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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局と、
　上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使
用して前記移動局との無線通信を行えるよう構成された基地局と、を備え、
　前記移動局及び前記基地局は、前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第１
のキャリア周波数帯で送信される第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数
帯に関する制御の結果を利用して行うか、前記第２のキャリア周波数帯で送信される第２
の無線チャネルを用いて前記第１のキャリア周波数帯に関する制御とは独立して行うかを
、前記第１のキャリア周波数帯と前記第２のキャリア周波数帯との周波数間距離に応じて
切り替えるよう構成されている、
無線通信システム。
【請求項２】
　前記移動局及び前記基地局は、さらに、前記第２のキャリア周波数帯の無線リソース使
用量に応じて、前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請
求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記移動局及び前記基地局は、さらに、前記移動局の上り送信電力の大きさに応じて、
前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請求項１又は２に
記載の無線通信システム。
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【請求項４】
　前記移動局及び前記基地局は、前記周波数間距離が所定の閾値より大きい場合に、前記
第２の無線チャネルを用いて前記制御を行う、請求項１～３のいずれか１項に記載の無線
通信システム。
【請求項５】
　前記移動局及び前記基地局は、前記無線リソース使用量が所定の閾値より大きい場合に
、前記第２の無線チャネルを用いて前記制御を行う、請求項２に記載の無線通信システム
。
【請求項６】
　前記移動局及び前記基地局は、前記上り送信電力が所定の閾値より大きい場合に、前記
第２の無線チャネルを用いて前記制御を行う、請求項３に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　前記基地局と前記移動局の間の通信制御を行う基地局制御装置をさらに備え、
　前記移動局は、前記基地局又は前記基地局制御装置から送信される制御情報に応じて、
前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請求項１～６のい
ずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項８】
　前記第２のキャリア周波数帯に関する制御は、複数の詳細制御を含み、
　前記制御情報は、少なくとも１つの情報要素を含み、前記少なくとも１つの情報要素は
前記複数の詳細制御のうち２つ以上と関連付けられており、
　前記移動局は、前記少なくとも１つの情報要素の受信結果に応じて、前記２つ以上の詳
細制御の切り替えを決定するよう構成されている、請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記第２のキャリア周波数帯に関する制御は、複数の詳細制御を含み、
　前記制御情報は、前記複数の詳細制御の各々に一対一に対応付けられた複数の情報要素
を含み、
　前記移動局は、前記複数の情報要素の受信結果に応じて、前記複数の詳細制御の各々の
切り替えを決定するよう構成されている、請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記移動局は、前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを自律的に判定
する、請求項１～６のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１１】
　前記基地局と前記移動局の間の通信制御を行う基地局制御装置をさらに備え、
　前記移動局は、前記基地局又は前記基地局制御装置から前記閾値を受信し、受信した閾
値を用いて前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御の切り替えを判定する、請求項
４～６のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１２】
　前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御は、（ａ）前記第２のキャリア周波数帯
を用いて前記移動局から前記基地局へ送信される上り無線チャネル群の構成変更、（ｂ）
前記第２のキャリア周波数帯に関する測定結果の前記移動局から前記基地局への報告、（
ｃ）前記第２のキャリア周波数帯に関する送信電力制御を含み、
　前記基地局及び移動局は、前記（ａ）～（ｃ）の一部を選択的に実行できる、請求項１
～１１のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
　前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御は、（i）前記移動局から前記基地局へ
送信される上り無線チャネル群の構成変更、（ii）前記基地局から前記移動局に送信され
る下り無線チャネルの通信品質の測定、（iii）前記基地局の下り送信電力制御、のうち
少なくとも１つを含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１４】
　前記第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利
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用して前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御を行う場合、前記第１の無線チャネ
ルを用いて転送される制御情報は、前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御とこれ
に対応する前記第１のキャリア周波数帯に関する制御との間で兼用される、請求項１～１
３のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１５】
　前記第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利
用して前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御を行う場合、前記第１のキャリア周
波数帯に関する測定情報が、前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御のために使用
される、請求項１～１４のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１６】
　前記第２のキャリア周波数帯を用いた無線通信は、前記第１のキャリア周波数帯を用い
た無線通信が実行されていることを条件として従属的かつ付加的に行われる、請求項１～
１５のいずれか１項に記載の無線通信システム。
【請求項１７】
　上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使
用して移動局との無線通信を行うことが可能な無線通信手段と、
　前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第１のキャリア周波数帯で送信され
る第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利用し
て行うか、前記第２のキャリア周波数帯で送信される第２の無線チャネルを用いて前記第
１のキャリア周波数帯に関する制御とは独立して行うかを、前記第１のキャリア周波数帯
と前記第２のキャリア周波数帯との周波数間距離に応じて切り替える制御手段と、
を備える基地局。
【請求項１８】
　前記制御手段は、前記周波数間距離が所定の閾値より大きい場合に、前記第２の無線チ
ャネルを用いて前記制御を行う、請求項１７に記載の基地局。
【請求項１９】
　前記制御手段は、さらに、前記第２のキャリア周波数帯の無線リソース使用量に応じて
、前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請求項１７又は
１８に記載の基地局。
【請求項２０】
　前記制御手段は、さらに、前記移動局の上り送信電力の大きさに応じて、前記制御を前
記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請求項１７～１９のいずれか１
項に記載の基地局。
【請求項２１】
　前記制御手段は、前記基地局と前記移動局の間の通信制御を行う基地局制御装置からの
指示に応じて、前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請
求項１７～２０のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項２２】
　前記制御手段は、前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを自律的に判
定する、請求項１７～２０のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項２３】
　前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御は、（ａ）前記第２のキャリア周波数帯
を用いて前記移動局から前記基地局へ送信される上り無線チャネル群の構成変更、（ｂ）
前記第２のキャリア周波数帯に関する測定結果の前記移動局から前記基地局への報告、（
ｃ）前記第２のキャリア周波数帯に関する送信電力制御を含み、
　前記基地局及び移動局は、前記（ａ）～（ｃ）の一部を選択的に実行できる、請求項１
７～２２のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項２４】
　前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御は、（i）前記移動局から前記基地局へ
