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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局が端末装置に付加的な測定結果を報告するか否かを通知し、
　前記端末装置が前記基地局の通知に応じて、予定の配列方式に従って現在の周波数上の
すべてのセルを配列し、配列結果に基づいて、前記現在の周波数上の最適セルを選択し、
前記付加的な測定結果を報告するステップを含み、
　前記基地局が予定のメッセージに指示ビットを含むか否かによって前記端末装置に前記
付加的な測定結果を報告するか否かを通知し、
　前記基地局が、一つの端末装置を単位として前記付加的な測定結果を報告するか否かを
通知し、又は、一つ又は複数の測定ジョブを単位として前記付加的な測定結果を報告する
か否かを通知し、又は、一つ又は複数の測定イベントを単位として前記付加的な測定結果
を報告するか否かを通知し、
　前記基地局が一つ又は複数の測定イベントを単位として前記付加的な測定結果を報告す
るか否かを通知する場合、前記一つ又は複数の測定イベントは、プロトコルに指定された
もの、又は、前記基地局が無線リソース制御ＲＲＣ再配置命令メッセージに含む測定ジョ
ブの配置情報によって前記端末装置に通知したもの、又は、前記基地局が前記付加的な測
定結果を報告する必要がある測定イベントマークリストによって前記端末装置に通知した
ものであることを特徴とする付加的な測定結果の報告方法。
【請求項２】
　前記基地局が一つの端末装置を単位として前記付加的な測定結果を報告するか否かを通



