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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる通信方式または通信性能で通信を行う第１の基地局および第２の基地局と
無線通信が可能な移動通信端末において、
　前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信号に基づく周辺セ
ル情報をあらかじめ記憶する記憶手段と、
　前記第２の基地局から送信された信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された信号に基づく周辺セル情報と前記記憶手段によって記
憶された周辺セル情報を比較する比較手段と、
　前記比較手段の比較結果に基づいて、前記第２の基地局との間で通信を行わない区間の
設定を前記第２の基地局に要求し、設定された前記区間において前記第１の基地局の検出
動作を行う検出手段と、
　を備えることを特徴とする移動通信端末。
【請求項２】
　前記記憶手段は、前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信
号に含まれる報知情報を前記周辺セル情報としてあらかじめ記憶し、
　前記比較手段は、前記受信手段によって受信された信号に含まれる報知情報と前記記憶
手段によって記憶された報知情報を比較することを特徴とする請求項１に記載の移動通信
端末。
【請求項３】
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　前記第２の基地局から受信する信号の受信状態を測定する測定手段を備え、
　前記記憶手段は、前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信
号の受信状態を前記周辺セル情報としてあらかじめ記憶し、
　前記比較手段は、前記測定手段によって測定された受信状態と前記記憶手段によって記
憶された受信状態を比較することを特徴とする請求項１または２に記載の移動通信端末。
【請求項４】
　前記記憶手段は、複数の前記第２の基地局から受信する各信号に基づく各周辺セル情報
を記憶し、
　前記受信手段は、複数の前記第２の基地局から受信する各信号をそれぞれ受信し、
　前記比較手段は、前記受信手段によって受信された各信号に基づく各周辺セル情報と前
記記憶手段によって記憶された各周辺セル情報を比較することを特徴とする請求項１～３
のいずれか一つに記載の移動通信端末。
【請求項５】
　前記検出手段は、前記比較における前記各周辺セル情報の適合度に応じた頻度で前記検
出動作を行うことを特徴とする請求項４に記載の移動通信端末。
【請求項６】
　移動通信端末との無線通信が可能な第１の基地局と、
　前記第１の基地局の周辺に位置し、前記移動通信端末へ信号を送信する第２の基地局と
、
　前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信号に基づく周辺セ
ル情報を記憶し、前記第２の基地局から受信した信号に基づく周辺セル情報と記憶した周
辺セル情報との比較結果に基づいて、前記第２の基地局との間で通信を行わない区間の設
定を前記第２の基地局に要求し、設定された前記区間において前記第１の基地局の検出動
作を行う移動通信端末と、
　を含むことを特徴とする通信システム。
【請求項７】
　互いに異なる通信方式または通信性能で通信を行う第１の基地局および第２の基地局と
無線通信が可能な移動通信端末の通信方法において、
　前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信号に基づく周辺セ
ル情報を記憶する記憶工程と、
　前記記憶工程の後に、前記第２の基地局から送信された信号を受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された信号に基づく周辺セル情報と前記記憶工程によって記
憶された周辺セル情報とを比較する比較工程と、
　前記比較工程の比較結果に基づいて、前記第２の基地局との間で通信を行わない区間の
設定を前記第２の基地局に要求し、設定された前記区間において前記第１の基地局の検出
動作を行う検出工程と、
　を含むことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線通信を行う移動通信端末、通信システムおよび通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯端末などにより無線通信を行う無線通信システムにおいては、マクロセルを形成す
るマクロ基地局とともにフェムトセルを形成するフェムト基地局を用いる技術が検討され
ている。フェムト基地局は、たとえば自宅や事務所などの屋内に設置され、インターネッ
トなどの固定ネットワークを介して移動通信網に接続される。マクロ基地局やフェムト基
地局などの基地局を検出する周辺セル検出（たとえば、下記特許文献１～３参照。）は、
たとえば基地局が送信する報知情報に基づいて携帯端末によって周期的に実施される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２７８２６４号公報
【特許文献２】特開２００７－２６６７３２号公報
【特許文献３】特開平１１－３２００４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した従来技術では、フェムト基地局を効率よく検出することができ
ないという問題がある。具体的には、携帯端末は、自装置のフェムトセルへの入圏を自律
的に検知することが困難であるため、フェムト基地局の検出動作を行う契機を自律的に得
ることができない。たとえば、携帯端末がマクロ基地局と通信中にフェムトセルに入圏し
ても、フェムトセルへの入圏が検知されなければフェムト基地局の検出動作が行われない
。この場合は、携帯端末はマクロ基地局との通信を継続することになる。このため、フェ
ムト基地局を設けたことによるメリットを活かすことができない。
【０００５】
　また、マクロ基地局との通信中などにおいても常にフェムト基地局の検出動作を行うこ
とが考えられる。しかしながら、この場合は、携帯端末がフェムトセルに入圏していない
ときにもフェムトセルの検出動作を行うことになる。このため、携帯端末の消費電力が増
加したり、携帯端末とマクロ基地局の通信帯域を圧迫したりするという問題がある。
【０００６】
　開示の移動通信端末、通信システムおよび通信方法は、上述した問題点を解消するもの
であり、フェムト基地局を効率よく検出することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、この携帯端末は、マクロ基地局およびフ
ェムト基地局と無線通信が可能な携帯端末において、前記フェムト基地局へのアクセス時
に前記マクロ基地局から受信する信号に基づく周辺セル情報をあらかじめ記憶する記憶手
段と、前記マクロ基地局から送信された信号を受信する受信手段と、前記受信手段によっ
て受信された信号に基づく周辺セル情報と前記記憶手段によって記憶された周辺セル情報
を比較する比較手段と、前記比較手段の比較結果に基づいて前記フェムト基地局の検出動
作を行う検出手段と、を備えることを要件とする。
【発明の効果】
【０００８】
　開示の移動通信端末、通信システムおよび通信方法によれば、フェムト基地局を効率よ
く検出することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１にかかる通信システムを示す図である。
