＧアクセス制限の判断結果
がアクセス可能であると判断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ移行する。ＰＣｅｌｌ
であるセルは、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの該移動端
末におけるＣＳＧアクセス制限の判断結果がアクセス不可能であると判断した場合は、別
のセルをＳＣｅｌｌ候補として選択するために、ステップＳＴ１５０４へ戻る。本動作例
では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、ＳＣｅｌｌ候補であるセル２がＳＣｅｌｌとしてアク
セス可能であると判断し、ステップＳＴ１５０８へ移行する。
【０３５９】
　ステップＳＴ２００８の処理によって、本実施の形態の特徴である、ＰＣｅｌｌである
セルが、移動端末のＣＳＧアクセス制限の判断結果に基づいて、ＳＣｅｌｌの決定を行う
ことを実現する。
【０３６０】
　以上の実施の形態５によって、以下の効果を得ることができる。前述の実施の形態３と
同様に、ＳＣｅｌｌについても、利用可能な加入者をオペレータが特定することを実現す
ることができる。また、ＵＥ内に有するホワイトリスト内の１つまたは複数のＣＳＧ－Ｉ
Ｄに対応したセルをＳＣｅｌｌとして構成することが可能となる。また、ＣＳＧに属する
ことにより、受けたいサービス、あるいは適用したい課金設定といったユーザの意思を尊
重したユーザフレンドリーな通信システムの構築が可能となる。また同時に、前述の実施
の形態２と同様に、キャリアアグリゲーションを用いた通信速度の向上を実現しつつ、通
信システムとしての動作を安定させることができ、適切なサービスの提供を行うことが可
能となる。
【０３６１】
　本実施の形態は、前述の実施の形態１と組み合わせて用いることができる。
【０３６２】
　実施の形態５　変形例１．
　本変形例では、前述の実施の形態５の更なる改善点について以下に示す。本変形例では
、前述の実施の形態５の解決策と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分につい
ては、実施の形態５と同様とする。
【０３６３】
　ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを選択す
る。各セル（ＣＣ）において、ＣＳＧ未登録の移動端末（ＵＥ）がＳＣｅｌｌとして使用
可能であるか否かの設定を可能とする。該設定を「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設
定」と称することもある。ＰＣｅｌｌは、移動端末に対して、ＳＣｅｌｌ候補セルの設定
内容と、該セルの「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」とを通知する。該セルのＳ
Ｃｅｌｌ候補セルの設定内容と「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」とを受信した
移動端末は、該ＳＣｅｌｌ候補セルに対して、「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定
」も考慮して、ＣＳＧアクセス制限を行う。
【０３６４】
　または、ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セル
を選択する。各セル（ＣＣ）において、ＣＳＧ未登録の移動端末（ＵＥ）がＳＣｅｌｌと
して使用可能であるか否かの設定を可能とする。該設定を「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌ
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ｌ使用設定」と称することもある。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルの「ＣＳＧ未登録
ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」が「使用不可能」である場合に、移動端末に対して、ＳＣｅ
ｌｌ候補セルの設定内容を通知する。
【０３６５】
　ＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容を受信した移動端末は、ＳＣｅｌｌ候補セルとして設定
内容が通知されたセルに対して、ＣＳＧアクセス制限を行う。該移動端末は、ＣＳＧアク
セス制限の判断結果をＰＣｅｌｌへ通知する。該判断結果を受信したＰＣｅｌｌは、該判
断結果に基づいて、ＳＣｅｌｌの決定を行うようにしてもよい。言い換えれば、ＰＣｅｌ
ｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルの「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」が「使用可能」
である場合には、移動端末のＣＳＧアクセス制限の判断結果を基にした、ＳＣｅｌｌの決
定を行わないようにしてもよい。
【０３６６】
　ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定の具体例として、以下の（１）～（３）の３つ
を開示する。（１）ＣＳＧ未登録ＵＥがＳＣｅｌｌとして使用可能であるか否か。（２）
ＣＳＧ未登録ＵＥがＳＣｅｌｌとして使用可能な旨。具体例（１）と比較して、情報量が
少なくなるという効果を得ることができる。（３）ＣＳＧ未登録ＵＥがＳＣｅｌｌとして
使用不可能な旨。具体例（１）と比較して、情報量が少なくなるという効果を得ることが
できる。
【０３６７】
　ＰＣｅｌｌが他のセルの「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」を知る方法の具体
例は、前述の実施の形態２の変形例１のＰＣｅｌｌが他のセルの「ＳＣｅｌｌ使用設定」
を知る方法の具体例と同様であるので、説明を省略する。
【０３６８】
　「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」の通知タイミングの具体例は、前述の実施
の形態２の変形例１の「ＳＣｅｌｌ使用設定」の通知タイミングの具体例と同様であるの
で、説明を省略する。
【０３６９】
　ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルセット
を選択してもよい。ＰＣｅｌｌが移動端末に対して通知するＳＣｅｌｌ候補セルの設定内
容は、ＳＣｅｌｌ候補セルセットの設定内容であってもよい。また、移動端末が行うＣＳ
Ｇアクセス制限は、ＳＣｅｌｌ候補セルセットに対してであってもよい。ＳＣｅｌｌ候補
セルセットの具体例は、前述の実施の形態２の変形例１と同様であるので、説明を省略す
る。
【０３７０】
　移動端末が、該ＳＣｅｌｌ候補セルに対して、「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設
定」も考慮して、ＣＳＧアクセス制限を行う方法の具体例を以下に開示する。「ＣＳＧ未
登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」が使用可能であることを示す場合、移動端末は、ＣＳＧ
未登録であっても、ＳＣｅｌｌ候補セルをＳＣｅｌｌとして利用可能であると判断し、Ｃ
ＳＧアクセス制限を実行しないようにする。「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」
が使用不可能であることを示す場合、移動端末は、ＣＳＧアクセス制限を実行するように
する。
【０３７１】
　次に、図２１を用いて、実施の形態５の変形例１における通信システムのシーケンスの
具体例について説明する。図２１は、実施の形態５の変形例１における通信システムのシ
ーケンスの一例を示す図である。実施の形態５の変形例１では、前述の図１４のステップ
ＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４１６の処理については実施の形態２と同様であるので、
図示および説明を省略し、図１４のステップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行
う。また、図２１に示すシーケンスは、図１４、図１５および図２０に示すシーケンスと
類似しているので、同一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通する
説明を省略する。
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【０３７２】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１を移動端末（ＵＥ）がベストセルとして選択してキャンプ
オンし、通信を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する
。
【０３７３】
　移動端末がＣＳＧアクセス制限を行う方法の具体例として、ＳＣｅｌｌ候補セルとして
の設定内容中のＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎおよびＣＳＧ－ＩＤ
を用いたアクセス制限を行う場合について開示する。移動端末が、ＣＳＧアクセス制限の
判断結果をＰＣｅｌｌへ通知する際の条件の具体例として、ＣＳＧアクセス制限を行った
場合について開示する。移動端末が、ＣＳＧアクセス制限の判断結果をＰＣｅｌｌへ通知
する方法の具体例として、「アクセス可能」および「アクセス不可能」ともに既存のＲＲ
Ｃシグナリングである「RRC Connection Reconfiguration complete」を用いる場合につ
いて開示する。
【０３７４】
　ＰＣｅｌｌが他のセルの「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」を知る方法の具体
例として、各セルが基地局の制御部に対して、自セルの「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ
使用設定」を通知する場合について開示する。「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定
」の通知タイミングの具体例として、基地局設置時の場合について開示する。
【０３７５】
　ステップＳＴ１５０１において、基地局が設置される。本動作例では、セル１およびセ
ル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａが設置される。
【０３７６】
　ステップＳＴ２１０１およびステップＳＴ２１０２において、基地局内の各セルは、基
地局内の制御部に対して、自セルの設定を通知する。自セルの設定には、「ＣＳＧ未登録
ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」が含まれる。本動作例では、ステップＳＴ２１０１において
、セル１は、制御部に対して、セル１の「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」を通
知する。ステップＳＴ２１０２において、セル２は、制御部に対して、セル２の「ＣＳＧ
未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」を通知する。
【０３７７】
　次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４０７の処理が行
われ、移動端末（ＵＥ）が、基地局Ａ内のセル１をベストセルとして選択し、キャンプオ
ンする。次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０８～ステップＳＴ１４１６の処
理が行われた後、ステップＳＴ１４１７に移行する。
【０３７８】
　ステップＳＴ１４１７において、ＰＣｅｌｌであるセルは、該移動端末と通信を開始す
る。本動作例では、セル１は、ＰＣｅｌｌとして、該移動端末と通信を開始する。
【０３７９】
　ステップＳＴ１５０４において、ＰＣｅｌｌであるセルは、他のセルをＳＣｅｌｌ候補
として選択する。本動作例では、ＰＣｅｌｌとなったセル１は、セル２をＳＣｅｌｌ候補
として選択する。
【０３８０】
　ステップＳＴ２１０３において、ＰＣｅｌｌであるセルは、制御部に対して、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの設定について問合せる。ＰＣｅｌ
ｌであるセルは、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補の「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使
用設定」について問合せるようにしてもよい。本動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は
、制御部に対して、ＳＣｅｌｌ候補として選択したセル２の「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅ
ｌｌ使用設定」について問合せる。
【０３８１】
　ステップＳＴ２１０４において、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、ステップ
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ＳＴ２１０３の問合せに対する応答を行う。制御部は、ＰＣｅｌｌであるセルに対して、
問合せ対象セルの「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」を通知するようにしてもよ
い。本動作例では、制御部は、ＰＣｅｌｌであるセル１に対して、問合せ対象セルである
セル２の「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」を通知する。
【０３８２】
　ステップＳＴ２１０５において、ＰＣｅｌｌであるセルは、移動端末へ個別ＲＲＣシグ
ナリングを用いて、ＳＣｅｌｌ候補セルと、ＳＣｅｌｌ候補セルの設定内容とを通知する
。本動作例では、個別ＲＲＣシグナリングの「RRC Connection Reconfiguration message
」を用いて、ＳＣｅｌｌ候補セルとしてセル２と、セル２の設定内容とを通知する。その
際、セル２のシステム情報、および「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」も合わせ
て通知する。具体的には、セル２へのアクセスに関する情報、例えばＣＳＧアイデンティ
ティとしてＣＳＧ－ＩＤ＿セル２などが通知され、ＣＳＧインジケーションとしてＣＳＧ