(2) JP 5739912 B2 2015.6.24

10

20

30

40

50

知する場合、前記一つの端末装置はプロトコルに指定された端末装置であって、又は、前
記基地局がＲＲＣ再配置命令メッセージによって通知した端末装置であることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記プロトコルに指定の端末装置が、キャリアアグリゲーション能力を有する端末装置
であることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記基地局が一つ又は複数の測定ジョブを単位として前記付加的な測定結果を報告する
か否かを通知する場合、前記一つ又は複数の測定ジョブを、前記基地局がＲＲＣ再配置命
令メッセージに含む測定ジョブ配置情報によって端末装置に通知し、又は前記基地局が付
加的な測定結果を報告する必要がある測定ジョブマークリストによって前記端末装置に通
知することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記予定のメッセージが、ＲＲＣ再配置命令メッセージを含むことを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記予定のメッセージが、前記端末装置に測定ジョブを配置するためのＲＲＣ再配置命
令メッセージであることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記端末装置は前記基地局が通知した前記付加的な測定結果の報告の順に従って前記付
加的な測定結果を報告し、又は、前記端末装置は測定報告をトリガーする測定ジョブの配
置に指定された順に従って前記付加的な測定結果を報告し、又は、前記端末装置はプロト
コルに指定された順に従って前記付加的な測定結果を報告することを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　前記端末装置が報告した前記付加的な測定結果に含まれる信号品質のタイプは、プロト
コルに指定され、又は前記基地局がＲＲＣメッセージによって前記端末装置に通知するこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記予定の配列方式が、ＲＳＲＰに従う配列、ＲＳＲＱに従う配列の中の一つを含み、
　前記予定の配列方式が、
　前記基地局が測定報告をトリガーする測定ジョブに配置された配列方式によって確定さ
れる方式、
　前記基地局により通知された配列方式によって確定される方式、
　プロトコルに指定された配列方式によって確定される方式の中の一つによって確定され
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記端末装置は前記付加的な測定結果において、報告したセルの信号品質が、前記報告
したセルの信号品質>（正常の測定報告における最適セルの信号品質-指定偏移）である条
件を満たすことを特徴とする請求項１乃至９の中のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　基地局と端末装置を含む付加的な測定結果の報告システムであって、
　前記基地局が、前記端末装置に前記付加的な測定結果を報告するか否かを通知する通知
ブロックを含み、
　前記端末装置が、前記基地局の通知に応じて、現在の周波数上のすべてのセルを予定の
配列方式に従って配列し、配列結果に基づいて前記現在の周波数上の最適セルを選択し、
前記付加的な測定結果を報告する報告ブロックを含み、
　前記基地局が予定のメッセージに指示ビットを含むか否かによって前記端末装置に前記
付加的な測定結果を報告するか否かを通知し、
　前記基地局が、一つの端末装置を単位として前記付加的な測定結果を報告するか否かを
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通知し、又は、一つ又は複数の測定ジョブを単位として前記付加的な測定結果を報告する
か否かを通知し、又は、一つ又は複数の測定イベントを単位として前記付加的な測定結果
を報告するか否かを通知し、
　前記基地局が一つ又は複数の測定イベントを単位として前記付加的な測定結果を報告す
るか否かを通知する場合、前記一つ又は複数の測定イベントは、プロトコルに指定された
もの、又は、前記基地局が無線リソース制御ＲＲＣ再配置命令メッセージに含む測定ジョ
ブの配置情報によって前記端末装置に通知したもの、又は、前記基地局が前記付加的な測
定結果を報告する必要がある測定イベントマークリストによって前記端末装置に通知した
ものであることを特徴とする付加的な測定結果の報告システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信分野に関し、具体的には、付加的な測定結果の報告方法及びシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムにおいて、サービス品質を保証し、ユーザに良好のサービスを体験さ
せるため、ユーザ機器（User　Equipment、以下ＵＥと略称）がセルにおいてネットワー
クと接続を構築した後、移動性要求を満たすように、該ＵＥは依然としてサービングセル
と隣接セルの信号品質を測定し、適切なセルを選択してハンドオーバーしなければならな
い。
【０００３】
　図１は関連技術に係るＸ２インターフェースのハンドオーバーを示す図で、図１に示す
ように、長期進化（Long　Term　Evolution、以下ＬＴＥと略称）システムにおいて、Ｘ
２インターフェースのハンドオーバーは以下のステップを含む。
【０００４】
　ソース基地局は、接続状態であるＵＥに測定制御を送信する（ステップ１０１）。
【０００５】
　ＵＥは、測定して測定報告を報告する（ステップ１０２）。
【０００６】
　ソース基地局は、受信した測定報告に基づいて、実際状況を結合してハンドオーバーを
確定し、ターゲットセルを選択する（ステップ１０３）。
【０００７】
　ソース基地局は、ターゲットセルが属されるターゲット基地局にハンドオーバー要請メ
ッセージを送信し（ステップ１０４）、その中にＵＥの能力情報、アプリケーションサー
バ（Application  Server、以下ＡＳと略称）層配置情報、無線リソース管理（Radio  Re
source  Management、以下ＲＲＭと略称）配置情報、コンテキスト情報を含む。
【０００８】
　ターゲット基地局は、リソースの予約等の処理を行った後、ソース基地局にハンドオー
バー要請応答メッセージを送信し（ステップ１０５）、その中にＵＥに送信するハンドオ
ーバー命令情報を携帯し、ハンドオーバー命令情報にターゲットセル情報（該ターゲット
セルがハンドオーバー要請メッセージにおけるターゲットセルと異なることができる）が
含まれる。
【０００９】
　ソース基地局は、ハンドオーバー命令（即ち、無線リソース制御（Radio  Resource  C
ontrol、以下ＲＲＣと略称）再配置）をＵＥに送信する（ステップ１０６）。
【００１０】
　ＵＥは、ターゲットセルにおいてランダムアクセスして完成した後、ターゲット基地局
にハンドオーバー完成命令を送信する（ステップ１０７）。
【００１１】
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　Ｓ１インターフェースのハンドオーバーフローは上記Ｘ２インターフェースのハンドオ
ーバーフローに類似し、ただ、ハンドオーバー中においてＭＭＥによって交換メッセージ
を中継する。
【００１２】
　上記ソース基地局がハンドオーバーを確定する際の主な根拠は測定結果である。ＬＴＥ
