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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局が、配下のセルにおいて通信中の移動局との間で、ランダムアクセス手順を
開始する工程と、
　前記ランダムアクセス手順において、前記移動局が、前記無線基地局に対して、前記セ
ル以外のセルにおいて割り当てられているセル固有識別子を通知する工程とを有すること
を特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　無線基地局が、配下のセルにおいて通信中の移動局との間で、ランダムアクセス手順を
開始する工程と、
　前記ランダムアクセス手順において、前記移動局が、前記無線基地局に対して、前記セ
ル以外のセルにおいて割り当てられているセル固有識別子を通知する工程とを有し、
　前記セル以外のセルは、前記無線基地局によって指定されたセルであることを特徴とす
る移動通信方法。
【請求項３】
　無線基地局配下のセルにおいて通信中である際に、該無線基地局との間でランダムアク
セス手順が開始された場合に、該ランダムアクセス手順において、該無線基地局に対して
、該セル以外のセルにおいて割り当てられているセル固有識別子を通知するように構成さ
れている送信部を具備することを特徴とする移動局。
【請求項４】
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　無線基地局配下のセルにおいて通信中である際に、該無線基地局との間でランダムアク
セス手順が開始された場合に、該ランダムアクセス手順において、該無線基地局に対して
、前記セル以外のセルにおいて割り当てられているセル固有識別子を通知するように構成
されている送信部を具備し、
　前記セル以外のセルは、前記無線基地局によって指定されたセルであることを特徴とす
る移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式において、図４に示すように
、無線基地局ｅＮＢは、配下のセルにおいて通信を行う移動局ＵＥに対して、Ｃ-ＲＮＴ
Ｉ（Ｃｅｌｌ-　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｏｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ）を割り当てて、データの送受信を行うように構成されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　Ｃ-ＲＮＴＩは、セルごとに割り当てられるように構成されており、ＬＴＥ方式では、
図４に示すように、同一のセル＃Ａにおいて通信を行う移動局ＵＥ＃１及び移動局ＵＥ＃
２に対して、同一のＣ-ＲＮＴＩを割り当てることができず、異なるセル＃Ａ/＃Ｂにおい
て通信を行う移動局ＵＥ＃１（又は、移動局ＵＥ＃２）及び移動局ＵＥ＃３に対して、同
一のＣ-ＲＮＴＩを割り当てることができる。
【０００４】
　なお、Ｃ-ＲＮＴＩは、「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ（Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ）手順」或いはハンドオーバ手順において割り当てられるように構成されて
いる。
【０００５】
　また、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに割り当てられたＣ-ＲＮＴＩを用いて、下り
リンクデータの送信や上りリンクデータの送信用リソースの割り当てを行うように構成さ
れている。
【０００６】
　また、３ＧＰＰの「Ｒｅｌ-１２ワークショップ」において、ＦＲＡ（Ｆｕｔｕｒｅ　
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）のトピックとして、「Ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ　ｅｎｈａｎｃ
ｅｍｅｎｔ」に関する提案が多く寄せられた。
【０００７】
　かかる提案の中で、「ファントムセル（Ｐｈａｎｔｏｍ　ｃｅｌｌ）」に係るコンセプ
トが検討されている。
【０００８】
　図５に示すように、従来のマクロセル（Ｍａｃｒｏ　ｃｅｌｌ）とは異なり、ファント
ムセルは、多数の「スモールセル（Ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）」を連結することで、１つの
大きなセルを形成し、広いエリアをカバーすることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、図６に示すように、各セル（マクロセル及びファントムセル）では、６
５５３５個のＣ-ＲＮＴＩを管理しており、各移動局ＵＥに対して１個のＣ-ＲＮＴＩを割
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り当てる必要がある。
【００１１】
　ここで、ファントムセルのカバレッジエリアが広くなると、ファントムセル内で通信を
行う移動局ＵＥの数が増えるため、ファントムセル内で移動局ＵＥに割り当てるＣ-ＲＮ
ＴＩが枯渇するケースが生じ得るという問題点が想定される。
【００１２】
　かかる問題点を解決するために、図７に示すように、マクロセルでは、各移動局ＵＥに
対して、１個のＣ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏを割り当てる一方、ファントムセルでは、複数の
移動局ＵＥに対して、１個のＣ-ＲＮＴＩｐｈを割り当てる（すなわち、１個のＣ-ＲＮＴ
Ｉｐｈを複数の移動局ＵＥで共有する）という運用が行われることが想定される。
【００１３】
　一方、ＬＴＥ方式では、既に移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間でコネクションが確
立されている状態でＲＡ手順が起動される場合、「ＲＡ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」で指定され
る「ＵＬ　ｇｒａｎｔ」にて当該移動局ＵＥに割り当てられているＣ-ＲＮＴＩを、「Ｃ-
ＲＮＴＩ　ＭＡＣ　ＣＥ」で無線基地局ｅＮＢへ通知することが規定されている。
【００１４】
　かかる場合、図８に示すように、「Ｎｏｎ-ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ
手順」或いは「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」において、ファントムセ
ルにおいて通信中の移動局ＵＥが、「Ｃ-ＲＮＴＩ　ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）　ＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）」によって、かかるファ
ントムセルを管理している無線基地局ＰｈＮＢに対して、かかるファントムセルにおいて
割り当てられているＣ-ＲＮＴＩｐｈを通知したところで、無線基地局ＰｈＮＢは、かか
る移動局ＵＥを一意に特定することができないという問題点があった。
【００１５】
　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、ファントムセルを管理し
ている無線基地局ＰｈＮＢにおいて、かかるファントムセルにおいて通信中の移動局ＵＥ
を一意に特定することができる移動通信方法及び移動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】
【００１６】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、配下のセルにおいて通
信中の移動局との間で、ランダムアクセス手順を開始する工程と、前記ランダムアクセス
手順において、前記移動局が、前記無線基地局に対して、前記セル以外のセルにおいて割
り当てられているセル固有識別子を通知する工程とを有することを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、配下のセルにおいて通
信中の移動局との間で、ランダムアクセス手順を開始する工程と、前記ランダムアクセス
手順において、前記移動局が、前記無線基地局に対して、前記無線基地局によって指定さ
れた前記セル以外のセルにおいて割り当てられているセル固有識別子を通知する工程とを
有することを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第３の特徴は、移動局であって、無線基地局配下のセルにおいて通信中である
際に、該無線基地局との間でランダムアクセス手順が開始された場合に、該ランダムアク
セス手順において、該無線基地局に対して、該セル以外のセルにおいて割り当てられてい
るセル固有識別子を通知するように構成されている送信部を具備することを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第４の特徴は、移動局であって、無線基地局配下のセルにおいて通信中である
際に、該無線基地局との間でランダムアクセス手順が開始された場合に、該ランダムアク
セス手順において、該無線基地局に対して、無線基地局によって指定された該セル以外の
セルにおいて割り当てられているセル固有識別子を通知するように構成されている送信部
を具備することを要旨とする。
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【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明によれば、ファントムセルを管理している無線基地局Ｐｈ
ＮＢにおいて、かかるファントムセルにおいて通信中の移動局ＵＥを一意に特定すること
ができる移動通信方法及び移動局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【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の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動局によって送信される「Ｃ-ＲＮＴＩ　ＭＡ
Ｃ　ＣＥ」の一例を示す図である。
【図４】従来技術を説明するための図である。
【図５】従来技術を説明するための図である。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【図７】従来技術を説明するための図である。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図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について説
明する。
【００２３】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信シス
テムであって、セル＃１０を管理する無線基地局ＰｈＮＢ＃１０と、セル＃１を管理する
無線基地局ｅＮＢ＃１と、セル＃２を管理する無線基地局ｅＮＢ＃２と、セル＃３を管理
する無線基地局ｅＮＢ＃３とを具備している。
【００２４】
　ここで、セル＃１０は、複数のスモールセルを連結して形成されたファントムセルであ
り、セル＃１～＃３は、マクロセルである。
【００２５】
　図１に示すように、セル＃１０のカバレッジエリア及びセル＃１～＃３のカバレッジエ
リアは、少なくとも一部で重なるように配置されている。
【００２６】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムでは、セル＃１０において、複数の移動局Ｕ
Ｅに対して、同一のＣ-ＲＮＴＩｐｈを割り当てることができるように構成されている。
【００２７】
　一方、本実施形態に係る移動通信システムでは、セル＃１～＃３において、複数の移動
局ＵＥに対して、同一のＣ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏを割り当てることができないように構成
されている。
【００２８】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、１つの移動局ＵＥに対して、複数のＣＲＮＴ
Ｉ（すなわち、Ｃ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏ及びＣ-ＲＮＴＩｐｈ）を割り当てることができる
ように構成されている。
【００２９】
　本実施形態に係る移動局ＵＥ＃１～ＵＥ＃３の構成は、基本的に同一であるため、以下
、代表して、移動局ＵＥの構成として説明する。
【００３０】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、受信部１１と、管理部１２と、送
信部１３とを具備している。
【００３１】
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　受信部１１は、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０/ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２/ｅＮＢ＃３から各