【図２】実施の形態１にかかる携帯端末の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】実施の形態１にかかる携帯端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態２にかかる携帯端末の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】実施の形態２にかかる携帯端末のテーブル作成動作の一例を示すフローチャート
である。
【図６】実施の形態２にかかる携帯端末のメモリに記憶されるテーブルの一例を示す図で
ある。
【図７】実施の形態２にかかる携帯端末の検出動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】マクロ基地局から受信する信号に基づく周辺セル情報の一例を示す図である。
【図９】第一アルゴリズムによるフェムト基地局の検出を示す図である。
【図１０】第二アルゴリズムによるフェムト基地局の検出を示す図である。
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【図１１－１】実施の形態３にかかる通信システムの動作の一例を示すシーケンス図（そ
の１）である。
【図１１－２】実施の形態３にかかる通信システムの動作の一例を示すシーケンス図（そ
の２）である。
【図１２】コンプレスト設定前の携帯端末における通信タイミングを示す図である。
【図１３】コンプレスト設定後の携帯端末における通信タイミングを示す図である。
【図１４】実施の形態４にかかる携帯端末の構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】実施の形態４にかかる携帯端末のメモリに記憶されるテーブルの一例を示す図
である。
【図１６－１】実施の形態５にかかる通信システムの動作の一例を示すシーケンス図（そ
の１）である。
【図１６－２】実施の形態５にかかる通信システムの動作の一例を示すシーケンス図（そ
の２）である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に添付図面を参照して、この移動通信端末、通信システムおよび通信方法の好適な
実施の形態を詳細に説明する。
【００１１】
（実施の形態１）
　図１は、実施の形態１にかかる通信システムを示す図である。通信システム１００は、
携帯端末１０１と、マクロ基地局１１０と、マクロ基地局１２０と、フェムト基地局１３
０と、を含んでいる。携帯端末１０１は、携帯電話機やＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａ
ｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）などの移動通信が可能な移動通信端末である。
【００１２】
　また、携帯端末１０１は、マクロ基地局１１０、マクロ基地局１２０およびフェムト基
地局１３０と無線通信が可能である。フェムト基地局１３０（第１の基地局）と、マクロ
基地局１１０およびマクロ基地局１２０（第２の基地局）と、は互いに異なる通信方式ま
たは通信性能で通信を行う基地局である。
【００１３】
　マクロ基地局１１０およびマクロ基地局１２０のそれぞれは、フェムト基地局１３０の
周辺に位置している。マクロ基地局１１０は、マクロセル１１１を形成し、マクロセル１
１１内の携帯端末（たとえば携帯端末１０１）との間で通信を行う。マクロ基地局１２０
は、マクロセル１２１を形成し、マクロセル１２１内の携帯端末（たとえば携帯端末１０
１）との間で通信を行う。
【００１４】
　フェムト基地局１３０は、たとえば自宅や事務所に設置され、インターネットなどの固
定ネットワーク１４１を介して移動通信網１４２に接続されている。フェムト基地局１３
０は、フェムトセル１３１を形成し、フェムトセル１３１内の携帯端末（たとえば携帯端
末１０１）との間で無線通信が可能である。通信システム１００においては、フェムトセ
ル１３１の少なくとも一部がマクロセル１１１およびマクロセル１２１と重複している。
【００１５】
　携帯端末１０１は、マクロセル１１１のうちのフェムトセル１３１と重複していない部
分に含まれる地点１１２に位置しているときはマクロ基地局１１０にアクセスする。マク
ロ基地局１１０へのアクセスには、たとえば、マクロ基地局１１０に対する待ち受けや、
マクロ基地局１１０との間の通信が含まれる。
【００１６】
　また、携帯端末１０１は、マクロセル１１１のうちのフェムトセル１３１と重複してい
る部分に含まれる地点１３２に位置しているときは、マクロ基地局１１０およびフェムト
基地局１３０の両方にアクセス可能な状態になる。なお、ここでは、地点１３２はマクロ
セル１２１にも含まれているため、地点１３２に位置している携帯端末１０１はマクロ基
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地局１２０にもアクセス可能な状態である。
【００１７】
　携帯端末１０１は、周辺セル情報をあらかじめ記憶している。周辺セル情報は、たとえ
ば、携帯端末１０１のフェムト基地局１３０へのアクセス時に携帯端末１０１が周辺のマ
クロ基地局（たとえばマクロ基地局１１０やマクロ基地局１２０）から受信する信号に基
づく情報である。携帯端末１０１は、マクロ基地局１１０およびマクロ基地局１２０から
実際に受信した信号に基づく周辺セル情報と記憶した周辺セル情報とを比較し、比較結果
に基づいてフェムト基地局１３０の検出動作を行う。
【００１８】
　フェムト基地局１３０の検出動作の結果、フェムト基地局１３０が検出された場合は、
携帯端末１０１は、たとえば、フェムト基地局１３０との間の通信状態に応じてマクロ基
地局１１０へのアクセスを解除し、フェムト基地局１３０へアクセスする。
【００１９】
　図２は、実施の形態１にかかる携帯端末の構成を示す機能ブロック図である。図２に示
すように、携帯端末１０１（図１参照）は、記憶部２１０と、アンテナ２２０と、受信部
２３０と、比較部２４０と、検出部２５０と、を備えている。記憶部２１０は、周辺セル
情報をあらかじめ記憶している。
【００２０】
　たとえば、記憶部２１０は、携帯端末１０１のフェムト基地局１３０への初回または前
回のアクセス時に受信部２３０によって受信され、受信部２３０から出力された信号に基
づく周辺セル情報を記憶する。または、記憶部２１０は、フェムト基地局１３０へのアク
セス時に携帯端末１０１が周辺のマクロ基地局から受信する予定の信号に基づく周辺セル
情報をユーザ操作などによって記憶していてもよい。
【００２１】
　周辺セル情報は、たとえば、周辺のマクロ基地局から受信する信号に含まれる報知情報
を含む。報知情報は、たとえば、マクロ基地局のＲＡＴ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：無線通信方式）、マクロ基地局が使用するスクランブリングコード
、マクロ基地局のセルＩＤ、マクロ基地局が使用する周波数など、マクロ基地局を特定し
得る情報を少なくとも一つ含んでいる。
【００２２】
　または、周辺セル情報は、マクロ基地局から受信する信号の受信状態の情報を含んでい
てもよい。信号の受信状態は、信号の受信電力、パスロスなど、マクロ基地局に対する携
帯端末１０１の位置を特定し得る受信状態を含む。または、周辺セル情報は、マクロ基地
局から受信する信号に含まれる報知情報と、マクロ基地局から受信する信号の受信状態の
情報との組み合わせを含んでいてもよい。
【００２３】
　アンテナ２２０は、マクロ基地局やフェムト基地局１３０との間で無線通信を行うため
のアンテナである。受信部２３０は、マクロ基地局から送信された信号を、アンテナ２２