システムにおいて、接続状態である場合、測定の具体的なフローは、ネットワーク側が測
定制御メッセージをＵＥに送信し、その中、該測定制御メッセージに測定マーク（Measur
ement  Identification、以下ＭＩＤと略称）と、測定対象（Measurement  Object、以下
ＭＯと略称）と、報告配置（Report　Configuration、以下ＲＣと略称）と、測定する他
の関連属性とが含まれ、測定マークは測定対象と報告配置とを関連付けて完全の測定ジョ
ブを形成する。測定対象は測定対象の属性（例えば、搬送波周波数、隣接セルリスト等）
を含み、各搬送波周波数に一つの測定対象のみが配置され、報告配置には報告配置属性（
例えば、イベントトリガー又は周期的の報告、トリガーしたイベント定義（Ａ１、Ａ２…
）、報告回数等）が含まれる。ＵＥは測定制御メッセージにおける測定対象と報告配置に
応じて、測定及び評価を行い、測定結果に基づいて測定報告を生成してネットワーク側に
報告し、この際に報告した測定報告を正常の測定報告と言う。ネットワーク側はＵＥが報
告した測定報告に基づいてハンドオーバーを判定する。
【００１３】
　移動ユーザにさらに高速のデータレートを提供するために、高級長期進化システム（Lo
ng　Term　Evolution  Advance、以下ＬＴＥ-Ａと略称）においてキャリアアグリゲーシ
ョン（Carrier  Aggregation、以下ＣＡと略称）技術が提案され、対応する能力を有する
ＵＥにさらに大きいブロードバンドを提供し、ＵＥのピークレートを向上することをその
目的とする。ＬＴＥにおいて、システムが支援する最大ダウンリンク伝送帯域幅は２０Ｍ
Ｈｚであって、キャリアアグリゲーションは２つ又はさらに多いコンポーネントキャリア
（Component  Carriers、以下ＣＣと略称）を集積して２０ＭＨｚを超え、最大１００Ｍ
Ｈｚを超えない伝送帯域幅を支援する。キャリアアグリゲーション能力を有するＬＴＥ－
Ａ　ＵＥは、同時に複数のコンポーネントキャリアにてデータを受送信でき、以下のＵＥ
は特別な説明がない限り、このようなＵＥである。ＬＴＥ－Ａシステムにおいて、ＵＥは
接続状態に移行した後、同時に複数のコンポーネントキャリア（例えば、ＣＣ１、ＣＣ２
）によってソース基地局と通信を行い、基地局は明示的な配置又はプロトコルの約定に従
ってＵＥにメインコンポーネントキャリア（Primary  Component　Carrier、以下ＰＣＣ
と略称）を指定し、他のコンポーネントキャリアはサブコンポーネントキャリア（Second
ary  Component　Carrier、以下ＳＣＣと略称）と呼ばれ、ＤＬ　ＰＣＣにおけるサービ
ングセルはメインサービングセル（Primary  Cell、以下Ｐｃｅｌｌと略称）と呼ばれ、
ＤＬ　ＳＣＣにおけるサービングセルはサブサービングセル（Secondary  Cell、以下Ｓ
ｃｅｌｌと略称）と呼ばれる。
【００１４】
　ＬＴＥ－ＡにおけるハンドオーバーフローはＬＴＥにおけるハンドオーバーフローと同
じである。ソース基地局は接続状態であるＵＥに測定制御を送信し、ＵＥは測定を行って
測定報告を報告し、ソース基地局は受信した測定報告に基づいて、実際状況に結合してハ
ンドオーバーを確定し、ターゲットメインサービングセルを選択し、ターゲットメインサ
ービングセルが属されるターゲット基地局に、ＵＥの能力情報、ＡＳ層配置情報、ＲＲＭ
配置情報、コンテキスト情報を含むハンドオーバー要請メッセージを送信し、ターゲット
基地局はリソース予約等の処理を行った後にソース基地局にハンドオーバー要請応答メッ
セージを送信し、それにはＵＥに送信するハンドオーバー命令情報を含み、ハンドオーバ
ー命令情報にはターゲットメインサービングセル情報（該ターゲットメインサービングセ
ルがハンドオーバー要請メッセージにおけるターゲットメインサービングセルと異なるこ
とができる）が含まれ、一つ又は複数のサブサービングセルをさらに含むこともでき、Ｕ
Ｅはソース基地局のハンドオーバー命令（即ち、ＲＲＣ再配置）を受信し、ターゲットメ
インサービングセルにおいてランダムアクセスを行って完成した後、ＵＥはターゲット基
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地局にハンドオーバー完成命令を送信する。
【００１５】
　ターゲット基地局に合わせ一つ又は複数のサブサービングセルを配置するために、ソー
ス基地局がターゲット基地局に送信するハンドオーバー要請メッセージに、最適セルリス
トが含まれ、また、これらのセルの信号品質（例えば、参照信号の受信電力（Reference 
 Signal  Received  Power、以下ＲＳＲＰと略称）、参照信号受信品質（Reference  Sig
nal  Received  Quality、以下ＲＳＲＱと略称））を含み、当該最適セルリスト及びリス
トにおけるセルの信号品質が付加的な測定結果と呼ばれる。ソース基地局は利用可能な測
定報告において、各周波数について少なくとも一つの最適セルを選択して最適セルリスト
を構成する。ターゲット基地局は上記リストに基づいてＵＥにＳｃｅｌｌを配置し、また
、配置されたＳｃｅｌｌが上記リストにおけるセルでなくてもよい。
【００１６】
　関連技術における測定によると、端末装置が測定報告を報告するたびに、付加的な測定
結果を携帯し、それによって大量のエアーリソースを占め、システムのオーバーヘッドが
大きくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、上記問題を解決できる付加的な測定結果の報告方法及びシステムを提供する
ことをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の一態様によると、基地局が端末装置に付加的な測定結果を報告するか否かを通
知し、前記端末装置が前記基地局の通知に応じて、予定の配列方式に従って現在の周波数
上のすべてのセルを配列し、配列結果に基づいて、前記現在の周波数上の最適セルを選択
し、前記付加的な測定結果を報告するステップを含み、前記基地局が予定のメッセージに
指示ビットを含むか否かによって前記端末装置に前記付加的な測定結果を報告するか否か
を通知し、前記基地局が、一つの端末装置を単位として前記付加的な測定結果を報告する
か否かを通知し、又は、一つ又は複数の測定ジョブを単位として前記付加的な測定結果を
報告するか否かを通知し、又は、一つ又は複数の測定イベントを単位として前記付加的な
測定結果を報告するか否かを通知し、前記基地局が一つ又は複数の測定イベントを単位と
して前記付加的な測定結果を報告するか否かを通知する場合、前記一つ又は複数の測定イ
ベントは、プロトコルに指定されたもの、又は、前記基地局が無線リソース制御ＲＲＣ再
配置命令メッセージに含む測定ジョブの配置情報によって前記端末装置に通知したもの、
又は、前記基地局が前記付加的な測定結果を報告する必要がある測定イベントマークリス
トによって前記端末装置に通知したものであることを特徴とする付加的な測定結果の報告
方法を提供する。
【００２１】
　基地局が一つの端末装置を単位として付加的な測定結果を報告するか否かを通知する場
合、一つの端末装置はプロトコルに指定された端末装置であって、又は、基地局がＲＲＣ
再配置命令メッセージによって通知した端末装置である。
【００２２】
　プロトコルに指定の端末装置は、キャリアアグリゲーション能力を有する端末装置であ
る。
【００２３】
　基地局が一つ又は複数の測定ジョブを単位として付加的な測定結果を報告するか否かを