種信号を受信するように構成されており、送信部１３は、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０/ｅ
ＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２/ｅＮＢ＃３に対して各種信号を送信するように構成されている。
【００３２】
　例えば、受信部１１は、無線基地局ｅＮＢ＃１～３から、移動局ＵＥに対して割り当て
られたＣ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏを受信するように構成されている。
【００３３】
　また、受信部１１は、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０から、移動局ＵＥに対して割り当てら
れたＣ-ＲＮＴＩｐｈを受信するように構成されている。
【００３４】
　管理部１２は、各セル＃１～＃３/＃１０において移動局ＵＥに対して割り当てられて
いるＣ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏやＣ-ＲＮＴＩｐｈを管理するように構成されている。
【００３５】
　ここで、送信部１３は、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０との間で「Ｎｏｎ-ｃｏｎｔｅｎｔ
ｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」或いは「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順
」が開始された場合に、かかる「ＲＡ手順」において、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０に対し
て、セル＃１０以外のセル（例えば、セル＃１）において割り当てられているＣ-ＲＮＴ
Ｉｍａｃｒｏ等を通知するように構成されている。
【００３６】
　例えば、送信部１３は、図３に示す「Ｃ-ＲＮＴＩ　ＭＡＣ　ＣＥ」のフォーマットを
用いて、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０に対して、セル＃１０以外のセルにおいて割り当てら
れているＣ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏ等を通知するように構成されている。
【００３７】
　なお、かかる場合、送信部１３は、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０に対して、セル＃１０に
おいて割り当てられているＣ-ＲＮＴＩｐｈについても通知するように構成されていても
よい。
【００３８】
　図３に示す「Ｃ-ＲＮＴＩ　ＭＡＣ　ＣＥ」のフォーマットにおいて、「Ｃ０」～「Ｃ
７」には、セルＣ０～Ｃ７においてＣ-ＲＮＴＩが割り当てられているか否かについて設
定することができ、「Ｃ-ＲＮＴＩ　ｆｏｒ　Ｃｉ（Ｃ０～Ｃ７）」は、セルＣｉ（Ｃ０
～Ｃ７）において割り当てられているＣ-ＲＮＴＩを設定することができる。
【００３９】
　或いは、「Ｃ０」～「Ｃ７」には、セルＣ０～Ｃ７において割り当てられているＣ-Ｒ
ＮＴＩが報告されているか否かについて設定することができてもよい。
【００４０】
　また、移動局ＵＥに対して設定されているセルについて、どのインデックス「Ｃ０」～
「Ｃ７」に対応付けるかについては、無線基地局ｅＮＢから通知される。
【００４１】
　かかる通知は、ＲＲＣレイヤやＰＤＣＰレイヤやＲＬＣレイヤやＭＡＣレイヤや物理レ
イヤ等のいかなるレイヤにおいて行われてもよい。
【００４２】
　なお、送信部１３は、図８に示すように、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０との間の「Ｎｏｎ
-ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」或いは「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａ
ｓｅｄ　ＲＡ手順」において、ＭＳＧ３（「ＲＡ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ」で指定される「Ｕ
Ｌ　ｇｒａｎｔ」に対応するＰＵＳＣＨ）によって、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０に対して
、かかる「Ｃ-ＲＮＴＩ　ＭＡＣ　ＣＥ」を通知するように構成されている。
【００４３】
　ここで、「Ｎｏｎ-ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」或いは「Ｃｏｎｔ
ｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」は、上りリンク同期外れが発生した場合やハンド
オーバ処理において、すなわち、移動局ＵＥがＲＲＣ_Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ状態の場合に
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行われるように構成されている。
【００４４】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０は、移動局Ｕ
Ｅから受信した「Ｃ-ＲＮＴＩ　ＭＡＣ　ＣＥ」に基づいて、セル＃１０において移動局
ＵＥに割り当てているＣ-ＲＮＴＩｐｈに加えて、他のセルにおいて移動局ＵＥに割り当
てているＣ-ＲＮＴＩを取得することができるため、セル＃１０において複数の移動局Ｕ
Ｅに対して同一のＣ-ＲＮＴＩｐｈを割り当てている場合であっても、かかるセル＃１０
において通信中の移動局ＵＥを一意に特定することができる。
【００４５】
　また、移動局ＵＥに対して複数のＣ-ＲＮＴＩが割り当てられている場合、無線基地局
ｅＮＢが当該移動局ＵＥを識別するのに必要な数のＣ-ＲＮＴＩ以上の数のＣ-ＲＮＴＩを
報告される場合、オーバーヘッドが大きくなり、無線リソース利用効率の観点から望まし
くない。
【００４６】
　したがって、無線基地局ｅＮＢから、かかる移動局ＵＥが報告すべきＣ-ＲＮＴＩの数
について指定されてもよい。
【００４７】
　ここで、報告されるべきＣ-ＲＮＴＩの数、また、どのセルのＣ-ＲＮＴＩを報告すべき