０を介して受信する。たとえば、受信部２３０は、携帯端末１０１のフェムト基地局１３
０へのアクセス時に、周囲のマクロ基地局から信号を受信し、受信した信号に基づく周辺
セル情報を記憶部２１０へ出力する。また、受信部２３０は、携帯端末１０１のフェムト
基地局１３０への非アクセス時（たとえばマクロ基地局１１０へのアクセス時）に、周囲
のマクロ基地局から信号を受信し、受信した信号を比較部２４０へ出力する。
【００２４】
　比較部２４０は、記憶部２１０に記憶された周辺セル情報を読み出し、読み出した周辺
セル情報と、受信部２３０から出力された周辺セル情報と、を比較する。そして、比較部
２４０は、比較結果を検出部２５０へ出力する。比較部２４０によって出力される比較結
果は、比較した各周辺セル情報の適合度を示す情報であり、たとえば、一致／不一致の情
報や、周辺セル情報に含まれる複数項目のうちの一致した項目の数などの情報である。
【００２５】
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　検出部２５０は、比較部２４０から出力された比較結果に基づいてフェムト基地局１３
０の検出動作を行う。具体的には、検出部２５０は、比較結果が示す周辺セル情報の適合
度に基づいてフェムト基地局１３０の検出動作を行う。たとえば、検出部２５０は、周辺
セル情報に含まれる項目のうちの少なくとも一部が一致したときに検出動作を行う。
【００２６】
　検出部２５０は、検出動作として、たとえばフェムト基地局１３０から送信される報知
情報を、アンテナ２２０を介して受信する。フェムト基地局１３０から送信される報知情
報の受信に成功すると、検出部２５０は、携帯端末１０１がフェムト基地局１３０のフェ
ムトセル１３１に進入したと判断する。この場合は、携帯端末１０１は、フェムト基地局
１３０との間で無線通信を開始する。
【００２７】
　図３は、実施の形態１にかかる携帯端末の動作の一例を示すフローチャートである。携
帯端末１０１は、フェムト基地局１３０への非アクセス時（たとえばマクロ基地局１１０
へのアクセス時）に、たとえば以下のような動作を行う。まず、受信部２３０が、周辺の
マクロ基地局からの信号を受信する（ステップＳ３０１）。つぎに、比較部２４０が、記
憶部２１０に記憶された周辺セル情報を読み出す（ステップＳ３０２）。
【００２８】
　つぎに、比較部２４０が、ステップＳ３０１によって受信された信号に基づく周辺セル
情報と、ステップＳ３０２によって読み出された周辺セル情報と（各周辺セル情報）、が
一致するか否かを判断する（ステップＳ３０３）。各周辺セル情報が一致しない場合（ス
テップＳ３０３：Ｎｏ）は、ステップＳ３０１に戻って処理を続行する。
【００２９】
　ステップＳ３０３において、各周辺セル情報が一致する場合（ステップＳ３０３：Ｙｅ
ｓ）は、検出部２５０が、フェムト基地局１３０の検出動作を行い（ステップＳ３０４）
、一連の動作を終了する。ステップＳ３０４によるフェムト基地局１３０の検出動作の結
果、フェムト基地局１３０が検出された場合は、携帯端末１０１は、フェムト基地局１３
０との間で無線通信を開始する。
【００３０】
　このように、実施の形態１にかかる携帯端末１０１は、周辺セル情報をあらかじめ記憶
しておき、受信した信号に基づく周辺セル情報が、記憶した周辺セル情報と同様になった
ときにフェムト基地局１３０の検出動作を行う。これにより、フェムト基地局１３０の周
辺のマクロ基地局（たとえばマクロ基地局１１０およびマクロ基地局１２０）が携帯端末
１０１の周辺にあるときにフェムト基地局１３０の検出動作を行うことが可能になる。
【００３１】
　このため、携帯端末１０１がフェムトセル１３１に入圏している確率が高いときにフェ
ムト基地局１３０の検出動作を行うことができるため、フェムト基地局１３０を効率よく
検出することができる。また、フェムトセル１３１に入圏している確率が高いときにフェ
ムト基地局１３０の検出動作を自動的に行うことができるため、フェムト基地局１３０の
検出を自律的に行うことができる。
【００３２】
　また、マクロ基地局から受信する信号を用いてフェムト基地局１３０の検出動作の契機
を得ることができるため、マクロ基地局の無線方式とフェムト基地局の無線方式が異なっ
ていても、フェムト基地局１３０の検出を効率よく自律的に行うことができる。
【００３３】
　また、比較に用いる周辺セル情報に、信号に含まれる報知情報を含めてもよい。これに
より、フェムト基地局１３０の周辺のマクロ基地局に対する携帯端末１０１の位置がフェ
ムト基地局１３０へのアクセス時と同様になったことを精度よく判定することができる。
このため、フェムト基地局１３０の検出動作を行うときに携帯端末１０１がフェムトセル
１３１に入圏している確率をさらに高めることができる。したがって、フェムト基地局１
３０をさらに効率よく検出することができる。
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【００３４】
　また、セルサーチなどに用いられるマクロ基地局からの報知情報を周辺セル情報として
利用することで、特別な信号の送信や受信を行わなくてもフェムト基地局１３０を効率よ
く検出することができる。このため、マクロ基地局（たとえばマクロ基地局１１０）との
通信に与える影響を抑えつつフェムト基地局１３０を効率よく検出することができる。
【００３５】
　また、比較に用いる周辺セル情報に、信号の受信状態の情報を含めてもよい。これによ
り、フェムト基地局１３０の周辺のマクロ基地局に対する携帯端末１０１の位置がフェム
ト基地局１３０へのアクセス時と同様になったときにフェムト基地局１３０の検出動作を
行うことができる。このため、フェムト基地局１３０の検出動作を行うときに携帯端末１
０１がフェムトセル１３１に入圏している確率をさらに高めることができる。したがって
、フェムト基地局１３０をさらに効率よく検出することができる。
【００３６】
　また、比較に用いる周辺セル情報に、信号に含まれる報知情報と信号の受信状態の情報
との組み合わせを含めてもよい。これにより、フェムト基地局１３０の周辺のマクロ基地
局に対する携帯端末１０１の位置がフェムト基地局１３０へのアクセス時と同様になった
ことをさらに精度よく判定することができる。
【００３７】
　このため、フェムト基地局１３０の検出動作を行うときに携帯端末１０１がフェムトセ
ル１３１に入圏している確率をさらに高めることができる。また、セルサーチなどに用い
られるマクロ基地局からの報知情報を利用することで、特別な信号の送信や受信を行わな
くてもフェムト基地局１３０を効率よく検出することができる。
【００３８】
　また、複数のマクロ基地局からの各信号に基づく各周辺セル情報を比較してもよい。こ
れにより、フェムト基地局１３０の周辺における複数のマクロ基地局に対する携帯端末１
０１の位置がフェムト基地局１３０へのアクセス時と同様になったときにフェムト基地局
１３０の検出動作を行うことができる。このため、フェムト基地局１３０の検出動作を行
うときに携帯端末１０１がフェムトセル１３１に入圏している確率をさらに高めることが
できる。したがって、フェムト基地局１３０をさらに効率よく検出することができる。
【００３９】
（実施の形態２）
　図４は、実施の形態２にかかる携帯端末の構成を示す機能ブロック図である。図４に示
すように、実施の形態２にかかる携帯端末４００は、アンテナ４１０と、無線処理部４２
０と、メモリ４３０と、アプリケーション部４４０と、ＵＳＩＭカード４５０と、を備え
ている。無線処理部４２０は、物理レイヤ処理部４２１と、受信電力測定部４２２と、平
均化処理部４２３と、報知情報取得部４２４と、ＲＲＣ処理部４２５と、を備えている。
