
JP WO2017/022043 A1 2017.2.9

10

(57)【要約】
　利用するサービスや用途毎に適した複数の無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）の使い分けを可能とする。複数のＲＡ
Ｔを含む無線アクセスネットワークを備えた通信システ
ムであって、端末による初期アクセスのための第１のＲ
ＡＴと、前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの
個別ＲＡＴと、を有し、前記端末に提供するサービスに
応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワークを備えた通信システムであって、
　端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の用途にそれぞれ対応したページングチャネルとラ
ンダムアクセスチャネルの少なくとも一方を備えている、ことを特徴とする請求項１記載
の通信システム。
【請求項３】
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワークに接続する端末であって、
　前記無線アクセスネットワークは、前記端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴ
と、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記第１のＲＡＴで初期アクセスを行う手段と、
　前記無線アクセスネットワークから前記端末に提供されるサービスに応じて、前記初期
アクセス以降の処理を前記第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える手段と、を備え
た、ことを特徴とする端末。
【請求項４】
　前記個別ＲＡＴへの切り替えは、
　前記端末から前記個別ＲＡＴへの送信の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴでの待ち受け状態の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴからの所定の情報の受信、
のうちのいずれかである、ことを特徴とする請求項３記載の端末。
【請求項５】
　前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の用途にそれぞれ対応したページングチャネルとラ
ンダムアクセスチャネルの少なくとも一方を備えている、ことを特徴とする請求項３又は
４記載の端末。
【請求項６】
　前記個別ＲＡＴのそれぞれについて予め定められた処理は、前記個別ＲＡＴでは行わず
、共通機能として前記第１のＲＡＴで行われる、ことを特徴とする請求項３乃至５のいず
れか１項に記載の端末。
【請求項７】
　セルサーチ、ネットワーク選択、セル選択、アタッチ処理、位置登録の少なくとも一つ
が前記共通機能として前記第１のＲＡＴで提供される、ことを特徴とする請求項３乃至６
のいずれか１項に記載の端末。
【請求項８】
　前記第１のＲＡＴを用いて通知される、前記個別ＲＡＴに切り替えるための情報を、受
信する、ことを特徴とする請求項３乃至７のいずれか１項に記載の端末。
【請求項９】
　前記第１のＲＡＴを用いて通知される、前記端末の現在位置で前記個別ＲＡＴが利用可
能であるか否かの情報を受信する、ことを特徴とする請求項３乃至８のいずれか１項に記
載の端末。
【請求項１０】
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　前記第１のＲＡＴを用いて通知される、前記個別ＲＡＴのランダムアクセスチャネルと
ページングチャネルの少なくとも一方のチャネル情報を受信する、ことを特徴とする請求
項３乃至９のいずれか１項に記載の端末。
【請求項１１】
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワーク内の基地局であって、
　端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える手段を備えた、ことを特徴とする基地局。
【請求項１２】
　前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の用途にそれぞれ対応したページングチャネルとラ
ンダムアクセスチャネルの少なくとも一方を備えている、ことを特徴とする請求項１１記
載の基地局。
【請求項１３】
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワークを備えた通信システムにおける通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、端末による初期アクセスのための前記第１のＲＡＴ
と、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を第１のＲＡＴか
ら前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴とする通信制御方法。
【請求項１４】
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む無線アクセスネットワークに接続する端末の
通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、前記端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴ
と、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記無線アクセスネットワークから前記端末に提供されるサービスに応じて、前記初期
アクセス以降の処理を第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴とする
端末の通信制御方法。
【請求項１５】
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む無線アクセスネットワークに接続する基地局
の通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴とする基地局の通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムと端末と基地局と通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２０２０年に実網サービス開始が期待されている第５世代（5th Generation）移動体通
信網（以下、「５Ｇ」と略記する）では、あらゆる通信サービスを移動体通信網に取り込
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むことが予想されている。その背景としては、加入者収入を原資としたオペレータビジネ
スによる大規模設備投資、規模の経済（スケールメリット（scale merit）とも呼ばれ、
企業規模、事業規模が大きいほど効率が良くなり、単位当たりのコストが低下するという
経営学上の定理）による設備の低コスト化、カバーエリアの最大化を可能にすることが挙
げられる。
【０００３】
　例えば、産業用通信に利用可能な超低遅延（超低レイテンシ）通信サービスや、大量の
センサノードを収容するＩｏＴ(Internet of Things)／Ｍ２Ｍ(Machine-to-Machine)サー
ビスなどを移動体通信網で提供することが想定されている。このため、５Ｇ網には幅広い
性能が要求される。
【０００４】
　５Ｇの無線アクセス技術（Radio Access Technology：ＲＡＴ）の検討は、例えばＭＥ
ＴＩＳ(Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty (2020) 
Information Society)、ＡＲＩＢ(Association of Radio Industries and Businesses）
などで検討が進んでおりホワイトペーパとして公開されている（非特許文献１、２）。
【０００５】
　３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project） ＴＳＧ(technical specificatio
n group)－ＲＡＮ(Radio Access Network)では２０１５年９月に無線技術に関するワーク
ショップが開催され、議論が本格化する公算である。
【０００６】
　５Ｇ網に求められる性能は、具体例として、例えば、
・データ通信速度、
・省電力性能、
・スケーラビリティ、
・超低遅延（超低レイテンシ）、などがあげられる。
【０００７】
　無線アクセス技術（ＲＡＴ）を構成するリソースとしては、例えば、
・利用可能な周波数帯域幅、
・位置登録エリア、
・ページングチャネル、
・ランダムアクセスチャネル、
・報知情報、などがある。
【０００８】
　ここで、位置登録エリア（例えばＬＴＥ(Long Term Evolution)ではTracking Area（TA
）、ＧＥＲＡＮ（GSM(登録商標)(Global System for Mobile communications) EDGE Radi
o Access Network）やＵＴＲＡＮ（UMTS（Universal Mobile Telecommunications System
） Terrestrial Radio Access Network）では、Routing Area（RA））は、端末の現在位
