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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１周波数のセルで通信中の移動局が、アクセス権を有する第２周波数のセルに対応す
る所定エリア内に入ったことを検出した場合、或いは、該所定エリアから外に出たことを
検出した場合に、該第１周波数のセルを管理する第１無線基地局に対して、指示情報を送
信する工程Ａと、
　前記第１無線基地局が、前記指示情報に応じて、前記第２周波数のセルを管理する第２
無線基地局に対して、送信電力制御メッセージを送信する工程Ｂと、
　前記第２無線基地局が、前記送信電力制御メッセージに基づいて、前記第２周波数のセ
ルにおける信号の送信電力を制御する工程Ｃと
を有し、
　前記工程Ｃでは、
　前記第１無線基地局から、前記所定エリアに入ったことを検出したことを示す前記指示
情報を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信した場合、受信した前記送信電
力制御メッセージに応じて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信を停止せずに、前
記信号の送信電力を所定値以上となるように変更し、
　前記第１無線基地局から、前記所定エリアから外に出たことを検出したことを示す前記
指示情報を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信した場合、受信した前記送
信電力制御メッセージに応じて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信を停止せずに
、前記信号の送信電力を所定値以下となるように変更することを特徴とする移動通信方法
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【請求項２】
　前記工程Ｂにおいて、前記第１無線基地局は、前記移動局が前記所定エリア内に入った
ことを検出したことを示す前記指示情報を受信した場合、前記第２無線基地局に対して、
その旨を示す前記送信電力制御メッセージを送信し、
　前記工程Ｃにおいて、前記第２無線基地局は、前記送信電力制御メッセージに応じて、
前記第２周波数のセルにおける信号の送信を開始することを特徴とする請求項１に記載の
移動通信方法。
【請求項３】
　前記工程Ｂにおいて、前記第１無線基地局は、前記移動局が前記所定エリアから外に出
たことを検出したことを示す前記指示情報を受信した場合、前記第２無線基地局に対して
、その旨を示す前記送信電力制御メッセージを送信し、
　前記工程Ｃにおいて、前記第２無線基地局は、前記送信電力制御メッセージに応じて、
前記第２周波数のセルにおける信号の送信を停止することを特徴とする請求項１に記載の
移動通信方法。
【請求項４】
　第２周波数のセルを管理する無線基地局であって、
　第１周波数のセルで通信中の移動局が、アクセス権を有する前記第２周波数のセルに対
応する所定エリア内に入ったことを検出した場合、或いは、該所定エリアから外に出たこ
とを検出した場合に、該移動局から指示情報を受信した該第１周波数のセルを管理する無
線基地局から、送信電力制御メッセージを受信するように構成されている受信部と、
　前記送信電力制御メッセージに基づいて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信電
力を制御するように構成されている制御部と
を具備し、
　前記制御部は、
　前記第１無線基地局から、前記所定エリアに入ったことを検出したことを示す前記指示
情報を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信した場合、受信した前記送信電
力制御メッセージに応じて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信を停止せずに、前
記信号の送信電力を所定値以上となるように変更し、
　前記第１無線基地局から、前記所定エリアから外に出たことを検出したことを示す前記
指示情報を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信した場合、受信した前記送
信電力制御メッセージに応じて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信を停止せずに
、前記信号の送信電力を所定値以下となるように変更することを特徴とする無線基地局。
【請求項５】
　前記受信部が、前記第１周波数のセルを管理する無線基地局から、前記移動局が前記所
定エリア内に入ったことを検出したことを示す前記指示情報を受信したことを示す前記送
信電力制御メッセージを受信した場合に、前記制御部は、該送信電力制御メッセージに応
じて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信を開始するように構成されていることを
特徴とする請求項４に記載の無線基地局。
【請求項６】
　前記受信部が、前記第１周波数のセルを管理する無線基地局から、前記移動局が前記所
定エリアから外に出たことを検出したことを示す前記指示情報を受信したことを示す前記
送信電力制御メッセージを受信した場合に、前記制御部は、該送信電力制御メッセージに
応じて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信を停止するように構成されていること
を特徴とする請求項４に記載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び無線基地局に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　昨今、移動通信システムにおける「Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓａｖｉｎｇ」が脚光を浴びている
。移動通信システムにおける「Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓａｖｉｎｇ」とは、在圏している移動局
が存在しないセルやトラフィックが少ないセルにおいて、信号の送信電力を低く抑えたり
信号の送信を停止したりすることによって、ネットワーク全体における信号の送信電力を
低く抑えるという考え方である。
【０００３】
　ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）セルを管理する無線基地
局ＨｅＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ）の場合、特に、日中は、移動局ＵＥのユーザが外出する
機会が多いため、かかるＣＳＧセルにおける信号の送信を停止することができることが望
ましい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００　ｖ９.２.０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１　ｖ９.１.０