【００４０】
　アンテナ４１０および物理レイヤ処理部４２１は、マクロ基地局から送信された信号を
受信する受信手段の一例である。また、物理レイヤ処理部４２１は、比較手段の比較結果
に基づいてフェムト基地局の検出動作を行う検出手段の一例である。物理レイヤ処理部４
２１は、アンテナ４１０を用いた無線通信の物理レイヤ処理を行う。
【００４１】
　具体的には、物理レイヤ処理部４２１は、アンテナ４１０を介して、マクロ基地局（た
とえば図１に示したマクロ基地局１１０やマクロ基地局１２０）から送信された信号を受
信する。物理レイヤ処理部４２１は、受信した信号を受信電力測定部４２２および報知情
報取得部４２４へ出力する。
【００４２】
　また、物理レイヤ処理部４２１は、アンテナ４１０を介して、フェムト基地局（たとえ
ば図１に示したフェムト基地局１３０）から送信された信号を受信することにより、フェ
ムト基地局の検出動作を行う。また、物理レイヤ処理部４２１は、ＲＲＣ処理部４２５を
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介して、アプリケーション部４４０による通信の物理レイヤ処理を行う。
【００４３】
　受信電力測定部４２２は、物理レイヤ処理部４２１から出力された信号の受信電力を測
定する。受信電力測定部４２２は、測定した受信電力を平均化処理部４２３へ出力する。
平均化処理部４２３は、受信電力測定部４２２から出力された受信電力を平均化する。平
均化処理部４２３は、平均化した受信電力をＲＲＣ処理部４２５へ出力する。報知情報取
得部４２４は、物理レイヤ処理部４２１から出力された信号に含まれる報知情報を取得す
る。報知情報取得部４２４は、取得した報知情報をＲＲＣ処理部４２５へ出力する。
【００４４】
　ＲＲＣ処理部４２５は、アンテナ４１０を用いた通信のＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）処理を行う。また、ＲＲＣ処理部４２５は、平均化処理部４
２３から出力された受信電力をメモリ４３０に記憶させる。また、ＲＲＣ処理部４２５は
、報知情報取得部４２４から出力された報知情報をメモリ４３０に記憶させる。また、Ｒ
ＲＣ処理部４２５は、受信手段によって受信された信号に基づく周辺セル情報と記憶手段
によって記憶された周辺セル情報を比較する比較手段の一例である。
【００４５】
　メモリ４３０は、フェムト基地局へのアクセス時にマクロ基地局から受信する信号に基
づく周辺セル情報をあらかじめ記憶する記憶手段の一例である。アプリケーション部４４
０は、無線処理部４２０を制御してマクロ基地局やフェムト基地局との間で通信を行う。
ＵＳＩＭカード４５０（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
　Ｍｏｄｕｌｅカード）は、携帯端末４００のユーザの個人情報などを記憶している。
【００４６】
　図５は、実施の形態２にかかる携帯端末のテーブル作成動作の一例を示すフローチャー
トである。携帯端末４００は、メモリ４３０に記憶する周辺セル情報を示すテーブルを、
たとえば以下に示す作成動作によって作成する。まず、ネットワークサーチコマンドをユ
ーザの操作によって受け付ける（ステップＳ５０１）。つぎに、周辺のフェムト基地局を
検出するネットワークサーチを行う（ステップＳ５０２）。
【００４７】
　つぎに、ステップＳ５０２のネットワークサーチによってフェムト基地局を検出したか
否かを判断する（ステップＳ５０３）。フェムト基地局を検出していない場合（ステップ
Ｓ５０３：Ｎｏ）は、ステップＳ５０１に戻って処理を続行する。ステップＳ５０２のネ
ットワークサーチによってフェムト基地局を検出した場合（ステップＳ５０３：Ｙｅｓ）
は、検出したフェムト基地局への待ち受け処理を行う（ステップＳ５０４）。
【００４８】
　つぎに、ステップＳ５０４の待ち受け処理が成功したか否かを判断する（ステップＳ５
０５）。待ち受け処理が成功していない場合（ステップＳ５０５：Ｎｏ）は、ステップＳ
５０２に戻って処理を続行する。待ち受け処理が成功した場合（ステップＳ５０５：Ｙｅ
ｓ）は、一定時間待機する（ステップＳ５０６）。
【００４９】
　つぎに、ユーザの操作による接続要求があるか否かを判断する（ステップＳ５０７）。
接続要求がある場合（ステップＳ５０７：Ｙｅｓ）は、通信を開始する（ステップＳ５０
８）。接続要求がない場合（ステップＳ５０７：Ｎｏ）は、フェムト基地局からのＰＣＨ
（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を受信する（ステップＳ５０９）。
【００５０】
　つぎに、ステップＳ５０９によって受信されたＰＣＨに基づいて、フェムト基地局から
の携帯端末４００に対する着信要求があるか否かを判断する（ステップＳ５１０）。フェ
ムト基地局からの携帯端末４００に対する着信要求がある場合（ステップＳ５１０：Ｙｅ
ｓ）は、ステップＳ５０８に移行して処理を続行する。
【００５１】
　ステップＳ５１０において、フェムト基地局からの携帯端末４００に対する着信要求が
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ない場合（ステップＳ５１０：Ｎｏ）は、マクロ基地局からの信号を受信する（ステップ
Ｓ５１１）。つぎに、ステップＳ５１１によって受信された信号に基づくセル周辺情報の
テーブルを作成し（ステップＳ５１２）、作成したテーブルをメモリ４３０に記憶する。
つぎに、携帯端末４００がフェムトセルに在圏か否かを判断する（ステップＳ５１３）。
【００５２】
　ステップＳ５１３において、携帯端末４００がフェムトセルに在圏である場合（ステッ
プＳ５１３：Ｙｅｓ）は、ステップＳ５０６に戻って処理を続行する。携帯端末４００が
フェムトセルに在圏でない場合（ステップＳ５１３：Ｎｏ）は、一連のテーブル作成動作
を終了する。このように、携帯端末４００は、フェムト基地局へのアクセス時（ここでは
フェムト基地局に対する待ち受け時）にマクロ基地局からの信号を受信し、受信した周辺
セル情報のテーブルを作成する。
【００５３】
　ステップＳ５１２において、すでにテーブルが作成されている場合は、作成されている
テーブルを新たな周辺セル情報によって更新するようにしてもよい。このように、携帯端
末４００は、フェムト基地局へのアクセス時に、マクロ基地局からの信号を定期的に受信
し、信号を受信するごとに周辺セル情報を更新するようにしてもよい。
【００５４】
　図６は、実施の形態２にかかる携帯端末のメモリに記憶されるテーブルの一例を示す図
である。携帯端末４００のメモリ４３０には、たとえば図６に示すテーブル６００が記憶
される。テーブル６００には、フェムトセル情報と、周辺セル情報と、が含まれている。
フェムトセル情報は、携帯端末４００と無線通信可能なフェムト基地局の情報である。フ
ェムトセル情報には、フェムト基地局を識別するフェムト基地局ＩＤが含まれている。こ
こでは、携帯端末４００が無線通信可能な２つのフェムト基地局があり、フェムトセル情
報には２つのフェムト基地局ＩＤ「１」，「２」が含まれている。
【００５５】
　たとえば、フェムト基地局ＩＤ「１」が示すフェムト基地局の周辺には３つのマクロ基
地局があるとする。この場合は、携帯端末４００は、フェムト基地局ＩＤ「１」が示すフ
ェムト基地局にアクセス時に３つのマクロ基地局からの各信号を受信することができる。
携帯端末４００は、受信する各信号に基づく周辺セル情報６１１～６１３をフェムト基地
局ＩＤ「１」と対応付けてメモリ４３０に記憶する。
【００５６】
　同様に、フェムト基地局ＩＤ「２」が示すフェムト基地局の周辺には３つのマクロ基地