送信される上り無線チャネル群の構成変更、（ii）前記基地局から前記移動局に送信され
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る下り無線チャネルの通信品質の測定、（iii）前記基地局の下り送信電力制御、のうち
少なくとも１つを含む、請求項１７～２２のいずれか１項に記載の基地局。
【請求項２５】
　上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使
用して基地局との無線通信を行うことが可能な無線通信手段と、
　前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第１のキャリア周波数帯で送信され
る第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利用し
て行うか、前記第２のキャリア周波数帯で送信される第２の無線チャネルを用いて前記第
１のキャリア周波数帯に関する制御とは独立して行うかを、前記第１のキャリア周波数帯
と前記第２のキャリア周波数帯との周波数間距離に応じて切り替える制御手段と、
を備える移動局。
【請求項２６】
　前記制御手段は、前記周波数間距離が所定の閾値より大きい場合に、前記第２の無線チ
ャネルを用いて前記制御を行う、請求項２５に記載の移動局。
【請求項２７】
　前記制御手段は、さらに、前記第２のキャリア周波数帯の無線リソース使用量に応じて
、前記制御を前記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請求項２５又は
２６に記載の移動局。
【請求項２８】
　前記制御手段は、さらに、前記移動局の上り送信電力の大きさに応じて、前記制御を前
記第２の無線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請求項２５～２７のいずれか１
項に記載の移動局。
【請求項２９】
　前記制御手段は、前記基地局、又は前記基地局と前記移動局の間の通信制御を行う基地
局制御装置からの指示に応じて、前記制御を前記第２のキャリア周波数帯で送信される無
線チャネルを用いて行うか否かを切り替える、請求項２５～２８のいずれか１項に記載の
移動局。
【請求項３０】
　前記制御手段は、前記制御を前記第２のキャリア周波数帯で送信される無線チャネルを
用いて行うか否かを自律的に判定する、請求項２５～２８のいずれか１項に記載の移動局
。
【請求項３１】
　前記第２のキャリア周波数帯に関する前記制御は、（ａ）前記第２のキャリア周波数帯
を用いて前記移動局から前記基地局へ送信される上り無線チャネル群の構成変更、（ｂ）
前記第２のキャリア周波数帯に関する測定結果の前記移動局から前記基地局への報告、（
ｃ）前記第２のキャリア周波数帯に関する送信電力制御を含み、
　前記基地局及び移動局は、前記（ａ）～（ｃ）の一部を選択的に実行できる、請求項２
５～３０のいずれか１項に記載の移動局。
【請求項３２】
　上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使
用して移動局との無線通信を行うことが可能な基地局の制御方法であって、
　前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第１のキャリア周波数帯で送信され
る第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利用し
て行うか、前記第２のキャリア周波数帯で送信される第２の無線チャネルを用いて前記第
１のキャリア周波数帯に関する制御とは独立して行うかを、前記第１のキャリア周波数帯
と前記第２のキャリア周波数帯との周波数間距離に応じて切り替えること、
を備える制御方法。
【請求項３３】
　前記切り替えることは、前記周波数間距離が所定の閾値より大きい場合に、前記第２の
無線チャネルを用いて前記制御を行うことを含む、請求項３２に記載の方法。
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【請求項３４】
　上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使
用して基地局との無線通信を行うことが可能な移動局の制御方法であって、
　前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第１のキャリア周波数帯で送信され
る第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利用し
て行うか、前記第２のキャリア周波数帯で送信される第２の無線チャネルを用いて行うか
を、前記第１のキャリア周波数帯と前記第２のキャリア周波数帯との周波数間距離に応じ
て切り替えること、
を備える制御方法。
【請求項３５】
　前記切り替えることは、前記周波数間距離が所定の閾値より大きい場合に、前記第２の
無線チャネルを用いて前記制御を行うことを含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使
用して移動局との無線通信を行うことが可能な基地局に関する処理をコンピュータに実行
させるプログラムであって、
　前記処理は、
前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第１のキャリア周波数帯で送信される
第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利用して
行うか、前記第２のキャリア周波数帯で送信される第２の無線チャネルを用いて行うかを
、前記第１のキャリア周波数帯と前記第２のキャリア周波数帯との周波数間距離に応じて
切り替えること、
を備える、プログラム。
【請求項３７】
　上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使
用して基地局との無線通信を行うことが可能な移動局に関する処理をコンピュータに実行
させるプログラムであって、
　前記処理は、
　前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第１のキャリア周波数帯で送信され
る第１の無線チャネルを用いた前記第１のキャリア周波数帯に関する制御の結果を利用し
て行うか、前記第２のキャリア周波数帯で送信される第２の無線チャネルを用いて行うか
を、前記第１のキャリア周波数帯と前記第２のキャリア周波数帯との周波数間距離に応じ
て切り替えること、
を備える、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、MC-HSDPA（Multi-Carrier HSDPA operation）やDC-HSUPA（Dual Cell High 
Speed Uplink Packet Access）などのように、周波数の異なる複数のキャリア（搬送波）
を上り方向及び下り方向の少なくとも一方に同時に使用して基地局と移動局の間の通信を
行う無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　3GPP（3rd Generation Partnership Project）のRelease 8では、セル端の移動局の通
信速度を高速化する技術の１つとして、既存のHSDPA（High Speed Downlink Packet Acce
ss）を用いたDC-HSDPAが検討されていた。DC-HSDPAは、同一周波数バンド内で隣接する２
つのキャリア周波数帯（各々５MHｚ）の各々でHSDPAを同時に使用することで、下り方向
の高速化を図る。以下では、3GPPにおいて検討中のDC-HSDPAの概要について説明する。な
お、DC-HSDPAの技術内容の詳細については、3GPPのTechnical Specification（非特許文
献１～３）を参照されたい。
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【０００３】
　DC-HSDPAでは、第１のサービングHS-DSCHセルは単に"サービングHS-DSCHセル"と呼ばれ
ている。また、第２のサービングHS-DSCHセルは、"セカンダリ・サービングHS-DSCHセル"
と呼ばれている。第２のサービングHS-DSCHセルは、第１のサービングHS-DSCHセルの生成
を条件として従属的に形成される。なお、サービングHS-DSCHセルは、"プライマリキャリ
ア"又は"ベースキャリア"と呼ばれる場合がある。また、セカンダリ・サービングHS-DSCH
セルは、"セカンダリキャリア"又は"エクステンディッドキャリア"と呼ばれる場合がある
。
【０００４】
　第１のサービングHS-DSCHセルは、後述するすべてのHSDPAの物理チャネルを移動局との
通信に使用可能である。一方、DC-HSDPAの第２のサービングHS-DSCHセルは、移動局との
通信において、第１のサービングHS-DSCHセルの制御情報の一部を共有する。この制御情
報の共有によって、第２のサービングHS-DSCHセルは、後述するHSDPAの物理チャネルのう
ち一部の物理チャネルの設定だけで運用可能となり、制御情報の重複送信による無線リソ
ースの利用効率の低下を抑えている。
【０００５】
　本明細書では、２つのサービングHS-DSCHセルの識別を明確にするため、第１のサービ
ングHS-DSCHセルを"プライマリ・サービングHS-DSCHセル"と呼ぶ。また、以下では、プラ
イマリ・サービングHS-DSCHセルを略して "プライマリセル"と呼び、セカンダリ・サービ
ングHS-DSCHセルを略して"セカンダリセル"と呼ぶ場合がある。
【０００６】
　図２３は、DC-HSDPAをサポートする基地局９１と移動局９２との間で、DC-HSDPAによる
パケット通信を行うために使用される物理チャネルを示している。HS-PDSCHは、トランス
ポートチャネルHS-DSCHを転送するデータ送信用のダウンリンク物理チャネルである。HS-
SCCHは、HS-DSCH転送に関するダウンリンクのシグナリング情報の送信に使用される。
【０００７】
　HS-DPCCHは、HS-DSCH転送に関するフィードバック情報を移動局９２から基地局９１に
送信するために使用されるアップリンク物理チャネルである。当該フィードバック情報に
は、ハイブリッドARQ（Automatic repeat-request）に関するACK応答及びCQI（channel Q
uality Indication）が含まれる。セカンダリセル使用時は、プライマリセルのHS-DPCCH