－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ＿セル２などが通知される。
【０３８３】
　ステップＳＴ２１０６において、セル２は、傘下の移動端末に対して、ＳＩＢを報知す
る。その際、セル２の「ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」も合わせて報知するよ
うにしてもよい。具体的には、セル２へのアクセスに関する情報、例えばＣＳＧアイデン
ティティとしてＣＳＧ－ＩＤ＿セル２などが報知され、ＣＳＧインジケーションとしてＣ
ＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ＿セル２などが報知される。本動作例においては、ＳＣｅｌ
ｌ候補セルとしての設定内容中のＳＣｅｌｌ候補セルのＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎお
よびＣＳＧ－ＩＤを用いたアクセス制限を行う場合について開示する。したがって、移動
端末は、セル２からの報知情報を受信してもよいし、受信しなくてもよい。
【０３８４】
　ステップＳＴ２１０７において、移動端末（ＵＥ）は、ステップＳＴ２１０５において
受信したＳＣｅｌｌ候補セルが、ＣＳＧ未登録ＵＥにおいてＳＣｅｌｌとして使用可能で
あるか否かを判断する。該判断には、ステップＳＴ２１０５においてセルから受信した「
ＣＳＧ未登録ＵＥのＳＣｅｌｌ使用設定」を用いる。
【０３８５】
　移動端末（ＵＥ）は、ステップＳＴ２１０７において、ステップＳＴ２１０５において
受信したＳＣｅｌｌ候補セルが、ＣＳＧ未登録ＵＥにおいてＳＣｅｌｌとして使用可能で
あると判断した場合は、ステップＳＴ２００５へ移行する。移動端末は、ステップＳＴ２
１０７において、ステップＳＴ２１０５において受信したＳＣｅｌｌ候補セルが、ＣＳＧ
未登録ＵＥにおいてＳＣｅｌｌとして使用不可能であると判断した場合は、ステップＳＴ
２００３へ移行する。
【０３８６】
　以上の実施の形態５の変形例１によって、前述の実施の形態５の効果に加えて、以下の
効果を得ることができる。基地局内のセル単位で、ＣＳＧ未登録のＵＥがＳＣｅｌｌとし
て使用可能であるか否かの設定を行うことが可能となる。これによって、よりきめ細やか
なセル運営を実現することができる。
【０３８７】
　本変形例は、前述の実施の形態１と組み合わせて用いることができる。
【０３８８】
　実施の形態６．
　実施の形態６では、前述の実施の形態３と同じ課題、すなわち前述の実施の形態２を用
いた場合に発生する課題について、さらに別の解決策を開示する。実施の形態６での解決
策を以下に示す。本実施の形態では、前述の実施の形態２の課題を、実施の形態２の解決
策と異なる方法を用いて解決する。
【０３８９】
　基地局（セル）が移動端末のＣＳＧ登録状況を考慮してＳＣｅｌｌを設定する。これに
よって、移動端末が、未登録のＣＳＧに属するセルを、該移動端末に対してＳＣｅｌｌと



(53) JP 6366763 B2 2018.8.1

10

20

30

40

50

して設定することを防ぐことができる。したがって、キャリアアグリゲーションを用いて
通信速度の向上を実現しつつ、セルが属するＣＳＧに未登録の移動端末がＳＣｅｌｌとし
て該セルのリソースを用いることを防ぐことが可能となる。移動端末のＣＳＧ登録状況は
、移動端末（ＵＥ）のＳＣｅｌｌ候補セルへのアクセスの許可状況に相当する。
【０３９０】
　基地局（セル）が移動端末のＣＳＧ登録状況を考慮して、ＳＣｅｌｌを設定する方法の
具体例を以下に開示する。セルは、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）を、ＳＣｅｌｌとして
設定可能とする。セルは、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、オープンアクセスモード
で動作するセル（ＣＣ）、あるいはハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）
をＳＣｅｌｌとして設定可能とする。セルは、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、該移
動端末が登録しているＣＳＧと同じＣＳＧに属するセル（ＣＣ）を、ＳＣｅｌｌとして設
定可能とする。セルは、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、クローズドアクセスモード
で動作するセル（ＣＣ）であって、該移動端末が未登録のＣＳＧに属するセル（ＣＣ）を
、ＳＣｅｌｌとして設定不可能とする。
【０３９１】
　基地局（セル）は、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、ハイブリッドアクセスモード
で動作するセル（ＣＣ）をＳＣｅｌｌとして設定する場合、以下のようにしてもよい。セ
ルの属するＣＳＧに登録の移動端末に、未登録の移動端末より優先して、該セル（ＣＣ）
をＳＣｅｌｌとして設定可能とする。
【０３９２】
　ＰＣｅｌｌが、他のセルがＣＳＧに属するか否か、他のセルがＣＳＧに属する場合の動
作モード、および他のセルがＣＳＧに属する場合のＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例とし
て、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０３９３】
　（１）ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを
選択する。ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌ候補セルへ、ＳＣｅｌｌ候補セルがＣＳＧに属する
か否か、ＳＣｅｌｌ候補セルが属するＣＳＧ－ＩＤ、およびＳＣｅｌｌ候補セルの動作モ
ードを問合せる。
【０３９４】
　「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せてもよい。その場合、Ｓ
Ｃｅｌｌからの応答にＣＳＧ－ＩＤが含まれず、ＣＳＧインジケーションが「ＦＡＬＳＥ
」である場合は、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属さない旨、あるいはＣＳＧに属する場合であ
ってオープンアクセスモードで動作することが示されたと判断すればよい。またＳＣｅｌ
ｌからの応答にＣＳＧ－ＩＤがあり、ＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」である場合
は、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属する場合であってクローズドアクセスモードで動作するこ
とが示されたと判断すればよい。またＳＣｅｌｌからの応答にＣＳＧ－ＩＤがあり、ＣＳ
Ｇインジケーションが「ＦＡＬＳＥ」である場合は、該ＳＣｅｌｌがＣＳＧに属する場合
であってハイブリッドアクセスモードで動作することが示されたと判断すればよい。
【０３９５】
　ＰＣｅｌｌは、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルセット
を選択してもよい。この場合、ＳＣｅｌｌ候補セルセットに対して、前記問合せを行えば
よい。
【０３９６】
　（２）各セルが基地局の制御部に対して、自セルが「ＣＳＧに属するか否か」、ＣＳＧ
に属する場合の「ＣＳＧ－ＩＤ」、およびＣＳＧに属する場合の「動作モード」を通知す
る。ＰＣｅｌｌがＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルを選択
する。ＰＣｅｌｌは、制御部へ、ＳＣｅｌｌ候補セルがＣＳＧに属するか否か、ＳＣｅｌ
ｌ候補セルが属するＣＳＧ－ＩＤ、および動作モードを問合せる。「ＣＳＧインジケーシ
ョン」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せてもよい。「ＣＳＧインジケーション」および「
ＣＳＧ－ＩＤ」の組み合わせが示す情報は、前述の具体例（１）と同様である。ＰＣｅｌ
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ｌは、ＳＣｅｌｌに設定することを決定する前に、ＳＣｅｌｌ候補セルセットを選択して
もよい。この場合、ＳＣｅｌｌ候補セルセットに対して、前記問合せを行えばよい。
【０３９７】
　（３）各セルが他のセルに対して、自セルが「ＣＳＧに属するか否か」、ＣＳＧに属す
る場合の「ＣＳＧ－ＩＤ」、およびＣＳＧに属する場合の「動作モード」を通知する。「
ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知してもよい。「ＣＳＧインジケ
ーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」の組み合わせが示す情報は、前述の具体例（１）と同
様である。
【０３９８】
　前記具体例（１）～（３）中の「ＣＳＧに属するか否か」は、「ＣＳＧに属する旨」、
あるいは「ＣＳＧに属さない旨」であってもよい。
【０３９９】
　「ＣＳＧに属するか否か」、「ＣＳＧ－ＩＤ」、および「動作モード」の通知タイミン
グの具体例は、前述の実施の形態２の変形例１の「ＳＣｅｌｌ使用設定」の通知タイミン
グの具体例と同様であるので、説明を省略する。
【０４００】
　基地局（セル）が移動端末のＣＳＧ登録状況を知る方法の具体例として、以下の（１）
，（２）の２つを開示する。
【０４０１】
　（１）基地局（セル）は、ＭＭＥ経由で移動端末のＣＳＧ登録状況を知る。ＭＭＥは、
セルへ、該セル経由で通話中、通信中、あるいはＣＯＮＮＥＣＴＥＤ中の移動端末のＣＳ
Ｇ登録状況を通知するようにしてもよい。該通知は、セルが含まれる基地局が属する１つ
または複数のＣＳＧに対する、該移動端末の登録状況であってもよい。これによって、該
セルにてＳＣｅｌｌの選択に用いることのない情報の通知が行われないこととなり、通信
リソースを有効に活用することができるという効果を得ることができる。該通知のトリガ
の具体例として、以下の（ａ１），（ａ２）の２つを開示する。
【０４０２】
　（ａ１）ＭＭＥが自発的に通知する。（ａ２）セルが行うＭＭＥへの要求をトリガに、
ＭＭＥが通知する。セルは、ＳＣｅｌｌ候補セルの決定の際に、該要求を行ってもよい。
また、セルは、ＳＣｅｌｌ候補セルの属するＣＳＧに対する、該移動端末の登録状況の通
知を要求してもよい。その場合は、ＭＭＥは、ＳＣｅｌｌ候補セルの属するＣＳＧに対す
る、該移動端末の登録状況を通知すればよい。
【０４０３】
　（２）基地局（セル）は、ＵＥ経由で移動端末のＣＳＧ登録状況を知る。通話中、ある
いは通信中、あるいはＣＯＮＮＥＣＴＥＤ中の移動端末は、セルへ、移動端末のＣＳＧ登
録状況を通知するようにしてもよい。該通知のトリガの具体例として、以下の（ｂ１），
（ｂ２）の２つを開示する。
【０４０４】
　（ｂ１）移動端末が自発的に通知する。（ｂ２）セルが行う移動端末への要求をトリガ
に、移動端末が通知する。セルは、セルが含まれる基地局が属する１つまたは複数のＣＳ
Ｇに対する、該移動端末の登録状況の通知を要求してもよい。その場合は、移動端末は、
セルが含まれる基地局が属する１つまたは複数のＣＳＧに対する、該移動端末の登録状況
を通知すればよい。これによって、該セルにてＳＣｅｌｌの選択に用いることのない情報
の通知が行われないこととなり、無線リソースを有効に活用することができるという効果
を得ることができる。また、セルは、ＳＣｅｌｌ候補セルの決定の際に、該要求を行って
もよい。また、セルは、ＳＣｅｌｌ候補セルの属するＣＳＧに対する、該移動端末の登録
状況の通知を要求してもよい。その場合は、移動端末はＳＣｅｌｌ候補セルの属するＣＳ
Ｇに対する、該移動端末の登録状況を通知すればよい。
【０４０５】
　基地局（セル）が移動端末のＣＳＧ登録状況をＭＭＥ経由で知る場合の通知方法の具体
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例を、以下に開示する。「ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」を用いる。非特許文献１１に開示され
ている、ＭＭＥから基地局へ通知される「ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」のセットアップ要求で
ある「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」、あるいは「UE context modification」を用い
てもよい。この方法は、新たなシグナリングを設ける必要がない点において有効であり、
通信システムが複雑化することを回避することができる。
【０４０６】
　また、該移動端末の登録状況を通知するために、「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」
に含まれる「CSG membership Status」を用いるとよい。これによって、追加パラメータ
が不要となり、後方互換性（バックワードコンパチビリティ）に優れた通信システムを構
築することが可能となる。また、「UE context modification」中に「CSG membership St
atus」を新設するとよい。これによって、移動端末が該基地局（セル）と最初に通信を開
始する際以外の「ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」の変更時においても、基地局（セル）が移動端
末のＣＳＧ登録状況をＭＭＥ経由で知ることができる。したがって、柔軟な通信システム
の構築が可能となるという効果を得ることができる。
【０４０７】
　既存のパラメータに対して変更が必要な点の具体例として、以下の（１）～（３）の３
つを開示する。便宜上「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」について説明するが、「UE co
ntext modification」も同様である。
【０４０８】
　（１）従来の技術においては、移動端末がハイブリッドアクセスモードで動作するセル
経由でアクセスされる場合に、既存のパラメータである「CSG membership Status」が「I
NITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」に含まれる。したがって、従来の技術においては、移動
端末がＣＳＧに属さないセル経由、あるいはＣＳＧに属するセルのうち、オープンアクセ
スモードで動作するセル経由、あるいはＣＳＧに属するセルのうち、クローズドアクセス
モードで動作するセル経由でアクセスされる場合に、ＭＭＥがセルに対して該移動端末の
登録状況を通知することができない。