局があるとする。この場合は、携帯端末４００は、フェムト基地局ＩＤ「２」が示すフェ
ムト基地局にアクセス時に３つのマクロ基地局からの各信号を受信することができる。携
帯端末４００は、受信する各信号に基づく周辺セル情報６２１～６２３をフェムト基地局
ＩＤ「２」と対応付けてメモリ４３０に記憶する。
【００５７】
　周辺セル情報には、報知情報と受信状態とが含まれている。報知情報は、マクロ基地局
から受信した信号に含まれる報知情報である。報知情報には、ＲＡＴと、スクランブリン
グコードと、セルＩＤと、周波数と、受信電力と、が含まれている。ＲＡＴは、マクロ基
地局が無線通信で使用する方式（たとえばＣＤＭＡ）を示している。
【００５８】
　スクランブリングコードは、ＲＡＴがＣＤＭＡなどの符号分割方式の場合にマクロ基地
局が符号分割に用いるコード（Ｃｏｄｅ１～Ｃｏｄｅ３）を示している。セルＩＤは、マ
クロ基地局の識別情報（１，２，３，８，９，１０）を示している。周波数は、マクロ基
地局が無線通信で使用する周波数（Ｆｅｑ１，Ｆｅｑ２，Ｆｅｑ５）を示している。
【００５９】
　受信電力は、マクロ基地局から受信した信号の受信電力［ｄＢｍ］である。受信電力は
、図４に示した携帯端末４００の構成においては信号の平均受信電力としてメモリ４３０
に記憶される。ただし、受信電力は、信号の平均受信電力を含む所定範囲や、信号の受信
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電力の上限および下限としてメモリ４３０に記憶されてもよい。
【００６０】
　なお、ここでは報知情報としてＲＡＴ、スクランブリングコード、セルＩＤおよび周波
数がメモリ４３０に記憶される場合について説明したが、報知情報としてメモリ４３０に
記憶する情報はこれらに限られない。たとえば、各マクロ基地局の間でセルＩＤが重複し
ていなければ、報知情報としてセルＩＤのみをメモリ４３０に記憶してもよい。また、Ｒ
ＡＴ、スクランブリングコードおよび周波数の少なくともいずれかをメモリ４３０に記憶
する報知情報から除外してもよいし、他の報知情報をメモリ４３０に記憶してもよい。
【００６１】
　図７は、実施の形態２にかかる携帯端末の検出動作の一例を示すフローチャートである
。携帯端末４００は、たとえば以下のような検出動作を行う。なお、ここでは、図５に示
したテーブル作成動作によって、フェムト基地局からの信号に基づく周辺セル情報のテー
ブルが作成されてメモリ４３０に記憶されているものとする。まず、マクロ基地局からの
ＰＣＨの受信タイミングか否かを判断する（ステップＳ７０１）。
【００６２】
　ステップＳ７０１において、ＰＣＨの受信タイミングでない場合（ステップＳ７０１：
Ｎｏ）は、パワーセーブの処理を行い（ステップＳ７０２）、ステップＳ７０１へ戻って
処理を続行する。ＰＣＨの受信タイミングである場合（ステップＳ７０１：Ｙｅｓ）は、
マクロ基地局からのＰＣＨを受信する（ステップＳ７０３）。
【００６３】
　つぎに、ステップＳ７０３によって受信されたＰＣＨに基づいて、携帯端末４００に対
する着信があるか否かを判断する（ステップＳ７０４）。携帯端末４００に対する着信が
ある場合（ステップＳ７０４：Ｙｅｓ）は、携帯端末４００に対する着信に基づく通信を
開始し（ステップＳ７０５）、一連の動作を終了する。
【００６４】
　ステップＳ７０４において、携帯端末４００に対する着信がない場合（ステップＳ７０
４：Ｎｏ）は、周辺のマクロ基地局からの信号を受信する（ステップＳ７０６）。つぎに
、メモリ４３０に記憶されたテーブル６００を読み出す（ステップＳ７０７）。つぎに、
ステップＳ７０７によって読み出されたテーブル６００に含まれる周辺セル情報６１１～
６１３，６２１～６２３と、ステップＳ７０６によって受信された各信号に基づく各周辺
セル情報と、を比較する（ステップＳ７０８）。
【００６５】
　つぎに、ステップＳ７０９による比較における周辺セル情報の一致数が０であるか否か
を判断する（ステップＳ７０９）。周辺セル情報の一致数が０である場合（ステップＳ７
０９：Ｙｅｓ）は、ステップＳ７０１に戻って処理を続行する。周辺セル情報の一致数が
０でない場合（ステップＳ７０９：Ｎｏ）は、ステップＳ７０８による比較における周辺
セル情報の一致数が２より多いか否かを判断する（ステップＳ７１０）。
【００６６】
　ステップＳ７１０において、周辺セル情報の一致数が２以下である場合（ステップＳ７
１０：Ｎｏ）は、第一アルゴリズム（図９参照）によりフェムト基地局の検出動作を行う
（ステップＳ７１１）。周辺セル情報の一致数が２より多い場合（ステップＳ７１０：Ｙ
ｅｓ）は、第二アルゴリズム（図１０参照）によりフェムト基地局の検出動作を行う（ス
テップＳ７１２）。ここで、第二アルゴリズムは、第一アルゴリズムよりもフェムト基地
局の検出動作の頻度が高いアルゴリズムである。
【００６７】
　つぎに、ステップＳ７１１またはステップＳ７１２によるフェムト基地局の検出結果に
基づいて、フェムト基地局へのリセレクションを実行するか否かを判断する（ステップＳ
７１３）。フェムト基地局へのリセレクションを実行しない場合（ステップＳ７１３：Ｎ
ｏ）は、ステップＳ７０１に戻って処理を続行する。フェムト基地局へのリセレクション
を実行する場合（ステップＳ７１３：Ｙｅｓ）は、フェムト基地局との通信を開始し（ス
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テップＳ７１４）、一連の動作を終了する。
【００６８】
　ステップＳ７１３において、携帯端末４００は、たとえば、フェムト基地局から受信し
た信号の受信電力を測定する。そして、携帯端末４００は、測定した受信電力がしきい値
以上であればリセレクションを実行すると判断し、測定した受信電力がしきい値未満であ
ればリセレクションを実行しないと判断する。
【００６９】
　図８は、マクロ基地局から受信する信号に基づく周辺セル情報の一例を示す図である。
たとえば図７に示したステップＳ７０６において受信した各信号に基づく周辺セル情報が
、周辺セル情報８１１～８１３の３つであったとする。たとえば、周辺セル情報８１１に
は、報知情報として、ＲＡＴ「ＣＤＭＡ」、スクランブリングコード「Ｃｏｄｅ１」、セ
ルＩＤ「１」および周波数「Ｆｅｑ１」が含まれている。
【００７０】
　また、周辺セル情報８１１には、受信状態として受信電力「ｘｘｘ［ｄＢｍ］」が含ま
れている。周辺セル情報８１１は、テーブル６００の周辺セル情報６１１と一致している
。同様に、周辺セル情報８１２および周辺セル情報８１３は、それぞれテーブル６００の
周辺セル情報６１２および周辺セル情報６１３と一致している。
【００７１】
　したがって、図７に示したステップＳ７０９およびステップＳ７１０における周辺セル
情報の一致数は３となる。この場合は、携帯端末４００がフェムト基地局ＩＤ「１」に対
応するフェムトセルに進入した確率が高い。このため、携帯端末４００は、図７のステッ
プＳ７１２において第二アルゴリズムによるフェムトセルの検出を行う。
【００７２】
　ここでは周辺セル情報８１１～８１３がそれぞれテーブル６００の周辺セル情報６１１
～６１３と一致している場合について説明した。これに対して、周辺セル情報８１１～８
１３がテーブル６００の周辺セル情報６１１～６１３，６２１～６２３のいずれとも一致
しなかった場合は、携帯端末４００は、その時点ではフェムトセルの検出を行わない。
【００７３】
　また、周辺セル情報８１１～８１３のうちの一部の周辺セル情報が周辺セル情報６１１
～６１３のいずれかと一致し、他の周辺セル情報が周辺セル情報６２１～６２３のいずれ
かと一致することもあり得る。この場合は、携帯端末４００がフェムト基地局ＩＤ「１」