にプライマリとセカンダリ両方の情報がフィードバック情報に多重される。
【０００８】
　アップリンクDPCH及びダウンリンクDPCHは、DC-HSDPAに関する制御情報の送受信、上下
方向の電力制御や測定情報の基地局への報告等に使用される。また、アップリンクDPCH以
外の上り方向通信として、E-DCHを用いることもある。E-DCHの詳細については、3GPPのTe
chnical Specification（非特許文献４）を参照されたい。なお、プライマリセル及びセ
カンダリセルの生成に必須である他の共通物理チャネル（P-CPICH、SCH、P-CCPCH、S-CCP
CHなど）も使用される。
【０００９】
　以下に、省略表記された物理チャネル及びトランスポートチャネルの正式名称を示す。
　P-CPICH：Primary Common Pilot Channel
　DPCH：Dedicated Physical Channel
　HS-DPCCH：Dedicated Physical Control Channel (uplink) for HS-DSCH
　HS-DSCH：High Speed Downlink Shared Channel
　HS-PDSCH：High Speed Physical Downlink Shared Channel
　HS-SCCH：Shared Control Channel for HS-DSCH
　P-CCPCH：Primary Common Control Physical Channel
　S-CCPCH：Secondary Common Control Physical Channel
　SCH：Synchronization Channel
　E-DCH：Enhanced Dedicated Channel
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【００１０】
　さらに3GPP Release 9においては、DC-HSDPAを拡張する方式として、MC-HSDPA（Multi-
Carrier HSDPA operation）が検討されている。MC-HSDPAは、異なる周波数バンドに属す
るキャリア周波数帯、つまり隣接せずに離間しているキャリア周波数帯の組み合わせをプ
ライマリセル及びセカンダリセルに使用する。MC-HSDPAの詳細については、非特許文献５
を参照されたい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】3GPP, TS25.211 v8.3.0 (2008-12), "Physical channels and mapping 
of transport channels onto physical channels (FDD) (Release 8)"
【非特許文献２】3GPP, TS25.212 v8.4.0 (2008-12), "Multiplexing and channel codin
g (FDD) (Release 8)"
【非特許文献３】3GPP, TS25.214 v8.4.0 (2008-12), "Physical layer procedures (FDD
) (Release 8)"
【非特許文献４】3GPP, TS25.319 v8.4.0 (2008-12), "Enhanced uplink; Overall descr
iption; Stage 2 (Release 8)"
【非特許文献５】3GPP TSG-RAN Pleanry#43, RP-081123, Work Item Description "Multi
-carrier evolution", 2008年12月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　3GPP Release 8のDC-HSDPAでは、プライマリセル及びセカンダリセルに隣接するキャリ
ア周波数帯を使用し、プライマリセルとセカンダリセルの無線環境は常に同様とみなして
、プライマリセルの電力制御や移動局が測定する情報をセカンダリセルでも共有する。こ
れにより、セカンダリセルの電力制御や、セカンダリセルに関する移動局が測定する情報
の報告を省略することができる。この前提により、DC-HSDPA実行時に、セカンダリセルの
電力制御に使用するDPCH、セカンダリセルに関する移動局が測定する情報の報告に使用す
るアップリンクDPCHやE-DCHを含むすべての上り物理チャネルを設定する必要がない。
【００１３】
　これに対して、上述したように、3GPP Release 9で検討中のMC-HSDPAでは、プライマリ
セルと隣接しないキャリア周波数帯をセカンダリセルに用いることが検討されている。プ
ライマリセルのキャリア周波数帯から離れた周波数帯をセカンダリセルに使用した場合、
もはや、プライマリセルとセカンダリセルの無線環境が同様とみなすことはできない。そ
こで、セカンダリセルの電力制御に使用するDPCH、セカンダリセルの測定情報の報告に使
用するDPCHやE-DCHをセカンダリセルにおいて個別に設定することが想定される。以下で
は、セカンダリセルの無線チャネルを使用して行われる、セカンダリセルの電力制御、セ
カンダリセルの測定情報の報告およびセカンダリセルの上りチャネル設定の制御をまとめ
て「セカンダリセル制御」と呼ぶ。
【００１４】
　図２４は、MC-HSDPAをサポートする基地局９１と移動局９２との間で、MC-HSDPAによる
パケット通信を行うために使用される物理チャネルを示している。なお、図２４は、セカ
ンダリセル制御を行うためのチャネルを追加することを想定して本願発明者が作成した図
であり公知の図ではない。セカンダリセルに設定されているアップリンクDPCH及びダウン
リンクDPCHがセカンダリセル制御用のチャネルである。
【００１５】
　本願発明者は、MC-HSDPAのセカンダリセル制御を常時行うと想定した場合、以下に述べ
る問題があることを見出した。MC-HSDPAにおいてセカンダリセル制御を常時行うと仮定し
た場合、プライマリセルのキャリア周波数帯から離れた周波数帯をセカンダリセルに使用
するケースでセカンダリセルの無線品質向上の効果が期待できる。しかしながら、プライ
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マリセルとセカンダリセルのキャリア周波数帯が隣接しているケースでは、DC-HSDPAと同
様に、プライマリセルの電力制御や移動局が測定する情報をセカンダリセルでも共有でき
ると考えられる。これにも関わらず、セカンダリセルで追加のDPCHやE-DPDCH等を常に設
定してしまうと、制御信号のオーバーヘッドが増え、DC-HSDPAと比べて無線リソースの利
用効率が劣化する可能性がある。一方、セカンダリセル制御を全く行わないと仮定した場
合、プライマリセルとセカンダリセルのキャリア周波数帯が隣接しているケースでは問題
は生じないと考えられる。しかしながら、プライマリセルとセカンダリセルのキャリア周
波数帯が離れているケースでは、プライマリセルとセカンダリセルの無線環境は大きく異
なるため、セカンダリセルの制御が不十分となり、セカンダリセルの無線品質が劣化する
可能性がある。
【００１６】
　なお、上述したDC-HSDPA及びMC-HSDPAは、いずれも下りパケット通信の高速化技術であ
るが、デュアルセル運用をHSUPA（High Speed Uplink Packet Access）又はEUL（Enhance
d Uplink）と呼ばれる高速上りパケット通信に適用する場合にも同様の問題がある。
【００１７】
　本発明は、上述した問題点を考慮してなされたものであって、プライマリセル用及びセ
カンダリセル用に離間したキャリア周波数帯の組み合わせと隣接するキャリア周波数帯の
組み合わせのいずれも選択可能なMC-HSPA方式等の無線通信システムにおいて、無線リソ
ースの利用効率の劣化とセカンダリセルの無線品質の劣化というトレードオフ関係（背反
関係）にある２つの問題に効果的に対処できるようにすることを目的とする
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の第１の態様にかかる無線通信システムは、移動局と、上り方向及び下り方向の
少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時に使用して前記移動局との無線
通信を行えるよう構成された基地局を有する。さらに、前記移動局及び前記基地局は、前
記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第２のキャリア周波数帯で送信される無
線チャネルを用いて行うか否かを切り替え可能に構成されている。
【００１９】
　本発明の第２の態様にかかる基地局は、無線通信部及び制御部を有する。前記無線通信
部は、上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時
に使用して移動局との無線通信を行うことができる。また、前記制御部は、前記第２のキ
ャリア周波数帯に関する制御を、前記第２のキャリア周波数帯で送信される無線チャネル
を用いて行うか否かを切り替え可能である。
【００２０】
　本発明の第３の態様にかかる移動局は、無線通信部及び制御部を有する。前記無線通信
部は、上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャリア周波数帯を同時
に使用して基地局との無線通信を行うことができる。また、前記制御部は、前記第２のキ
ャリア周波数帯に関する制御を、前記第２のキャリア周波数帯で送信される無線チャネル
を用いて行うか否かを切り替え可能である。
【００２１】
　本発明の第４の態様は、上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャ
リア周波数帯を同時に使用して移動局との無線通信を行うことが可能な基地局の制御方法
である。当該方法は、前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第２のキャリア
周波数帯で送信される無線チャネルを用いて行うか否かを切り替えるステップを含む。
【００２２】
　本発明の第５の態様は、上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャ
リア周波数帯を同時に使用して基地局との無線通信を行うことが可能な移動局の制御方法
である。当該方法は、前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記第２のキャリア
