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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末がＲＲＣ接続状態においてネットワークとの接続障害の発生を検出した場合に
おいて、前記検出された接続障害に関する無線リンク障害レポートを前記無線端末が記録
するステップと、
　前記接続障害を検出した後、前記無線端末が前記ネットワークとのＲＲＣ接続の確立に
失敗した場合において、接続確立失敗に関する接続確立失敗情報を前記無線端末が記録す
るステップと、
　前記無線端末が前記ネットワークとのＲＲＣ接続を確立する際に、前記無線リンク障害
レポートを保持していれば、前記無線リンク障害レポートを送信可能であることを示す通
知を前記無線端末から前記ネットワークに送信するステップと、
　前記通知に対して前記ネットワークから送信される、前記無線リンク障害レポートの送
信要求を前記無線端末が受信した場合に、前記接続障害が発生した時刻を特定するための
第１の時間情報と前記無線端末の第１の無線測定情報とを含んだ前記無線リンク障害レポ
ートを前記無線端末から前記ネットワークに送信するステップと、を有し、
　前記無線端末は、前記接続確立失敗の時刻を特定するための第２の時間情報と前記無線
端末の第２の無線測定情報とを含んだ前記接続確立失敗情報も前記ネットワークに送信可
能に構成されていることを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　制御部を有する無線端末であって、
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　前記制御部は、前記無線端末がＲＲＣ接続状態においてネットワークとの接続障害の発
生を検出した場合において、前記検出された接続障害に関する無線リンク障害レポートを
記録し、
　前記制御部は、前記接続障害を検出した後、前記無線端末が前記ネットワークとのＲＲ
Ｃ接続の確立に失敗した場合において、接続確立失敗に関する接続確立失敗情報を記録し
、
　前記制御部は、前記無線端末が前記ネットワークとのＲＲＣ接続を確立する際に、前記
無線リンク障害レポートを保持していれば、前記無線リンク障害レポートを送信可能であ
ることを示す通知を前記ネットワークに送信し、
　前記制御部は、前記通知に対して前記ネットワークから送信される、前記無線リンク障
害レポートの送信要求を前記無線端末が受信した場合に、前記接続障害が発生した時刻を
特定するための第１の時間情報と前記無線端末の第１の無線測定情報とを含んだ前記無線
リンク障害レポートを前記ネットワークに送信し、
　前記制御部は、前記接続確立失敗の時刻を特定するための第２の時間情報と前記無線端
末の第２の無線測定情報とを含んだ前記接続確立失敗情報も前記ネットワークに送信可能
に構成されていることを特徴とする無線端末。
【請求項３】
　無線端末に備えられるプロセッサであって、
　前記無線端末がネットワークとの接続障害の発生を検出した場合において、前記検出さ
れた接続障害に関する無線リンク障害レポートを記録するステップと、
　前記接続障害を検出した後、前記無線端末が前記ネットワークとのＲＲＣ接続の確立に
失敗した場合において、ＲＲＣ接続の確立失敗に関する接続確立失敗情報を記録するステ
ップと、
　前記無線端末が前記ネットワークとのＲＲＣ接続を確立する際に、前記無線リンク障害
レポートを保持していれば、前記無線リンク障害レポートを送信可能であることを示す通
知を前記ネットワークに送信するステップと、
　前記通知に対して前記ネットワークから送信される、前記無線リンク障害レポートの送
信要求を前記無線端末が受信した場合に、前記接続障害が発生した時刻を特定するための
第１の時間情報と前記無線端末の第１の無線測定情報とを含んだ前記無線リンク障害レポ
ートを前記ネットワークに送信するステップと、を実行し、
　前記接続確立失敗の時刻を特定するための第２の時間情報と前記無線端末の第２の無線
測定情報とを含んだ前記接続確立失敗情報も前記ネットワークに送信可能に構成されてい
ることを特徴とするプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線リンク障害（ＲＬＦ）レポートを取り扱う移動通信方法、無線端末、及
びプロセッサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムでは、基地局の周辺にビルが建設されたり、当該基地局の周辺基地局
の設置状況が変化したりすると、当該基地局に係る無線通信環境が変化する。このため、
従来では、オペレータにより、測定機材を搭載した測定用車両を使用し、ネットワーク（
基地局）からの受信信号状態を測定して測定データを収集するドライブテストが行われて
いる。
【０００３】
　このような測定及び収集は、例えば基地局のカバレッジの最適化に貢献できるが、工数
が多く、且つ費用が高いという課題がある。そこで、移動通信システムの標準化プロジェ
クトである３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ）では、ユーザが所持する無線端末を使用して、当該測定及び収集を自動化する
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ためのＭＤＴ（Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ）の仕様策定が