置をＨＳＳ(Home Subscriber Server)及びＭＭＥ(Mobility Management Entity)／ＨＬＲ
(Home Location Register)に登録する場合の制御単位となるエリアである。端末から発呼
を受け付けたネットワークは、呼の接続先となる端末が登録されているエリアに一斉呼出
（ページング）を行う。基地局は、例えば報知チャネル（Broadcast Control Channel：
ＢＣＣＨ）の下り方向（基地局→移動局）の信号の中に位置登録エリアの番号を表す位置
コードを報知する。移動局は現在登録してある位置コードと異なる位置コードを報知して
いる基地局のエリアに来たとき、位置登録更新（ＴＡＵ（TA Update）又はＲＡＵ(RA Upd
ate）)を自動的に行う。
【０００９】
　ページングチャネル（Paging Channel）は、無線基地局のエリア（例えばセル）内にい
る全端末に情報を送るチャネルであり、制御チャネルの１つである。
【００１０】
　また、端末がアイドル状態から発信時（例えばＲＲＣ(Radio Resource Control)アイド
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ル状態からの最初のアクセス）や、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎの再確立時やハンドオ
ーバ時などに、基地局と接続を確立させる場合に、ランダムアクセスが行われる。なお、
ＲＲＣは無線リソースを制御する第３層のプロトコルである。端末は、ランダムアクセス
チャネルを用いてＰＲＡＣＨプリアンブル（特定パタン、Signatureともいう、例えばＬ
ＴＥのセルでは６４個のプリアンブルパタンが用意されている）を送信する。
【００１１】
　なお、無線アクセス技術に関して、例えば特許文献１には、複数の異なる無線アクセス
技術（ＲＡＴ）のセルで待ち受け及び通信が可能な移動端末において、移動端末の動作状
態を考慮して、適正な無線アクセス技術のセルの選択を可能にする構成として、複数の異
なるＲＡＴのセルを選択して待ち受け、複数のＲＡＴから選択したセルが属するＲＡＴの
基地局に対する接続処理を行い、通信を行う構成が開示されている。
【００１２】
　また、特許文献２には、ＬＴＥ（Ｒｅｌ．８）、ＬＴＥの後継システム（例えば、Ｒｅ
ｌ．９、Ｒｅｌ．１０）等のセルラシステムでは、広いカバレッジをサポートするように
無線通信方式（無線インタフェース）が設計され、今後、このようなセルラ環境に加えて
、インドア、ショッピングモール等のローカルエリアでの近距離通信による高速無線サー
ビスを提供することが想定され、ローカルエリアでの高速無線サービスに特化した無線通
信方式の設計が求められていることが記載され、ワイドエリアに最適な無線通信方式で使
用されるワイドエリア制御情報をローカルエリアに最適な無線通信方式に利用することで
、移動端末にセルの違いを意識させないようにワイドエリアにローカルエリアを組込むこ
とが開示されている。
【００１３】
　特許文献３には、複数の異なるＲＡＴのセルのうち、端末のバッテリ残量や動作状態に
応じて、適切なＲＡＴ（例えば省電力対応のＲＡＴ）を選択する構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２０１４－０４５４４５号公報
【特許文献２】特開２０１３－１０６１４４号公報
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１４／００６６０６８号明細書
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】"METIS: Mobile Communications for 2020 and beyond"　インターネッ
ト［２０１５年７月１日検索］＜ＵＲＬ:https://www.metis2020.com/wp-content/upload
s/publications/VDE_ITG_2013_Brahmi_Mobile_Communications-.pdf＞
【非特許文献２】"ARIB 2020 and Beyond Ad Hoc Group White Paper Mobile Communicat
ions Systems for 2020 and beyond Version 1.0.0, October 8, 2014"　インターネット
［２０１５年７月１日検索］＜ＵＲＬ：http://www.arib.or.jp/english/20bah-wp-100.p
df＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　前述したように、５Ｇ網に求められる具体的な性能として、例えばデータ通信速度、省
電力性能、スケーラビリティ、超低遅延（超低レイテンシ）などがあげられる。
【００１７】
　しかしながら、これらは、通常、相反するものであり、全ての性能要求を同時に満たす
ことは難しい。
【００１８】
　例えば、Ｍ２Ｍデバイス等では低遅延化とともに、バッテリの長寿命化、低コストが求
められる。しかしながら、無線区間の遅延（レイテンシ）を短時間化する場合（例えば１
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ｍｓ（milli second）以下とする場合）、消費電力は増大し、バッテリ寿命は短くなり、
コストも増大するかもしれない。
【００１９】
　提供する通信サービスが求める性能要求を満たすため、ＲＡＴのリソース（例えば、利
用可能な周波数帯域幅、位置登録エリア、ページングチャネル、ランダムアクセスチャネ
ル、報知情報等）は、最適に設計されることが好ましい。
【００２０】
　したがって、来るべき５Ｇでは、利用するサービスや用途毎に適した複数のＲＡＴを使
い分けることが望ましい。
【００２１】
　本発明は、上記課題に鑑みて創案されたものであって、その主たる目的は、利用するサ
ービスや用途毎に適した複数のＲＡＴの使い分けを可能とする通信システム、端末、基地
局、通信制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本発明の１つの側面によれば、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Techn
ology））を含む無線アクセスネットワークを備えた通信システムであって、端末による
初期アクセスのための第１のＲＡＴと、前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個
別ＲＡＴと、を有し、前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処
理を前記第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える通信システムが提供される。
【００２３】
　本発明のさらに別の側面によれば、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access T
echnology））を含む無線アクセスネットワークに接続する端末であって、前記無線アク
セスネットワークは、前記端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、前記第１の
ＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、を有し、前記無線アクセスネットワー
クから前記端末に提供されるサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１
のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える手段を備えた端末が提供される。
【００２４】
　本発明の別の側面によれば、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technol
ogy））を含む無線アクセスネットワークに接続する基地局であって、端末による初期ア
クセスのための第１のＲＡＴと、前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡ
Ｔと、を有し、前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前
記第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える手段を備えた基地局が提供される。
【００２５】
　本発明のさらに別の側面によれば、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access T
echnology））を含む無線アクセスネットワークを備えた通信システムにおける通信制御
方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える通信制御方法が提供される。
【００２６】
　本発明のさらに別の側面によれば、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む無線アク
セスネットワークに接続する端末の通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、前記端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴ
と、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記無線アクセスネットワークから前記端末に提供されるサービスに応じて、前記初期