周波数帯で送信される無線チャネルを用いて行うか否かを切り替えるステップを含む。
【００２３】
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　本発明の第６の態様は、上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャ
リア周波数帯を同時に使用して移動局との無線通信を行うことが可能な基地局に関する処
理をコンピュータに実行させるプログラムである。当該プログラムを実行するコンピュー
タによってもたらされる前記処理は、前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記
第２のキャリア周波数帯で送信される無線チャネルを用いて行うか否かを切り替えること
、
を含む。
【００２４】
　本発明の第７の態様は、上り方向及び下り方向の少なくとも一方に第１及び第２のキャ
リア周波数帯を同時に使用して基地局との無線通信を行うことが可能な移動局に関する処
理をコンピュータに実行させるプログラムである。当該プログラムを実行するコンピュー
タによってもたらされる前記処理は、前記第２のキャリア周波数帯に関する制御を、前記
第２のキャリア周波数帯で送信される無線チャネルを用いて行うか否かを切り替えること
、
を含む。
【発明の効果】
【００２５】
　上述した本発明の各態様によれば、プライマリセル用及びセカンダリセル用に離間した
キャリア周波数帯の組み合わせと隣接するキャリア周波数帯の組み合わせのいずれも選択
可能である場合に、無線リソースの利用効率の劣化とセカンダリセルの無線品質の劣化と
いうトレードオフ関係（背反関係）にある２つの問題に効果的に対処可能な無線通信シス
テム、基地局、基地局制御装置、移動局、プログラム、及びセルの制御方法を提供できる
。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】発明の実施の形態にかかる通信システムに関する図である。
【図２】図１に示した基地局の構成例を示すブロック図である。
【図３】図１に示した移動局の構成例を示すブロック図である。
【図４】図１に示した基地局制御装置の構成例を示すブロック図である。
【図５】セカンダリセルの制御情報を変更する例を示すシーケンス図である。
【図６】発明の実施の形態１から３にかかる基地局制御装置が実行するセカンダリセル制
御の変更方法に関するフローチャートである。
【図７】発明の実施の形態１から３にかかる移動局が実行するセカンダリセル制御の変更
方法に関するフローチャートである。
【図８】発明の実施の形態１から３にかかる基地局が実行するセカンダリセル制御の変更
方法に関するフローチャートである。
【図９】セカンダリセル制御を変更する手順の一例を示すシーケンス図である。
【図１０】発明の実施の形態４にかかる基地局制御装置が実行するセカンダリセル制御の
変更に関するフローチャートである。
【図１１】発明の実施の形態４にかかる移動局が実行するセカンダリセル制御の変更に関
するフローチャートである。
【図１２】発明の実施の形態４にかかる基地局が実行するセカンダリセル制御の変更に関
するフローチャートである。
【図１３】セカンダリセル制御を変更する手順の一例を示すシーケンス図である。
【図１４】発明の実施の形態５にかかる基地局制御装置が実行するセカンダリセル制御の
変更に関するフローチャートである。
【図１５】発明の実施の形態５にかかる移動局が実行するセカンダリセル制御の変更に関
するフローチャートである。
【図１６】発明の実施の形態５にかかる基地局が実行するセカンダリセル制御の変更に関
するフローチャートである。



(10) JP 5609862 B2 2014.10.22

10

20

30

40

50

【図１７】RRC messageに含まれるセカンダリセル設定情報の一例を示すテーブルである
。
【図１８】NBAP messageに含まれるセカンダリセル設定情報の一例を示すテーブルである
。
【図１９】RRC messageに含まれるセカンダリセル設定情報の一例を示すテーブルである
。
【図２０】NBAP messageに含まれるセカンダリセル設定情報の一例を示すテーブルである
。
【図２１】RRC messageに含まれるセカンダリセル設定情報の一例を示すテーブルである
。
【図２２】NBAP messageに含まれるセカンダリセル設定情報の一例を示すテーブルである
。
【図２３】DC-HSDPAによるパケット通信を行うために使用される物理チャネル構成図であ
る。
【図２４】MC-HSDPAによるパケット通信を行うために使用される物理チャネル構成図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下では、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に
説明する。各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のた
め、必要に応じて重複説明は省略される。
【００２８】
＜発明の実施の形態１＞
　実施の形態１では、基地局制御装置３０がセカンダリセル制御の有効・無効を判断し、
基地局１０および移動局２０へセカンダリセル制御情報を通知する。
【００２９】
　図１は、本実施の形態にかかる基地局１０を含む無線通信システムの構成例を示す図で
ある。なお、本実施の形態にかかる無線通信システムは、FDD（Frequency division Dupl
ex）－CDMA、より具体的にはW-CDMA方式の無線通信システムであるとして説明を行う。
【００３０】
　基地局１０は、基地局制御装置３０を介して移動体通信事業者のコアネットワーク８０
に接続されており、移動局２０とコアネットワーク８０との間でトラフィックを中継する
。基地局１０は、MC-HSDPAをサポートする基地局であり、周波数チャネル（キャリア周波
数帯）が互いに異なるプライマリセル及びセカンダリセルを生成する。基地局１０は、プ
ライマリセル及びセカンダリセルを形成するための共通物理チャネル（P-CPICH、SCH等）
を送信するとともに、２つのサービングHS-DSCHセルの各々においてHS-DSCHを運ぶ物理チ
ャネル（HS-PDSCH）を送信する。また、基地局１０は、セカンダリセル制御の実行有無又
はその制御内容を変更することが可能である。
【００３１】
　基地局制御装置３０は、基地局１０に対してセカンダリセルとプライマリセルとを設定
する。以下では、基地局１０、移動局２０および基地局制御装置３０の構成例とセカンダ
リセルの制御方法の変更手順の詳細について順に説明する。
【００３２】
　なお、図１では、１つのセカンダリセルのみを図示しているが、基地局１０が形成する
セカンダリセル数は２つ以上であってもよい。本実施の形態では、説明の便宜のために基
地局１０が形成するセカンダリセルの数が１つであるとして説明を行う。
【００３３】
　図２は、基地局１０の構成例を示すブロック図である。図２において、無線通信部１１
は、移動局２０から送信されたアップリンク信号を受信する。受信データ処理部１３は、
受信されたアップリンク信号の逆拡散、ＲＡＫＥ合成、デインタリービング、チャネル復
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号、エラー訂正等の各処理を行って受信データを復元する。得られた受信データは、通信
部１４を経由して基地局制御装置３０に転送される。なお、基地局による自律的な無線リ
ソース制御のために、基地局に基地局制御装置の機能を持たせることが検討されている。
よって、基地局１０に基地局制御装置の機能を持たせてもよい。基地局１０に基地局制御
装置の機能を持たせる場合、受信データ処理部１３によって得られた受信データが移動局
２０の位置登録要求や無線チャネル確立要求であれば、これらの制御を実行するために当
該受信データは、基地局１０が有する基地局制御装置機能部（不図示）に送られる。
【００３４】
　送信データ処理部１２は、移動局２０に向けて送信される送信データを通信部１４から
取得し、誤り訂正符号化、レートマッチング、インタリービング等を行なってトランスポ
ートチャネルを生成する。さらに、送信データ処理部１２は、トランスポートチャネルの
データ系列にTPC（Transmit Power Control）ビット等の制御情報を付加して無線フレー
ムを生成する。また、送信データ処理部１２は、拡散処理、シンボルマッピングを行って
送信シンボル列を生成する。無線通信部１１は、送信シンボル列の直交変調、周波数変換
、信号増幅等の各処理を行ってダウンリンク信号を生成し、これを移動局２０に送信する
。
【００３５】
　セカンダリセル制御部１５は、基地局制御装置３０から通知されるセカンダリセル制御
情報を通信部１４を介して取得する。セカンダリセル制御部１５は、取得したセカンダリ
セル制御情報に基づいて、セカンダリセル制御の変更を無線通信部１１に指示する。
【００３６】
　図３は、移動局２０の構成例を示すブロック図である。無線通信部２１は、アンテナを
介してダウンリンク信号を受信する。受信データ処理部２２は受信されたダウンリンク信
号から復元した受信データをバッファ部２６に送る。バッファ部２６に格納された受信デ
ータは読み出され、その目的に応じて利用される。また、送信データ処理部２５及び無線
通信部２１は、バッファ部２６に格納された送信データを用いてアップリンク信号を生成
し、基地局１０に向けて送信する。
【００３７】
　セカンダリセル制御部２４は、セカンダリセル設定情報を受信データ処理部２２から取
得する。ここで、セカンダリセル設定情報には、セカンダリセル制御情報が含まれる。セ
カンダリセル制御情報は、基地局制御装置３０によって生成され、セカンダリセル制御を
実行すべきか否かを指定する情報を含む。セカンダリセル制御部２４は、セカンダリセル
制御情報に応じて、セカンダリセル制御の有効又は無効を受信データ処理部２２および送
信データ制御部２３を介して送信データ処理部２５に指示する。
【００３８】
　図４は、基地局制御装置３０の構成例を示すブロック図である。図４において、通信部
３１は、基地局１０から送信された信号を受信する。受信データ処理部３３は、受信した
データを、通信部３４を経由してコアネットワーク８０に転送する。送信データ処理部３
２は、移動局２０および基地局１０に向けて送信される送信データを通信部３４から取得
する。セカンダリセル制御部３５は、セカンダリセルに関する情報を管理し、セカンダリ
セル制御情報を含むセカンダリセル設定情報を通信部３１から基地局１０および移動局２