通知する場合、一つ又は複数の測定ジョブを基地局がＲＲＣ再配置命令メッセージに含む
測定ジョブ配置情報によって端末装置に通知し、又は基地局が付加的な測定結果を報告す
る必要がある測定ジョブマークリストによって端末装置に通知する。
【００２５】
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　予定のメッセージは、ＲＲＣ再配置命令メッセージを含み、具体的には端末装置に測定
ジョブを配置するためのＲＲＣ再配置命令メッセージである。
【００２６】
　端末装置は基地局が通知した付加的な測定結果の報告順に従って付加的な測定結果を報
告し、又は、端末装置は測定報告をトリガーする測定ジョブの配置に指定された順に従っ
て付加的な測定結果を報告し、又は、端末装置はプロトコルに指定された順に従って付加
的な測定結果を報告する。
【００２７】
　端末装置が報告した付加的な測定結果に含まれる信号品質のタイプはプロトコルに指定
され、又は基地局がＲＲＣメッセージによって端末装置に通知する。
【００２８】
　付加的な測定結果に含まれる最適セルは、端末装置が予定の配列方式に従って現在の周
波数上のすべてのセルを配列し、配列結果に基づいて現在の周波数上の最適セルを選択す
る方式によって確定される。
【００２９】
　予定の配列方式が、ＲＳＲＰに従う配列、ＲＳＲＱに従う配列の中の一つを含み、予定
の配列方式は、基地局が測定報告をトリガーする測定ジョブに配置された配列方式によっ
て確定される方式、基地局により通知された配列方式によって確定される方式、プロトコ
ルに指定された配列方式によって確定される方式の中の一つによって確定される。
【００３０】
　端末装置は付加的な測定結果において、報告したセルの信号品質が、報告したセルの信
号品質>（正常の測定報告における最適セルの信号品質-指定偏移）である条件を満たす。
【００３１】
　本発明の他の一態様によると、基地局と端末装置を含む付加的な測定結果の報告システ
ムであって、前記基地局が、前記端末装置に前記付加的な測定結果を報告するか否かを通
知する通知ブロックを含み、前記端末装置が、前記基地局の通知に応じて、現在の周波数
上のすべてのセルを予定の配列方式に従って配列し、配列結果に基づいて前記現在の周波
数上の最適セルを選択し、前記付加的な測定結果を報告する報告ブロックを含み、前記基
地局が予定のメッセージに指示ビットを含むか否かによって前記端末装置に前記付加的な
測定結果を報告するか否かを通知し、前記基地局が、一つの端末装置を単位として前記付
加的な測定結果を報告するか否かを通知し、又は、一つ又は複数の測定ジョブを単位とし
て前記付加的な測定結果を報告するか否かを通知し、又は、一つ又は複数の測定イベント
を単位として前記付加的な測定結果を報告するか否かを通知し、前記基地局が一つ又は複
数の測定イベントを単位として前記付加的な測定結果を報告するか否かを通知する場合、
前記一つ又は複数の測定イベントは、プロトコルに指定されたもの、又は、前記基地局が
無線リソース制御ＲＲＣ再配置命令メッセージに含む測定ジョブの配置情報によって前記
端末装置に通知したもの、又は、前記基地局が前記付加的な測定結果を報告する必要があ
る測定イベントマークリストによって前記端末装置に通知したものであることを特徴とす
る付加的な測定結果の報告システムを提供する。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によると、端末装置が基地局の制御で付加的な測定結果を報告し、即ち、基地局
により報告する必要があると通知された場合に報告し、基地局により報告する必要がない
と通知された場合に報告しないことによって、関連技術において端末装置が付加的な測定
結果を毎回報告することによってシステムオーバーヘッドが増える問題が解決され、該方
法によると、基地局が端末装置による付加的な測定結果の報告を制御でき、端末装置の付
加的な測定結果を報告する確率を低減し、システムのオーバーヘッドを低減する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
　ここで説明する図面は本発明を理解するためのもので、本発明の一部を構成し、本発明
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における実施例と共に本発明を解釈し、本発明を不当に限定するものではない。
【図１】図１は、関連技術に係るＸ２インターフェースのハンドオーバーを示す図である
。
【図２】図２は、本発明の実施例に係る付加的な測定結果の報告方法を示すフローチャー
トである。
【図３】図３は、本発明の実施例に係る付加的な測定結果の報告システムの構造を示すブ
ロック図である。
【図４】図４は、本発明の実施例１～４のハンドオーバーシーンを示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施例に係る付加的な測定結果の報告方法を示す好適なフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、図面を参照しつつ実施例に合わせ、本発明を詳しく説明する。ここで、互いに矛
盾しない限り、本願に記載の実施例及び実施例に記載の特徴を互いに組み合わせることが
できる。
【００３５】
　本実施例によると、付加的な測定結果の報告方法を提供し、図２は、本発明の実施例に
係る付加的な測定結果の報告方法を示すフローチャートで、図２に示すように、以下のス
テップを含む。
【００３６】
　基地局は、端末装置に付加的な測定結果を報告するか否かを通知する（ステップＳ２０
２）。
【００３７】
　端末装置は基地局の通知に応じて、付加的な測定結果の報告を行う（ステップＳ２０４
）。
【００３８】
　以上の方法において、端末装置は基地局の制御で付加的な測定結果を報告し、基地局か
ら報告する必要があると通知された場合に報告し、基地局から報告する必要がないと通知
された場合に報告しないので、該方法によると、基地局が端末装置により付加的な測定結
果を報告するか否かを制御でき、端末装置の付加的な測定結果の報告を大幅に減らし、シ
グナルオーバーヘッドを低減することができる。
【００３９】
　基地局による測定結果の解析及び処理の便宜を図るため、端末装置は測定結果を一定の
順に従って配列して基地局に報告することができる。図５は、本発明の実施例に係る付加
的な測定結果の報告方法の好ましいフローチャートで、図５に示すように、以下のステッ
プを含む。
【００４０】
　基地局は端末装置に、付加的な測定結果を報告するか否かを通知する（ステップＳ５０
２）。
【００４１】
　端末装置は基地局の通知に応じて、現在の周波数におけるすべてのセルを予定の配列方
式に従って配列し、配列結果に基づいて現在の周波数における最適なセルを選択し、付加
的な測定結果の報告を行う（ステップＳ５０４）。
【００４２】
　上記予定の配列方式は、例えばＲＳＲＰに従う配列、又はＲＳＲＱに従う配列を含み、
予定の配列方式は、基地局が測定報告をトリガーする測定ジョブに配置した配列方式に基
づく確定、基地局から通知された配列方式に基づく確定、プロトコルに指定された配列方
式に基づく確定の中の一つによって確定される。
【００４３】
　実際の応用において、端末装置は基地局から通知された付加的な測定結果の報告の順に
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従って付加的な測定結果を報告することができ、又は、端末装置は測定報告をトリガーす
る測定ジョブの配置に指定された順に従って付加的な測定結果を報告することもでき、又
は、端末装置はプロトコルに指定された順に従って付加的な測定結果を報告することがで