【０４０９】
　そこで、移動端末のアクセスの経由セルによらず、全ての場合で「INITIAL CONTEXT SE
TUP REQUEST」に「CSG membership Status」を含めることとする。これによって、移動端
末がＣＳＧに属さないセル経由、あるいはＣＳＧに属するセルのうち、オープンアクセス
モードで動作するセル経由、あるいはＣＳＧに属するセルのうち、クローズドアクセスモ
ードで動作するセル経由でアクセスされる場合であっても、ＭＭＥがセルに対して該移動
端末の登録状況を通知することができるようになる。
【０４１０】
　「CSG membership Status」とは別のパラメータを新設してもよい。あるいは、移動端
末がキャリアアグリゲーション可能なセル経由でアクセスされる場合に、「INITIAL CONT
EXT SETUP REQUEST」に「CSG membership Status」を含めるようにしてもよい。これによ
って、該セルにてＳＣｅｌｌの選択に用いることのない情報の通知が行われないこととな
り、通信リソースを有効に活用することができるという効果を得ることができる。
【０４１１】
　（２）従来の技術においては、移動端末がアクセス時に経由するセルに対する「CSG me
mbership Status」が通知される。したがって、従来の技術においては、ＭＭＥがセルに
対して、該セルが属するＣＳＧ以外の移動端末のＣＳＧ登録状況を通知することはできな
い。
【０４１２】
　そこで、「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」の「CSG membership Status」に、移動端
末のアクセスの経由セルによらず、ＵＥが登録する全てのＣＳＧ－ＩＤの登録状況を含め
るようにしてもよい。これによって、アクセス時に経由するセルが属するＣＳＧ以外のＣ
ＳＧに対する移動端末の登録状況を通知することができるようになる。「CSG membership
 Status」とは別のパラメータを新設してもよい。
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【０４１３】
　あるいは、移動端末のアクセス時に経由するセルが含まれる基地局内の他のセルが属す
るＣＳＧについての移動端末の登録状況を通知してもよい。これによって、該セルにてＳ
Ｃｅｌｌの選択に用いることのない情報の通知が行われないこととなり、通信リソースを
有効に活用することができるという効果を得ることができる。
【０４１４】
　（３）前記（１）と（２）との組み合わせ。
【０４１５】
　ＭＭＥの動作の具体例を以下に開示する。ＭＭＥは、基地局においてＳＣｅｌｌに設定
されたセルを通しての移動端末のアクセスコントロールをＰＣｅｌｌが実行したものとし
て、ＭＭＥにおけるＣＳＧアクセスコントロールの実行を省略する。ＭＭＥは、ＰＣｅｌ
ｌを通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥ
は、ＣＳＧに属するＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行す
るようにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧセルであるＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアク
セスコントロールのみを実行するようにしてもよい。
【０４１６】
　移動端末の動作の具体例を以下に開示する。移動端末は、ＳＣｅｌｌとして設定内容が
通知されたセルに対して、自移動端末がアクセス可能なセルであるとして、移動端末にお
けるＣＳＧアクセスコントロールの実行を省略する。移動端末がＣＳＧアクセス制限を省
略する方法の具体例は、前述の実施の形態３と同様であるので、説明を省略する。
【０４１７】
　次に、図２２を用いて、実施の形態６における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図２２は、実施の形態６における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。実施の形態６では、前述の図１４のステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４
１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明を省略し、図１４
のステップＳＴ１４１７の処理から図示および説明を行う。また、図２２に示すシーケン
スは、図１４、図１５および図１９に示すシーケンスと類似しているので、同一のステッ
プについては、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０４１８】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＳＣｅｌｌとして設定される場合について説明する。ＰＣｅｌｌ
が、他のセルがＣＳＧに属するか否か、他のセルがＣＳＧに属する場合のＣＳＧ－ＩＤ、
および他のセルがＣＳＧに属する場合の動作モードを知る方法の具体例として、各セルが
基地局の制御部に対して、自セルの「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」
を通知する場合について開示する。「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」
の通知タイミングの具体例として、基地局設置時の場合について開示する。基地局（セル
）が移動端末のＣＳＧ登録状況を知る方法の具体例として、ＭＭＥ経由で移動端末のＣＳ
Ｇ登録状況を知る場合について開示する。また、基地局（セル）が移動端末のＣＳＧ登録
状況をＭＭＥ経由で知る場合の通知方法の具体例として、「INITIAL CONTEXT SETUP REQU
EST」を用いる場合について開示する。
【０４１９】
　前述の図１５に示すステップＳＴ１５０１、図１９に示すステップＳＴ１９０１および
ステップＳＴ１９０２の処理が行われた後、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～
ステップＳＴ１４０７の処理が行われ、移動端末（ＵＥ）が、基地局Ａ内のセル１をベス
トセルとして選択し、キャンプオンする。
【０４２０】
　ステップＳＴ２２０１において、ＭＭＥは、基地局（セル）に対して、該移動端末の「
ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」のセットアップをリクエストする。ＭＭＥは、ＰＣｅｌｌに対し
て、該移動端末の「ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」のセットアップをリクエストするようにして
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もよい。また、ＭＭＥは、基地局（セル）に対して、該移動端末のＣＳＧ登録状況を通知
してもよい。該リクエストには、「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」を用いてもよい。
また、「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」には、「CSG Membership Status」が含まれて
いてもよい。
【０４２１】
　次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０８～ステップＳＴ１４１６の処理が行
われた後、ステップＳＴ１４１７において、ＰＣｅｌｌであるセルは、該移動端末（ＵＥ
）と通信を開始する。本動作例では、セル１は、ＰＣｅｌｌとして、該移動端末と通信を
開始する。
【０４２２】
　次いで、ステップＳＴ１５０４およびステップＳＴ１９０３～ステップＳＴ１９０５の
処理が行われた後、ステップＳＴ１９０６において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップ
ＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルのＣＳＧインジケーションが「ＴＲ
ＵＥ」であるか否かを判断する。言い換えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、該ＳＣｅｌｌ
のアクセスモードがクローズドアクセスモードであるか否かを判断する。該判断には、ス
テップＳＴ１９０４において制御部から受信した問合せに対する応答結果を用いる。
【０４２３】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０６において、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルのＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」でない、つ
まり「ＦＡＬＳＥ」であると判断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ移行する。言い換
えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０６において、ステップＳＴ１５０
４において選択したＳＣｅｌｌ候補のセルの動作モードがオープンアクセスモード、ある
いはハイブリッドアクセスモードであると判断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ移行
する。
【０４２４】
　またＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１９０６において、ステップＳＴ１５０４
において選択したＳＣｅｌｌ候補のＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」であると判断
した場合は、ステップＳＴ２２０２へ移行する。言い換えれば、ＰＣｅｌｌであるセルは
、ステップＳＴ１９０６において、ステップＳＴ１５０４において選択したＳＣｅｌｌ候
補のセルの動作モードがクローズドアクセスモードであると判断した場合は、ステップＳ
Ｔ２２０２へ移行する。
【０４２５】
　ステップＳＴ２２０２において、ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ１５０４にお
いて選択したＳＣｅｌｌ候補のセルが属するＣＳＧに、該移動端末が登録しているか否か
を判断する。該判断のＳＣｅｌｌ候補のセルが属するＣＳＧには、ステップＳＴ１９０４
において制御部から受信した問合せに対する応答結果を用いる。また、該判断の該移動端
末のＣＳＧ登録状況には、ステップＳＴ２２０１においてＭＭＥから受信した通知を用い
る。
【０４２６】
　ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ２２０２において、該移動端末が、該ＳＣｅｌ
ｌ候補のセルが属するＣＳＧに登録していると判断した場合は、ステップＳＴ１５０８へ
移行する。ＰＣｅｌｌであるセルは、ステップＳＴ２２０２において、該移動端末が該Ｓ
Ｃｅｌｌ候補のセルが属するＣＳＧに未登録であると判断した場合は、別のセルをＳＣｅ
ｌｌ候補のセルとして選択するために、ステップＳＴ１５０４へ戻る。
【０４２７】
　ステップＳＴ１９０５、ステップＳＴ１９０６およびステップＳＴ２２０２の処理によ
って、本実施の形態の特徴である、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）、あるいはＣＳＧに属
するセル（ＣＣ）のうち、オープンアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、あるいはＣ
ＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、ハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）
、あるいはＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、該移動端末が登録しているＣＳＧと同じ
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ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）を、ＳＣｅｌｌとして設定可能とすることを実現する。ある
いは、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、クローズドアクセスモードで動作するセル（
ＣＣ）であって、該移動端末が未登録のＣＳＧに属するセル（ＣＣ）を、ＳＣｅｌｌとし
て設定不可能とすることを実現する。
【０４２８】
　以上の実施の形態６によって、以下の効果を得ることができる。前述の実施の形態３と
同様に、ＳＣｅｌｌについても、利用可能な加入者をオペレータが特定することを実現す
ることができる。また、ＣＳＧに属することにより、受けたいサービス、あるいは適用し
たい課金設定といったユーザの意思を尊重したユーザフレンドリーな通信システムの構築
が可能となる。また同時に、前述の実施の形態２と同様に、キャリアアグリゲーションを
用いた通信速度の向上を実現しつつ、通信システムとしての動作を安定させることができ
、適切なサービスの提供を行うことが可能となる。
【０４２９】
　本実施の形態は、前述の実施の形態１と組み合わせて用いることができる。
【０４３０】
　実施の形態７．
　実施の形態７では、前述の実施の形態２と同じ課題について、別の解決策を開示する。
実施の形態７での解決策を以下に示す。各セル（ＣＣ）は、セル（ＣＣ）毎にＣＳＧ－Ｉ
Ｄを設定不可能とする。同じ基地局に含まれる１つあるいは複数のセル（ＣＣ）は、１つ
のＣＳＧに属するとする。キャリアアグリゲーション可能な基地局において、各セル（Ｃ
Ｃ）は、セル（ＣＣ）毎にＣＳＧ－ＩＤを設定不可能としてもよい。キャリアアグリゲー
ション可能な基地局に含まれる１つあるいは複数のセル（ＣＣ）は、１つのＣＳＧに属す
るとしてもよい。
【０４３１】
　ＭＭＥの動作の具体例を以下に開示する。ＭＭＥは、基地局においてＳＣｅｌｌに設定
されたセルを通しての移動端末のアクセスコントロールを、ＰＣｅｌｌを通しての移動端
末のアクセスコントロールと同様として、実行を省略する。ＭＭＥは、ＰＣｅｌｌを通し
ての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するようにしてもよい。ＭＭＥは、ＣＳ
Ｇに属するＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコントロールのみを実行するように