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アクセス以降の処理を第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える端末の通信制御方法
が提供される。
【００２７】
　本発明のさらに別の側面によれば、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む無線アク
セスネットワークに接続する基地局の通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、前記端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴ
と、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える、基地局の通信制御方法が提供される。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、利用するサービスや用途毎に適した複数のＲＡＴの使い分け寄与する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の例示的な一実施形態のシステムの一例を模式的に説明する図である。
【図２】本発明の例示的な一実施形態の動作例を説明する図である。
【図３】本発明の例示的な一実施形態のシーケンスの一例を説明する図である。
【図４】本発明の例示的な一実施形態の端末の構成の一例を模式的に例示する図である。
【図５】本発明の例示的な一実施形態の端末の動作例を例示する図である。
【図６】本発明の例示的な一実施形態の基地局の構成の一例を模式的に例示する図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の例示的な実施形態について図面を参照して説明する。本発明のいくつかの形態
の一つによれば、第１乃至第Ｎ（ただし、Ｎは２以上の予め定められた整数）の無線アク
セス技術（ＲＡＴ）を含む無線アクセスネットワーク（Radio Access Network）（例えば
図１の２０）を備えた通信システムであって、前記第１のＲＡＴを、端末による初期アク
セスのための共通機能を提供する基本ＲＡＴ（例えば図１の２１）とし、前記第２乃至第
ＮのＲＡＴの少なくとも一つは、前記第１のＲＡＴとは異なる個別ＲＡＴからなり（例え
ば図１の２２Ａ～２２Ｃ）、前記第１のＲＡＴと、少なくとも一つの個別ＲＡＴをサポー
トする端末に対して、端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を
、前記第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える構成とされる。
【００３１】
　本発明のいくつかの形態の一つによれば、前記個別ＲＡＴへの切り替えは、前記端末か
ら前記個別ＲＡＴへの通信の開始、前記端末から前記個別ＲＡＴへの送信の開始、前記端
末による前記個別ＲＡＴでの待ち受け状態の開始、前記端末による前記個別ＲＡＴからの
所定の情報の受信のうちのいずれかとしてもよい。前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の
用途にそれぞれ対応したページングチャネルとランダムアクセスチャネルの少なくとも一
方を備えている。
【００３２】
　本発明のいくつかの形態の一つによれば、前記端末は、前記個別ＲＡＴで待ち受けを行
うようにしてもよい。
【００３３】
　本発明のいくつかの形態の一つによれば、個別ＲＡＴのそれぞれについて予め定められ
た処理は、前記個別ＲＡＴでは行わず、前記共通機能として前記第１のＲＡＴで行うよう
にしてもよい。
【００３４】
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　本発明のいくつかの形態の一つによれば、セルサーチ、ネットワーク選択、セル選択、
アタッチ処理、位置登録の少なくとも一つが、前記共通機能の少なくとも一部として、前
記第１のＲＡＴで提供される、構成としてもよい。
【００３５】
　本発明のいくつかの形態の一つによれば、前記端末は、前記第１のＲＡＴを用いて通知
される、前記個別ＲＡＴに切り替えるための情報を受信するようにしてもよい。
【００３６】
　本発明のいくつかの形態の一つによれば、前記端末は、前記第１のＲＡＴを用いて通知
される、前記端末の現在位置（前記第１のＲＡＴのセル内）で前記個別ＲＡＴが利用可能
であるか否かの情報を受信するようにしてもよい。
【００３７】
　本発明のいくつかの形態の一つによれば、前記端末は、前記第１のＲＡＴを用いて通知
される、前記個別ＲＡＴのランダムアクセスチャネルとページングチャネルの少なくとも
一方のチャネルの設定情報を受信するようにしてもよい。
【００３８】
＜システム構成例＞
　図１は、本発明の例示的な一実施形態のシステム構成の一例を模式的に説明する図であ
る。図１を参照すると、本実施形態では、無線アクセス網２０は複数のＲＡＴを備えてい
る。複数のＲＡＴは、例えば、一つの基本ＲＡＴ２１と、個別ＲＡＴ２２とに分けられる
。
【００３９】
　基本ＲＡＴ２１は、予め定められた共通機能の提供に対応したＲＡＴである。個別ＲＡ
Ｔ２２は、端末に提供されるサービス、端末の用途（目的）に応じてリソースを特化した
ＲＡＴである。個別ＲＡＴ２２は、例えば、ミリ波用ＲＡＴや、超低レイテンシ用ＲＡＴ
、ＩｏＴ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴ等、それぞれの用途に応じて性能等を特化した構成としてもよ
い。
【００４０】
　例えば５Ｇのカバーエリアを最大化する必要がある関係上、基地局２は、基本ＲＡＴ２
１をサポートする。端末１Ａ、１Ｂも基本ＲＡＴ２１をサポートする。
【００４１】
　一方、個別ＲＡＴは、端末１、基地局２ともに、オプション機能扱いとしてもよい。す
なわち、全ての端末及び基地局が、個別ＲＡＴをサポートする必要はない。この場合、端
末１Ａ／１Ｂは、図１において、例えば基本ＲＡＴ２１の基地局２を介して，コア網３０
と接続可能である。同様に、例えば基地局２を、基本ＲＡＴ２１による通信機能のみを備
えた基地局で構成してもよい。
【００４２】
　なお、特に制限されるものではないが、図１に示した例では、基本ＲＡＴ２１をマクロ
セルの基地局２で用いるＲＡＴとし、個別ＲＡＴ２２を、マクロセル内又は隣接して配置
される複数のスモールセルの基地局２Ａ、２Ｂ、２Ｃでそれぞれ用いる３つのＲＡＴ（い
ずれも基本ＲＡＴとは異なる方式のＲＡＴである）として構成しており、それぞれのＲＡ
Ｔのセルがカバーする範囲を２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃで表している（なお、本明細書では
、符号２２Ａ、２２Ｂ、２２ＣはＲＡＴの意味でも用いる）。
【００４３】
　図１では、単に図面作成の都合で、２台の端末１Ａ、１Ｂが示されているが、無線アク
セス網２０で示される領域内の端末１の数は図１に限定されるものでないことは勿論であ
る。また、個別ＲＡＴ２２は３つに制限されるものでないことは勿論である。なお、説明
の上で、端末１Ａ、１Ｂを特に区別する必要がないときは、単に、端末１という。
【００４４】
　以下では、端末１Ａの個別ＲＡＴは、基地局２Ａの個別ＲＡＴ２２Ａ、端末１Ｂの個別
ＲＡＴは、基地局２Ｂの個別ＲＡＴ２２Ｂをそれぞれサポートするものとして、説明する
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。
【００４５】
　端末１は、基本ＲＡＴ２１上で、初期アクセスを行う。初期アクセスは、基本ＲＡＴ上
で提供され得る共通機能であり、例えば、セルサーチ、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile N
etwork）の選択、セル選択のうちの少なくともいずれかであってもよい。
【００４６】
　その後、端末１は、端末１に提供されるサービス又は端末１の用途に応じて個別ＲＡＴ
２２へ切替えた後、アタッチ／認証、位置登録、発呼や着呼（データ通信）等を行う。
【００４７】
　本実施形態において、基地局２Ａ－２Ｃの個別ＲＡＴ２２Ａ－２２Ｃにおいて、リソー
スは、個別に特化（最適化）されている。
【００４８】
　具体的には、個別に特化（最適化）するために異なる構成を有するページングチャネル
（Paging Channel:ＰＣＨ）とランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）の少なくとも一部
がそれぞれの個別ＲＡＴ２２Ａ－２２Ｃで提供されている。
【００４９】
　なお、端末１の発信時等、基地局と接続確立時にランダムアクセスが行われる。端末１
はセルで用意されている複数のプリアンブルからランダムに選択したプリアンブルを送信
し基地局はプリアンブルを検出すると応答（ＲＡＣＨ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を返す。応答
を受信した端末１は、ＲＲＣ（Radio Resource Control）　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔを基地局に送信し、基地局は、ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐメ
ッセージを端末１に送信する。端末１は、当該メッセージに端末ＩＤが含まれていない場
合、ランダムアクセスは失敗と判断し、プリアンブル送信から再試行する。当該メッセー
ジに端末ＩＤが含まれている場合、端末１は、ランダムアクセス処理を終了し、基地局と