きる。
【００４４】
　基地局は、制御中において、制御精度を自発的に調節又は選択することができ、実際の
応用において、状況又はプロトコルの規定に応じて異なる制御精度を選択することができ
、以下いくつかの制御精度例を示す。
【００４５】
（１）基地局が一つの端末装置を単位として付加的な測定結果を報告するか否かを通知す
る。該方法によると、制御の精度を単一の端末装置のレベルまで制御することができ、即
ち、異なる端末装置に異なる報告戦略（付加的な測定結果を報告するか否か）を配置する
ことができ、簡単で且つ制御オーバーヘッドが小さい。なお、この場合、どの端末装置が
プロトコルの指定に従って処理することができるかを指定でき、例えば、キャリアアグリ
ゲーションを支援する端末装置が含む必要があると指定することができ、この場合、プロ
トコルに具体的にどの端末装置が報告するべきかが指定されていて基地局と端末装置が把
握しているので、基地局が端末装置に付加的な測定結果を報告するか否かを通知する必要
がない。又は、基地局がＲＲＣ再配置命令メッセージによって付加的な測定結果を報告す
るか否かを端末装置に通知することができる。
【００４６】
（２）基地局が一つ又は複数の測定ジョブを単位として付加的な測定結果を報告するか否
かを通知する。該方法によると、制御の精度を測定ジョブのレベルまで制御でき、即ち、
異なる測定ジョブに異なる報告戦略（付加的な測定結果を報告するか否か）を配置するこ
とができ、該方法によると、端末装置が付加的な測定結果を報告するか否かをさらに精確
に制御することができ、また、必要のない報告をできる限り避けることができ、エアーの
オーバーヘッドをさらに低減することができる。この場合、具体的な付加的な測定結果を
報告する必要のある測定ジョブを、基地局が測定ジョブを配置する際にＲＲＣ再配置命令
メッセージによって該端末装置に通知するか、又は、基地局が付加的な測定結果を報告す
る必要のある測定ジョブマークリストによって端末装置に通知することができる。
【００４７】
（３）基地局が一つ又は複数の測定イベントを単位として付加的な測定結果を報告するか
否かを通知する。該方法によると、制御の精度を測定イベントのレベルまで制御すること
ができ、即ち、異なる測定イベントに異なる報告戦略（付加的な測定結果を報告するか否
か）を配置することができ、該方法によると、端末装置が付加的な測定結果を報告するか
否かをさらに精確に制御することができ、また、必要のない報告をできる限り低減するこ
とができ、エアーのオーバーヘッドをさらに低減することができる。なお、この場合、具
体的にどの測定イベントまたはどれらの複数の測定イベントを指定するかはプロトコルの
指定に従って処理することができ、この場合、具体的にどの測定イベントであるかはプロ
トコルに指定されていて基地局と端末装置が把握しているので、基地局は付加的な測定結
果を報告するか否かを通知する際に該制御がどの測定イベントに対するものであるかを指
定する必要がない。又は、基地局がＲＲＣ再配置命令メッセージによって端末装置に具体
的にどの測定イベントであるかを指定することができ、この時、基地局は端末装置にどの
測定イベントについて報告するべきかだけを通知すればよい。具体的にはＲＲＣ再配置命
令メッセージに含む測定ジョブ配置情報に指示ビットを追加することによって実現でき、
又は、基地局が付加的な測定結果を報告する必要のある測定イベントマークリストを送信
することによって実現でき、また、基地局による制御がさらに柔軟になるように、端末装
置がどの測定イベントでは報告する必要がないことも通知することが好ましい。
【００４８】
　基地局が（１）予定のメッセージに含む指示ビットの値によって端末装置に付加的な測
定結果を報告するか否かを通知する。例えば、指示ビットの値が１であると、付加的な測
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定結果を報告する必要があることを示し、指示ビットの値が０であると付加的な測定結果
を報告する必要がないことを示す。
（２）予定のメッセージに指示ビットを含むか否かによって端末装置に付加的な測定結果
を報告するか否かを通知する（該方法によると、後方互換性を実現できる）。例えば、予
定のメッセージに当該指示ビットが含まれると報告する必要があることを示し、含まない
と報告する必要がないことを示す方式の中の一つによって端末装置に付加的な測定結果を
報告するか否かを通知することが好ましい。
【００４９】
　上記予定メッセージが、端末装置に測定ジョブを配置するＲＲＣ再配置命令メッセージ
であるか、端末装置に測定ジョブを配置するためのＲＲＣ再配置命令メッセージ以外の他
のＲＲＣ再配置命令メッセージであることが好ましい。
【００５０】
　ＮＴＴの模擬結果によると、信号品質が類似するキャリアを集積した場合の効果が最も
理想的である。従って、シグナルオーバーヘッドを低減するために、端末装置が付加的な
測定結果を報告する際、他の周波数上の最適セルにおける正常の測定報告の最適セルの信
号品質との差が所定の偏移内であるセル及びその信号品質のみを含むことができる。具体
的に実現する場合、付加的な測定結果において、端末装置が報告するセルの信号品質を、
報告したセルの信号品質>（正常の測定報告における最適セルの信号品質-指定偏移）の条
件を満たすように制御することができる。その中、指定偏移はプロトコルに規定されたも
のであることができれば、ＲＲＣシグナルによって端末装置に通知したものであることも
できる。
【００５１】
　端末装置は測定報告を報告するたびに、メインサービングセルとサブサービングセルを
含むサービングセルの測定結果が必要である。サブサービングセルの信号品質を一つの付
加的な測定結果とすることができるので、セルの構成的に、サブサービングセルの信号品
質と端末装置が含む付加的な測定結果を一つのものとすることができ、即ち、端末装置が
報告した付加的な測定結果にサブサービングセルの測定結果を含むことができる。
【００５２】
　実際の実施において、付加的な測定結果はハンドオーバーを行う際のみその作用を果た
すが、報告したすべての測定報告がいずれもハンドオーバーに用いられることはないので
、測定報告を報告するたびに付加的な測定結果を含むと、多くの場合、このような測定結
果が作用を果たせずエアーリソースを占めてしまう。よって、実際実施の需要を満たすた
め、基地局は以下の制御方式を採用することができる。ハンドオーバーを行う必要がある
時、端末装置に付加的な測定結果を報告することを通知し、ハンドオーバーする必要がな
い時、端末装置に付加的な測定結果を報告しないことを通知する。これによって、端末装
置の報告回数をできる限り低減しつつハンドオーバーの需要を満たすことができる。
【００５３】
　図３は、本発明の実施例に係る付加的な測定結果の報告システムの構造を示すブロック
図で、図３に示すように、該システムは、基地局３２と端末装置３４を含み、その中、基
地局３２は、端末装置３４に付加的な測定結果を報告するか否かを通知するように構成さ
れた通知ブロック３６を含み、端末装置３４は、通知ブロック３６にカップリングされ、
基地局３２の通知に応じて、付加的な測定結果の報告を行う報告ブロック３８を含む。
【００５４】
　報告ブロック３８が、基地局の通知に応じて、現在の周波数上のすべてのセルを予定の
配列方式に従って配列し、配列結果に基づいて、現在の周波数上の最適セルを選択して付
加的な測定結果の報告を行うように構成されることが好ましい。
【００５５】
　以下の実施例１-４は、上記複数の好適な実施例の技術案を総合したもので、実施例１-
４は図４に基づくものである。
【００５６】