０に通知する。
【００３９】
　続いて以下では、セカンダリセル制御方法の変更手順の具体例について図５～７を参照
して説明する。図５は、セカンダリセルを新規に生成する場合に、セカンダリセル制御の
要否を決定し、この決定結果に基づいて基地局１０及び移動局２０におけるセカンダリセ
ル制御を有効（図５のALT1）又は無効（図５のALT2）に設定する手順の一例を示すシーケ
ンス図である。図５は、基地局制御装置３０、基地局１０及び移動局２０の相互作用を示
しており、図中の「RNC」は基地局制御装置３０に対応し、「NB」は基地局１０に対応し
、「UE」は移動局２０に対応する。
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【００４０】
　ステップＳ１０１では、基地局制御装置３０がセカンダリセルを使用すべきかどうかを
無線リソースの負荷状況や送信データ量などから判断する。セカンダリセルの使用を決定
した場合、さらにプライマリセルとセカンダリセルの周波数間距離等の条件に応じてセカ
ンダリセル制御を有効にするか否かを判断する。セカンダリセルを使用する場合、基地局
制御装置３０は、RRC messageの１つであるRadio Bearer Reconfigurationを用いて移動
局２０にセカンダリセル設定情報を通知する（Ｓ１０２）。また、基地局制御装置３０は
、NBAP messageの１つであるRadio Link Reconfiguration Requestを用いて基地局１０に
セカンダリセル設定情報を通知する（Ｓ１０３）。RRC messageおよびNBAP messageのメ
ッセージ構造等の詳細については、3GPP TS 25.331 V8.5.0 (2009-01) "Radio Resource 
Control (RRC)"、及び3GPP TS25.433 V8.3.0(2008-12) " UTRAN Iub interface Node B A
pplication Part (NBAP) signaling"をそれぞれ参照されたい。
【００４１】
　ステップＳ１０４では、移動局２０は、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリ
セル設定情報に含まれているセカンダリセル制御情報を確認し、基地局制御装置３０に対
する確認完了通知をRadio Bearer Reconfiguration Completeを用いて送信する（ステッ
プＳ１０７）。同様に、基地局１０は、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリセ
ル設定情報に含まれているセカンダリセル制御情報を確認し（ステップＳ１０５）、確認
完了通知をRadio Link Reconfiguration Responseを用いて送信する（ステップＳ１０６
）。
【００４２】
　ステップＳ１０８からＳ１２５では、通知されたセカンダリセル制御情報に従ってセカ
ンダリセル制御の有無を設定し、プライマリセル及びセカンダリセルにおける物理チャネ
ルの送信が行われる。ステップＳ１０８からＳ１１７は、セカンダリセル制御が有効であ
る場合のシーケンスを示し、ステップＳ１１８からＳ１２５は、セカンダリセル制御が無
効である場合のシーケンスを示す。
【００４３】
　ステップＳ１０８及びＳ１０９では、基地局１０及び移動局２０は、セカンダリセル制
御を有効にしたセカンダリセルの運用を決定する。ステップＳ１１０からＳ１１２では、
プライマリセルのP-CPICH、DPCH及びHSDPAに関する物理チャネル群が基地局１０と移動局
２０との間で送受信される。図中の「HSDPA@Primary」によって示される物理チャネル群
には、ダウンリンクHS-SCCH、ダウンリンクHS-PDSCH、及びアップリンクHS-DPCCHが含ま
れる。ステップＳ１１４からＳ１１６では、セカンダリセルのP-CPICH、DPCH及びHSDPAに
関する物理チャネル群が送受信される。図中の「HSDPA@Secondary」によって示される物
理チャネル群には、HSDPA@Primaryと同様にダウンリンクHS-SCCH、ダウンリンクHS-PDSCH
、及びアップリンクHS-DPCCHが含まれる。図中の「Measurement Report」は、移動局２０
が測定した上り送信電力や他周波数の受信電力などを基地局に通知するメッセージであり
、このシーケンス例では、プライマリセルおよびセカンダリセルの両方で実行される。セ
カンダリセルのMeasurement Reportは、セカンダリセルに設定された上りチャネル、又は
プライマリセルに設定された上りチャネルを用いて送信される。
【００４４】
　ステップＳ１１８及びＳ１１９では、基地局１０及び移動局２０は、セカンダリセル制
御を無効にしたセカンダリセルの運用を決定する。ステップＳ１２０からＳ１２３では、
プライマリセルのP-CPICH、DPCH及びHSDPAに関する物理チャネル群およびMeasurement Re
portが基地局１０と移動局２０との間で送受信される。ステップＳ１２４およびＳ１２５
では、セカンダリセルのP-CPICH及びHSDPAに関する物理チャネル群が基地局１０から移動
局２０に送信される。セカンダリセル制御が無効であるため、「HSDPA@Secondary」によ
って示される物理チャネル群にはHS-DPCCHが含まれず、また、移動局２０によるDPCHの送
受信およびMeasurement Reportの送信は行われない。
【００４５】
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　図６は、基地局制御装置３０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチャ
ートである。ステップＳ２０１では、セカンダリセル制御部３５が、無線リソースの負荷
状況や送信データ量などに基づいて、セカンダリセルの使用条件を満足するか否かを判定
する。セカンダリセルの使用条件を満足しない場合（Ｓ２０１でＮＯ）、セカンダリセル
制御部３５はステップＳ２０１の判定を繰り返し実行する。セカンダリセルの設定条件を
満足する場合（Ｓ２０１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部３５は、セカンダリセル制御
の要否を判定する（ステップＳ２０２）。具体例を述べると、セカンダリセルのキャリア
周波数帯の中心周波数fpとプライマリセルのキャリア周波数帯の中心周波数fsの周波数間
距離が予め設定された値fthより小さい場合（fth ≧ |fp － fs|）に、セカンダリセル制
御部３５はセカンダリセル制御が"不要"と判定すればよい。反対に、周波数間距離が予め
設定された値fthより大きい場合（fth < |fp － fs|）に、セカンダリセル制御部３５は
セカンダリセル制御が"必要"と判定すればよい。
【００４６】
　セカンダリセル制御が"必要"と判定された場合（ステップＳ２０２でＹＥＳ）、セカン
ダリセル制御部３５は、"有効"を示すセカンダリセル制御情報を含むセカンダセル設定情
報を基地局１０及び移動局２０に通知する（ステップＳ２０３）。一方、セカンダリセル
制御が"不要"と判定された場合（ステップＳ２０２でＮＯ）、セカンダリセル制御部３５
は、"無効"を示すセカンダリセル制御情報を含むセカンダリセル設定情報を基地局１０及
び移動局２０に通知する（ステップＳ２０４）。
【００４７】
　図１７のテーブルは、基地局制御装置３０から移動局２０へ通知されるRRC messageに
含まれるセカンダリセル設定情報（Radio Bearer Reconfiguration ）の一例を示してい
る。また、図１８のテーブルは、基地局制御装置３０から基地局１０へ通知されるNBAP m
essageに含まれるセカンダリセル設定情報（Radio Link Reconfiguration Request）の一
例を示している。図１７及び１８中に示した情報要素"Control mode indicator"がセカン
ダリセル制御情報に相当する。"Control mode indicator"のデータタイプは、列挙型（en
umerated type）であり、"available"及び"not-available"を集合要素として持つ。
【００４８】
　図１７及び１８の例には、セカンダリセル制御情報を意味する情報要素（Control mode
 indicator）がそれぞれ１つ含まれている。よって、図１７及び１８の例を用いる場合、
基地局制御装置３０は、セカンダリセルに関する電力制御、測定情報の報告および上りチ
ャネル送信等を含むセカンダリセル制御の全体の要否（有効か無効か）をこの１つの情報
要素（Control mode indicator）を用いて基地局１０および移動局２０に通知すればよい
。
【００４９】
　図７は、移動局２０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチャートであ
る。ステップＳ３０１では、セカンダリセル制御部２４が、セカンダリセル設定情報を受
信したか否か判定する。セカンダリセル設定情報を受信していない場合（Ｓ３０１でＮｏ
）、セカンダリセル制御部２４はステップＳ３０１の判定を繰り返し実行する。セカンダ
リセル設定情報を受信した場合（Ｓ３０１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部２４は、セ
カンダリセル制御を有効にするか否かを判定する（ステップＳ３０２）。具体的には、ス
テップＳ３０２では、セカンダリセル制御部２４が、セカンダリセル制御情報を確認すれ
ばよい。制御情報が有効を示す場合（Ｓ３０２でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部２４は
、受信データ処理部２２および送信データ処理部２５によるセカンダリセル制御を有効に
して、セカンダリセルを設定する（ステップＳ３０３）。一方、制御情報が無効を示す場
合、セカンダリセル制御部２４は、受信データ処理部２２および送信データ処理部２５に
よるセカンダリセル制御をすることなく、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリ
セル設定情報に基づいてセカンダリセルを設定する（Ｓ３０４）。
【００５０】
　図８は、基地局１０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチャートであ
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る。ステップＳ４０１では、セカンダリセル制御部１５が、セカンダリセル設定情報を受