の間で接続が確立する。端末１が、個別ＲＡＴ２２Ａ－２２Ｃの基地局２Ａ－２Ｃのいず
れかと接続を確立するためのＲＡＣＨのチャネル情報は、基本ＲＡＴ２１の基地局２から
端末１に通知される。
【００５０】
　本実施形態においては、端末１は、個別ＲＡＴ２２のＰＣＨ、ＲＡＣＨを使って待ち受
け状態となる。端末１に提供されるサービス又は端末１の個々の用途（目的）に応じた性
能（高速データ伝送速度、低レイテンシ、省電力性能等）を実現することができる。ただ
し、端末１の用途によっては、部分的に、基本ＲＡＴの機能を利用してもよい。例えば、
端末１は基本ＲＡＴ２１にて待ち受け状態となり、所定の用途（例：発呼）を行う際に、
個別ＲＡＴ２２に切り替えてもよい。
【００５１】
　また、本実施形態においては、端末１は、個別ＲＡＴ２２に切り替わるための情報を、
基地局２から基本ＲＡＴ２１を用いて取得する。
【００５２】
　本実施形態によれば、個別ＲＡＴ２２では、サービス別に無線リソースを最適化するこ
とができる。例えばミリ波を含む１０ＧＨｚ（Giga Herz）以上の周波数帯では、短波長
となり、電波は遠くまで伝搬しなくなる。本実施形態では、このミリ波用ＲＡＴを、スモ
ールセルで実現している（例えば図１の２２Ａ）。超低レイテンシＲＡＴ、ＩｏＴ／Ｍ２
Ｍ用ＲＡＴもスモールセルで実現している（例えば図１の２２Ｂ、２２Ｃ）。
【００５３】
　基本ＲＡＴ２１は、端末１、基地局２の両方がサポートしているので、個別ＲＡＴ２２
によってカバーされるエリア外でも、端末１に対して、サービスを提供することができる
。ただし、個別ＲＡＴ２２によって特に実現可能な性能（例：省電力性能）は、基本ＲＡ
Ｔ２１を使う場合、提供することはできないかもしれない。
【００５４】
　本実施形態においては、複数の個別ＲＡＴ２２Ａ～２２Ｃが、基本ＲＡＴ２１を共有す
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ることで、セルサーチやセル選択などの基本処理を、共通化することができる。
【００５５】
　例えば、端末１におけるセルサーチ、ＰＬＭＮ選択、セル選択などの基本処理（すなわ
ち初期アクセス）を、基地局２との間で基本ＲＡＴ２１を用いて行うことで、端末１の設
計（例えばＲＲＣアイドル状態など、アイドルモード処理）が簡易化することができる、
という利点がある。
【００５６】
　また、本実施形態においては、ネットワーク側は、報知情報などのリソースを共通化す
ることができるので、無線リソースを節約できる。
【００５７】
　さらに、本実施形態においては、基本ＲＡＴ２１と、個別ＲＡＴ２２を、完全に異なる
ＲＡＴとして別々に管理するよりも、基本処理を共通化することで、移動網保守運用管理
（例えば、報知情報の設計など）を簡易化することができる、という利点もある。
【００５８】
　ところで、５Ｇでは、Ｃ－ＲＡＮ（Centralized Radio Access Network）技術により、
無線アクセス網リソースの仮想化が進むことが予想されている。
【００５９】
　本実施形態においては、共通機能を基本ＲＡＴ２１で提供し、１つ又は複数の個別ＲＡ
Ｔ２２Ａ～２２Ｃで無線アクセス網を構成することで、仮想化技術（例えばNetwork Func
tion Virtualization：NFV）を利用し、特定の個別ＲＡＴのリソース（例えばＶＭ（Virt
ual Machine）インスタンス）を大幅に増やすなど、ネットワークのスケーラビリティ（
拡張性）の実現を容易化している。
【００６０】
　なお、図１において、無線アクセス網２０に接続されたコア網３０は、例えば発展型パ
ケットコア（Evolved Packet　Core：ＥＰＣ）では、端末１の移動管理や認証を行う不図
示のＭＭＥ（Mobility Management Entity）、基地局２との間でユーザデータの送受信を
行い、不図示のＰＧＷ（ＰＤＮ（Packet Data Network）　GateWay）との間の通信経路の
設定・解放を行う不図示のＳＧＷ（Serving GateWay）、インターネット等のパケットデ
ータ網（ＰＤＮ）と接続し端末１に対してＩＰアドレス（プライベートＩＰアドレス）の
割当て等を行うＰＧＷ等を備える。
【００６１】
＜端末の動作の一例＞
　図２は、図１を参照して説明した端末の動作の一例を説明する図である。端末１は、基
本ＲＡＴ２１をサポートしており、基本ＲＡＴ２１の提供するセルから下り信号（同期信
号や報知チャネル、報知情報）を受信し、これらの情報をもとに、セルサーチ（ステップ
Ｓ１０１）、ＰＬＭＮ選択（ステップＳ１０２）、セル選択（ステップＳ１０３）を行う
。ステップＳ１０１～Ｓ１０３の動作は基本ＲＡＴで提供される初期アクセス（のための
動作）と称されてもよい。
【００６２】
　なお、セルサーチ（ステップＳ１０１）において、端末は、在圏セル、周辺セル（例え
ば周辺マクロセルあるいはスモールセル）の受信レベルを測定し、利用可能な周波数、と
候補セルを選択する。受信レベルは、受信電力、ＲＳＳＩ（Received Signal Strength I
ndication）、ＲＳＣＰ（Received Signal Code Power）、ＳＮＲ（Signal-to-Noise Rat
io）、ＳＩＲ（Signal to Interference power Ratio）、Ｅｃ／Ｎｏ（Energy per Chip 
to Noise Radio）、ＲＳＲＰ（Reference Signal Received Power）、ＲＳＲＱ（Referen
ce Signal Received Quality）等であってもよい。
【００６３】
　ＰＬＭＮ選択（ステップＳ１０２）において、端末１は候補セルの中から利用可能なネ
ットワーク（ＰＬＭＮ）を、選択する。セル選択（ステップＳ１０３）において、端末１
は選択したＰＬＭＮの報知情報を受信し、利用可能なセルを検出する。この場合、基本Ｒ
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ＡＴ２１のマクロセルが選択される。なお、ＬＴＥの場合、端末１は、セルサーチの際に
、セルから受信するプライマリ同期信号（Primary Synchronization Signals）及びセカ
ンダリ同期信号（Secondary Synchronization Signals）により、当該セルのＰＣＩ（Phy
sical Cell ID）を特定しＰＣＩに基づいてＣＲＳ（Cell-specific reference signals）
を受信する。
【００６４】
　本実施形態において、基地局２から送信され、セルサーチに用いられる同期信号や報知
チャネル、報知情報のリソースは、セル内のすべての端末１Ａ、１Ｂが同時に利用できる
。このため、端末数に依存してリソースの必要量が増減することはない。
【００６５】
　また、この段階（図２のステップＳ１０３までのステップ）では、端末１側からの上り
方向の信号やトラフィックは発生しない。このため、端末数に比例して上り（アップリン
ク）のリソースを消費することもない
【００６６】
　本実施形態において、端末１の現在位置で、個別ＲＡＴ２２が使用可能であるか否かは
、基本ＲＡＴ２１のセルの報知情報で報知される。例えばＬＴＥやＷＣＤＭＡ（登録商標
）（Wideband Code Division Multiple Access）で報知情報の送信単位であるＳＩＢ（Sy
stem Information Block）の種類（Type）を新たに追加し、個別ＲＡＴ２２に関するネッ
トワーク側の能力情報（NW(Network) capability）を通知するようにしてもよい。
【００６７】
　端末１は、一般に、自分自身の(利用可能な)用途を認識できるように構成されている。
例えば端末１（１Ｃ）は、センサノード端末であることを認識している。これは、端末１
内の記憶装置（例えばＥＥ－ＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read-Only
 Memory）等の不揮発性記憶装置）に設定されたデバイス情報（configuration）から、端
末１内のコントローラ等で認識可能である。あるいは、端末１のユーザがどの個別ＲＡＴ
２２を使用するかを、例えば端末１のセットアップ画面等で予め選択し、これを端末１内
の記憶装置に記憶するようにしてもよい。
【００６８】
　端末１は、端末１に提供されるサービス又は用途に応じた個別ＲＡＴ（例えばミリ波用
ＲＡＴやＩｏＴ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴ）が使用可能であるか否かを、基本ＲＡＴ２１の基地局
２から送信された情報を基に判断する。例えば、ネットワーク側の能力情報（NW capabil
ity）に、個別ＲＡＴ２２（図１）として、ミリ波用ＲＡＴ、超レイテンシ用ＲＡＴ、Ｉ
ＯＴ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴの少なくともいずれかを示す情報（例：情報要素、フラグ）が含ま
れており、端末１は、個別ＲＡＴ（例えばミリ波用ＲＡＴ）を示す情報要素を取得した場
合に、当該個別ＲＡＴが使用可能であると認識し、基本ＲＡＴ２１から個別ＲＡＴ２２に
切替えて処理を行う。
【００６９】
　なお、基本ＲＡＴ２１で、端末によるアタッチ／認証（ステップＳ１０４）、位置登録
（ステップＳ１０５）、待ち受け（ステップＳ１０６）、発呼（ステップＳ１０７）等を
行ってもよい。ただし、図２において、ステップＳ１０４以降の処理は、必ずしもこの順
番通りでなくてもよいことは勿論である。
【００７０】
　なお、ＬＴＥの場合、アタッチ／認証（ステップＳ１０４）では、端末（User Equipme