してもよい。ＭＭＥは、ＣＳＧセルであるＰＣｅｌｌを通しての移動端末のアクセスコン
トロールのみを実行するようにしてもよい。
【０４３２】
　基地局の動作の具体例として、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０４３３】
　（１）基地局は、キャリアアグリゲーションを行う場合、基地局内のいずれのセルをも
ＳＣｅｌｌとして設定可能とする。また、基地局は、キャリアアグリゲーションを行う場
合、基地局内にＣＳＧに属するセルが含まれる場合であっても、いずれのセルをもＳＣｅ
ｌｌとして設定可能とする。
【０４３４】
　（２）基地局は、キャリアアグリゲーションを行う場合、基地局内のいずれのセルをも
ＳＣｅｌｌとしてアクティブ可能とする。また、基地局は、キャリアアグリゲーションを
行う場合、基地局内にＣＳＧに属するセルが含まれる場合であっても、いずれのセルをも
ＳＣｅｌｌとしてアクティブ可能とする。
【０４３５】
　セル（ＰＣｅｌｌ）から移動端末へのＳＣｅｌｌとしての設定において、ＳＣｅｌｌの
ＣＳＧ－ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ、およびＣＳＧ－ＩＤを通知しないようにしてもよい。
【０４３６】
　移動端末の動作の具体例を以下に開示する。移動端末は、ＳＣｅｌｌとして設定内容が
通知されたセルに対して、ＰＣｅｌｌのアクセスコントロールと同様として、移動端末に
おけるＣＳＧアクセスコントロールの実行、すなわちＣＳＧアクセス制限を省略する。移
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動端末がＣＳＧアクセス制限を省略する方法の具体例は、前述の実施の形態３と同様であ
るので、説明を省略する。
【０４３７】
　実施の形態７における通信システムのシーケンスの具体例については、図１４に示すシ
ーケンスと同様であるので、説明を省略する。
【０４３８】
　以上の実施の形態７によって、以下の効果を得ることができる。前述の実施の形態３と
同様に、ＳＣｅｌｌについても、利用可能な加入者をオペレータが特定することを実現す
ることができる。また、ＣＳＧに属することにより、受けたいサービス、あるいは適用し
たい課金設定といったユーザの意思を尊重したユーザフレンドリーな通信システムの構築
が可能となる。また同時に、前述の実施の形態２と同様に、キャリアアグリゲーションを
用いた通信速度の向上を実現しつつ、通信システムとしての動作を安定させることができ
、適切なサービスの提供を行うことが可能となる。
【０４３９】
　また実施の形態７では、前述の実施の形態３、実施の形態４、実施の形態５、実施の形
態６と比較して、移動端末、あるいは基地局での通信システムとしての制御が容易である
。したがって、実施の形態３、実施の形態４、実施の形態５、実施の形態６と比較して、
制御遅延防止の効果を得ることができる。
【０４４０】
　実施の形態８．
　前述の非特許文献１には、ＬＴＥシステム内でのハンドオーバには、Ｘ２インタフェー
スによるハンドオーバ（Ｘ２ハンドオーバとも称される）と、Ｓ１インタフェースによる
ハンドオーバ（Ｓ１ハンドオーバとも称される）とがあることが開示されている。また、
ｅＮＢあるいはＨｅＮＢから、ＣＳＧセルあるいはハイブリッドセルへの移動は、Ｓ１ハ
ンドオーバを用いることが開示されている。
【０４４１】
　図２３は、非特許文献１に開示されている、ｅＮＢあるいはＨｅＮＢから、ＣＳＧセル
あるいはハイブリッドセルへのハンドオーバ方法に関する通信システムのシーケンスを示
す図である。
【０４４２】
　ステップＳＴ２３００において、ソースｅＮＢは、移動端末（ＵＥ）と通信を開始する
。ステップＳＴ２３０１において、ソースｅＮＢは、移動端末にメジャメント設定（meas
urement configuration）を通知する。
【０４４３】
　ステップＳＴ２３１３において、移動端末は、ステップＳＴ２３０１で通知されたメジ
ャメント設定に従って、メジャメント報告（Measurement Report）を行う。該メジャメン
ト報告には、測定（measurement、メジャメント）対象セルのＰＣＩなどが含まれる。
【０４４４】
　ステップＳＴ２３１４において、ソースｅＮＢは、必要に応じて、測定対象セルのシス
テム情報を受信して報告することを要求するメジャメント設定の再設定（Reconfiguratio
n）を行う。ソースｅＮＢは、必要に応じて測定ギャップを設定する。測定ギャップとは
、移動端末が他のシステムあるいは他の周波数を測定するために、現在サービスを受けて
いる周波数におけるデータの送受信を中断する期間である。
【０４４５】
　ステップＳＴ２３０２において、移動端末は、ステップＳＴ２３１４で通知されたメジ
ャメント再設定に従って、メジャメント報告（measurement report）を行う。該メジャメ
ント報告には、メジャメント対象セルのＣＳＧ－ＩＤ、およびメジャメント対象セルに対
するメンバーインジケーション（Member Indication）が含まれる。メンバーインジケー
ションとは、移動端末がターゲットセルから受信したＣＳＧ－ＩＤと移動端末内のホワイ
トリストとに基づいて判断したメンバーシップステータス（membership status）である
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。メジャメント対象セルのＣＳＧ－ＩＤなどは、移動端末がメジャメント対象セルのシス
テム情報を受信することによって得ることができる。
【０４４６】
　ステップＳＴ２３０３において、ソースｅＮＢは、ステップＳＴ２３０２で移動端末か
ら受信したメジャメント報告を考慮してハンドオーバ（ＨＯ）決定を行う。
【０４４７】
　ステップＳＴ２３０４において、ソースｅＮＢは、ＭＭＥに対して、ハンドオーバリク
エストを通知する。ハンドオーバリクエストは、ハンドオーバリクワイヤ（Handover req
uired）とも称される。該ハンドオーバリクエストには、ステップＳＴ２３０３で決定し
たターゲットセルのＣＳＧ－ＩＤが含まれる。ターゲットセルがハイブリッドセルである
場合、該ハンドオーバリクエストには、ターゲットセルのアクセスモード（Cell Access 
Mode）が含まれる。
【０４４８】
　ステップＳＴ２３０５において、ＭＭＥは、アクセスコントロールを実行する。具体的
には、ＭＭＥは、ステップＳＴ２３０４で受信したターゲットセルのＣＳＧ－ＩＤに該移
動端末が登録しているか否かを判断することによって、該移動端末がターゲットセルにア
クセス可能か否かを判断する。ターゲットセルのＣＳＧ－ＩＤに移動端末が登録している
か否かの判断には、ＭＭＥに保存されている移動端末のＣＳＧ登録データ（CSG subscrip
tion data）が用いられる。
【０４４９】
　ステップＳＴ２３０６において、ＭＭＥは、ステップＳＴ２３０５でのアクセスコント
ロールの結果、すなわち移動端末がターゲットセルにアクセス可能か否かの判断の結果を
考慮して、ハンドオーバ可能か否かを判断する。
【０４５０】
　具体的には、ＭＭＥは、ステップＳＴ２３０５において、該移動端末がターゲットセル
にアクセス不可能と判断した場合には、ステップＳＴ２３０６において、ハンドオーバ不
可能と判断する。ＭＭＥは、ステップＳＴ２３０６においてハンドオーバ不可能と判断し
た場合、処理を終了し、他の処理へ移行する。他の処理については、本発明の特徴的部分
ではないので、説明を省略する。
【０４５１】
　ＭＭＥは、ステップＳＴ２３０５において、該移動端末がターゲットセルにアクセス可
能と判断した場合には、ステップＳＴ２３０６において、ハンドオーバ可能と判断し、ス
テップＳＴ２３０７へ移行する。
【０４５２】
　ステップＳＴ２３０７において、ＭＭＥは、ターゲットセルであるターゲットｅＮＢへ
、ハンドオーバリクエスト（Handover request）を通知する。該ハンドオーバリクエスト
には、ソースｅＮＢから受信した、ターゲットｅＮＢのＣＳＧ－ＩＤが含まれる。ターゲ
ットｅＮＢがハイブリッドセルである場合、該ハンドオーバリクエストには、メンバーシ
ップステータスが含まれる。
【０４５３】
　ステップＳＴ２３０８において、ターゲットｅＮＢは、ステップＳＴ２３０７で受信し
たハンドオーバリクエスト中に含まれるＣＳＧ－ＩＤと、自ｅＮＢが報知しているＣＳＧ
－ＩＤとが、同じであるか否かを判断する。以下、該判断を「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」
と称することもある。
【０４５４】
　ステップＳＴ２３０９において、ターゲットｅＮＢは、ステップＳＴ２３０８での判断
の結果を用いて、ＣＳＧ－ＩＤのチェック結果がＯＫか否か、すなわち良好か否かを判断
する。ターゲットｅＮＢは、ステップＳＴ２３０８において、ＣＳＧ－ＩＤが同じである
と判断した場合、ステップＳＴ２３０９において、ＣＳＧ－ＩＤのチェック結果が良好で
あると判断して、ステップＳＴ２３１０へ移行する。ターゲットｅＮＢは、ステップＳＴ
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２３０８において、ＣＳＧ－ＩＤが同じでない、すなわち異なると判断した場合、ステッ
プＳＴ２３０９において、ＣＳＧ－ＩＤのチェック結果が良好でないと判断して、処理を
終了し、他の処理へ移行する。他の処理については、本発明の特徴的部分ではないので、
説明を省略する。
【０４５５】
　ステップＳＴ２３１０において、ターゲットｅＮＢは、ＭＭＥに対して、ハンドオーバ
リクエスト肯定応答（Handover Request Acknowledge）を通知する。ステップＳＴ２３１
０においてターゲットｅＮＢからハンドオーバリクエスト肯定応答を受信したＭＭＥは、
ステップＳＴ２３１１において、ソースｅＮＢに対して、ハンドオーバコマンド（Handov
er Command）を通知する。ステップＳＴ２３１１においてＭＭＥからハンドオーバコマン
ドを受信したソースｅＮＢは、ステップＳＴ２３１２において、移動端末に対してハンド
オーバコマンドを通知する。
【０４５６】
　非特許文献１には、ＰＣｅｌｌは、ハンドオーバによってのみ変更できる旨が記載され
ている。しかし、非特許文献１には、ハンドオーバ先のＣＣ（セル）が属するＣＳＧと、
移動端末が属するＣＳＧとの関係についての問題提起、および解決策の開示はない。
【０４５７】
　また、３ＧＰＰ　Ｒ２－１０４７８８（以下「非特許文献１２」という）には、ＰＣｅ
ｌｌは、再設定（Reconfiguration）において変更できるべきとの開示がある。しかし、
非特許文献１２には、ハンドオーバ先のＣＣ（セル）が属するＣＳＧと、移動端末が属す
るＣＳＧとの関係についての問題提起、および解決策の開示はない。
【０４５８】
　実施の形態８で解決する課題について、以下に説明する。従来の技術では、同じ基地局
（ｅＮＢ）内のＣＳＧセル、あるいはハイブリッドセルへのＰＣｅｌｌの変更における、
アクセスコントロールの適切な方法が開示されていない。また、前述のように、ＣＳＧセ
ルを通しての移動端末のアクセスでは、ＭＭＥがアクセスコントロールを実行する。つま
り基地局は、ＣＳＧのアクセス制限を行わない。そのため、セルが属するＣＳＧに未登録
のＵＥに対して、該セル（ＣＣ）をＰＣｅｌｌの変更先のＣＣとする可能性がある。した
がって、適切なサービスを提供することができないという課題が発生する。
【０４５９】
　実施の形態８での解決策を以下に示す。ＰＣｅｌｌの変更先のＣＣ（以下「ターゲット
ＣＣ」と称することもある）のアクセスコントロールをＭＭＥが行う。ＰＣｅｌｌ（以下
「ソースＣＣ」と称することもある）は、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤをＭＭＥへ通知
する。
【０４６０】
　ソースセル（ＰＣｅｌｌ）は、ターゲットセルが同じ基地局内に存在するか否かによっ
て、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤの入手方法を変更してもよい。あるいは、ソースセル
（ＰＣｅｌｌ）は、ターゲットセルが同じ制御部に制御されるか否かによって、ターゲッ
トＣＣのＣＳＧ－ＩＤの入手方法を変更してもよい。
【０４６１】
　ソースセルが、ターゲットセルが同じ基地局内に存在するか否かを判断する方法の具体
例を以下に開示する。移動端末のメジャメント報告に含まれる、測定対象セル（ターゲッ
トセル）のセル識別情報に基づいて判断する。セル識別情報の具体例としては、ＰＣＩ、
ＧＣＩなどがある。ソースセルと同じ基地局内に、測定対象セルのセル識別情報をもつセ
ルが存在する場合は、ターゲットセルが同じ基地局内に存在すると判断する。ソースセル
と同じ基地局内に、測定対象セルのセル識別情報をもつセルが存在しない場合は、ターゲ
ットセルが同じ基地局内に存在しないと判断する。ソースセル内の判断主体は、ソースセ
ル（ＰＣｅｌｌ）、あるいは制御部であってもよい。
【０４６２】
　ターゲットセルがＰＣｅｌｌ（ソースＣＣ）と同じ基地局内に存在しない場合に、ＰＣ
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ｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例を以下に開示する。移動端末
のメジャメント報告から入手する。この具体例は、ターゲットセルがＰＣｅｌｌ（ソース
ＣＣ）と同じ制御部に制御されない場合に、ＰＣｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤ
を知る方法の具体例としても挙げられる。
【０４６３】
　ターゲットセルがＰＣｅｌｌ（ソースＣＣ）と同じ基地局内に存在する場合に、ＰＣｅ
ｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例として、以下の（１）～（４）
の４つを開示する。以下の（１）～（４）の４つの具体例は、ターゲットセルがＰＣｅｌ
ｌ（ソースＣＣ）と同じ制御部に制御される場合に、ＰＣｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳ
Ｇ－ＩＤを知る方法の具体例としても挙げられる。
【０４６４】
　（１）移動端末のメジャメント報告から入手する。本具体例は、非特許文献１に開示さ
れているｅＮＢあるいはＨｅＮＢから、ＣＳＧセルあるいはハイブリッドセルへのハンド
オーバ方法と類似している。したがって本具体例によれば、後述の具体例（２）～（４）
と比較して、通信システムが複雑化することを回避することができるという効果を得るこ
とができる。
【０４６５】
　（２）ＰＣｅｌｌは、ターゲットＣＣへ、「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せる。これによって
、ＰＣｅｌｌは、移動端末のメジャメント報告から測定対象セル（ターゲットＣＣ）のＣ