信したか否か判定する。セカンダリセル設定情報を受信していない場合（Ｓ４０１でＮＯ
）、セカンダリセル制御部１５はステップＳ４０１の判定を繰り返し実行する。セカンダ
リセルの設定情報を受信した場合（Ｓ４０１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部１５は、
セカンダリセル制御を有効にするか否かを判定する（ステップＳ４０２）。具体的には、
ステップＳ４０２では、セカンダリセル制御部１５が、セカンダリセルの制御情報を確認
すればよい。制御情報が有効を示す場合（Ｓ４０２でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部１
５は、受信データ処理部１３および送信データ処理部１２によるセカンダリセル制御を有
効にする（ステップＳ４０３）。一方、制御情報が無効を示す場合、セカンダリセル制御
部１５は、受信データ処理部１３および送信データ処理部１２によるセカンダリセル制御
をすることなく、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリセル設定情報に基づいて
セカンダリセルを設定する（Ｓ４０４）。
【００５１】
　上述したように、本実施の形態にかかる基地局１０および移動局２０は、基地局制御装
置３０からのセカンダリセル制御情報の指示に応じて、セカンダリセル制御の変更が可能
である。例えば、プライマリセルのキャリア周波数帯とセカンダリセルのキャリア周波数
帯の周波数間距離に応じてセカンダリセル制御情報の内容を決定すればよい。これにより
、本実施の形態は、無線リソースの利用効率の劣化とセカンダリセルの無線品質の劣化と
いうトレードオフ関係（背反関係）にある２つの問題に効果的に対処することができる。
【００５２】
＜発明の実施の形態２＞
　実施の形態２では、実施の形態１と同様に、基地局制御装置３０がセカンダリセル制御
の要否を判断し、基地局１０および移動局２０へセカンダリセル制御情報を通知する。一
方、実施の形態１では、電力制御、測定情報の報告および上りチャネル送信等を含むセカ
ンダリセル制御の全体の要否（有効か無効か）を１つの情報要素でまとめて制御する例に
ついて具体的に示した。これに対して、実施の形態２では、複数の情報要素を基地局１０
および移動局２０へのセカンダリセル制御の伝達に用いる例を説明する。つまり、複数の
情報要素の一部がセカンダリセル制御に関する複数の制御情報の一部を伝達し、複数の情
報要素の他の一部が複数の制御情報の他の部分を伝達する。以下では、実施の形態１との
差分である複数の情報要素を用いる点について説明する。
【００５３】
　図１９のテーブルは、基地局制御装置３０から移動局２０へ通知されるRRC messageに
含まれるセカンダリセル設定情報（Radio Bearer Reconfiguration）の一例を示している
。また、図２０のテーブルは、基地局制御装置３０から基地局１０へ通知されるNBAP mes
sageに含まれるセカンダリセル設定情報（Radio Link Reconfiguration Request）の一例
を示している。
【００５４】
　図１９及び２０のテーブルそれぞれには、セカンダリセル制御情報を意味する２つの情
報要素（Control mode indicator 1および2）が含まれている。例えば基地局制御装置３
０は、電力制御および測定情報報告の有効・無効をControl mode indicator 1で制御し、
上りチャネル送信の有効・無効をControl mode indicator 2で制御すればよい。また、Co
ntrol mode indicator 1及び2への制御内容の割り当ては、以下のように変形してもよい
。
（異なる組み合わせ例１）
・Control mode indicator 1：電力制御、上りチャネル送信
・Control mode indicator 2：測定情報報告
（異なる組み合わせ例２）
・Control mode indicator 1：測定情報報告、上りチャネル送信
・Control mode indicator 2：電力制御
【００５５】
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　上述したように、本実施の形態にかかる基地局１０および移動局２０は、複数の情報要
素を用いて通知されるセカンダリセル制御情報の指示内容に応じて、セカンダリセル制御
に含まれる複数の詳細制御（例えば、電力制御の有無、上りチャネル送信の有無、測定情
報報告の有無）を個別に変更できる。例えば、プライマリセルのキャリア周波数帯とセカ
ンダリセルのキャリア周波数帯の周波数間距離、セカンダリセルの無線リソース負荷率な
どの様々な条件に応じて、詳細制御の構成を個別に設定できる。これにより、これにより
、本実施の形態にかかる基地局１０および移動局２０は、セカンダリセル制御を行うか否
かだけでなく、セカンダリセル制御の内容をより詳細に設定できる。また、複数の詳細制
御項目（例えば、電力制御の有無および測定情報報告の有無）を１つの情報要素で一括し
て制御するため、基地局制御装置から送信する情報量を抑えつつ、効率のよい運用が可能
である。
【００５６】
＜発明の実施の形態３＞
　実施の形態３では、実施の形態１および２と同様に、基地局制御装置３０がセカンダリ
セル制御の要否を判断し、基地局１０および移動局２０へセカンダリセル制御情報を通知
する。さらに、実施の形態３では、セカンダリセル制御に含まれる複数の詳細制御と同数
の複数の情報要素を準備し、各詳細制御の有効・無効を個別に基地局１０および移動局２
０に通知する例について説明する。
【００５７】
　図２１のテーブルは、基地局制御装置３０から移動局２０へ通知されるRRC messageに
含まれるセカンダリセル設定情報（Radio Bearer Reconfiguration）の一例を示している
。また、図２２のテーブルは、基地局制御装置３０から基地局１０へ通知されるNBAP mes
sageに含まれるセカンダリセル設定情報（Radio Link Reconfiguration Request）の一例
を示している。
【００５８】
　図１９及び２０のテーブルそれぞれには、セカンダリセル制御情報を意味する３つの情
報要素（Control mode indicator 1～3）が含まれている。例えば、基地局制御装置３０
は、電力制御の有無、測定情報報告の有無および上りチャネル送信の有無という３つの詳
細制御と３つのControl mode indicator 1～3とを一対一に対応付ければよい。なお、セ
カンダリセル制御は４つ以上の詳細制御を含んでもよく、この場合には情報要素の数も詳
細制御の数に合わせて増加させればよい。
【００５９】
　上述したように、本実施の形態にかかる基地局１０および移動局２０は、複数の情報要
素を用いて通知されるセカンダリセル制御情報の指示内容に応じて、セカンダリセル制御
に含まれる複数の詳細制御項目（例えば、電力制御の有無、上りチャネル送信の有無、測
定情報報告の有無）を個別に変更できる。さらに、プライマリセルのキャリア周波数帯と
セカンダリセルのキャリア周波数帯の周波数間距離やセカンダリセルの無線リソース負荷
率など様々な条件に応じて、複数の詳細制御項目のうち必要な制御のみを選択的に実行す
ることができるため、より効率のよい運用が可能である。
【００６０】
＜発明の実施の形態４＞
　実施の形態１から３では、セカンダリセルを新規に設定する際にセカンダリセル制御情
報の有効・無効を決定する例を示した。実施の形態４では、セカンダリセル運用中にセカ
ンダリセル制御情報を切り替える例について説明する。
【００６１】
　セカンダリセル制御の変更手順の具体例について図９～１２を参照して説明する。図９
は、セカンダリセル運用中にセカンダリセル制御を変更する手順の一例を示すシーケンス
図である。
【００６２】
　ステップＳ５０１では、基地局制御装置３０がセカンダリセル制御を変更すべきかどう
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か無線リソースの負荷状況や送信データ量などから判断する。セカンダリセル制御を変更
する場合、基地局制御装置３０は、移動局２０及び基地局１０に対してセカンダリセル制
御情報を通知する（Ｓ５０２及びＳ５０３）。セカンダリセル制御情報の通知は、例えば
、実施の形態１～３で述べたのと同様に Radio Bearer Reconfiguration 及び Radio Lin
k Reconfiguration Request を用いて行えばよい。
【００６３】
　ステップＳ５０４では、移動局は、基地局制御装置から通知されたセカンダリセル設定
情報に含まれるセカンダリセル制御情報を確認する。同様に、基地局１０は、基地局制御
装置３０から通知されたセカンダリセル設定情報に含まれているセカンダリセル制御情報
を確認する（ステップＳ５０５）。なお、移動局２０及び基地局１０は、基地局制御装置
３０に確認完了通知を通知してもよい。確認完了通知には、例えば、実施の形態１～３で
述べたのと同様に、Radio Link Reconfiguration Response及びRadio Bearer Reconfigur
ation Completeを使用すればよい。
【００６４】
　ステップＳ５０６からＳ５２３は、実施の形態１におけるステップＳ１０８からＳ１２
５と同様なので説明を省略する。
【００６５】
　図１０は、基地局制御装置３０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチ
ャートである。ステップＳ６０１では、セカンダリセル制御部３５が、セカンダリセルの
負荷状況や移動局２０の送信電力などに基づいて、セカンダリセル制御の実行条件を満足
するかどうかを判定する。言い換えると、セカンダリセル制御部３５は、セカンダリセル
制御の全体又はそれに含まれる詳細制御項目のいずれかの要否を判定する。セカンダリセ
ル制御の実行条件を満足しない場合（Ｓ６０１でＮＯ）、セカンダリセル制御部３５は現
在セカンダリセル制御が有効になっているか否か（セカンダリセル制御が行われているか
否か）を確認する（ステップＳ６０４）。セカンダリセル制御が有効である場合（Ｓ６０
４でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部３５は、セカンダリセル制御を無効にするためのセ
カンダリセル制御情報を基地局１０および移動局２０に通知する（Ｓ６０５）。セカンダ