nt：ＵＥ）がアタッチ要求を基地局（ｅＮｏｄｅＢ）に送信すると、コア網のＭＭＥに転
送され、ＭＭＥは認証等を行う。ＭＭＥはＨＳＳ（Home Subscriber Server）に対して位
置登録要求を行い、さらにＭＭＥは、ＰＤＮへの経路を設定するために、ＳＧＷにベアラ
設定要求を行い、ＳＧＷはＰＧＷに対して経路設定要求を行い、ＰＧＷは経路設定を行い
さらに端末にＩＰ（Internet Protocol）アドレスを割り当て、ＳＧＷに応答を返し、こ
れを受けＳＧＷはＭＭＥにベアラ設定応答を返し、ＭＭＥはコンテキスト設定要求を基地
局（ｅＮｏｄｅＢ）に送信し、基地局（ｅＮｏｄｅＢ）は、無線データリンクを設定し、
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アタッチ完了通知を端末に送信する。端末はアタッチ完了通応答をＭＭＥに対して送信す
る。
【００７１】
　またＲＲＣアイドル状態の端末１が位置登録エリア（ＬＴＥの場合、ＴＡ(Tracking Ar
ea)、Ｗ－ＣＤＭＡ等の場合、ＲＡ(Routing Area)）を跨って移動したことを検出した場
合、端末１は、図１のコア網３０内の不図示のＭＭＥ又はＳＧＳＮ（Serving GPRS(Gener
al packet radio service) Gateway）に位置登録情報を更新するメッセージＴＡＵ（Trac
king Area Update）又はＲＡＵ（Routing Area Update）を送信する（ステップＳ１０５
の位置登録）。
【００７２】
　待ち受け（ステップＳ１０６）は、ＬＴＥのＲＲＣアイドル状態、ＵＴＲＡＮ(UMTS（U
niversal Mobile Telecommunications System） Terrestrial Radio Access Network）の
ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ（Paging Channel）状態、又はＵＲＡ（UTRAN Registration Area）＿
ＰＣＨ状態に対応している。待ち受け状態の端末１は、ユーザデータの送信及び受信が不
可能であり、無線アクセス網２０から送信されるページングメッセージを含むページング
チャネルの間欠受信（Discontinuous Reception：ＤＲＸ）を行う。
【００７３】
　端末１がミリ波用ＲＡＴ端末である場合、待ち受け状態から発呼するとき、基本ＲＡＴ
２１からミリ波用ＲＡＴ２２Ａに切替えて（図２における（１））、発呼（ステップＳ１
０７Ａ）等の処理を行う。
【００７４】
　あるいは、端末１が超低レイテンシ用ＲＡＴ端末である場合、位置登録（ステップＳ１
０５Ｂ）を行うときに、基本ＲＡＴ２１から超低レイテンシ用ＲＡＴ２２Ｂに切替え（図
２における（２））、位置登録（ステップＳ１０５Ｂ）、待ち受け（ステップＳ１０６Ｂ
）、発呼（ステップＳ１０７Ｂ）等の処理を行う。これは、超低レイテンシ用ＲＡＴ２２
Ｂのランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）の物理チャネル（ＰＲＡＣＨ）が、基本ＲＡ
Ｔ２１と異なる構成となる可能性があるため、位置登録（ステップＳ１０５Ｂ）において
、端末１は超低レイテンシ用ＲＡＴ２２Ｂのランダムアクセスチャネルを用いて基地局２
Ｂと接続を確立し、位置登録エリア更新（例えばＴＡＵ）のメッセージの基地局２Ｂに送
信するためである。
【００７５】
　端末１がＩｏＴ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴ端末である場合、アタッチ／認証手順（ステップＳ１
０４Ｃ）を行う前に、基本ＲＡＴ２１からＩｏＴ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴ２２Ｃに切替えて（図
２における（３））、アタッチ／認証手順（ステップＳ１０４Ｃ）、待ち受け（ステップ
Ｓ１０６Ｃ）、発呼（ステップＳ１０７Ｃ）等の処理を行う。なお、図２の例では、Ｉｏ
Ｔ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴ端末が移動しない場合、端末の移動等に伴う位置登録（例えばＬＴＥ
のＴＡＵ）は行われていない。
【００７６】
　また、図２において、少なくともステップＳ１０１～Ｓ１０３の動作は基本ＲＡＴで提
供される初期アクセス（のための動作）と称されてもよい。
【００７７】
　前述の通り、初期アクセスは、基本ＲＡＴ上で提供され得る共通機能を含み、セルサー
チ、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Network）の選択、セル選択のうちの少なくともいず
れかであってもよいが、これには限られない。例えば、個別ＲＡＴが提供可能なプロシー
ジャ以外のプロシージャおよび状態も含んでもよい。例えば、図２のように個別ＲＡＴが
ミリ波用のＲＡＴの場合、初期アクセスは、基本ＲＡＴとの間で行われる、アタッチ／認
証手順（ステップＳ１０４）、位置登録手順（ステップＳ１０５）、アイドル状態（ステ
ップＳ１０６）での待ち受け、の少なくともいずれかを含んでも良い。
【００７８】
　また、端末１における基本ＲＡＴ２１から個別ＲＡＴ２２への切替の最適なタイミング
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は個別ＲＡＴによって異なる。
【００７９】
　以下では、３つの個別ＲＡＴ（例えば図１の２２Ａ－２２Ｃとして適用可能）の例を挙
げて説明する。ただし、個別ＲＡＴは、以下の例示に制限されるものでないことは勿論で
ある。
【００８０】
＜ＩｏＴ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴ＞　
　５Ｇでは、多数のセンサノードなどを収容する、いわゆる「Massive Ｍ２Ｍ（Machine 
to Machine）サービス」を提供する可能性がある。
【００８１】
　このサービスを利用する端末は超低消費電力、超低モビリティなどの特徴を有している
かもしれない。そこで、このサービスを収容する個別ＲＡＴでは、大量のセンサノードか
らのアクセスに耐え得るようにランダムアクセスチャネルを大容量に設計することが望ま
しいがこれには限られない。
【００８２】
　また、特定のランダムアクセスチャネルに対して一斉にアクセスが集中しないように、
端末は複数存在するランダムアクセスチャネルから一つをランダムに選択してもよい。
【００８３】
　あるいは、端末１が機能していることを通知するために、周期的にネットワークへ上り
信号（Ｋｅｅｐ　Ａｌｉｖｅ信号）を通知するような場合、上り信号の通知周期をランダ
ムに変化させる構成としてもよい。この個別ＲＡＴでは、端末１は、非常に長いページン
グ周期で待ち受けするか、あるいは、待ち受けをしないようにしてもよい。
【００８４】
　非常に長いページング周期をもつページングチャネルを使うことにより、端末１の低消
費電力化を実現することができる。
【００８５】
　また、端末１が個別ＲＡＴ２２で待ち受けをしない場合、この個別ＲＡＴ２２では、ペ
ージングチャネルを必要としない。代わりに、端末１が、前述のＫｅｅｐ　Ａｌｉｖｅ信
号を通知するタイミングでのみ、端末１が下りチャネルを受信処理するようにしておき、
そのタイミングで、個別ＲＡＴの基地局が端末１へ下りメッセージを送信する、ように構
成してもよい。このように構成することで、端末１の低消費電力化を実現することができ
る。
【００８６】
＜超低レイテンシ用ＲＡＴ＞　
　５Ｇでは遠隔医療やドローン操縦、産業用通信など、非常に短い遅延時間（例えば遅延
：１ｍｓ以下等）を要求するいわゆる「クリティカル（Ｃｒｉｔｉｃａｌ）Ｍ２Ｍサービ
ス」をサポートする可能性がある。このサービスを収容する個別ＲＡＴでは、チャネル確
立時間を短縮するため、ランダムアクセスチャネルの容量を大きく設計することが望まし
いがこれには限られない。
【００８７】
　また、着信処理を高速化するために、非常に短いページング周期を割り当てるとともに
、ページングチャネルの伝送速度を大きくして、短時間でページング信号を受信できるよ
うに構成してもよい。これにより、端末の省電力化を実現することができる。
【００８８】
＜ミリ波用ＲＡＴ＞
　５Ｇでは、４Ｇで行われているワイヤレスブロードバンドサービスの伝送速度を、例え
ば数十倍～数百倍にまで拡大する、いわゆる「Massive Broadbandサービス」を提供する
可能性がある。このため、未使用の周波数帯域幅を幅広く確保することができるマイクロ
波（特にミリ波）を活用することが検討されている。
【００８９】
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＜ミリ波用ＲＡＴサポート端末の動作＞
　図３は、ミリ波用ＲＡＴサポート端末（例えば図１の１Ａ）の動作シーケンスの一例を
説明する図である。図３において、Ｓ２０１、Ｓ２０２、・・・等は図３におけるステッ
プの順番を表している。ただし、数字はあくまで便宜上のものであり、この順に動作が行
われることを意味するものではない。
【００９０】
　セルサーチ（ステップＳ２０１）において、同期信号、報知情報が、基本ＲＡＴ２１の
基地局２から送信される（ステップＳ２０２）。なお、ＬＴＥでは、セルサーチで用いら
れる下り物理信号として、ＰＳＳ（Primary synchronization signals）、ＳＳＳ（Secon
dary synchronization signals）、ＲＳ（Reference signals）を含む。報知情報は例え
ばＭＩＢ（Master Information Block）を含む。
【００９１】
　端末１Ａにおいて、ＰＬＭＮ選択／セル選択を行う（ステップＳ２０３）。