ＳＧ－ＩＤを入手する必要がなくなる。また本具体例では、具体例（１）と異なり、移動
端末が測定対象セルのシステム情報を受信する必要がなくなる。したがって、移動端末に
測定ギャップを設ける必要がなくなり、移動端末の通信速度の低下を防止することが可能
となるという効果を得ることができる。
【０４６６】
　（３）各セルが基地局の制御部に対して、自セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。ＰＣ
ｅｌｌは、制御部へ、ターゲットＣＣの「ＣＳＧ－ＩＤ」を問合せる。これによって、Ｐ
Ｃｅｌｌは、移動端末のメジャメント報告から測定対象セル（ターゲットＣＣ）のＣＳＧ
－ＩＤを入手する必要がなくなる。また本具体例では、具体例（１）と異なり、移動端末
が測定対象セルのシステム情報を受信する必要がなくなる。したがって、移動端末に測定
ギャップを設ける必要がなくなり、移動端末の通信速度の低下を防止することが可能とな
るという効果を得ることができる。また、ＰＣｅｌｌからの問合せ前に、制御部が各セル
（ＰＣｅｌｌ）へ各セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知してもよい。
【０４６７】
　（４）各セルが他のセルに対して、自セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。これによっ
て、ＰＣｅｌｌは、移動端末のメジャメント報告から測定対象セル（ターゲットＣＣ）の
ＣＳＧ－ＩＤを入手する必要がなくなる。また本具体例では、具体例（１）と異なり、移
動端末が測定対象セルのシステム情報を受信する必要がなくなる。したがって、移動端末
に測定ギャップを設ける必要がなくなり、移動端末の通信速度の低下を防止することが可
能となるという効果を得ることができる。
【０４６８】
　前記具体例（２）～（４）は、ＰＣｅｌｌ（ソースＣＣ）とターゲットＣＣとが、同じ
基地局内に存在するので、容易に実現可能となる。あるいは、ＰＣｅｌｌ（ソースＣＣ）
とターゲットＣＣとが、同じ制御部に制御されるので、容易に実現可能となる。
【０４６９】
　ソースＣＣが、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤをＭＭＥへ通知する方法の具体例として
、以下の（１），（２）の２つを開示する。
【０４７０】
　（１）新たなＳ１シグナリングを設ける。新たに設けるＳ１シグナリングにマッピング
するパラメータは、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤである。移動端末の識別子と共に通知
されてもよい。移動端末の識別子は、ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩであってもよい。
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【０４７１】
　（２）既存のＳ１シグナリングを用いる。既存のシグナリングの具体例としては、ハン
ドオーバリクエストがある。ハンドオーバリクエストは、ハンドオーバリクワイヤ（Hand
over required）とも称される。本具体例は、非特許文献１に開示されているｅＮＢある
いはＨｅＮＢから、ＣＳＧセルあるいはハイブリッドセルへのハンドオーバ方法と類似し
ている。したがって本具体例によれば、通信システムが複雑化することを回避することが
できるという効果を得ることができる。
【０４７２】
　ＭＭＥは、ソースＣＣから受信したターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを用いて、アクセス
コントロールを実行する。
【０４７３】
　次に、図２４を用いて、実施の形態８における通信システムのシーケンスの具体例につ
いて説明する。図２４は、実施の形態８における通信システムのシーケンスの一例を示す
図である。本実施の形態では、前述の図１４のステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４
１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明を省略する。また
、図２４に示すシーケンスは、図２３に示すシーケンスと類似しているので、同一のステ
ップについては、同一のステップ番号を付して、共通する説明を省略する。
【０４７４】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＰＣｅｌｌの変更先のＣＣとされる場合について説明する。ＰＣ
ｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例として、各セルが基地局の制
御部に対して、自セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する場合について開示する。
【０４７５】
　ステップＳＴ２４００において、基地局が設置される。本動作例では、セル１およびセ
ル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａが設置される。ステップＳＴ２４０１お
よびステップＳＴ２４０２において、基地局内の各セルは、基地局内の制御部に対して、
自セルの設定を通知する。自セルの設定には、「ＣＳＧ－ＩＤ」が含まれる。本動作例で
は、ステップＳＴ２４０１において、セル１は、制御部に対して、セル１の「ＣＳＧ－Ｉ
Ｄ」を通知する。ステップＳＴ２４０２において、セル２は、制御部に対して、セル２の
「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０４７６】
　次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４１６の処理が行
われた後、ステップＳＴ２３００において、ソースｅＮＢであるソースＣＣは、移動端末
（ＵＥ）と通信を開始する。本動作例では、セル１は、ソースセル（ＰＣｅｌｌ）である
ソースＣＣとして、該移動端末（ＵＥ）と通信を開始する。
【０４７７】
　ステップＳＴ２４０３において、ソースＣＣ（セル１）は、移動端末（ＵＥ）にメジャ
メント設定（measurement configuration）を通知する。ステップＳＴ２４０４において
、移動端末（ＵＥ）は、ステップＳＴ２４０３で通知されたメジャメント設定に従って、
ソースＣＣ（セル１）に、メジャメント報告（measurement report）を行う。該メジャメ
ント報告には、メジャメント対象セルである測定対象セルのＰＣＩなどが含まれる。
【０４７８】
　ステップＳＴ２３０３において、ソースｅＮＢであるソースＣＣ（セル１）は、ステッ
プＳＴ２４０４で移動端末（ＵＥ）から受信したメジャメント報告を考慮してハンドオー
バ決定を行う。また、ソースセル（ＰＣｅｌｌ）であるソースＣＣ（セル１）は、ターゲ
ットセルが同じ基地局内に存在するか否かを判断し、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤの入
手方法を決定してもよい。本動作例では、ソースＣＣ（セル１）は、ターゲットＣＣ（セ
ル２）が同じ基地局内に存在すると判断する。
【０４７９】
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　また、本動作例では、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤの入手方法として、各セルが基地
局の制御部に対して、自セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する方法を選択する。この場合、
ソースＣＣは、移動端末（ＵＥ）に対して、図２３のステップＳＴ２３１４における、測
定対象セルのシステム情報を受信して報告することを要求するメジャメント設定の再設定
を実行しない。これによって、移動端末が測定対象セルのシステム情報を受信する必要が
なくなる。したがって、移動端末に測定ギャップを設ける必要がなくなり、移動端末の通
信速度の低下を防止することが可能となるという効果を得ることができる。これは、ＰＣ
ｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを制御部などから得るからである。また、ＣＳＧ
－ＩＤの入手方法の決定は、ハンドオーバ決定とは別に行ってもよい。
【０４８０】
　ステップＳＴ２４０５において、セルは、制御部に対して、ステップＳＴ２３０３で決
定したターゲットＣＣの設定について問合せる。セルは、制御部に対して、ターゲットＣ
Ｃの「ＣＳＧ－ＩＤ」および「アクセスモード」について問合せるようにしてもよい。本
動作例では、ＰＣｅｌｌであるセル１は、制御部に対して、ターゲットＣＣとして選択し
たセル２の「ＣＳＧ－ＩＤ」および「アクセスモード」について問合せる。「ＣＳＧ－Ｉ
Ｄ」および「アクセスモード」を問合せる代わりに、「ＣＳＧ－ＩＤ」および「ＣＳＧイ
ンジケーション」を問合せてもよい。
【０４８１】
　ステップＳＴ２４０６において、制御部は、セルに対して、ステップＳＴ２４０５の問
合せに対する応答を行う。制御部は、セルに対して、問合せ対象セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」
および「アクセスモード」を通知するようにしてもよい。本動作例では、制御部は、ＰＣ
ｅｌｌであるセル１に対して、問合せ対象セルであるセル２の「ＣＳＧ－ＩＤ」および「
アクセスモード」を通知する。「ＣＳＧ－ＩＤ」および「アクセスモード」を通知する代
わりに、「ＣＳＧ－ＩＤ」および「ＣＳＧインジケーション」を通知してもよい。
【０４８２】
　ステップＳＴ２４０７において、ＰＣｅｌｌは、ＭＭＥに対して、ハンドオーバリクエ
ストを通知する。ハンドオーバリクエストは、ハンドオーバリクワイヤ（Handover requi
red）とも称される。該ハンドオーバリクエストには、ステップＳＴ２３０３で決定した
ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤが含まれる。該ハンドオーバリクエストには、ターゲット
ＣＣのアクセスモード（Cell Access Mode）が含まれていてもよい。
【０４８３】
　ステップＳＴ２３０５において、ＭＭＥは、アクセスコントロールを実行する。具体的
には、ＭＭＥは、ステップＳＴ２４０７で受信したターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤに該移
動端末が登録しているか否かを判断することによって、該移動端末がターゲットＣＣにア
クセス可能か否かを判断する。ターゲットＣＣのＣＧＳ－ＩＤに移動端末が登録している
か否かの判断には、ＭＭＥに保存されている移動端末のＣＳＧ登録データ（CSG subscrip
tion data）が用いられる。移動端末のＣＧＳ登録データは、ＨＳＳへ問合せてもよいし
、ＨＳＳ内の保管情報を、移動端末のＣＧＳ登録データとして用いてもよい。アクセスコ
ントロールは、例えば前述の図１４に示すステップＳＴ１４１１～ステップＳＴ１４１４
の処理であってもよい。
【０４８４】
　ステップＳＴ２３０６において、ＭＭＥは、前述のようにして、ステップＳＴ２３０５
でのアクセスコントロールの結果を考慮して、ハンドオーバ可能か否かを判断する。ＭＭ
Ｅは、ハンドオーバ可能と判断した場合には、ステップＳＴ２４０８へ移行し、ハンドオ
ーバ不可能と判断した場合には、処理を終了して他の処理へ移行する。
【０４８５】
　ステップＳＴ２４０８において、ＭＭＥは、ターゲットＣＣであるセル２へハンドオー
バリクエスト（Handover request）を通知する。該ハンドオーバリクエストには、ソース
ｅＮＢであるソースＣＣから受信した、ターゲットｅＮＢであるターゲットＣＣのＣＳＧ
－ＩＤが含まれる。該ハンドオーバリクエストには、メンバーシップステータスが含まれ
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ていてもよい。ハンドオーバリクエストを用いることによって、前述の非特許文献１に開
示されているｅＮＢあるいはＨｅＮＢから、ＣＳＧセルあるいはハイブリッドセルへのハ
ンドオーバ方法と類似することとなり、通信システムが複雑化することを回避することが
できるという効果を得ることができる。
【０４８６】
　ステップＳＴ２４０９において、ターゲットＣＣであるセル２は、ＣＳＧ－ＩＤのチェ
ックを行う。具体的には、ターゲットＣＣであるセル２は、ステップＳＴ２４０８で受信
したハンドオーバリクエスト中に含まれるＣＳＧ－ＩＤと、自ｅＮＢが報知しているＣＳ
Ｇ－ＩＤとが、同じであるか否かを判断する。あるいは、ハンドオーバ受入可能か否かの
判断（以下「ハンドオーバ受入可否の判断」または「ハンドオーバ受入のチェック」と称
することもある）を行ってもよい。またＣＳＧ－ＩＤのチェック、およびハンドオーバ受
入可否の判断の双方を行ってもよい。
【０４８７】
　ステップＳＴ２４１０において、ターゲットＣＣであるセル２は、ステップＳＴ２４０
９での判断の結果を用いて、ＣＳＧ－ＩＤのチェック結果がＯＫか否か、すなわち良好で
あるか否かを判断する。ターゲットＣＣであるセル２は、ステップＳＴ２４０９において
、ＣＳＧ－ＩＤが同じであると判断した場合、ステップＳＴ２４１０において、ＣＧＳ－
ＩＤのチェック結果が良好であると判断して、ステップＳＴ２３１０へ移行する。ターゲ
ットＣＣであるセル２は、ステップＳＴ２４０９において、ＣＳＧ－ＩＤが異なると判断
した場合、ステップＳＴ２４１０において、ＣＧＳ－ＩＤのチェック結果が良好でないと
判断して、処理を終了し、他の処理へ移行する。他の処理については、本発明の特徴的部
分ではないので、説明を省略する。
【０４８８】
　ターゲットＣＣであるセル２は、ステップＳＴ２４０９において、ハンドオーバ受入可
否の判断を行う場合には、ステップＳＴ２４１０において、ハンドオーバ受入可否の判断
結果がＯＫか否か、すなわちハンドオーバ受入可能か否かを判断する。またステップＳＴ
２４０９において、ＣＳＧ－ＩＤのチェック、およびハンドオーバ受入可否の判断の双方
を行う場合には、ターゲットＣＣであるセル２は、ステップＳＴ２４１０において、ＣＳ
Ｇ－ＩＤのチェック結果、およびハンドオーバ受入可否の判断結果がＯＫか否か、すなわ
ち良好であるか否かを判断する。セル２は、ステップＳＴ２４１０において、良好である
と判断した場合にはステップＳＴ２３１０に移行し、良好でないと判断した場合には処理
を終了して、他の処理へ移行する。
【０４８９】
　ステップＳＴ２３１０において、ターゲットＣＣであるセル２は、ＭＭＥに対して、ハ
ンドオーバリクエスト肯定応答を通知する。ステップＳＴ２３１０においてセル２からハ
ンドオーバリクエスト肯定応答を受信したＭＭＥは、ステップＳＴ２３１１において、ソ