リセル制御が無効である場合（Ｓ６０４でＮＯ）、セカンダリセル制御を変更する必要が
ないため、ステップＳ６０１へ戻る。
【００６６】
　ステップＳ６０１において、セカンダリセル制御の実行条件を満足する場合（Ｓ６０１
でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部３５は、現在セカンダリセル制御が有効になっている
か否かを確認する（ステップＳ６０２）。セカンダリセル制御が有効である場合（Ｓ６０
２でＹＥＳ）、セカンダリセル制御を変更する必要がないため、ステップS６０１に戻る
。セカンダリセル制御が無効である場合（Ｓ６０２でＮＯ）、セカンダリセル制御部３５
は、セカンダリセル制御を有効にするためのセカンダリセル制御情報を基地局１０および
移動局２０に通知する。
【００６７】
　なお、本実施の形態の基地局制御装置３０から移動局２０及び基地局１０へ通知される
セカンダリセル設定情報は、Radio Bearer Reconfigurationの修正及びNBAP messageの修
正として図１７～２２に示した具体例のいずれかを使用すればよい。
【００６８】
　図１１は、移動局２０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチャートで
ある。ステップＳ７０１では、セカンダリセル制御部２４が、セカンダリセル制御情報を
受信したか否か判定する。セカンダリセル設定情報を受信していない場合（Ｓ７０１でＮ
Ｏ）、セカンダリセル制御部２４はステップＳ７０１の判定を繰り返し実行する。セカン
ダリセルの設定情報を受信した場合（Ｓ７０１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部２４は
、セカンダリセル制御情報が有効を示しているか否か、言い換えるとセカンダリセル制御
の開始を示しているか否か、を判定する（ステップＳ７０２）。制御情報が有効を示す場
合（Ｓ７０２でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部２４は、現在セカンダリセル制御が有効
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か否か、言い換えるとセカンダリセル制御中であるか否か、を判断する（ステップＳ７０
３）。セカンダリセルの制御がすでに有効である場合（ステップＳ７０３でＹＥＳ）、制
御を変更する必要がないので、ステップＳ７０１に戻る。セカンダリセルの制御が無効で
ある場合（ステップＳ７０３でＮＯ）、受信データ処理部２２および送信データ処理部２
５によるセカンダリセル制御を有効にし（ステップＳ７０４）、ステップＳ７０１に戻る
。
【００６９】
　一方、ステップＳ７０２でセカンダリセル制御情報が無効を示す場合、セカンダリセル
制御部２４は、現在セカンダリセル制御が有効か否か、言い換えるとセカンダリセル制御
中であるか否か、を判定する（Ｓ７０５）。セカンダリセル制御が有効である場合（Ｓ７
０５でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部２４は、受信データ処理部２２および送信データ
処理部２５によるセカンダリセル制御を停止する（ステップＳ７０６）。セカンダリセル
制御がすでに無効である場合（Ｓ７０５でＮＯ）、制御を変更する必要がないので、ステ
ップＳ７０１に戻る。
【００７０】
　図１２は、基地局１０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチャートで
ある。ステップＳ８０１では、セカンダリセル制御部１５が、セカンダリセル制御情報を
受信したか否か判定する。セカンダリセル制御情報を受信していない場合（Ｓ８０１でＮ
Ｏ）、セカンダリセル制御部１５はステップＳ８０１の判定を繰り返し実行する。セカン
ダリセル制御情報を受信した場合（Ｓ８０１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部１５は、
セカンダリセル制御情報が有効を示しているか否か、言い換えるとセカンダリセル制御の
開始を示しているか否か、を判定する（ステップＳ８０２）。制御情報が有効を示す場合
（Ｓ８０２でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部１５は、現在セカンダリセル制御が有効か
否か、言い換えるとセカンダリセル制御中であるか否か、を判断する（ステップＳ８０３
）。セカンダリセルの制御がすでに有効である場合（ステップＳ８０３でＹＥＳ）、制御
を変更する必要がないので、ステップＳ８０１に戻る。セカンダリセルの制御が無効であ
る場合（ステップＳ８０３でＮＯ）、受信データ処理部１３および送信データ処理部１２
によるセカンダリセル制御を有効にし（ステップＳ８０４）、ステップＳ７０１に戻る。
【００７１】
　一方、ステップＳ８０２でセカンダリセル制御情報が無効を示す場合、セカンダリセル
制御部１５は、現在セカンダリセル制御が有効か否か、言い換えるとセカンダリセル制御
中であるか否か、を判定する（Ｓ８０５）。セカンダリセル制御が有効である場合（Ｓ８
０５でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部１５は、受信データ処理部１３および送信データ
処理部１２によるセカンダリセル制御を停止する（ステップＳ８０６）。セカンダリセル
制御がすでに無効である場合（Ｓ８０５でＮＯ）、制御を変更する必要がないので、ステ
ップＳ７０１に戻る。
【００７２】
　上述したように、本実施の形態にかかる基地局１０および移動局２０は、基地局制御装
置３０からのセカンダリセル制御情報の指示に応じて、セカンダリセル運用中にセカンダ
リセル制御を変更できる。このため、本実施の形態によれば、プライマリセル用及びセカ
ンダリセル用に離間したキャリア周波数帯の組み合わせと隣接するキャリア周波数帯の組
み合わせのいずれも選択可能なMC-HSPA等のシステムにおいて、無線リソースの利用効率
の劣化とセカンダリセルの無線品質の劣化というトレードオフ関係（背反関係）にある２
つの問題に、運用中の状況変化に応じて柔軟に対処することが可能となる。
【００７３】
＜発明の実施の形態５＞
　実施の形態１から４では、基地局制御装置３０がセカンダリセル制御の有効・無効を判
断する例を示した。実施の形態５では、基地局１０若しくは移動局２０又はこれら両方が
セカンダリセル制御の有効・無効を判断するについて説明する。
【００７４】
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　セカンダリセル制御方法の変更手順の具体例について図１３～１６を参照して説明する
。図１３は、運用中にセカンダリセルを設定する手順の一例を示すシーケンス図である。
ステップＳ９０１では、基地局制御装置３０がセカンダリセルを使用すべきかどうかを無
線リソースの負荷状況や送信データ量などに基づいて判断する。セカンダリセルを使用す
る場合、基地局制御装置３０はRRC messageであるRadio Bearer Reconfigurationを用い
て移動局２０にセカンダリセル設定情報を通知する（Ｓ９０２）。また、基地局制御装置
３０は、NBAP messageあるRadio Link Reconfiguration Requestを用いて基地局１０にセ
カンダリセル設定情報を通知する（Ｓ９０３）。なお、本実施の形態では、セカンダリセ
ル制御の要否を基地局１０及び移動局２０において判定するため、基地局制御装置３０が
送信するセカンダリセル設定情報はセカンダリセル制御情報を含まなくてもよい。
【００７５】
　移動局２０は、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリセルの設定情報を確認し
（Ｓ９０４）、基地局制御装置３０に確認完了通知をRadio Bearer Reconfiguration Com
pleteを用いて送信する（ステップＳ９０７）。また、基地局１０は、基地局制御装置３
０から通知されたセカンダリセル設定情報を確認し（Ｓ９０５）、Radio Link Reconfigu
ration Responseを用いて確認完了通知を送信する（ステップＳ９０６）。
【００７６】
　さらに、ステップＳ９０４およびステップＳ９０５において、移動局２０および基地局
１０は、プライマリセルのキャリア周波数帯とセカンダリセルのキャリア周波数帯の周波
数間距離を計算する。移動局２０および基地局１０は、周波数間距離が所定の閾値よりも
大きい場合にセカンダリセル制御を有効にし、閾値よりも小さい場合にセカンダリセル制
御を無効にする。周波数間距離の判定に使用される所定の閾値は、移動局２０及び基地局
１０が生成してもよいし、移動局２０内及び基地局１０内に予め保持させてもよいし、基
地局制御装置３０から移動局２０及び基地局１０に通知してもよい。また、周波数間距離
の計算結果を用いたセカンダリセル制御の要否の判定は、基地局１０及び移動局２０のう
ちいずれか一方が行ってもよい。この場合、セカンダリセル制御の要否を判定した一方の
装置が、判定結果又は判定結果に応じた制御内容（制御有効又は無効）を他方の装置に通
知すればよい。
【００７７】
　ステップＳ９０８からＳ９２５は、実施の形態１におけるステップＳ１０８からＳ１２
５と同様なので説明を省略する。
【００７８】
　図１４は、基地局制御装置３０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチ
ャートである。ステップＳ１００１では、セカンダリセル制御部３５が、無線リソースの
負荷状況や送信データ量などからセカンダリセルの使用条件を満足するかどうか判定する
。セカンダリセルの使用条件を満足しない場合（Ｓ１００１でＮＯ）、セカンダリセル制
御部３５はステップＳ１００１の判定を繰り返し実行する。セカンダリセルの使用条件を
満足する場合（Ｓ１００１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部３５は、セカンダリセル設
定情報を基地局１０および移動局２０に通知する（ステップＳ１００２）。
【００７９】
　図１５は、移動局２０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチャートで
ある。ステップＳ１１０１では、セカンダリセル制御部２４が、セカンダリセル設定情報
を受信したか否か判定する。セカンダリセルの設定情報を受信していない場合（Ｓ１１０
１でＮＯ）、セカンダリセル制御部２４はステップＳ１１０１の判定を繰り返し実行する