【００９２】
　端末１Ａは、例えばＲＲＣアイドル状態において、基本ＲＡＴ２１の基地局２から報知
される報知情報で、ネットワークの能力情報（NW capability）を受信する（ステップＳ
２０４）。なお、ネットワークの能力情報（NW capability）は、基本ＲＡＴ２１の基地
局２において、ＳＩＢ（System Information Block）に含めて報知してもよい。その場合
、ネットワークの能力情報の報知のためのＳＩＢ種類（Type）を新たに設けてもよい。
【００９３】
　端末１Ａは、受信したネットワークの能力情報（NW capability）にミリ波用ＲＡＴが
含まれている場合、ミリ波用ＲＡＴ２２Ａが利用可能であることを認識する（ステップＳ
２０５）。
【００９４】
　このサービスを利用する端末１Ａは、基本ＲＡＴ２１において、アタッチ／認証手順を
行う（ステップＳ２０６）。また、端末１Ａは、アイドル状態（ＲＲＣアイドル）で移動
した場合、位置登録を行う（例えばＬＴＥのＴＡＵ）（ステップＳ２０７）。
【００９５】
　なお、ミリ波用ＲＡＴの基地局２Ａは、ミリ波関連情報を、例えば報知チャネルを用い
て周期的に報知している（ステップＳ２０８）。ミリ波用ＲＡＴの基地局２Ａは、ミリ波
関連情報は同期信号を用いて報知するようにしてもよい。
【００９６】
　端末１Ａは、例えば、マクロセルでの待ち受け期間中に、スモールセル（例えばミリ波
用ＲＡＴのセル）の下り信号を観測し、ミリ波の受信角度などを、常に（例えば周期的に
又は定期的に）、測定しておくようにしてもよい。このような測定を行うことで、端末１
Ａは、いつでも、スモールセル（例えばミリ波用ＲＡＴのセル）へ上りアクセスができる
ようにする。
【００９７】
　また端末１Ａは、基本ＲＡＴ２１で待ち受け状態となる。ミリ波用ＲＡＴ２２Ａにおけ
る通信を開始するための情報（例：ページングチャネル、ページング信号）は、基本ＲＡ
Ｔから受信する（ステップＳ２０９）。
【００９８】
　本実施形態において、基本ＲＡＴ２１は他のサービスと共通で使用されることから、ミ
リ波等の高周波数帯ではなく、比較的低い周波数を用いるマクロセルを利用しているもの
とする。
【００９９】
　一方、ミリ波の特性により電波の直進性が強くシャドウィング・散乱の影響が大きく、
また大気・降雨などによる伝搬損失が大きい。このため、ミリ波通信はエリア半径の小さ
いスモールセルを用いて行われることが望ましい。
【０１００】



(15) JP WO2017/022043 A1 2017.2.9

10

20

30

40

50

　ネットワーク側は、マクロセルとミリ波スモールセルを統合運用しており、スモールセ
ルのランダムアクセスチャネルのコンフィグレーションに関する情報（例えばPRACH(Phys
ical RACH）　Configuration Index等）は、ページングチャネルを提供する基本ＲＡＴ２
１のマクロセル（基地局２）が提供する報知チャネルや、個別チャネルなどで通知する（
ステップＳ２１１）。
【０１０１】
　なお、図３では、ミリ波用ＲＡＴの基地局２Ａがスモールセル情報（例：スモールセル
に関するコンフィグレーション）を基本ＲＡＴ２１の基地局２に通知している（ステップ
Ｓ２１０）。ただし、ステップＳ２１０の通知は、必ずしも、このタイミング及びシーケ
ンスで行う必要はない。基本ＲＡＴ２１の基地局２がスモールセルのＲＡＣＨのチャネル
情報（コンフィギュレーション）を、端末１に送信する（ステップＳ２１１）前であれば
、いつでもよい（任意のタイミング、シーケンスで行われる）。
【０１０２】
　通信開始の際、端末１Ａは、ミリ波用ＲＡＴ２２Ａの基地局２Ａが管理するスモールセ
ルが提供するランダムアクセスチャネルを用いて上りアクセスを行う（ステップＳ２１２
）。
【０１０３】
　端末１Ａは、ランダムアクセスによるミリ波用ＲＡＴ２２Ａの基地局２Ａとの接続確立
後、ミリ波通信によるユーザデータの転送が行われる（ステップＳ２１３）。
【０１０４】
　また、図３において、ステップＳ２０１～Ｓ２０７、Ｓ２０９、Ｓ２１１の動作は基本
ＲＡＴで提供される初期アクセス（のための動作）と称されてもよい。
【０１０５】
　前述の通り、初期アクセスは、基本ＲＡＴ上で提供され得る共通機能であり、セルサー
チ、ＰＬＭＮ（Public Land Mobile Network）の選択、セル選択のうちの少なくともいず
れかであってもよいが、これには限られない。例えば、個別ＲＡＴが提供可能なプロシー
ジャ以外のプロシージャおよび状態も含んでもよい。例えば、図３のように個別ＲＡＴが
ミリ波用のＲＡＴの場合、初期アクセスは、基本ＲＡＴとの間で行われる報知情報の受信
、アタッチ／認証手順、位置登録手順、アイドル状態での待ち受け、ページングチャネル
、ページング信号の受信、スモールセル（個別ＲＡＴ）のＲＡＣＨ情報の受信を含んでも
良い。
【０１０６】
　また、上記した以外の個別ＲＡＴの例として、例えば、ＧＳＭ（登録商標）、Ｗ－ＣＤ
ＭＡ、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronics Engineers,　Inc.）８０２
．１１ａｈなどの技術も適用可能である。
【０１０７】
　ただし、端末１は、基本ＲＡＴ機能を搭載する必要があり、既存のＧＳＭ（登録商標）
端末、Ｗ－ＣＤＭＡ端末、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｈ端末をそのまま利用することはでき
ないかもしれない。
【０１０８】
　本実施形態において、端末１の現在位置では、用途（例えばセンサノード端末）に合致
した個別ＲＡＴ（例えばＩｏＴ／Ｍ２Ｍ用ＲＡＴ）が利用可能ではない場合には、端末１
は基本ＲＡＴをサポートしていることから、端末１は、基本ＲＡＴの機能を利用して、ア
タッチ／認証手順や位置登録を行う。
【０１０９】
　すなわち、基本ＲＡＴ２１のカバーするエリア内ではサービスを提供できるという利点
がある。ただし、この場合、端末１は、最適化されたリソース設計（個別ＲＡＴ機能）の
恩恵をうけることができないかもしれない。
【０１１０】
　端末１が、個別ＲＡＴ（図１の２２）を利用することができず、基本ＲＡＴ(図１の２
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１)のみでサービスを受ける場合、ネットワーク側が十分な端末数を収容できなかったり
、端末１の省電力性能が低下するなどのデメリットも発生し得る可能性がある。しかしな
がら、通信事業者がニーズに応じて、ネットワークインフラへ投資を行い個別ＲＡＴの機
能を追加することで、このようなデメリットは解消されるものと思料される。
【０１１１】
＜端末の構成＞
　図４は、図１の端末の構成（制御系）を例示する図である。図１の端末１Ａ、１Ｂの制
御系の構成は、模式的には、共通なブロック構成として図示可能である。図４を参照する
と、端末１は、それぞれアンテナ１０１Ａ、１０１Ｂに接続する第１通信機能部１０２Ａ
と第２通信機能部１０２Ｂと、第１通信機能部１０２Ａと第２通信機能部１０２Ｂの切り
替えを制御する制御部（コントローラ）１０３と、記憶装置１０４を備えている。
【０１１２】
　第１通信機能部１０２Ａは、基本ＲＡＴ機能で無線アクセス網の基本ＲＡＴ２１と通信
する（例えばセルサーチ、ＰＬＭＮ選択、セル選択、報知情報受信（NW capability）、
個別ＲＡＴのページングチャネル、ＲＡＣＨのチャネル情報）等の受信、アタッチ処理／
認証処理等）。第２通信機能部１０２Ｂは、個別ＲＡＴに対応した機能を提供する。第２
通信機能部１０２Ｂは、互いに用途の異なる個別ＲＡＴに対応した複数の通信機能部を備
えた構成としてもよい（図４の破線で表す）。
【０１１３】
　制御部１０３は、第１通信機能部１０２Ａでのシーケンス動作を監視し、第１通信機能
部１０２Ａが、基本ＲＡＴから個別ＲＡＴへの切り替え情報を、基本ＲＡＴ２１の基地局
２から受信している状態で、第１通信機能部１０２Ａで次に行う動作が、個別ＲＡＴへの
切り替えに該当するシーケンスであること（すなわち、個別ＲＡＴが提供可能なプロシー
ジャであること）を検出すると（例えば図２の（１）、（２）、（３）のシーケンス）、
第１通信機能部１０２Ａ（基本ＲＡＴ）から第２通信機能部１０２Ｂ（個別ＲＡＴ）に切
り替える。なお、電源オン時等に、制御部１０３は、第１の通信機能部１０２Ａを選択す
る。制御部１０３は、第１の通信機能部１０２Ａでの基本ＲＡＴの基地局２（図１参照）
との信号のやり取り等をモニタするようにしてもよい。記憶部１０４は、例えばＲＡＭ（
Random　Access Memory）、ROM（Read Only Memory）、EEPROM（Electrically Erasable 
Programmable Read-Only Memory）等を含む。記憶部１０４は、予め設定された個別ＲＡ
Ｔのページングチャネル、ランダムアクセスチャネル情報等を記憶するようにしてもよい
。
【０１１４】
　なお、図４の制御部１０３は、制御部１０３を構成するコンピュータ（プロセッサ）で
実行されるプログラムによりその機能・処理を実現するようにしてもよい。この場合、プ
ログラムは例えば記憶部１０４に記憶され、制御部１０３を構成するコンピュータ（プロ
セッサ）に読み出されて実行される。
【０１１５】
＜端末の動作例＞
　図５は、図４の端末１の動作を説明する流れ図である。端末１において、例えば電源が
オンすると、第１通信機能部１０２Ａでセルサーチ、ＰＬＭＮ選択／セル選択が行われ（
ステップＳ３０１、Ｓ３０２）、基地局２からＳＩＢ等により報知されたネットワーク能
力情報（NW Capability）を、第１通信機能部１０２Ａで受信する（ステップＳ３０３）
。第１通信機能部１０２Ａは、端末１がＲＲＣアイドル状態において、例えばネットワー