ースＣＣであるセル１に対して、ハンドオーバコマンドを通知する。ステップＳＴ２３１
１においてＭＭＥからハンドオーバコマンドを受信したセル１は、ステップＳＴ２３１２
において、移動端末（ＵＥ）に対してハンドオーバコマンドを通知する。
【０４９０】
　以上の実施の形態８によって、以下の効果を得ることができる。キャリアアグリゲーシ
ョンを用いた通信速度の向上を実現しつつ、通信システムとしての動作を安定させること
ができ、適切なサービスの提供を行うことが可能となる。また、移動端末に測定ギャップ
を設ける必要がなくなり、移動端末の通信速度の低下を防止することが可能となる。
【０４９１】
　本実施の形態では、ＰＣｅｌｌの変更にハンドオーバを用いる場合を中心に説明したが
、本実施の形態は、ＰＣｅｌｌの変更に再設定（Reconfiguration）を用いる場合にも適
用することができる。
【０４９２】
　本実施の形態は、前述の実施の形態１、実施の形態２、実施の形態２の変形例１、実施
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の形態３、実施の形態４、実施の形態５、実施の形態５の変形例１、実施の形態６、実施
の形態７と組み合わせて用いることができる。
【０４９３】
　実施の形態８　変形例１．
　本実施の形態８の変形例１では、前述の実施の形態８と同じ課題について、別の解決策
を開示する。本変形例では、実施の形態８の解決策と異なる部分を中心に説明し、説明し
ていない部分については、実施の形態８と同様とする。
【０４９４】
　ソースセル（ＰＣｅｌｌ）は、ターゲットセルが同じ基地局内に存在する場合、ターゲ
ットセル（ＣＣ）における「ハンドオーバ受入可否の判断」または「ＣＳＧ－ＩＤのチェ
ック」を省略可能とする。例えば、図２４のステップＳＴ２４０９において、「ハンドオ
ーバ受入可否の判断」または「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」を省略可能とする。また、前記
「ハンドオーバ受入可否の判断」または「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」に必要なシグナリン
グを省略可能とする。
【０４９５】
　あるいは、「ハンドオーバ受入可否の判断」と「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」との双方を
省略してもよい。あるいは、ターゲットセルにおける「ハンドオーバ受入可否の判断」ま
たは「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」をソースセル（ＣＣ）が実行するようにしてもよい。ソ
ースセル（ＰＣｅｌｌ）が、ターゲットセルと同じ基地局内に存在する場合の具体例とし
ては、ＰＣｅｌｌを変更する場合がある。
【０４９６】
　このようにすることによって、以下の効果を得ることができる。通信システムの制御の
遅延を防止することができる。また基地局の処理の負荷を軽減することができる。また基
地局の低消費電力化を実現することができる。
【０４９７】
　前記省略は、ＰＣｅｌｌ（ソースＣＣ）とターゲットＣＣとが、同じ基地局内に存在す
る場合に、容易に実現可能となる。あるいは、ＰＣｅｌｌ（ソースＣＣ）とターゲットＣ
Ｃとが、同じ制御部に制御される場合に、容易に実現可能となる。
【０４９８】
　ソースセルが、ターゲットセルが同じ基地局内に存在するか否かを判断する方法の具体
例は、実施の形態８と同様であるので、説明を省略する。
【０４９９】
　省略可能な判断などの処理（以下「制御ステップ」という場合がある）、およびシグナ
リングの具体例として、以下の（１）～（４）の４つを開示する。
【０５００】
　（１）ターゲットＣＣからＭＭＥへのハンドオーバリクエスト肯定応答（Handover Req
uest Acknowledge）の通知。例えば、図２４のステップＳＴ２３１０の処理。ＰＣｅｌｌ
がＭＭＥへ、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを通知する場合に、ターゲットＣＣからＭＭ
Ｅへの応答を省略する旨を通知してもよい。例えば、図２４のステップＳＴ２４０７にお
いて、ターゲットＣＣからＭＭＥへの応答を省略する旨を通知してもよい。該通知は、Ｐ
ＣｅｌｌであるソースＣＣがＭＭＥへ、ターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを通知するメッセ
ージの情報要素としてもよい。該通知は、ＰＣｅｌｌの変更である旨によって代用しても
よい。本具体例によって、ＭＭＥがハンドオーバリクエストを通知した後、ハンドオーバ
リクエストに対する応答が存在するか否かを明確に判断することが可能となる。これによ
って、安定した通信システムを構築することができるという効果を得ることができる。
【０５０１】
　（２）ＭＭＥからソースＣＣであるＰＣｅｌｌへのハンドオーバコマンド（Handover C
ommand）の通知。例えば、図２４のステップＳＴ２３１１の処理。ソースＣＣがＭＭＥに
よってハンドオーバ可能と判断されたことを認識できるメッセージを設けてもよい。新た
なメッセージの具体例としては、ＭＭＥからハンドオーバリクエストを受信したターゲッ
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トＣＣからの通知がある。該通知の具体例としては、ハンドオーバリクエスト肯定応答な
どがある。
【０５０２】
　（３）ターゲットＣＣにおけるハンドオーバリクエスト中に含まれるＣＳＧ－ＩＤと、
自ｅＮＢが報知しているＣＳＧ－ＩＤとが同じであるか否かの判断、すなわち「ＣＳＧ－
ＩＤのチェック」。あるいは、「ハンドオーバ受入可否の判断」。あるいは、「ハンドオ
ーバ受入可否の判断」と「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」との双方。例えば、図２４のステッ
プＳＴ２４０９およびステップＳＴ２４１０の処理のいずれか一方、または双方。
【０５０３】
　本具体例（３）は、ＰＣｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例（
２）～（４）を用いた場合に、特に有効である。ＣＳＧ－ＩＤを移動端末から入手する必
要が無いので、通信エラーなどの問題も生じにくいからである。
【０５０４】
　前記判断を省略する場合は、ＭＭＥからターゲットＣＣへのハンドオーバリクエストの
通知を省略可能としてもよい。例えば、図２４のステップＳＴ２４０８の処理を省略可能
としてもよい。ＭＭＥからソースＣＣへのハンドオーバコマンド、あるいはハンドオーバ
リクエストを通知してもよい。該ハンドオーバコマンド、あるいはハンドオーバリクエス
トには、メンバーシップステータスが含まれていてもよい。ＰＣｅｌｌがＭＭＥへ、ター
ゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを通知する場合に、ターゲットＣＣが前記判断を省略する旨を
通知してもよい。あるいは、ソースＣＣが前記判断を実行する旨を通知してもよい。該通
知は、ＰＣｅｌｌがＭＭＥへターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤをＭＭＥへ通知するメッセー
ジの情報要素としてもよい。該通知は、ＰＣｅｌｌの変更である旨によって代用してもよ
い。
【０５０５】
　本具体例（３）によって、ＭＭＥがハンドオーバリクエストを通知する相手先を明確に
判断することが可能となる。これによって、安定した通信システムを構築することができ
るという効果を得ることができる。
【０５０６】
　本具体例（３）において、ターゲットセルにおける「ハンドオーバ受入可否かの判断」
をソースセル（ＣＣ）が実行する場合、ターゲットＣＣの処理負荷状況およびリソース使
用状況などを考慮してもよい。ソースセルであるＰＣｅｌｌが、他のセルの処理負荷状況
およびリソース使用状況を知る方法の具体例として、以下を開示する。処理負荷状況およ
びリソース使用状況などを自セルの設定として含めればよい。
【０５０７】
　（４）前記（１）～（３）の組み合わせ。
【０５０８】
　前記具体例（２）～（４）は、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣとターゲットＣＣとが同じ
基地局内に存在する場合に、容易に実現可能となる。あるいは、ＰＣｅｌｌであるソース
ＣＣ）とターゲットＣＣとが同じ制御部に制御される場合に、容易に実現可能となる。
【０５０９】
　次に、図２５を用いて、実施の形態８の変形例１における通信システムのシーケンスの
具体例について説明する。図２５は、実施の形態８の変形例１における通信システムのシ
ーケンスの一例を示す図である。本変形例では、前述の図１４のステップＳＴ１４０１～
ステップＳＴ１４１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明
を省略する。また、図２５に示すシーケンスは、図２３および図２４に示すシーケンスと
類似しているので、同一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通する
説明を省略する。
【０５１０】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
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を開始した後、セル２がＰＣｅｌｌの変更先のＣＣとされる場合について説明する。ＰＣ
ｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例として、各セルが基地局の制
御部に対して、自セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する場合について開示する。省略可能な
制御ステップの具体例として、前述の具体例（１）のターゲットＣＣからＭＭＥへのハン
ドオーバリクエスト肯定応答（Handover Request Acknowledge）の通知と、前述の具体例
（２）のＭＭＥからソースＣＣであるＰＣｅｌｌへのハンドオーバコマンド（Handover C
ommand）の通知と、前述の具体例（３）のターゲットＣＣにおけるＣＳＧ－ＩＤのチェッ
ク、すなわちハンドオーバリクエスト中に含まれるＣＳＧ－ＩＤと、自ｅＮＢが報知して
いるＣＳＧ－ＩＤとが同じであるか否かの判断、およびハンドオーバ受入可否の判断の場
合について開示する。
【０５１１】
　前述のようにして、ステップＳＴ２４００～ステップＳＴ２４０２の処理が行われた後
、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４１６の処理が行われ、さ
らにステップＳＴ２３００、ステップＳＴ２４０３、ステップＳＴ２４０４、ステップＳ
Ｔ２３０３、ステップＳＴ２４０５、およびステップＳＴ２４０６の処理が順次行われる
。
【０５１２】
　次いで、ステップＳＴ２５０１において、ＰＣｅｌｌであるセル１は、ＭＭＥに対して
、ハンドオーバリクエストを通知する。該ハンドオーバリクエストは、ハンドオーバリク
ワイヤ（Handover required）とも称される。該ハンドオーバリクエストには、ステップ
ＳＴ２３０３で決定したターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤが含まれる。該ハンドオーバリク
エストには、ターゲットＣＣのアクセスモード（Cell Access Mode）が含まれていてもよ
い。また、該ハンドオーバリクエストには、ＰＣｅｌｌの変更である旨が含まれていても
よい。
【０５１３】
　本動作例では、ＰＣｅｌｌの変更である旨によって、ターゲットＣＣからＭＭＥへのハ
ンドオーバリクエスト肯定応答（Handover Request Acknowledge）の通知を省略する旨、
および、ターゲットＣＣにおけるハンドオーバリクエスト中に含まれるＣＳＧ－ＩＤと、
自ｅＮＢが報知しているＣＳＧ－ＩＤとが同じであるか否かの判断、すなわちＣＧＳ－Ｉ
Ｄのチェックを省略する旨の通知とする。ＰＣｅｌｌであるソースＣＣが、ターゲットセ
ルにおける「ハンドオーバ受入可否の判断」、あるいは「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」を実
行する場合は、例えば、本ステップＳＴ２５０１の前に行えばよい。該「ハンドオーバ受
入可否の判断」、あるいは「ＣＳＧ－ＩＤのチェック」には、ステップＳＴ２４０６で受
信したターゲットＣＣの設定情報を用いればよい。
【０５１４】
　次いで、ステップＳＴ２３０５およびステップＳＴ２３０６の処理が行われる。次いで
、ステップＳＴ２５０２において、ＭＭＥは、ソースＣＣであるセル１へハンドオーバリ
クエスト（Handover request）、あるいはハンドオーバコマンドを通知する。ＭＭＥは、
ステップＳＴ２５０１において、ＰＣｅｌｌの変更である旨を受信したことによって、ハ
ンドオーバリクエストを通知する相手先を、ターゲットＣＣから、ソースＣＣへ変更して
もよい。
【０５１５】
　以上の実施の形態８の変形例１によって、実施の形態８の効果に加えて、以下の効果を
得ることができる。本変形例では、制御ステップを省略するので、通信システムの制御の
遅延を防止することができる。また基地局の処理の負荷を軽減することができる。また基
地局の低消費電力化を実現することができる。
【０５１６】
　本変形例では、ＰＣｅｌｌの変更にハンドオーバを用いる場合を中心に説明したが、本
変形例は、ＰＣｅｌｌの変更に再設定（Reconfiguration）を用いる場合にも適用するこ
とができる。
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【０５１７】
　本変形例は、前述の実施の形態１、実施の形態２、実施の形態２の変形例１、実施の形
態３、実施の形態４、実施の形態５、実施の形態５の変形例１、実施の形態６、実施の形
態７、実施の形態８と組み合わせて用いることができる。
【０５１８】
　実施の形態８　変形例２．
　本実施の形態８の変形例２では、実施の形態８と同じ課題について、別の解決策を開示
する。実施の形態８の変形例２での解決策を以下に示す。本変形例では、実施の形態８の
解決策と異なる部分を中心に説明し、説明していない部分については、実施の形態８と同
様とする。本変形例では、ターゲットＣＣのアクセスコントロールを基地局が行う。ＰＣ
ｅｌｌが行うようにしてもよい。
【０５１９】
　ソースセルであるＰＣｅｌｌは、ターゲットセルが同じ基地局内に存在するか否かによ
って、ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法を変更してもよい。あるいは、ソー