(10) JP 5739912 B2 2015.6.24

10

20

　実施例１
　図４に示すように、ＵＥ１に通信中にＦ１上のｃｅｌｌ１とＦ２上のｃｅｌｌ２が配置
され、その中ｃｅｌｌ１はＰｃｅｌｌで、ｃｅｌｌ２はＳｃｅｌｌであって、基地局はＲ
ＲＣ再配置命令によってＵＥ１に測定ジョブを配置し、該ＲＲＣ再配置命令において、各
ジョブに対しいずれも付加的な測定結果を報告するか否かの指示を配置し、その中該指示
はＴＲＵＥとＦＡＬＳＥの２つの値があって、ＴＲＵＥは付加的な測定結果を報告する必
要があることを示し、ＦＡＬＳＥは付加的な測定結果を報告する必要がないことを示す。
後方互換性を実現するために、該指示がＴＲＵＥの一つの値のみを有することができ、該
指示がないと付加的な測定結果を報告する必要がないとし、該指示が存在し、その値がＴ
ＲＵＥであると、付加的な測定結果を報告する必要があることを示す。配置した測定ジョ
ブは以下のようである。
【００５７】
　ＭＩＤ＝１、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ２、ＲＳＲＰとＲＳＲＱを報告、ＲＳＲＰに従って
配列、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＦＡＬＳＥ
　ＭＩＤ＝２、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ２、ＲＳＲＰとＲＳＲＱを報告、ＲＳＲＰに従って
配列、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＦＡＬＳＥ
　ＭＩＤ＝３、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ３、ＲＳＲＰとＲＳＲＱを報告、ＲＳＲＰに従って
配列、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＴＲＵＥ
　ＭＩＤ＝４、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ６、ＲＳＲＰとＲＳＲＱを報告、ＲＳＲＰに従って
配列、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＴＲＵＥ
【００５８】
　ＵＥ１はＡ点に移動し、報告した測定報告は表１に示すとおりである。
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【表１】

【００５９】
　基地局１は、ＵＥ１が報告した測定報告を受信した後、ＭＩＤ＝４の測定報告に基づい
て、ＭＩＤ＝３の測定報告を参照し、ＵＥをＦ２上のＣｅｌｌ４にハンドオーバーすると
確定し、ハンドオーバー準備命令にＦ２上のＣｅｌｌ４とＦ１上のＣｅｌｌ３を含む最適
セルリストを含む。
【００６０】
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　上記実施例において、ＭＩＤ＝５、ＭＯ＝Ｆ３、ＲＣ＝Ａ３、ＲＳＲＱ報告、ＲＳＲＱ
に従って配列、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＴＲＵＥである測定ジョブをさらに
含む場合、ＭＩＤ＝３の測定報告を報告する際に他の周波数、例えばＦ３上の最適隣接セ
ルの測定結果を含み、該測定ジョブ（ＭＩＤ＝３）の配列方式であるＲＳＲＰに従って最
適セルを選択する。又は、他の周波数、例えばＦ３の測定ジョブ、例えばＭＩＤ＝５の配
列方式であるＲＳＲＱに従って最適セルを選択する。プロトコルに指定されているか、又
は基地局がＲＲＣ再配置によって端末装置にＲＳＲＰに従って最適セルを選択することを
指示する。
【００６１】
　ＭＯ＝Ｆ３に、他の測定ジョブ、ＭＩＤ＝６、ＭＯ＝Ｆ３、ＲＣ＝Ａ４、ＲＳＲＰ報告
、ＲＳＲＰに従って配列、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＴＲＵＥである測定ジョ
ブが配置された場合、ＭＩＤ＝３測定報告を報告する際に他の周波数、例えばＦ３上の最
適隣接セルの測定結果を含み、他の周波数上の測定ジョブ、例えばＦ３周波数上の測定ジ
ョブ（ＭＩＤ＝５と６）の配列方式に従って、好ましくはＲＳＲＰに従って最適セルを選
択する。又は、指定の付加的な測定結果を報告した内容、例えばＲＳＲＰとＲＳＲＱに基
づいて、好ましくはＲＳＲＰに従って最適セルを選択する。
【００６２】
　報告した付加的な測定結果を配列する必要があると、配列する信号品質を、測定報告を
トリガーする測定ジョブ、例えばＭＩＤ＝３の配列方式、例えばＲＳＲＰに従って、又は
プロトコルの指定、例えばＲＳＲＰに従って、又は基地局がＲＲＣ再配置命令によってＵ
Ｅに通知した、例えばＲＳＲＰに従って、又は指定の付加的な測定結果を報告した内容、
例えばＲＳＲＰとＲＳＲＱに基づいて好ましくはＲＳＲＰ（次はＲＳＲＱ）に従って配列
することができる。本実施例において、ＭＩＤ＝３の測定報告を報告する際、当該原則に
従ってＦ２とＦ３上の最適セルを配列する。
【００６３】
　上記付加的な測定結果を報告するか否かの配置を、基地局が端末装置に付加的な測定結
果を報告する測定ジョブマークリストを通知することができ、該リストにおける測定ジョ
ブマークの測定報告を報告する際、付加的な測定結果を含まなければならない。
【００６４】
　実施例２
　図４に示すように、ＵＥ２に通信中にＦ１上のｃｅｌｌ１とＦ２上のｃｅｌｌ２が配置
され、その中ｃｅｌｌ１はＰｃｅｌｌで、ｃｅｌｌ２はＳｃｅｌｌであって、基地局はＲ
ＲＣ再配置命令によってＵＥ２に測定ジョブを配置し、それと同時に、基地局は該ＲＲＣ
再配置命令又は他のＲＲＣ再配置命令によって端末装置にイベントＡ３の測定報告に付加
的な測定ジョブを含む必要があることを通知し、各測定イベントに対し付加的な測定結果
を報告するか否かの指示を配置し、その中該指示の値はＴＲＵＥとＦＡＬＳＥの２つで、
ＴＲＵＥは付加的な測定結果を報告する必要があることを示し、ＦＡＬＳＥは付加的な測
定結果を報告する必要がないことを示す。後方互換性を実現するため、該指示がＴＲＵＥ
の一つの値のみであることができ、該指示が欠けていると付加的な測定結果を報告する必
要がないことを示し、該指示が存在すると、その値は必ずＴＲＵＥで付加的な測定結果を
報告する必要があることを示す。そして、プロトコルに付加的な測定結果の報告内容、例
えばＲＳＲＰが指定されていて、又は基地局がＲＲＣ再配置命令によってＵＥに付加的な
測定結果の報告内容が例えばＲＳＲＰであると通知する。配置した測定ジョブは以下のと
おりである。
　ＭＩＤ＝１、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ２
　ＭＩＤ＝２、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ２
　ＭＩＤ＝３、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ３
　ＭＩＤ＝４、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ６
【００６５】
　ＵＥ２がＡ点に移動し、報告した測定報告は表２に示すとおりである。
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【表２】