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３０４　ｖ９.１.０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の移動通信システムでは、上述のように、特定のセルにおいて、信
号の送信電力を低く抑えたり信号の送信を停止したりする仕組みが設けられていないとい
う問題点があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、効率的に「Ｅｎｅｒｇｙ
　Ｓａｖｉｎｇ」の実現を可能とする移動通信方法及び無線基地局を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、第１周波数のセルで通信中の移動局が
、アクセス権を有する第２周波数のセルに対応する所定エリア内に入ったことを検出した
場合、或いは、該所定エリアから外に出たことを検出した場合に、該第１周波数のセルを
管理する第１無線基地局に対して、指示情報を送信する工程Ａと、前記第１無線基地局が
、前記指示情報に応じて、前記第２周波数のセルを管理する第２無線基地局に対して、送
信電力制御メッセージを送信する工程Ｂと、前記第２無線基地局が、前記送信電力制御メ
ッセージに基づいて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信電力を制御する工程Ｃと
を有することを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第２の特徴は、第１周波数のセルを管理する無線基地局であって、前記第１周
波数のセルで通信中の移動局が、アクセス権を有する第２周波数のセルに対応する所定エ
リア内に入ったことを検出した場合、或いは、該所定エリアから外に出たことを検出した
場合に、該移動局から指示情報を受信するように構成されている受信部と、前記指示情報
に応じて、前記第２周波数のセルを管理する無線基地局に対して、前記第２セルにおける
信号の送信電力を制御するための送信電力制御メッセージを送信するように構成されてい
る送信部とを具備することを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第３の特徴は、第２周波数のセルを管理する無線基地局であって、第１周波数
のセルで通信中の移動局が、アクセス権を有する前記第２周波数のセルに対応する所定エ
リア内に入ったことを検出した場合、或いは、該所定エリアから外に出たことを検出した
場合に、該移動局から指示情報を受信した該第１周波数のセルを管理する無線基地局から
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、送信電力制御メッセージを受信するように構成されている受信部と、前記送信電力制御
メッセージに基づいて、前記第２周波数のセルにおける信号の送信電力を制御するように
構成されている制御部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、本発明によれば、効率的に「Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓａｖｉｎｇ」の実
現を可能とする移動通信方法及び無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００１３】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信システムであって、かか
る移動通信システムには、図１に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃Ａによって管理されて
いる周波数ｆ１のセル＃Ａ、及び、無線基地局ＨｅＮＢ＃１によって管理されている周波
数ｆ２のＣＳＧセル＃１が配置されている。ここで、ＣＳＧセル＃１は、セル＃Ａのエリ
ア内に配置されている。
【００１４】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥは、アクセス権を有するＣＳＧセ
ルの周波数に対応する所定エリアを管理するように構成されている。例えば、図１の例で
は、移動局ＵＥは、アクセス権を有するＣＳＧセル＃１の周波数ｆ２に対応する所定エリ
ア＃１を管理するように構成されている。
【００１５】
　ここで、所定エリア＃１は、上述のＣＳＧセル＃１よりも大きいエリアであってもよい
し、上述のＣＳＧセル＃１と一致していてもよい。
【００１６】
　所定エリア＃１は、ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔ情報によって規定されるエリアであって、
移動局ＵＥが上述のＣＳＧセル＃１が存在する「周辺環境」に関して記憶している情報で
ある。
【００１７】
　例えば、所定エリア＃１は、周辺に存在するマクロセルのＩＤやマクロセルからの信号
受信レベルやＧＰＳ情報等に基づく情報であってよいし、或いは、位置登録エリアＩＤや
ＰＬＭＮ　ＩＤ等であってもよく、どのような情報を使うかは、実装依存であってよい。
【００１８】
　また、移動局ＵＥは、セル＃Ａで通信中に、所定エリア＃１内に入ったことを検出した
場合に、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１のＣＧＩ（Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂ
ａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）及びＴＡＩ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
）を含む「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を送信する
ように構成されている。
【００１９】
　一方、移動局ＵＥは、セル＃Ａで通信中に、所定エリア＃１から外に出たことを検出し
た場合に、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１のＣＧＩ及びＴＡＩを含む「
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ｌｅａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を送信するように構成さ
れている。
【００２０】
　図２に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、受信部１１と、送信部１２とを具備して
いる。
【００２１】
　受信部１１は、移動局ＵＥから、「ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」、具
体的には、「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」又は「ｌ
ｅａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信するように構成され
ている。
【００２２】
　送信部１２は、受信部１１によって受信された「ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ」に応じて、交換局ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉ
ｔｙ）及びゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ（Ｇａｔｅｗａｙ）を介して、無線基地局Ｈ
ｅＮＢ＃１に対して、送信電力制御メッセージを送信するように構成されている。
【００２３】
　すなわち、受信部１１が、「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ」を受信した場合には、送信部１２は、その旨を示す送信電力制御メッセージを送
信するように構成されている。
【００２４】
　また、受信部１１が、「ｌｅａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
」を受信した場合には、送信部１２は、その旨を示す送信電力制御メッセージを送信する
ように構成されている。
【００２５】
　図３に示すように、無線基地局ＨｅＮＢ＃１は、受信部２１と、制御部２２とを具備し
ている。
【００２６】
　受信部２１は、交換局ＭＭＥ及びゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介して、無線基地
局ｅＮＢ＃Ａから、上述の送信電力制御メッセージを受信するように構成されている。
【００２７】
　制御部２２は、受信部２１によって受信された送信電力制御メッセージに基づいて、Ｃ
ＳＧセル＃１における信号の送信電力を制御するように構成されている。
【００２８】
　例えば、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉ
ｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信
した場合に、制御部２２は、かかる送信電力制御メッセージに応じて、ＣＳＧセル＃１に
おける信号の送信を開始するように構成されていてもよい。
【００２９】
　或いは、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉ
ｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信
した場合に、制御部２２は、かかる送信電力制御メッセージに応じて、ＣＳＧセル＃１に
おける信号の送信電力を所定値以上となるように変更してもよい。
【００３０】
　また、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、「ｌｅａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉ
ｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信した
場合に、制御部２２は、かかる送信電力制御メッセージに応じて、ＣＳＧセル＃１におけ
る信号の送信を停止するように構成されていてもよい。
【００３１】
　或いは、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、「ｌｅａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍ
ｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信したことを示す送信電力制御メッセージを受信し
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た場合に、制御部２２は、かかる送信電力制御メッセージに応じて、ＣＳＧセル＃１にお
ける信号の送信電力を所定値以下となるように変更してもよい。
【００３２】
　なお、制御部２２は、周辺のセルや移動局ＵＥに対する干渉量変化の影響を抑えるよう
に、緩やかに、ＣＳＧセル＃１における信号の送信電力を変更するように構成されていて
もよい。
【００３３】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明
する。
【００３４】
　図４に示すように、ステップＳ１００１において、第１周波数ｆ１のセル＃Ａで通信中
の移動局ＵＥは、アクセス権を有する第２周波数ｆ２のＣＳＧセル＃１に対応する所定エ
リア＃１内に入ったことを検出した場合、或いは、所定エリア＃１から外に出たことを検
出した場合に、セル＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１のＣ
ＧＩ及びＴＡＩを含む「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
」又は「ｌｅａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【００３５】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、交換局ＭＭＥに対して、ＣＳ
Ｇセル＃１のＣＧＩ及びＴＡＩを含む送信電力制御メッセージを送信する。ここで、かか
る送信電力制御メッセージは、「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａ
ｔｉｏｎ」又は「ｌｅａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」のどち
らに関連するかについて示す情報を含む。
【００３６】
　ステップＳ１００３において、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対
して、ＣＳＧセル＃１のＣＧＩ及びＴＡＩを含む送信電力制御メッセージを送信する。
【００３７】
　ステップＳ１００４において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、ＣＳＧセル＃１を
管理する無線基地局ＨｅＮＢ＃１に対して、送信電力制御メッセージを送信する。
【００３８】
　ステップＳ１００５において、無線基地局ＨｅＮＢ＃１は、受信した送信電力制御メッ
セージに「ｅｎｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に関連する
旨を示す情報が含まれている場合、ＣＳＧセル＃１における信号の送信を開始する、或い
は、ＣＳＧセル＃１における信号の送信電力を所定値以上となるように変更する。
【００３９】
　一方、無線基地局ＨｅＮＢ＃１は、受信した送信電力制御メッセージに「ｌｅａｖｉｎ
ｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に関連する旨を示す情報が含まれてい
る場合、ＣＳＧセル＃１における信号の送信を停止する、或いは、ＣＳＧセル＃１におけ
る信号の送信電力を所定値以下となるように変更する。
【００４０】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢ＃Ａが、
移動局ＵＥによって送信された「ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に応じて
、無線基地局ＨｅＮＢ＃１に対して、送信電力制御メッセージを送信し、無線基地局Ｈｅ
ＮＢ＃１が、かかる送信電力制御メッセージに応じて、ＣＳＧセル＃１における信号の送