に対応するフェムトセルに進入した可能性と、携帯端末４００がフェムト基地局ＩＤ「２
」に対応するフェムトセルに進入した可能性と、の両方の可能性がある。
【００７４】
　この場合は、携帯端末４００は、フェムト基地局ＩＤ「１」に対応するフェムト基地局
と、フェムト基地局ＩＤ「２」に対応するフェムト基地局と、の両方の検出動作を行うよ
うにするとよい。そして、携帯端末４００は、フェムト基地局ＩＤ「１」およびフェムト
基地局ＩＤ「２」に対応する各フェムト基地局のうちの検出動作によって検出されたフェ
ムト基地局との間で通信を開始する。
【００７５】
　図９は、第一アルゴリズムによるフェムト基地局の検出を示す図である。図９において
、横軸は時間を示している。周期９０１～９０３は、携帯端末４００における間欠受信の
周期を示している。周期９０１～９０３のそれぞれには、周波数Ｆｅｑ１を測定しＰＣＨ
を受信する区間Ｔ１と、周波数Ｆｅｑ２の測定をする区間Ｔ２と、周波数Ｆｅｑ３の測定
をする区間Ｔ３と、スリープ区間Ｔ４（Ｓｌｅｅｐ）と、が含まれている。
【００７６】
　符号９１０に示す「Ｍ」は、携帯端末４００が区間Ｔ１において周波数ｆｅｑ１のマク
ロ基地局を検出するタイミングを示している。符号９２０に示す「Ｍ」は、携帯端末４０
０が区間Ｔ２において周波数ｆｅｑ２のマクロ基地局を検出するタイミングを示している
。符号９３０に示す「Ｄ」は、携帯端末４００が区間Ｔ３において周波数ｆｅｑ３のフェ
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ムト基地局を検出するタイミングを示している。
【００７７】
　このように、第一アルゴリズムでは、携帯端末４００は、周期９０１および周期９０３
においてフェムト基地局を検出する。たとえば、携帯端末４００は、間欠受信の奇数番目
の周期（周期９０１，９０３，…）においてはフェムト基地局を検出し、間欠受信の偶数
番目の周期（周期９０２，…）においてはフェムト基地局を検出しないようにする。
【００７８】
　図１０は、第二アルゴリズムによるフェムト基地局の検出を示す図である。図１０にお
いて、図９に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図
１０に示すように、第二アルゴリズムにおいては、携帯端末４００は、周期９０１～９０
３のそれぞれにおいてフェムト基地局を検出する。たとえば、携帯端末４００は、間欠受
信の毎周期にフェムト基地局を検出する。
【００７９】
　したがって、第二アルゴリズムは、第一アルゴリズムに比べてフェムト基地局の検出動
作の頻度が高くなる。図７に示した例では、周辺セル情報の比較の結果、周辺セル情報の
一致数が１または２である場合は第一アルゴリズムによりフェムト基地局の検出動作を行
い、周辺セル情報の一致数が２より多い場合は第二アルゴリズムによりフェムト基地局の
検出動作を行う。
【００８０】
　このように、携帯端末４００は、周辺セル情報の比較における各周辺セル情報の適合度
に応じた頻度で検出動作を行う。たとえば、携帯端末４００は、周辺セル情報の比較にお
ける各周辺セル情報の適合度に応じた間隔で検出動作を定期的に行う。これにより、フェ
ムトセルに入圏している確率が高いときには高い頻度でフェムト基地局の検出動作を行い
、フェムトセルに入圏している確率が低いときには低い頻度でフェムト基地局の検出動作
を行うことができる。このため、フェムト基地局を効率よく検出することができる。
【００８１】
　このように、実施の形態２にかかる携帯端末４００によれば、実施の形態１にかかる携
帯端末１０１と同様の効果を得ることができる。また、周辺セル情報の比較における各周
辺セル情報の適合度に応じた頻度で検出動作を行う。これにより、フェムトセルに入圏し
ている確率が高いときには高い頻度でフェムト基地局の検出動作を行い、フェムトセルに
入圏している確率が低いときには低い頻度でフェムト基地局の検出動作を行うことができ
る。このため、フェムト基地局をさらに効率よく検出することができる。
【００８２】
（実施の形態３）
　図１１－１は、実施の形態３にかかる通信システムの動作の一例を示すシーケンス図（
その１）である。図１１－２は、実施の形態３にかかる通信システムの動作の一例を示す
シーケンス図（その２）である。実施の形態３にかかる携帯端末４００は、図４に示した
携帯端末４００と同様の構成を備えているものとする。
【００８３】
　まず、図１１－１に示すように、携帯端末４００のアプリケーション部４４０が、物理
レイヤ処理部４２１およびＲＲＣ処理部４２５を介して、マクロ基地局１１３１との間で
通信を行っているとする（ステップＳ１１０１）。つぎに、携帯端末４００の物理レイヤ
処理部４２１が、マクロ基地局１１３１からの信号を受信する（ステップＳ１１０２）。
【００８４】
　つぎに、物理レイヤ処理部４２１が、ステップＳ１１０２によって受信された信号に基
づく周辺セル情報と、メモリ４３０に記憶された周辺セル情報と、を比較する（ステップ
Ｓ１１０３）。ここでは、各周辺セル情報が一致したものとする。つぎに、物理レイヤ処
理部４２１が、ＲＲＣ処理部４２５に対して、コンプレスト動作を行うことを要求するコ
ンプレスト動作要求を出力する（ステップＳ１１０４）。
【００８５】
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　つぎに、ＲＲＣ処理部４２５が、コンプレスト設定要求をマクロ基地局１１３１へ送信
する（ステップＳ１１０５）。たとえば、コンプレスト設定要求は、マクロ基地局１１３
１へ送信されるメジャメントレポートに格納して送信される。つぎに、マクロ基地局１１
３１が、携帯端末４００のＲＲＣ処理部４２５にコンプレスト設定応答を送信する（ステ
ップＳ１１０６）。たとえば、コンプレスト設定応答は、携帯端末４００へ送信されるメ
ジャメントコントロールに格納して送信される。
【００８６】
　つぎに、携帯端末４００のＲＲＣ処理部４２５が、物理レイヤ処理部４２１に対してコ
ンプレスト設定を行う（ステップＳ１１０７）。つぎに、携帯端末４００の物理レイヤ処
理部４２１およびマクロ基地局１１３１がコンプレストモードを起動する（ステップＳ１
１０８）。つぎに、携帯端末４００の物理レイヤ処理部４２１が、ステップＳ１１０８に
よって起動されたコンプレストモードによって設定されたギャップ区間においてフェムト
基地局の検出動作を行う（ステップＳ１１０９）。
【００８７】
　ステップＳ１１０９において、フェムト基地局１１３２が検出されたものとする。つぎ
に、物理レイヤ処理部４２１が、ＲＲＣ処理部４２５に対してＲＡＢ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）の切断を要求するＲＡＢ切断要求を出力する（ステップＳ１１
１０）。つぎに、図１１－２に示すように、ＲＲＣ処理部４２５が、通信の保留を要求す
るサスペンド要求をアプリケーション部４４０へ出力する（ステップＳ１１１１）。
【００８８】
　つぎに、アプリケーション部４４０が、ステップＳ１１０１から行っていたマクロ基地
局１１３１との間の通信を保留する（ステップＳ１１１２）。また、携帯端末４００のＲ
ＲＣ処理部４２５とマクロ基地局１１３１とが、互いの通信の切断処理を行う（ステップ
Ｓ１１１３）。つぎに、ＲＲＣ処理部４２５が、フェムト基地局１１３２の検出を要求す
る検出要求を物理レイヤ処理部４２１へ出力する（ステップＳ１１１４）。
【００８９】
　つぎに、物理レイヤ処理部４２１が、フェムト基地局１１３２を検出する（ステップＳ
１１１５）。つぎに、物理レイヤ処理部４２１が、フェムト基地局１１３２の検出結果を