【００６６】
　基地局１は受信した後、ＭＩＤ＝４の測定報告に基づいて、且つＭＩＤ＝３の測定報告
を参照し、ＵＥをＦ２上のＣｅｌｌ４にハンドオーバーすると確定し、ハンドオーバー準
備命令に、Ｆ２上のＣｅｌｌ４とＦ１上のＣｅｌｌ３を含む最適セルリストを含む。
【００６７】
　上記イベントＡ３の測定報告が付加的な測定結果を含む必要があることを、プロトコル
に指定し、又は基地局がＲＲＣ再配置命令によってＵＥに付加的な測定結果を含む必要が
あるイベントがＡ３であることを通知し、又は基地局がＲＲＣ再配置命令によってＵＥに
測定ジョブを配置する時に測定ジョブの配置情報（例えばＲＣの配置）において付加的な
測定結果を含む必要があるとＵＥに通知することができる。又は、他のイベント、例えば
Ａ５等を指定することもできる。一方、複数のイベント、例えばＡ３とＡ５が付加的な測
定結果を報告する必要があると通知することもできる。
【００６８】
　上記ＭＩＤ＝３の測定報告を報告する際、Ｃｅｌｌ１とＣｅｌｌ２の測定結果を報告す
ると共に、Ｃｅｌｌ３とＣｅｌｌ４の測定結果も報告しなければならない。Ｃｅｌｌ１が
Ｐｃｅｌｌで、Ｒ８/９中のサービングセルに該当するので、元のサービングセルの測定
結果にて報告し、他のセル、例えばＣｅｌｌ２/Ｃｅｌｌ３とＣｅｌｌ４の測定結果は次
の表３に示す構造で報告することができる。
【表３】

【００６９】
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　付加的な測定結果の配列方式を新しい指示によって確定することができ、即ち、基地局
がＲＲＣ再配置メッセージによって付加的な測定結果をＲＳＲＰ又はＲＳＲＱの配列順（
最適のが先端に位置するように）に従って報告するように通知することができる。又は、
測定報告をトリガーする測定ジョブの配置を再利用し、例えばＭＩＤ＝３の測定ジョブに
よりトリガーされる測定報告を再利用し、付加的な測定結果を含む配列方式はＭＩＤ＝３
の測定結果を報告する配列方式、即ち、ＲＣにおけるｔｒｉｇｇｅｒＱｕａｎｔｉｔｙに
従って配置する。又は、指定の付加的な測定結果の報告内容（本実施例ではＲＳＲＰであ
る）に従って配列することができる。
【００７０】
　実施例３
　図４に示すように、ＵＥ１とＵＥ２に通信中にＦ１上のｃｅｌｌ１とＦ２上のｃｅｌｌ
２が配置され、その中ｃｅｌｌ１はＰｃｅｌｌで、ｃｅｌｌ２はＳｃｅｌｌであって、基
地局はＲＲＣ再配置命令によってＵＥ１とＵＥ２に測定ジョブを配置し、それと同時に、
基地局はＲＲＣ再配置命令によってＵＥ１の測定報告に付加的な測定結果を含む必要があ
ることを通知し、ＵＥ２の測定報告に付加的な測定結果を含む必要があることを通知せず
、又はＵＥ２の測定報告に付加的な測定結果を含む必要がないことを通知し、各端末装置
に付加的な測定結果を報告するか否かの指示を配置し、その中該指示はＴＲＵＥとＦＡＬ
ＳＥの２つの値を有し、ＴＲＵＥは付加的な測定結果を報告する必要があることを示し、
ＦＡＬＳＥは付加的な測定結果を報告する必要がないことを示す。後方互換性を実現する
ため、該指示がＴＲＵＥの一つの値のみを有することができ、該指示に欠けていると付加
的な測定結果を報告する必要がないことを示し、該指示が存在するとその値は必ずＴＲＵ
Ｅで付加的な測定結果を報告する必要があることを示す。ＵＥの能力に応じて判定すると
、ＵＥ１とＵＥ２はいずれもキャリアアグリゲーションを支援するので、ＵＥ１とＵＥ２
は測定報告を報告する際にいずれも付加的な測定結果を含まなければならない。配置した
測定ジョブは以下のようである。
　ＭＩＤ＝１、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ２
　ＭＩＤ＝２、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ２
　ＭＩＤ＝３、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ３
　ＭＩＤ＝４、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ６
【００７１】
　ＵＥ１はＡ点に移動し、報告した測定報告は表４に示すとおりである。
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【表４】