。セカンダリセル設定情報を受信した場合（Ｓ１１０１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御
部２４は、セカンダリセル制御の要否、言い換えるとセカンダリセル制御の実行条件を満
足するか否か、を判定する（ステップＳ１１０２）。セカンダリセル制御の実行条件を満
足する場合（Ｓ１１０２でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部２４は、セカンダリセル制御
を有効として、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリセル設定情報に基づいてセ
カンダリセルを設定する（ステップＳ１１０３）。
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【００８０】
　一方、セカンダリセル制御の実行条件を満足しない場合（Ｓ１１０２でＮＯ）、セカン
ダリセル制御部２４は、セカンダリセル制御を無効として、基地局制御装置３０から通知
されたセカンダリセル設定情報に基づいてセカンダリセルを設定する（ステップＳ１１０
４）。
【００８１】
　図１６は、基地局１０が実行するセカンダリセル制御の変更に関するフローチャートで
ある。ステップＳ１２０１では、セカンダリセル制御部１５が、セカンダリセル設定情報
を受信したか否か判定する。セカンダリセル設定情報を受信していない場合（Ｓ１２０１
でＮＯ）、セカンダリセル制御部１５はステップＳ１２０１の判定を繰り返し実行する。
セカンダリセル設定情報を受信した場合（Ｓ１２０１でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部
１５は、セカンダリセル制御の要否、言い換えるとセカンダリセル制御の実行条件を満足
するか否かを判定する（ステップＳ１２０２）。セカンダリセル制御の実行条件を満足す
る場合（Ｓ１２０２でＹＥＳ）、セカンダリセル制御部１５は、セカンダリセル制御を有
効として、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリセル設定情報に基づいてセカン
ダリセルを設定する（ステップＳ１２０３）。
【００８２】
　一方、制御条件を満足しない場合（Ｓ１２０２でＮＯ）、セカンダリセル制御部１５は
、セカンダリセル制御を無効として、基地局制御装置３０から通知されたセカンダリセル
設定情報に基づいてセカンダリセルを設定する（ステップＳ１２０４）。
【００８３】
　上述したように、本実施の形態にかかる基地局１０および移動局２０は、セカンダリセ
ル制御の実行要否を自律的に判定することができる。なお、セカンダリセル制御の実行要
否の判定は、セカンダリセル制御の全体だけでなく、セカンダリセル制御に含まれる詳細
制御項目毎に開始・停止（有効・無効）を判定してもよい。詳細制御項目とは、例えば、
送信電力制御の有無、測定情報の報告の有無、上りチャネル送信の有無などである。この
ため、本実施の形態によれば、プライマリセル用及びセカンダリセル用に離間したキャリ
ア周波数帯の組み合わせと隣接するキャリア周波数帯の組み合わせのいずれも選択可能な
MC-HSPA等のシステムにおいて、無線リソースの利用効率の劣化とセカンダリセルの無線
品質の劣化というトレードオフ関係（背反関係）にある２つの問題に、基地局１０および
移動局２０が自律的に対処することが可能となる。
【００８４】
＜その他の実施の形態＞
　上述した発明の実施の形態１～５では、プライマリセルのキャリア周波数帯とセカンダ
リセルのキャリア周波数帯の周波数間距離に基づいてセカンダリセル制御の要否を決定す
る例を示した。しかしながら、セカンダリセル制御の要否は、他の条件に基づいて判断し
ても良い。例えば、セカンダリセルに使用される周波数の無線リソース使用量、無線リソ
ース使用率が所定の閾値を超えたことに応じてセカンダリセル制御の開始を判定してもよ
い。また、セカンダリセルに接続している移動局２０の上り送信電力が所定の閾値を超え
たことに応じてセカンダリセル制御の開始を判定してもよい。ここで、無線リソース使用
率に関する判定又は移動局２０の上り送信電力に関する判定が移動局２０若しくは基地局
１０又はこれら両方において行われる場合、これらの判定に使用される閾値は、基地局制
御装置３０から移動局２０又は基地局１０に通知してもよい。また、例えば、基地局１０
若しくは移動局２０がスループットや負荷を測定し、その結果により基地局制御装置３０
にセカンダリセル制御を行うよう要求をするという形態でもよい。
【００８５】
　上述した発明の実施の形態１～５では、セカンダリセル制御情報を通知するメッセージ
として、Radio Bearer Reconfiguration (RRC message)およびRadio Link Reconfigurati
on Request (NBAP message)を用いているが、これらに代えて以下に挙げるRRC messageお
よびNBAP messageを用いてもよい。
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　[RRC message]
　　- TRANSPORT CHANNEL RECONFIGURATION 
　　- RRC CONNECTION SETUP 
　　- RADIO BEARER SETUP 
　　- RADIO BEARER RECONFIGURATION
　　- PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION
　　- CELL UPDATE CONFIRM 
　　- ACTIVE SET UPDATE
　[NBAP message]
　　- RADIO LINK SETUP REQUEST 
　　- RADIO LINK ADDITION REQUEST
　　- RADIO LINK PARAMETER UPDATE INDICATION
【００８６】
　上述した発明の実施の形態１～５では、基地局１０が形成するセカンダリセルの数が１
つであるとして説明を行った。しかしながら、基地局１０は複数のセカンダリセルを形成
してもよい。基地局１０は、少なくとも１つのセカンダリセルを形成し、少なくとも１つ
のセカンダリセルに関する少なくとも１つのセカンダリセル制御の内容を変更可能であれ
ばよい。
【００８７】
　上述した発明の実施の形態１～５では、W-CDMA方式のMC-HSDPAをサポートする基地局に
本発明を適用する場合について説明した。しかしながら、本発明の適用先は、W-CDMA方式
のMC-HSDPAをサポートする基地局に限定されるものではない。つまり、周波数チャネル（
キャリア周波数帯）の異なる少なくとも２つのセルを使用し、２つのセルの各々でデータ
送信用の物理チャネルを送信することで移動局と通信を行う基地局であれば、下りチャネ
ルの多重アクセス方式がCDMAであるか否かにかかわらず、本発明は適用可能である。上述
したW-CDMA方式のMC-HSDPAであれば、データ送信用の各物理チャネルは直交コード（チャ
ネライゼイションコード）の違いによって識別される。一方、WiMAX及びLTEのように下り
チャネルの多重アクセス方式にOFDMA（Orthogonal Frequency Division Multiplexing Ac
cess）を採用する基地局であれば、データ送信用の各物理チャネルはトーン（サブキャリ
ア）の違いによって識別される。
【００８８】
　発明の実施の形態１～５で述べた基地局制御装置、基地局、および移動局におけるセカ
ンダリセルの制御条件の変更に関する動作は、ＡＳＩＣ（Application Specific Integra
ted Circuit）、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit
）若しくはＣＰＵ（Central Processing Unit）又はこれらの組み合わせを含むコンピュ
ータ・システムを用いて行えばよい。具体的には、シーケンス図及びフローチャートを用
いて説明した各装置の処理動作に関する命令群を含むプログラムをコンピュータ・システ
ムに実行させればよい。なお、これらのプログラムは、様々な種類の記憶媒体に格納する
ことが可能であり、また、通信媒体を介して伝達されることが可能である。ここで、記憶
媒体には、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気ディスク、光磁気ディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＲＯＭカートリッジ、バッテリバックアップ付きＲＡＭメ
モリカートリッジ、フラッシュメモリカートリッジ、不揮発性ＲＡＭカートリッジ等が含
まれる。また、通信媒体には、電話回線等の有線通信媒体、マイクロ波回線等の無線通信
媒体等が含まれ、インターネットも含まれる。
【００８９】
　また、発明の実施の形態１～５は、適宜組み合わせることも可能である。さらに、本発
明は上述した実施の形態のみに限定されるものではなく、既に述べた本発明の要旨を逸脱
しない範囲において種々の変更が可能であることは勿論である。
【００９０】
　この出願は、２００９年３月１３日に出願された日本出願特願２００９－０６０５５９
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を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【符号の説明】
【００９１】
１０　基地局
２０　移動局
３０　基地局制御装置
１１　無線通信部
１２　送信データ処理部
１３　受信データ処理部
１４　通信部
１５　セカンダリセル制御部
２１　無線通信部
２２　受信データ処理部
２３　送信データ制御部
２４　セカンダリセル制御部
２５　送信データ処理部
２６　バッファ部
３１　通信部
３２　送信データ処理部
３３　受信データ処理部
３４　通信部
３５　セカンダリセル制御部
８０　コアネットワーク

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(23) JP 5609862 B2 2014.10.22

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(24) JP 5609862 B2 2014.10.22
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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