示す検出通知をＲＲＣ処理部４２５へ出力する（ステップＳ１１１６）。つぎに、携帯端
末４００のＲＲＣ処理部４２５が、物理レイヤ処理部４２１を介して、フェムト基地局１
１３２との間の接続処理を行う（ステップＳ１１１７）。
【００９０】
　つぎに、ＲＲＣ処理部４２５が、通信の再開を要求するレジューム要求をアプリケーシ
ョン部４４０へ出力する（ステップＳ１１１８）。つぎに、アプリケーション部４４０が
、ステップＳ１１１２による通信の保留を解除する（ステップＳ１１１９）。これにより
、携帯端末４００のアプリケーション部４４０とフェムト基地局１１３２との間で通信が
開始され（ステップＳ１１２０）、一連の動作を終了する。
【００９１】
　なお、ステップＳ１１０９の後に、携帯端末４００がマクロ基地局１１３１との間で通
話やテレビ電話などのＣＳ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）呼による通信中であ
るか否かを判断してもよい。ＣＳ呼による通信中である場合は、ステップＳ１１１０へ移
行せずに、一連の動作を終了してもよい。これにより、通話やテレビ電話などが通信切断
処理によって中断されることを回避することができる。また、このときに、携帯端末４０
０が、フェムトセルが利用可能である旨のメッセージをユーザに対して出力してもよい。
【００９２】
　図１２は、コンプレスト設定前の携帯端末における通信タイミングを示す図である。図
１２において、横軸は時間を示している。周期１２０１～１２０３は、携帯端末４００に
おける間欠受信の周期を示している。周期１２０１～１２０３のそれぞれには、マクロ基
地局１１３１との間で通信を行わないギャップ区間Ｇ１（ＧＡＰ）が設けられている。
【００９３】
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　符号１２１０に示す「Ｍ」は、携帯端末４００が異なる周波数のマクロ基地局を検出す
るタイミングを示している。符号１２１０に示すように、携帯端末４００は、ギャップ区
間Ｇ１において異なる周波数のマクロ基地局を検出する。
【００９４】
　図１３は、コンプレスト設定後の携帯端末における通信タイミングを示す図である。図
１３において、図１２に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省
略する。携帯端末４００とマクロ基地局１１３１は、コンプレストモードを起動すること
によって、周期１２０１～１２０３のそれぞれに新たなギャップ区間Ｇ２を設ける。
【００９５】
　符号１３１０に示す「Ｄ」は、携帯端末４００がフェムト基地局１１３２を検出するタ
イミングを示している。符号１３１０に示すように、携帯端末４００は、新たに設けたギ
ャップ区間Ｇ２においてフェムト基地局１１３２の検出動作を行う。
【００９６】
　このように、実施の形態３にかかる携帯端末４００によれば、実施の形態２にかかる携
帯端末４００と同様の効果を得ることができる。また、マクロ基地局１１３１に対してギ
ャップ区間の設定を要求し、設定されたギャップ区間においてフェムト基地局１１３２の
検出動作を行う。これにより、携帯端末４００がフェムト基地局１１３２のフェムトセル
に進入した確率が高いときに、携帯端末４００が自律的にフェムト基地局１１３２の検出
動作を行うことができる。
【００９７】
（実施の形態４）
　図１４は、実施の形態４にかかる携帯端末の構成を示す機能ブロック図である。図１４
において、図４に示した構成と同様の構成については同一の符号を付して説明を省略する
。実施の形態４にかかる携帯端末４００は、複数のＲＡＴによる無線通信が可能である。
図１４に示すように、実施の形態４にかかる携帯端末４００は、図４に示した構成に加え
てアンテナ１４１０および無線処理部１４２０を備えている。
【００９８】
　無線処理部４２０は、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）による無線通信処理を行う。物理レイヤ処理部４２１
は、アンテナ４１０を介して、ＷＣＤＭＡ方式の無線通信を行うマクロ基地局から送信さ
れた信号を受信する。無線処理部１４２０は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）による無線通信処理を行う。
【００９９】
　無線処理部１４２０は、物理レイヤ処理部１４２１と、受信電力測定部１４２２と、平
均化処理部１４２３と、報知情報取得部１４２４と、ＲＲＣ処理部１４２５と、を備えて
いる。物理レイヤ処理部１４２１は、アンテナ１４１０を用いた通信の物理レイヤ処理を
行う。具体的には、物理レイヤ処理部１４２１は、アンテナ１４１０を介して、ＬＴＥ方
式の無線通信を行うマクロ基地局またはフェムト基地局から送信された信号を受信する。
【０１００】
　受信電力測定部１４２２、平均化処理部１４２３、報知情報取得部１４２４およびＲＲ
Ｃ処理部１４２５は、それぞれ受信電力測定部４２２、平均化処理部４２３、報知情報取
得部４２４およびＲＲＣ処理部４２５と同様の構成であるため説明を省略する。なお、こ
こでは携帯端末４００がＷＣＤＭＡとＬＴＥによる無線通信が可能である構成について説
明するが、携帯端末４００が使用可能なＲＡＴはこの組み合わせに限られない。
【０１０１】
　図１５は、実施の形態４にかかる携帯端末のメモリに記憶されるテーブルの一例を示す
図である。図１５において、図６に示した部分と同様の部分については同一の符号を付し
て説明を省略する。図１５に示すように、実施の形態４においては、テーブル６００のフ
ェムトセル情報にＲＡＴ１５１０が含まれている。ＲＡＴ１５１０は、フェムト基地局の
ＲＡＴを示し、フェムト基地局ＩＤのそれぞれに対応している。
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【０１０２】
　たとえば、フェムト基地局ＩＤ「１」に対応するＲＡＴ１５１０は「ＷＣＤＭＡ」とな
っている。これは、フェムト基地局ＩＤ「１」に対応するフェムト基地局のＲＡＴがＷＣ
ＤＭＡであることを示している。また、フェムト基地局ＩＤ「２」に対応するＲＡＴ１５
１０は「ＬＴＥ」となっている。これは、フェムト基地局ＩＤ「２」に対応するフェムト
基地局のＲＡＴがＬＴＥであることを示している。
【０１０３】
　このように、実施の形態４にかかる携帯端末４００によれば、実施の形態１にかかる携
帯端末１０１と同様の効果を得ることができる。また、マクロ基地局から受信する信号を
用いてフェムト基地局の検出動作の契機を得ることができるため、マクロ基地局の無線方
式とフェムト基地局の無線方式が異なっていても、フェムト基地局の検出を効率よく自律
的に行うことができる。
【０１０４】
（実施の形態５）
　図１６－１は、実施の形態５にかかる通信システムの動作の一例を示すシーケンス図（
その１）である。図１６－２は、実施の形態５にかかる通信システムの動作の一例を示す
シーケンス図（その２）である。実施の形態５にかかる携帯端末４００は、図１４に示し
た携帯端末４００と同様の構成を備えているものとする。
【０１０５】
　また、マクロ基地局１１３１のＲＡＴはＷＣＤＭＡであるとする。また、フェムト基地
局１１３２のＲＡＴはＬＴＥであるとする。まず、図１６－１に示すように、携帯端末４
００のアプリケーション部４４０が、無線処理部１４２０の物理レイヤ処理部１４２１お
よびＲＲＣ処理部１４２５を介して、マクロ基地局１１３１との間でＷＣＤＭＡによる通
信を行っている（ステップＳ１６０１）。
【０１０６】
　図１６－１および図１６－２に示すステップＳ１６０２～Ｓ１６１３は、図１１－１お
よび図１１－２に示したステップＳ１１０２～Ｓ１１１３と同様であるため説明を省略す