【００７２】
　基地局１は受信した後、Ｃｅｌｌ３とＣｅｌｌ４の信号品質を含むＭＩＤ＝４の測定報
告に基づいて、ＵＥをＦ２上のＣｅｌｌ４にハンドオーバーすると確定し、ハンドオーバ
ー準備命令にＦ２上のＣｅｌｌ４とＦ１上のＣｅｌｌ３を含む最適セルリストを含む。
【００７３】
　ＵＥ２はＡ点に移動し、報告した測定報告は表５に示すとおりである。
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【表５】

【００７４】
　基地局１は受信した後、付加的な測定報告を報告していないが、ＭＩＤ＝４の報告に基
づいて、ＭＩＤ＝３の測定報告を参照し、ＵＥをＦ２上のＣｅｌｌ４にハンドオーバーす
ると確定し、ハンドオーバー準備命令に、Ｆ２上のＣｅｌｌ４とＦ１上のＣｅｌｌ３を含
む最適セルリストを含む。
【００７５】
　実施例４
　図４に示すように、ＵＥ１に通信中にＦ１上のｃｅｌｌ１とＦ２上のｃｅｌｌ２が配置
され、その中ｃｅｌｌ１はＰｃｅｌｌで、ｃｅｌｌ２はＳｃｅｌｌであって、基地局はＲ
ＲＣ再配置メッセージによってＵＥ１に測定ジョブを配置する。それと同時に、基地局は
ＲＲＣ再配置メッセージによってＵＥに、付加的な測定結果を報告する際、他の周波数上
の最適セル信号品質（本実施例においてはＲＳＲＰである）が（測定報告中最適セルの信
号品質-３ｄＢ）を超えるセルのみを含む必要があることを通知し、上記３ｄＢはプロト
コルに指定されることができ、又は基地局間で協議して確定することもできる。上記比較
した信号品質を基地局がＲＲＣ再配置命令によってＵＥにＲＳＲＰ又はＲＳＲＱであるこ
とを通知することができ、プロトコルにＲＳＲＰ又はＲＳＲＱであると指定することもで
きる。配置した測定ジョブは以下のとおりである。
　ＭＩＤ＝１、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ２、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＦＡＬＳ
Ｅ
　ＭＩＤ＝２、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ２、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＦＡＬＳ
Ｅ
　ＭＩＤ＝３、ＭＯ＝Ｆ１、ＲＣ＝Ａ３、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＴＲＵＥ
　ＭＩＤ＝４、ＭＯ＝Ｆ２、ＲＣ＝Ａ６、付加的な測定結果を報告するか否か＝ＴＲＵＥ
【００７６】
　基地局１と基地局３は協議してハンドオーバー準備命令に伝送する最適セルリストを確
定し、ターゲットＰｃｅｌｌの信号品質から３ｄＢを引き算したものより高いセルのみを
伝送すればよい。上記３ｄＢをプロトコルに指定することができる。
【００７７】
　ＵＥ１はＢ点に移動し、報告した測定報告は表６に示すとおりである。
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【表６】

【００７８】
　基地局１は受信した後、ＭＩＤ＝４の報告に基づいて、ＭＩＤ＝３の測定報告を参照し
、ＵＥをＦ１上のＣｅｌｌ５にハンドオーバーすると確定し、Ｆ１上のＣｅｌｌ５を含み
Ｆ２上のＣｅｌｌ６を含まない最適セルリストをハンドオーバー準備命令に含み、それは
その信号品質がＣｅｌｌ５の信号品質-３ｄＢより低いからである。
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　上述したように、本発明の実施例によると、キャリアアグリゲーションにおける端末装
置による付加的な測定結果の報告を明確にし、シグナルオーバーヘッドを低減することが
できる。
【００８０】
　なお、図におけるフローチャートに示すステップを１組の計算機がコマンド実行可能の
計算機システムにおいて実行することができ、また、フローチャートにそのロジック順を
示しているが、フローチャートに示した又は説明したステップを他の順で実行することも
できる。
【００８１】
　当業者にとっては、上記本発明の各ブロック又は各ステップは共通の計算装置によって
実現することができ、単独の計算装置に集中させることができれば、複数の計算装置から
構成されるネットワークに分布させることもでき、さらに計算装置が実行可能なプログラ
ムのコードによって実現することもできるので、それらを記憶装置に記憶させて計算装置
によって実行することができ、又は夫々集積回路ブロックに製作し、又はそれらにおける
複数のブロック又はステップを単独の集積回路ブロックに製作して実現することができる
ことは明らかなことである。このように、本発明は如何なる特定のハードウェアとソフト
ウェアの結合にも限定されない。
【００８２】
　以上は、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明を限定するものではない。当業者であ
れば本発明に様々な修正や変形が可能である。本発明の精神や主旨内での如何なる修正、
置換、改良などは本発明の保護範囲内に含まれる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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