スセルであるＰＣｅｌｌは、ターゲットセルが同じ制御部に制御されるか否かによって、
ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法を変更してもよい。
【０５２０】
　ソースセルが、ターゲットセルが同じ基地局内に存在するか否かを判断する方法の具体
例は、実施の形態８と同様であるので、説明を省略する。
【０５２１】
　ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ基地局内に存在しない場合の、
ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例を以下に開示する。例えば前述の
図２３に示すように、ＭＭＥが、ターゲットＣＣのアクセスコントロールを実行する。本
具体例は、ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ制御部に制御されない
場合の、ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例としても挙げられる。
【０５２２】
　ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ基地局内に存在する場合の、タ
ーゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例を以下に開示する。以下に開示する
具体例は、ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ制御部に制御される場
合の、ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例としても挙げられる。
【０５２３】
　セルは、ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）をターゲットＣＣとして設定、あるいは選択可
能とする。セルは、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、オープンアクセスモードで動作
するセル（ＣＣ）、あるいはハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）を、タ
ーゲットＣＣとして設定、あるいは選択可能とする。セルは、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ
）のうち、移動端末が登録しているＣＳＧと同じＣＳＧに属するセル（ＣＣ）をターゲッ
トＣＣとして設定、あるいは選択可能とする。セルは、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のう
ち、クローズドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）であって、移動端末が未登録のＣ
ＳＧに属するセル（ＣＣ）を、ターゲットＣＣとして設定、あるいは選択不可能とする。
【０５２４】
　基地局（セル）は、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、ハイブリッドアクセスモード
で動作するセル（ＣＣ）をターゲットＣＣとして設定、あるいは選択する場合、以下のよ
うにしてもよい。セルが属するＣＳＧに登録されている移動端末に、未登録の移動端末よ
りも優先して、該セル（ＣＣ）をターゲットＣＣとして設定、あるいは選択可能とする。
【０５２５】
　ＰＣｅｌｌが、他のセルがＣＳＧに属するか否か、ならびに他のセルがＣＳＧに属する
場合の動作モードおよびＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例は、実施の形態６と同様である
ので、説明を省略する。
【０５２６】
　基地局（セル）が移動端末のＣＳＧ登録状況を知る方法の具体例は、実施の形態６と同
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様であるので、説明を省略する。
【０５２７】
　次に、図２６を用いて、実施の形態８の変形例２における通信システムのシーケンスの
具体例について説明する。図２６は、実施の形態８の変形例２における通信システムのシ
ーケンスの一例を示す図である。本変形例では、前述の図１４のステップＳＴ１４０１～
ステップＳＴ１４１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明
を省略する。また、図２６に示すシーケンスは、図２３および図２４に示すシーケンスと
類似しているので、同一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通する
説明を省略する。
【０５２８】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＰＣｅｌｌの変更先のＣＣとされる場合について説明する。ＰＣ
ｅｌｌがターゲットＣＣのＣＳＧ－ＩＤを知る方法の具体例として、各セルが基地局の制
御部に対して、自セルの「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する場合について開示する。基地局（セ
ル）が移動端末のＣＳＧ登録状況を知る方法の具体例として、ＭＭＥ経由で移動端末のＣ
ＳＧ登録状況を知る場合について開示する。また、基地局（セル）が移動端末のＣＳＧ登
録状況をＭＭＥ経由で知る場合の通知方法の具体例として、「INITIAL CONTEXT SETUP RE
QUEST」を用いる場合について開示する。
【０５２９】
　ステップＳＴ２４００～ステップＳＴ２４０２の処理が行われた後、前述の図１４に示
すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４０７の処理が行われ、移動端末（ＵＥ）が、
基地局Ａ内のセル１をベストセルとして選択し、キャンプオンする。
【０５３０】
　ステップＳＴ２６０１において、ＭＭＥは、基地局（セル）に対して、該移動端末の「
ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」のセットアップをリクエストする。ＭＭＥは、ＰＣｅｌｌに対し
て、該移動端末の「ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ」のセットアップをリクエストするようにして
もよい。また、ＭＭＥは、基地局（セル）に対して、該移動端末のＣＳＧ登録状況を通知
してもよい。該リクエストには、「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」を用いてもよい。
また、「INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST」には、「CSG Membership Status」が含まれて
いてもよい。
【０５３１】
　次いで、前述の図１４に示すステップＳＴ１４０８～ステップＳＴ１４１６の処理が行
われた後、ステップＳＴ２３００、ステップＳＴ２４０３およびステップＳＴ２４０４の
処理が行われる。次いで、ステップＳＴ２６０２において、セルは、基地局の制御部に対
して、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲットＣＣの設定について問合せる。セルは
、基地局の制御部に対して、決定したターゲットＣＣの「ＣＳＧインジケーション」およ
び「ＣＳＧ－ＩＤ」について問合せるようにしてもよい。本動作例では、ＰＣｅｌｌであ
るセル１は、基地局Ａの制御部に対して、ターゲットＣＣとして決定したセル２の「ＣＳ
Ｇインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」について問合せる。
【０５３２】
　ステップＳＴ２６０３において、基地局の制御部は、セルに対して、ステップＳＴ２６
０２の問合せに対する応答を行う。基地局の制御部は、セルに対して、問合せ対象セルの
「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知するようにしてもよい。本動
作例では、基地局Ａの制御部は、ＰＣｅｌｌであるセル１に対して、問合せ対象セルであ
るセル２の「ＣＳＧインジケーション」および「ＣＳＧ－ＩＤ」を通知する。
【０５３３】
　ステップＳＴ２６０４において、セルは、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲット
ＣＣがＣＳＧ－ＩＤを有するか否かを判断する。言い換えれば、セルは、該ターゲットＣ
ＣがＣＳＧに属するか否かを判断する。該判断には、ステップＳＴ２６０３で基地局の制
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御部から受信した、問合せに対する応答結果を用いる。
【０５３４】
　セルは、ステップＳＴ２６０４において、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲット
ＣＣがＣＳＧ－ＩＤを有すると判断した場合には、ステップＳＴ２６０５へ移行する。言
い換えれば、セルは、ステップＳＴ２６０４において、ステップＳＴ２３０３で決定した
ターゲットＣＣがＣＳＧ－ＩＤを有すると判断した場合には、ターゲットＣＣがＣＳＧに
属すると判断し、ステップＳＴ２６０５へ移行する。
【０５３５】
　セルは、ステップＳＴ２６０４において、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲット
ＣＣがＣＳＧ－ＩＤを有さないと判断した場合には、ステップＳＴ２３１２へ移行する。
言い換えれば、セルは、ステップＳＴ２６０４において、ステップＳＴ２３０３で決定し
たターゲットＣＣがＣＳＧ－ＩＤを有さないと判断した場合には、ターゲットＣＣがＣＳ
Ｇに属さないと判断し、ステップＳＴ２３１２へ移行する。
【０５３６】
　ステップＳＴ２６０５において、セルは、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲット
ＣＣのＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」を示すか否かを判断する。言い換えれば、
セルは、該ターゲットＣＣのアクセスモードがクローズドアクセスモードか否かを判断す
る。該判断には、ステップＳＴ２６０３で基地局の制御部から受信した、問合せに対する
応答結果を用いる。
【０５３７】
　セルは、ステップＳＴ２６０５において、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲット
ＣＣのＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」でない、つまり「ＦＡＬＳＥ」であると判
断した場合には、ステップＳＴ２３１２へ移行する。言い換えれば、セルは、ステップＳ
Ｔ２６０５において、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲットＣＣの動作モードがオ
ープンアクセスモード、あるいはハイブリッドアクセスモードであると判断した場合には
、ステップＳＴ２３１２へ移行する。
【０５３８】
　またセルは、ステップＳＴ２６０５において、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲ
ットＣＣのＣＳＧインジケーションが「ＴＲＵＥ」であると判断した場合には、ステップ
ＳＴ２６０６へ移行する。言い換えれば、セルは、ステップＳＴ２６０５において、ステ
ップＳＴ２３０３で決定したターゲットＣＣの動作モードがクローズドアクセスモードで
あると判断した場合には、ステップＳＴ２６０６へ移行する。
【０５３９】
　ステップＳＴ２６０６において、セルは、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲット
ＣＣのセルが属するＣＳＧに、移動端末が登録しているか否かを判断する。該判断のター
ゲットＣＣが属するＣＳＧには、ステップＳＴ２６０３で基地局の制御部から受信した、
問合せに対する応答結果を用いる。また、該判断の該移動端末のＣＳＧ登録状況には、ス
テップＳＴ２６０１でＭＭＥから受信した通知を用いる。
【０５４０】
　セルは、ステップＳＴ２６０６において、該移動端末が、該ターゲットＣＣの属するＣ
ＳＧに登録していると判断した場合には、ステップＳＴ２３１２へ移行する。セルは、ス
テップＳＴ２６０６において、該移動端末が、該ターゲットＣＣの属するＣＳＧに未登録
であると判断した場合には、処理を終了し、他の処理へ移行する。他の処理については、
本発明の特徴的部分ではないので、説明を省略する。
【０５４１】
　ステップＳＴ２６０４、ステップＳＴ２６０５およびステップＳＴ２６０６の処理によ
って、本変形例の特徴であるＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ
）のうち、オープンアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ
）のうち、ハイブリッドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、あるいはＣＳＧに属す
るセル（ＣＣ）のうち、該移動端末が登録しているＣＳＧと同じＣＳＧに属するセル（Ｃ
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Ｃ）を、ターゲットＣＣとして設定、あるいは選択可能とすることを実現する。あるいは
、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、クローズドアクセスモードで動作するセル（ＣＣ
）であって、該移動端末が未登録のＣＳＧに属するセル（ＣＣ）を、ターゲットＣＣとし
て設定、あるいは選択不可能とすることを実現する。
【０５４２】
　図２６に示すシーケンスとは異なるが、ＰＣｅｌｌがターゲットＣＣを決定する前に、
ターゲットＣＣ候補セルを選択し、該候補セルに対して、ステップＳＴ２６０２～ステッ
プＳＴ２６０６の処理を実行した後に、ステップＳＴ２３０３の処理を実行してもよい。
【０５４３】
　ステップＳＴ２６０７において、セルは、ターゲットＣＣがハンドオーバ受入可能か否
かを判断する。セルは、ステップＳＴ２６０７において、ステップＳＴ２３０３で決定し
たターゲットＣＣがハンドオーバ受入可能であると判断した場合には、ステップＳＴ２３
１２へ移行する。セルは、ステップＳＴ２６０７において、ステップＳＴ２３０３で決定
したターゲットＣＣがハンドオーバ受入不可能であると判断した場合には、処理を終了し
、他の処理へ移行する。他の処理については、本発明の特徴的部分ではないので、説明を
省略する。
【０５４４】