かについては、ＲＲＣやＰＤＣＰレイヤやＲＬＣレイヤやＭＡＣレイヤや物理レイヤ等の
いかなるレイヤにおいて通知されてもよい。
【００４８】
　また、報告すべきセルについては、セルの識別子（ＰＣＩ:Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌ
ｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）で指定されてもよいし、ＰＣＩに関連付けられているセルの
Ｉｎｄｅｘ（例えば、Ｓｃｅｌｌ　Ｉｎｄｅｘ）で指示されてもよい。
【００４９】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００５０】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０が、配
下のセル＃１０において通信中の移動局ＵＥ＃１との間で、「Ｎｏｎ-ｃｏｎｔｅｎｔｉ
ｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順（非衝突型ランダムアクセス手順）」或いは「Ｃｏｎｔｅｎ
ｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順（衝突型ランダムアクセス手順）」を開始する工程と、
「Ｎｏｎ-ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」或いは「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏ
ｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」において、移動局ＵＥ＃１が、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０に
対して、セル＃１０以外のセル＃１において割り当てられているＣ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏ

（セル固有識別子）を通知する工程とを有することを要旨とする。
【００５１】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０が、配
下のセル＃１０において通信中の移動局ＵＥ＃１との間で、ＲＡ手順（ランダムアクセス
手順）を開始する工程と、かかるＲＡ手順において、移動局ＵＥが、無線基地局ＰｈＮＢ
＃１０に対して、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０によって指定されたセル＃１０以外のセルに
おいて割り当てられているＣ-ＲＮＴＩを通知する工程とを有することを要旨とする。
【００５２】
　本実施形態の第３の特徴は、移動局ＵＥであって、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０配下のセ
ル＃１０において通信中である際に、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０との間で「Ｎｏｎ-ｃｏ
ｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」或いは「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ
　ＲＡ手順」が開始された場合に、「Ｎｏｎ-ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ
手順」或いは「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ＲＡ手順」において、無線基地局Ｐ
ｈＮＢ＃１０に対して、セル＃１０以外のセル＃１において割り当てられているＣ-ＲＮ
ＴＩｍａｃｒｏを通知するように構成されている送信部１３を具備することを要旨とする
。
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【００５３】
　上述した例では、セル＃１０以外のセル＃１において割り当てられているＣ-ＲＮＴＩ
としてＣ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏを挙げたが、Ｃ-ＲＮＴＩｍａｃｒｏに限らずセル＃１０以
外のセルにて移動局ＵＥに割り当てられているＣ-ＲＮＴＩでもよい。
【００５４】
　本実施形態の第４の特徴は、移動局ＵＥであって、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０配下のセ
ル＃１０において通信中である際に、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０との間でＲＡ手順が開始
された場合に、かかるＲＡ手順において、無線基地局ＰｈＮＢ＃１０に対して、無線基地
局ＰｈＮＢ＃１０によって指定されたセル＃１０以外のセルにおいて割り当てられている
Ｃ-ＲＮＴＩを通知するように構成されている送信部１３を具備することを要旨とする。
【００５５】
　なお、上述の移動局ＵＥ＃１～ＵＥ＃３や無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２/ｅＮＢ＃
３/ＰｈＮＢ＃１０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。
【００５６】
　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。
【００５７】
　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＃１～ＵＥ＃３や無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２/ｅＮＢ＃
３/ＰｈＮＢ＃１０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＃１～ＵＥ＃３や無線基地局ｅＮＢ＃
１/ｅＮＢ＃２/ｅＮＢ＃３/ＰｈＮＢ＃１０内に設けられていてもよい。
【００５８】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００５９】
ｅＮＢ＃１、ｅＮＢ＃２、ｅＮＢ＃３、ＰｈＮＢ＃１０…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１…受信部
１２…管理部
１３…送信部
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