る。図１６－２に示すように、ステップＳ１６１３の後に、ＲＲＣ処理部４２５とＲＲＣ
処理部１４２５とが、無線処理部４２０によるＷＣＤＭＡの通信から無線処理部１４２０
によるＬＴＥの通信へ切り替えるＲＡＴ切替処理を行う（ステップＳ１６１４）。
【０１０７】
　つぎに、ＲＲＣ処理部１４２５が、フェムト基地局１１３２の検出を要求する検出要求
を物理レイヤ処理部１４２１へ出力する（ステップＳ１６１５）。つぎに、物理レイヤ処
理部１４２１が、フェムト基地局１１３２を検出する（ステップＳ１６１６）。つぎに、
物理レイヤ処理部１４２１が、フェムト基地局１１３２の検出結果を示す検出通知をＲＲ
Ｃ処理部１４２５へ出力する（ステップＳ１６１７）。
【０１０８】
　つぎに、携帯端末４００のＲＲＣ処理部１４２５が、物理レイヤ処理部１４２１を介し
て、フェムト基地局１１３２との間の接続処理を行う（ステップＳ１６１８）。つぎに、
ＲＲＣ処理部１４２５が、通信の再開を要求するレジューム要求をアプリケーション部４
４０へ出力する（ステップＳ１６１９）。つぎに、アプリケーション部４４０が、ステッ
プＳ１６１２による通信の保留を解除する（ステップＳ１６２０）。これにより、携帯端
末４００のアプリケーション部４４０とフェムト基地局１１３２との間でＬＴＥによる通
信が開始され（ステップＳ１６２１）、一連の動作を終了する。
【０１０９】
　このように、実施の形態５にかかる携帯端末４００によれば、実施の形態４にかかる携
帯端末４００と同様の効果を得ることができる。また、マクロ基地局１１３１に対してギ
ャップ区間の設定を要求し、設定されたギャップ区間においてフェムト基地局１１３２の
検出動作を行う。これにより、携帯端末４００がフェムト基地局１１３２のフェムトセル
に進入した確率が高いときに、携帯端末４００が自律的にフェムト基地局１１３２の検出
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動作を行うことができる。
【０１１０】
　以上説明したように、移動通信端末、通信システムおよび通信方法によれば、フェムト
基地局へのアクセス時に周囲のマクロ基地局から受信する報知情報をあらかじめ記憶して
おく。そして、記憶した報知情報と同様の報知情報を受信したときに検出動作を行うこと
で、フェムト基地局を効率よく検出することができる。上述した実施の形態に関し、さら
に以下の付記を開示する。
【０１１１】
（付記１）互いに異なる通信方式または通信性能で通信を行う第１の基地局および第２の
基地局と無線通信が可能な移動通信端末において、
　前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信号に基づく周辺セ
ル情報をあらかじめ記憶する記憶手段と、
　前記第２の基地局から送信された信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された信号に基づく周辺セル情報と前記記憶手段によって記
憶された周辺セル情報を比較する比較手段と、
　前記比較手段の比較結果に基づいて前記第１の基地局の検出動作を行う検出手段と、
　を備えることを特徴とする移動通信端末。
【０１１２】
（付記２）前記記憶手段は、前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受
信する信号に含まれる報知情報を前記周辺セル情報としてあらかじめ記憶し、
　前記比較手段は、前記受信手段によって受信された信号に含まれる報知情報と前記記憶
手段によって記憶された報知情報を比較することを特徴とする付記１に記載の移動通信端
末。
【０１１３】
（付記３）前記第２の基地局から受信する信号の受信状態を測定する測定手段を備え、
　前記記憶手段は、前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信
号の受信状態を前記周辺セル情報としてあらかじめ記憶し、
　前記比較手段は、前記測定手段によって測定された受信状態と前記記憶手段によって記
憶された受信状態を比較することを特徴とする付記１または２に記載の移動通信端末。
【０１１４】
（付記４）前記第２の基地局から受信する信号の受信状態を測定する測定手段を備え、
　前記記憶手段は、前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信
号の受信状態を前記周辺セル情報としてあらかじめ記憶し、
　前記比較手段は、前記受信手段によって受信された信号に含まれる報知情報および前記
測定手段によって測定された受信状態の組み合わせと、前記記憶手段によって記憶された
報知情報および受信状態の組み合わせと、を比較することを特徴とする付記１または２に
記載の移動通信端末。
【０１１５】
（付記５）前記記憶手段は、複数の前記第２の基地局から受信する各信号に基づく各周辺
セル情報を記憶し、
　前記受信手段は、複数の前記第２の基地局から受信する各信号をそれぞれ受信し、
　前記比較手段は、前記受信手段によって受信された各信号に基づく各周辺セル情報と前
記記憶手段によって記憶された各周辺セル情報を比較することを特徴とする付記１～４の
いずれか一つに記載の移動通信端末。
【０１１６】
（付記６）前記検出手段は、前記比較における前記各周辺セル情報の適合度に応じた頻度
で前記検出動作を行うことを特徴とする付記５に記載の移動通信端末。
【０１１７】
（付記７）前記第２の基地局に対してギャップ区間の設定を要求する要求手段を備え、
　前記検出手段は、前記要求手段の要求によって設定されたギャップ区間において前記検
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【０１１８】
（付記８）前記第１の基地局はフェムト基地局であり、
　前記第２の基地局はマクロ基地局であることを特徴とする付記１～６のいずれか一つに
記載の移動通信端末。
【０１１９】
（付記９）移動通信端末との無線通信が可能な第１の基地局と、
　前記第１の基地局の周辺に位置し、前記移動通信端末へ信号を送信する第２の基地局と
、
　前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信号に基づく周辺セ
ル情報を記憶し、前記第２の基地局から受信した信号に基づく周辺セル情報と記憶した周
辺セル情報との比較結果に基づいて前記第１の基地局の検出動作を行う移動通信端末と、
　を含むことを特徴とする通信システム。
【０１２０】
（付記１０）互いに異なる通信方式または通信性能で通信を行う第１の基地局および第２
の基地局と無線通信が可能な移動通信端末の通信方法において、
　前記第１の基地局へのアクセス時に前記第２の基地局から受信する信号に基づく周辺セ
ル情報を記憶する記憶工程と、
　前記記憶工程の後に、前記第２の基地局から送信された信号を受信する受信工程と、
　前記受信工程によって受信された信号に基づく周辺セル情報と前記記憶工程によって記
憶された周辺セル情報とを比較する比較工程と、
　前記比較工程の比較結果に基づいて前記第１の基地局の検出動作を行う検出工程と、
　を含むことを特徴とする通信方法。
【符号の説明】
【０１２１】
　１００　通信システム
　１０１，４００　携帯端末
　１１０，１２０，１１３１　マクロ基地局
　１１１，１２１　マクロセル
　１１２，１３２　地点
　１３０，１１３２　フェムト基地局
　１３１　フェムトセル
　１４１　固定ネットワーク
　２２０，４１０，１４１０　アンテナ
　６１１～６１３，６２１～６２３，８１１～８１３　周辺セル情報
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