　ステップＳＴ２６０７の判断には、ターゲットＣＣの処理負荷状況およびリソース使用
状況などを考慮してもよい。ＰＣｅｌｌが他のセルの処理負荷状況およびリソース使用状
況を知る方法の具体例として、以下を開示する。処理負荷状況およびリソース使用状況な
どを自セルの設定として含めればよい。
【０５４５】
　以上の実施の形態８の変形例２によって、実施の形態８と同様に以下の効果を得ること
ができる。キャリアアグリゲーションを用いた通信速度の向上を実現しつつ、通信システ
ムとしての動作を安定させることができ、適切なサービスの提供を行うことが可能となる
。
【０５４６】
　本変形例では、ＰＣｅｌｌの変更にハンドオーバを用いる場合を中心に説明したが、本
変形例は、ＰＣｅｌｌの変更に再設定（Reconfiguration）を用いる場合にも適用するこ
とができる。
【０５４７】
　本変形例は、前述の実施の形態１、実施の形態２、実施の形態２の変形例１、実施の形
態３、実施の形態４、実施の形態５、実施の形態５の変形例１、実施の形態６、実施の形
態７、実施の形態８、実施の形態８の変形例１と組み合わせて用いることができる。
【０５４８】
　実施の形態８　変形例３．
　本実施の形態８の変形例３では、実施の形態８と同じ課題について、別の解決策を開示
する。本変形例では、実施の形態８および実施の形態８の変形例２の解決策と異なる部分
を中心に説明し、説明していない部分については、実施の形態８および実施の形態８の変
形例２と同様とする。
【０５４９】
　本変形例では、ソースセルであるＰＣｅｌｌは、ターゲットセルが同じ基地局内に存在
するか否かによって、ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法を変更する。あるい
は、ソースセルであるＰＣｅｌｌは、ターゲットセルが同じ制御部に制御されるか否かに
よって、ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法を変更してもよい。
【０５５０】
　ソースセルが、ターゲットセルが同じ基地局内に存在するか否かを判断する方法の具体
例は、実施の形態８と同様であるので、説明を省略する。
【０５５１】
　ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ基地局内に存在しない場合の、
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ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例を以下に開示する。例えば前述の
図２３に示すように、ＭＭＥが、ターゲットＣＣのアクセスコントロールを実行する。本
具体例は、ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ制御部に制御されない
場合の、ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例としても挙げられる。
【０５５２】
　ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ基地局内に存在する場合の、タ
ーゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例を以下に開示する。ターゲットＣＣ
が、予め定める条件を満たせば、ＰＣｅｌｌの変更におけるアクセスコントロールを省略
する。本具体例は、ターゲットセルが、ＰＣｅｌｌであるソースＣＣと同じ制御部に制御
される場合の、ターゲットＣＣのアクセスコントロールの方法の具体例としても挙げられ
る。
【０５５３】
　前記予め定める条件の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０５５４】
　（１）ターゲットＣＣが既にアクセスコントロールされている場合。既にアクセスコン
トロールされている場合の具体例を以下に示す。ターゲットＣＣをＳＣｅｌｌから選択す
る。ターゲットＣＣをアクセスコントロールされているＳＣｅｌｌから選択するようにし
てもよい。アクセスコントロールされているＳＣｅｌｌの具体例としては、前述の実施の
形態３、実施の形態４、実施の形態５、実施の形態６または実施の形態７を用いて設定さ
れたＳＣｅｌｌがある。
【０５５５】
　（２）ターゲットＣＣがアクセスコントロール不要なセル（ＣＣ）である場合。アクセ
スコントロール不要なセルの具体例を以下に示す。ＣＳＧに属さないセル（ＣＣ）、ＣＳ
Ｇに属するセル（ＣＣ）のうち、オープンアクセスモードで動作するセル（ＣＣ）、およ
びＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、ハイブリッドアクセスモードで動作するセル（Ｃ
Ｃ）などがある。ＰＣｅｌｌが、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および他のセルがＣ
ＳＧに属する場合の動作モードを知る方法の具体例としては、前述の実施の形態４と同様
の方法を用いることができるので、説明を省略する。
【０５５６】
　（３）前記（１）と（２）との組み合わせ。
【０５５７】
　また、ターゲットＣＣが、予め定める他の条件を満たせば、ＰＣｅｌｌの変更における
アクセスコントロールを行うようにしてもよい。
【０５５８】
　前記他の条件の具体例として、以下の（１）～（３）の３つを開示する。
【０５５９】
　（１）ターゲットＣＣがアクセスコントロールを未実行の場合。アクセスコントロール
を未実行の場合の具体例を以下に示す。ターゲットＣＣをＳＣｅｌｌ以外から選択する。
ターゲットＣＣをアクセスコントロールされているＳＣｅｌｌ以外から選択するようにし
てもよい。ターゲットＣＣをアクセスコントロールされていないＳＣｅｌｌから選択する
ようにしてもよい。アクセスコントロールを未実行のＳＣｅｌｌの具体例としては、前述
の実施の形態２を用いて設定されたＳＣｅｌｌがある。
【０５６０】
　（２）ターゲットＣＣがアクセスコントロールの必要なセル（ＣＣ）である場合。アク
セスコントロールの必要なセルの具体例としては、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）がある。
また、ＣＳＧに属するセル（ＣＣ）のうち、クローズドアクセスモードで動作するセル（
ＣＣ）としてもよい。ＰＣｅｌｌが、他のセルがＣＳＧに属するか否か、および他のセル
がＣＳＧに属する場合の動作モードを知る方法の具体例としては、前述の実施の形態４と
同様の方法を用いることができるので、説明を省略する。
【０５６１】
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　（３）前記（１）と（２）との組み合わせ。
【０５６２】
　次に、図２７を用いて、実施の形態８の変形例３における通信システムのシーケンスの
具体例について説明する。図２７は、実施の形態８の変形例３における通信システムのシ
ーケンスの一例を示す図である。本変形例では、前述の図１４のステップＳＴ１４０１～
ステップＳＴ１４１６の処理については実施の形態２と同様であるので、図示および説明
を省略する。また、図２７に示すシーケンスは、図２３および図２４に示すシーケンスと
類似しているので、同一のステップについては、同一のステップ番号を付して、共通する
説明を省略する。
【０５６３】
　本動作例においては、セル１およびセル２を含む複数のセル（ＣＣ）を有する基地局Ａ
が存在し、基地局Ａ内のセル１をＵＥがベストセルとして選択してキャンプオンし、通信
を開始した後、セル２がＰＣｅｌｌの変更先のＣＣとされる場合について説明する。ＰＣ
ｅｌｌの変更におけるアクセスコントロールを省略する条件の具体例として、ターゲット
ＣＣが既にアクセスコントロールされている場合について開示する。既にアクセスコント
ロールされている場合の具体例として、ターゲットＣＣをＳＣｅｌｌから選択する場合に
ついて開示する。
【０５６４】
　ステップＳＴ２４００～ステップＳＴ２４０２の処理が行われた後、前述の図１４に示
すステップＳＴ１４０１～ステップＳＴ１４１６の処理が行われ、さらにステップＳＴ２
３００、ステップＳＴ２４０３およびステップＳＴ２４０４の処理が行われる。次いで、
ステップＳＴ２７０１において、セルは、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲットＣ
Ｃが、ＳＣｅｌｌに含まれるか否かを判断する。セルは、ステップＳＴ２７０１において
、ステップＳＴ２３０３で決定したターゲットＣＣがＳＣｅｌｌに含まれると判断した場
合には、ステップＳＴ２３１２へ移行する。セルは、ステップＳＴ２７０１において、ス
テップＳＴ２３０３で決定したターゲットＣＣがＳＣｅｌｌに含まれないと判断した場合
には、ステップＳＴ２７０２へ移行する。
【０５６５】
　ステップＳＴ２７０２において、セルは、ＰＣｅｌｌの変更におけるアクセスコントロ
ールを実行する。アクセスコントロールの具体例として、以下の（１）～（４）の４つを
開示する。
【０５６６】
　（１）実施の形態８に開示するＰＣｅｌｌの変更におけるアクセスコントロールを実行
する。具体例としては、前述の図２４に示すステップＳＴ２４０５～ステップＳＴ２３１
１の処理が挙げられる。
【０５６７】
　（２）実施の形態８の変形例１に開示するＰＣｅｌｌの変更におけるアクセスコントロ
ールを実行する。具体例としては、前述の図２５に示すステップＳＴ２４０５～ステップ
ＳＴ２５０２の処理が挙げられる。
【０５６８】
　（３）実施の形態８の変形例２に開示するＰＣｅｌｌの変更におけるアクセスコントロ
ールを実行する。具体例としては、前述の図２６に示すステップＳＴ２６０２～ステップ
ＳＴ２６０７の処理が挙げられる。
【０５６９】
　（４）前記（１）～（３）の組み合わせ。
【０５７０】
　以上の実施の形態８の変形例３によって、実施の形態８および実施の形態８の変形例２
の効果に加えて、以下の効果を得ることができる。本変形例では、制御ステップを省略す
るので、通信システムの制御の遅延を防止することができる。また基地局の処理の負荷を
軽減することができる。また基地局の低消費電力化を実現することができる。
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【０５７１】
　本変形例では、ＰＣｅｌｌの変更にハンドオーバを用いる場合を中心に説明したが、本
変形例は、ＰＣｅｌｌの変更に再設定（Reconfiguration）を用いる場合にも適用するこ
とができる。
【０５７２】
　本変形例は、前述の実施の形態１、実施の形態２、実施の形態２の変形例１、実施の形
態３、実施の形態４、実施の形態５、実施の形態５の変形例１、実施の形態６、実施の形
態７、実施の形態８、実施の形態８の変形例１と組み合わせて用いることができる。
【０５７３】
　ＬＴＥ－Ａでは、ｅＮＢとＲＲＨとの間、またはｅＮＢとリピータ（repeater）との間
でのキャリアアグリゲーションが検討されている（非特許文献１参照）。非特許文献１に
は、ｅＮＢとＲＲＨとの関係、またはｅＮＢとリピータの属するＣＳＧと移動端末の属す
るＣＳＧとの関係については記載されていない。したがって、通信システムの動作が一意
に決まらず、適切なサービスの提供ができないという問題が発生する。
【０５７４】
　前記問題に対して、本発明のセル（ＣＣ）を、ｅＮＢに含まれるＣＣ、ＲＲＨに含まれ
るＣＣ、またはリピータに含まれるＣＣとして、変形例を含む全実施の形態を適用するこ
とができる。これによって、ｅＮＢとＲＲＨとの間、あるいはｅＮＢとリピータ（repeat
er）との間でのキャリアアグリゲーションを用いた通信速度の向上を実現しつつ、通信シ
ステムとしての動作を安定させることができ、適切なサービスの提供を行うことが可能と
なる。
【０５７５】
　ＬＴＥ－Ａでは、多地点協調送信受信技術（Coordinated Multiple Point transmissio
n and reception：ＣｏＭＰ）が検討されている（非特許文献６，７参照）。検討されて
いるＣｏＭＰとは、地理的に分離された多地点間で協調した送信あるいは受信を行うこと
によって、高いデータレートのカバレッジの拡大、セルエッジでのスループットの向上、
およびシステムスループットの増大を図る技術である。ＣｏＭＰには、下りＣｏＭＰ（DL
 CoMP）と上りＣｏＭＰ（UL CoMP）とがある。
【０５７６】
　多地点、あるいは送信ポイント、あるいは受信ポイントの具体例としては、基地局（NB
、eNB、HNB、HeNB）、ＲＲＵ（Remote　Radio Unit）、ＲＲＥ（Remote Radio Equipment
）、ＲＲＨ（Remote Radio Head）、リレー（Ｒｅｌａｙ）などが検討されている。多地
点協調送信を行うユニット（セル）を、マルチポイントユニット（マルチポイントセル）
、あるいはい多地点協調送信受信技術協力セット（CoMP cooperation set）、あるいは多
地点協調送信受信技術送信ポイント（CoMP transmission point(s)）と称される。
【０５７７】
　非特許文献６，７には、多地点協調送信受信技術協力セット中において、前記多地点の
属するＣＳＧと、移動端末の属するＣＳＧとの関係については記載されていない。したが
って、通信システムの動作が一意に決まらず、適切なサービスの提供ができないという問
題が発生する。
【０５７８】
　前記問題に対して、本発明のセル（ＣＣ）を、ＣｏＭＰにおける送信ポイント、あるい
は受信ポイントとして、変形例を含む全実施の形態を適用することができる。これによっ
て、多地点協調送信受信技術を用いて高いデータレートのカバレッジの拡大、セルエッジ
でのスループットの向上、およびシステムスループットの増大を実現しつつ、適切なサー
ビスの提供が可能となる。
【０５７９】
　以上の各実施の形態では、ＬＴＥアドヴァンスド（LTE-Advanced）システムを中心に説
明したが、本発明の通信システムは、他の通信システムにも適用可能である。
【０５８０】
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　この発明は詳細に説明されたが、上記した説明は、すべての局面において、例示であっ
て、この発明がそれに限定されるものではない。例示されていない無数の変形例が、この
発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【０５８１】
　７１　移動端末装置（ＵＥ）、７２　基地局装置、７２－１　ｅＮＢ、７２－２　Ｈｏ
ｍｅ－ｅＮＢ、７３　ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ部（ＭＭＥ部）、７４　ＨｅＮＢＧＷ、ＣＣ　コ
ンポーネントキャリア、ＤＬ　下りリンク、ＵＬ　上りリンク。
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