ク能力情報を含む報知情報（ＳＩＢ）を受信するように構成されている。制御部１０３は
、ネットワーク能力情報（NW Capability）を抽出し、端末１でサポートする個別ＲＡＴ
が含まれているかを照合する（ステップＳ３０４）。
【０１１６】
　ネットワーク能力情報（NW Capability）に個別ＲＡＴが含まれており、端末１が当該
個別ＲＡＴをサポートしている場合（ステップＳ３０５のＹｅｓ分岐）、制御部１０３は
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、記憶部１０４に、当該個別ＲＡＴのページング、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ
）情報が設定されていれば、当該ページング、ランダムアクセスチャネル情報を取得する
（ステップＳ３０６）。特に制限されるものではないが、端末１は、当該個別ＲＡＴのペ
ージング、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）情報が、基地局２（図１）から報知さ
れるまでの間、ＲＲＣアイドル状態で待機し、当該個別ＲＡＴのページング、ランダムア
クセスチャネル（ＲＡＣＨ）情報を受信した場合、これらを記憶部１０４に記憶するよう
にしてもよい。制御部１０３は、第１通信機能部１０２Ａでの動作が、基本ＲＡＴから個
別ＲＡＴへの切り替えのシーケンスに該当する時点（すなわち、個別ＲＡＴが提供可能な
プロシージャを端末１が実行できるようになった時点）で、切り替え部１０３に対して切
り替えを指示する（ステップＳ３０７）。その後、個別ＲＡＴで例えば待ち受け状態とな
る。
【０１１７】
　一方、受信したネットワーク能力情報（NW Capability）に個別ＲＡＴが含まれており
、端末１が当該個別ＲＡＴをサポートしていない場合や、ネットワーク能力情報（NW Cap
ability）に個別ＲＡＴが含まれていない場合には（ステップＳ３０５のＮｏ分岐）、端
末１は、基本ＲＡＴ（第１通信機能部１０２Ａ）による通信をそのまま行う（ステップＳ
３０８）。
【０１１８】
　なお、図５において、端末１が個別ＲＡＴの第２通信機能部１０２Ｂで通信を行ったの
ち、再びセルサーチが必要となる場合（ハンドオーバを除く）、ステップＳ３０１の処理
（基本ＲＡＴでのセルサーチ）から行う。また、図５において、ステップＳ３０１～Ｓ３
０６までの動作は基本ＲＡＴで提供される初期アクセス（のための動作）と称されてもよ
い。
【０１１９】
＜基地局の構成例＞
　図６は、基本ＲＡＴの基地局２の構成を説明する図である。図６を参照すると、アンテ
ナ２０１と、基本ＲＡＴで通信する通信部２０２と、制御部２０３と、記憶部２０６を備
えている。制御部２０３は、不図示の端末に対して、共通機能（例えば端末におけるセル
サーチ、ＰＬＭＮ選択、セル選択等）に対応する処理（サービス）を、通信部２０２を介
して提供する共通処理実行部２０４と、不図示の端末に対して、端末が個別ＲＡＴへ切り
替えるための情報（例えばNW Capability、個別ＲＡＴのページングチャネル、ランダム
アクセスチャネル情報）を通信部２０２から報知するする個別ＲＡＴ情報報知部２０５と
を備えている。記憶部２０６は、共通処理実行部２０４で、例えば端末からのアタッチ処
理を実行時に、端末１の情報等を記憶する。なお、記憶部２０６は、例えばＲＡＭ（Rand
om　Access Memory）、ROM（Read Only Memory）、EEPROM（Electrically Erasable Prog
rammable Read-Only Memory）等の半導体メモリのほか、HDD（Hard Disk Drive）を備え
た構成としてもよい。
【０１２０】
　なお、図６の制御部２０３の共通処理実行部２０４と、個別ＲＡＴ情報報知部２０５の
処理は、基地局２を構成するコンピュータで実行されるプログラムによりその機能・処理
を実現するようにしてもよい。この場合、プログラムは例えば記憶部２０６に記憶され、
制御部１０３を構成するコンピュータ（プロセッサ）に読み出されて実行される。
【０１２１】
　なお、特に制限されるものではないが、上記した実施形態において、基本ＲＡＴの基地
局（例えば図１の２）と個別ＲＡＴの基地局（例えば図１の２Ａ－２Ｃ）の少なくとも一
つを一つのユニットとして実装する構成としてもよいことは勿論である。あるいは、２つ
又それ以上の個別ＲＡＴの基地局を一つのユニットとして実装する構成としてもよいこと
は勿論である。
【０１２２】
　上記した実施形態は以下のように付記される（ただし、以下に制限されない）。
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【０１２３】
　(付記１）
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワークを備えた通信システムであって、
　端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴とする通信システム。
【０１２４】
　(付記２）
　前記個別ＲＡＴへの切り替えは、
　前記端末から前記個別ＲＡＴへの送信の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴでの待ち受け状態の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴからの所定の情報の受信、
のうちのいずれかである、ことを特徴とする付記１記載の通信システム。
【０１２５】
　(付記３）
　前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の用途にそれぞれ対応したページングチャネルとラ
ンダムアクセスチャネルの少なくとも一方を備えている、ことを特徴とする付記１又は２
記載の通信システム。
【０１２６】
　（付記４）
　前記個別ＲＡＴのそれぞれについて予め定められた処理は、前記個別ＲＡＴでは行わず
、共通機能として前記第１のＲＡＴで行われる、ことを特徴とする付記１乃至３のいずれ
か１項に記載の通信システム。
【０１２７】
　(付記５）
　セルサーチ、ネットワーク選択、セル選択、アタッチ処理、位置登録の少なくとも一つ
が前記共通機能として前記第１のＲＡＴで提供される、ことを特徴とする付記４に記載の
通信システム。
【０１２８】
　(付記６）
　前記個別ＲＡＴに切り替えるための情報を、前記第１のＲＡＴを用いて前記端末に通知
する、ことを特徴とする付記１乃至５のいずれか一に記載の通信システム。
【０１２９】
　(付記７）
　前記端末の現在位置で前記個別ＲＡＴが利用可能であるか否かの情報を、前記第１のＲ
ＡＴを用いて前記端末に通知する、ことを特徴とする付記１乃至６のいずれか一に記載の
通信システム。
【０１３０】
　(付記８）
　前記個別ＲＡＴのランダムアクセスチャネルとページングチャネルの少なくとも一方の
チャネル情報を、前記第１のＲＡＴを用いて前記端末に通知する、ことを特徴とする付記
１乃至７のいずれか一に記載の通信システム。
【０１３１】
　(付記９）
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワークに接続する端末であって、
　前記無線アクセスネットワークは、前記端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴ
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と、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記第１のＲＡＴで初期アクセスを行う手段と、
　前記無線アクセスネットワークから前記端末に提供されるサービスに応じて、前記初期
アクセス以降の処理を前記第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える手段と、を備え
た、ことを特徴とする端末。
【０１３２】
　(付記１０）
　前記個別ＲＡＴへの切り替えは、
　前記端末から前記個別ＲＡＴへの送信の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴでの待ち受け状態の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴからの所定の情報の受信、
のうちのいずれかである、ことを特徴とする付記９記載の端末。
【０１３３】
　(付記１１）
　前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の用途にそれぞれ対応したページングチャネルとラ
ンダムアクセスチャネルの少なくとも一方を備えている、ことを特徴とする付記９又は１
０記載の端末。
【０１３４】
　(付記１２）
　前記個別ＲＡＴのそれぞれについて予め定められた処理は、前記個別ＲＡＴでは行わず
、共通機能として前記第１のＲＡＴで行われる、ことを特徴とする付記９乃至１１のいず
れか一に記載の端末。
【０１３５】
　(付記１３）
　セルサーチ、ネットワーク選択、セル選択、アタッチ処理、位置登録の少なくとも一つ
が前記共通機能として前記第１のＲＡＴで提供される、ことを特徴とする付記９乃至１２
のいずれか一に記載の端末。
【０１３６】
　(付記１４）
　前記第１のＲＡＴを用いて通知される、前記個別ＲＡＴに切り替えるための情報を、受
信する、ことを特徴とする付記９乃至１３のいずれか一に記載の端末。
【０１３７】
　(付記１５）
　前記第１のＲＡＴを用いて通知される、前記端末の現在位置で前記個別ＲＡＴが利用可
能であるか否かの情報を受信する、ことを特徴とする付記９乃至１４のいずれか一に記載