信電力を制御することができるので、効率的に「Ｅｎｅｒｇｙ　Ｓａｖｉｎｇ」を実現す
ることができる。
【００４１】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００４２】



(7) JP 5396286 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、第１周波数ｆ１のセル＃Ａで通信
中の移動局ＵＥが、アクセス権を有する第２周波数ｆ２のＣＳＧセル＃１に対応する所定
エリア＃１内に入ったことを検出した場合、或いは、所定エリア＃１から外に出たことを
検出した場合に、セル＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａ（第１無線基地局）に対して
「ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（指示情報）」を送信する工程Ａと、無線
基地局ｅＮＢ＃Ａが、「ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に応じて、ＣＳＧ
セル＃１を管理する無線基地局ＨｅＮＢ＃１（第２無線基地局）に対して、送信電力制御
メッセージを送信する工程Ｂと、無線基地局ＨｅＮＢ＃１が、かかる送信電力制御メッセ
ージに基づいて、ＣＳＧセル＃１における信号の送信電力を制御する工程Ｃとを有するこ
とを要旨とする。
【００４３】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、「ｅｎ
ｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（移動局ＵＥが所定エリア＃
１内に入ったことを検出したことを示す指示情報）」を受信した場合、無線基地局ＨｅＮ
Ｂ＃１に対して、その旨を示す送信電力制御メッセージを送信し、工程Ｃにおいて、無線
基地局ＨｅＮＢ＃１は、かかる送信電力制御メッセージに応じて、ＣＳＧセル＃１におけ
る信号の送信を開始してもよい。
【００４４】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、「ｌｅ
ａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（移動局ＵＥが所定エリア＃１
から外に出たことを検出したことを示す指示情報）」を受信した場合、無線基地局ＨｅＮ
Ｂ＃１に対して、その旨を示す送信電力制御メッセージを送信し、工程Ｃにおいて、無線
基地局ＨｅＮＢ＃１は、かかる送信電力制御メッセージに応じて、ＣＳＧセル＃１におけ
る信号の送信を停止してもよい。
【００４５】
　本実施形態の第２の特徴は、セル＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａであって、セル
＃Ａで通信中の移動局ＵＥが、所定エリア＃１内に入ったことを検出した場合、或いは、
所定エリア＃１から外に出たことを検出した場合に、移動局ＵＥから「ｐｒｏｘｉｍｉｔ
ｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信するように構成されている受信部１１と、「ｐｒｏｘ
ｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」に応じて、無線基地局ＨｅＮＢ＃１に対して、送信
電力制御メッセージを送信するように構成されている送信部１２とを具備することを要旨
とする。
【００４６】
　本実施形態の第３の特徴は、ＣＳＧセル＃１を管理する無線基地局ＨｅＮＢ＃１であっ
て、セル＃Ａで通信中の移動局ＵＥが、所定エリア＃１内に入ったことを検出した場合、
或いは、所定エリア＃１から外に出たことを検出した場合に、移動局ＵＥから「ｐｒｏｘ
ｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信した無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、送信電力制
御メッセージを受信するように構成されている受信部２１と、かかる送信電力制御メッセ
ージに基づいて、ＣＳＧセル＃１における信号の送信電力を制御するように構成されてい
る制御部２２とを具備することを要旨とする。
【００４７】
　本実施形態の第３の特徴において、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、「ｅｎ
ｔｅｒｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信したことを示す送信
電力制御メッセージを受信した場合に、制御部２２は、かかる送信電力制御メッセージに
応じて、ＣＳＧセル＃１における信号の送信を開始するように構成されていてもよい。
【００４８】
　本実施形態の第３の特徴において、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、「ｌｅ
ａｖｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ」を受信したことを示す送信電
力制御メッセージを受信した場合に、制御部２２は、かかる送信電力制御メッセージに応
じて、ＣＳＧセル＃１における信号の送信を停止するように構成されていてもよい。
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【００４９】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや交換局ＭＭＥやゲートウェイ
装置ＨｅＮＢ-ＧＷの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサに
よって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わ
せによって実施されてもよい。
【００５０】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００５１】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや交換局ＭＭＥやゲートウェイ
装置ＨｅＮＢ-ＧＷ内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは
、ディスクリートコンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや交換
局ＭＭＥやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ内に設けられていてもよい。
【００５２】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
従って、本明細書の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限
的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００５３】
ｅＮＢ、ＨｅＮＢ…無線基地局
１１、２１…受信部
１２…送信部
２２…制御部
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