の端末。
【０１３８】
　(付記１６）
　前記第１のＲＡＴを用いて通知される、前記個別ＲＡＴのランダムアクセスチャネルと
ページングチャネルの少なくとも一方のチャネル情報を受信する、ことを特徴とする付記
９乃至１５のいずれか一に記載の端末。
【０１３９】
　(付記１７）
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワーク内の基地局であって、
　端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
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　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える手段を備えた、ことを特徴とする基地局。
【０１４０】
　(付記１８）
　前記個別ＲＡＴへの切り替えは、
　前記端末から前記個別ＲＡＴへの送信の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴでの待ち受け状態の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴからの所定の情報の受信、
のうちのいずれかである、ことを特徴とする付記１７記載の基地局。
【０１４１】
　(付記１９）
　前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の用途にそれぞれ対応したページングチャネルとラ
ンダムアクセスチャネルの少なくとも一方を備えている、ことを特徴とする付記１７又は
１８記載の基地局。
【０１４２】
　(付記２０）
　前記個別ＲＡＴのそれぞれについて予め定められた処理は、前記個別ＲＡＴでは行わず
、共通機能として前記第１のＲＡＴで行う、ことを特徴とする付記１７乃至１９のいずれ
か一に記載の基地局。
【０１４３】
　(付記２１）
　セルサーチ、ネットワーク選択、セル選択、アタッチ処理、位置登録の少なくとも一つ
が、前記共通機能として前記第１のＲＡＴで提供する、ことを特徴とする付記１７乃至２
０のいずれか一に記載の基地局。
【０１４４】
　(付記２２）
　前記個別ＲＡＴに切り替えるための情報を、前記第１のＲＡＴを用いて前記端末に送信
する、ことを特徴とする付記１７乃至２１のいずれか一に記載の基地局。
【０１４５】
　(付記２３）
　前記端末の現在位置で前記個別ＲＡＴが利用可能であるか否かの情報を、前記第１のＲ
ＡＴを用いて前記端末に送信する、ことを特徴とする付記１７乃至２３のいずれか一に記
載の基地局。
【０１４６】
　(付記２４）
　前記個別ＲＡＴのランダムアクセスチャネルとページングチャネルの少なくとも一方の
チャネル情報を、前記第１のＲＡＴを用いて前記端末に送信する、ことを特徴とする付記
１７乃至２３のいずれか一に記載の基地局。
【０１４７】
　(付記２５）
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ（Radio Access Technology））を含む無線アクセス
ネットワークを備えた通信システムにおける通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を第１のＲＡＴか
ら前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴とする通信制御方法。
【０１４８】
　(付記２６）
　前記個別ＲＡＴへの切り替えは、
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　前記端末から前記個別ＲＡＴへの送信の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴでの待ち受け状態の開始、
　前記端末による前記個別ＲＡＴからの所定の情報の受信、
のうちのいずれかである、ことを特徴とする付記２５記載の通信制御方法。
【０１４９】
　(付記２７）
　前記個別ＲＡＴは、各々、前記端末の用途にそれぞれ対応したページングチャネルとラ
ンダムアクセスチャネルの少なくとも一方を備えている、ことを特徴とする付記２５又は
２６記載の通信制御方法。
【０１５０】
　(付記２８）
　前記個別ＲＡＴのそれぞれについて予め定められた処理は、前記個別ＲＡＴでは行わず
、共通機能として前記第１のＲＡＴで行われる、ことを特徴とする付記２５乃至２７のい
ずれか一に記載の通信制御方法。
【０１５１】
　(付記２９）
　セルサーチ、ネットワーク選択、セル選択、アタッチ処理、位置登録の少なくとも一つ
が前記共通機能として前記第１のＲＡＴで提供される、ことを特徴とする付記２８に記載
の通信制御方法。
【０１５２】
　(付記３０）
　前記個別ＲＡＴに切り替えるための情報を、前記第１のＲＡＴを用いて前記端末に通知
する、ことを特徴とする付記２５乃至２９のいずれか一に記載の通信制御方法。
【０１５３】
　(付記３１）
　前記端末の現在位置で前記個別ＲＡＴが利用可能であるか否かの情報を、前記第１のＲ
ＡＴを用いて前記端末に通知する、ことを特徴とする付記２５乃至３０のいずれか一に記
載の通信制御方法。
【０１５４】
　(付記３２）
　前記個別ＲＡＴのランダムアクセスチャネルとページングチャネルの少なくとも一方の
チャネル情報を、前記第１のＲＡＴを用いて前記端末に通知する、ことを特徴とする付記
２５乃至３１のいずれか一に記載の通信制御方法。
【０１５５】
　(付記３３）
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む無線アクセスネットワークに接続する端末の
通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、前記端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴ
と、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有し、
　前記無線アクセスネットワークから前記端末に提供されるサービスに応じて、前記初期
アクセス以降の処理を前記第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴と
する端末の通信制御方法。
【０１５６】
　(付記３４）
　複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む無線アクセスネットワークに接続する基地局
の通信制御方法であって、
　前記無線アクセスネットワークは、端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
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　を有し、
　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲＡ
Ｔから前記個別ＲＡＴに切り替える、ことを特徴とする基地局の通信制御方法。
【０１５７】
　(付記３５）
　端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有する無線アクセスネットワークに接続する前記端末を構成するコンピュータに、
　前記無線アクセスネットワークから前記端末に提供されるサービスに応じて、前記初期
アクセス以降の処理を前記第１のＲＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える処理を実行させ
るプログラム。
【０１５８】
（付記３６）
　端末による初期アクセスのための第１のＲＡＴと、
　前記第１のＲＡＴとは異なる少なくとも１つの個別ＲＡＴと、
　を有する無線アクセスネットワークに接続する基地局を構成するコンピュータに、
　　前記端末に提供するサービスに応じて、前記初期アクセス以降の処理を前記第１のＲ
ＡＴから前記個別ＲＡＴに切り替える、処理を実行させるプログラム。
【０１５９】
（付記３７）
　前記付記３５又は３６記載のプログラムを記録したコンピュータ読み出し可能な記録媒
体が提供される。記録媒体は、例えば半導体メモリや、磁気記録媒体、ＣＤ（Compact Di
sk）-ROM(Read Only Memory)等のストレージからなる。
【０１６０】
　なお、上記の特許文献１－３、非特許文献１－２の各開示を、本書に引用をもって繰り
込むものとする。本発明の全開示（請求の範囲を含む）の枠内において、さらにその基本
的技術思想に基づいて、実施形態ないし実施例の変更・調整が可能である。また、本発明
の請求の範囲の枠内において種々の開示要素（各付記の各要素、各実施例の各要素、各図
面の各要素等を含む）の多様な組み合わせ乃至選択が可能である。すなわち、本発明は、
請求の範囲を含む全開示、技術的思想にしたがって当業者であればなし得るであろう各種
変形、修正を含むことは勿論である。
【符号の説明】
【０１６１】
１Ａ、１Ｂ　端末
２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ　基地局
２０　無線アクセス網
２１　基本ＲＡＴ
２２、２２Ａ、２２Ｂ、２２Ｃ　個別ＲＡＴ
１０１Ａ、１０１Ｂ　アンテナ
１０２Ａ　第１通信機能部
１０２Ｂ　第２通信機能部
１０３　制御部
１０４　記憶部
２０１　アンテナ
２０２　通信部
２０３　制御部
２０４　共通処理実行部
２０５　個別ＲＡＴ情報報知部
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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