進められている。
【０００４】
　ＭＤＴの一種として、即座報告型のＭＤＴ（「Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ」と称され
る）がある。Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴは、接続状態の無線端末が、受信信号状態の測
定を行い、測定結果及び測定時の位置情報をネットワークに報告するものである。接続状
態とは、無線端末が通信実行中の状態である。
【０００５】
　また、３ＧＰＰ規格では、接続状態の無線端末がネットワークとの接続障害を検出した
ことに応じて、当該接続障害に関する無線リンク障害（ＲＬＦ）レポートを、無線端末か
らネットワークに送信するよう規定されている（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００　ｖ１０
．４．０参照）。接続障害とは、ＲＬＦ又はハンドオーバ障害である。さらに、Ｉｍｍｅ
ｄｉａｔｅ　ＭＤＴにおいて、ＲＬＦレポートを拡張し、接続障害が発生した位置を特定
するための位置情報をＲＬＦレポートに含めるよう規定されている（３ＧＰＰ　ＴＳ　３
７．３２０　ｖ１０．１．０参照）。
【０００６】
　ネットワークは、無線端末から受信するＩｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴのレポートやＲＬ
Ｆレポートに基づいて、カバレッジ最適化のためのパラメータ調整（設定変更）を行う。
【発明の概要】
【０００７】
　ところで、無線端末は、接続障害の発生を検出した後、当該接続障害に関するＲＬＦレ
ポートを直ちにネットワークに送信できるとは限らない。
【０００８】
　例えば、無線端末が、接続障害によって接続状態からアイドル状態に移行した後、ネッ
トワークに改めて接続した際にＲＬＦレポートを送信するケースがある。
【０００９】
　また、あるＲＡＴ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で無線端末が
検出した接続障害に関するＲＬＦレポートは、当該ＲＡＴに対して送信する必要があるた
め、当該接続障害の直後に無線端末が他のＲＡＴに接続し、その後当該ＲＡＴに改めて接
続した際にＲＬＦレポートを送信するケースがある。
【００１０】
　これらのケースでは、接続障害が発生してからＲＬＦレポートを送信するまでに長時間
が経過していることがあり得る。このため、ネットワークが、カバレッジ最適化のための
パラメータ調整を行った後に、当該パラメータ調整を行う前の時点での接続障害に関する
ＲＬＦレポートを受信してしまうことがあり、誤ったパラメータ調整を誘発する虞があっ
た。
【００１１】
　そこで、本発明は、ネットワークが誤ったパラメータ調整を行ってしまうことを防止で
きる移動通信方法、無線端末、及び基地局を提供する。
【００１２】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
【００１３】
　本発明に係る移動通信方法の特徴によれば、無線端末（例えばＵＥ２００）がネットワ
ーク（例えばＥ－ＵＴＲＡＮ１０）に接続して通信を行う移動通信方法であって、前記無
線端末が、接続状態において、前記ネットワークとの接続障害の発生を検出するステップ
と、前記検出された接続障害に関する無線リンク障害（ＲＬＦ）レポートを、前記無線端
末から前記ネットワークに送信するステップと、を有し、前記ＲＬＦレポートを送信する
ステップにおいて、前記無線端末は、前記接続障害が発生した時刻を特定するための時間
情報を前記ＲＬＦレポートに含めて前記ネットワークに送信する。
【００１４】
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　本発明に係る移動通信方法の他の特徴によれば、前記無線端末が、前記接続障害の発生
によってアイドル状態に移行した後、前記ネットワークに改めて接続することによって接
続状態に復帰するステップをさらに有し、前記ＲＬＦレポートを送信するステップにおい
て、前記無線端末は、前記復帰するステップで接続状態に復帰した後、前記時間情報を前
記ＲＬＦレポートに含めて前記ネットワークに送信する。
【００１５】
　本発明に係る移動通信方法の他の特徴によれば、前記ＲＬＦレポートを送信するステッ
プにおいて、前記無線端末は、前記時間情報と、前記接続障害が発生した位置を特定する
ための位置情報とを前記ＲＬＦレポートに含めて前記ネットワークに送信する。
【００１６】
　本発明に係る移動通信方法の他の特徴によれば、前記ネットワークが、接続状態の前記
無線端末に対してＩｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴを設定するステップをさらに有し、前記設
定するステップは、ネットワーク時刻を示す絶対時間情報を前記ネットワークから前記無
線端末に送信するステップを含む。
【００１７】
　本発明に係る移動通信方法の他の特徴によれば、前記ＲＬＦレポートに含められる前記
時間情報は、前記ネットワークから受信した前記絶対時間情報と、前記ネットワーク時刻
に対する前記接続障害が発生した時刻の相対時間を示す相対時間情報と、を含む。
【００１８】
　本発明に係る移動通信方法の他の特徴によれば、前記ネットワークが、ネットワーク時
刻を示す絶対時間情報をブロードキャストするステップと、前記無線端末が、前記ネット
ワークからブロードキャストされる前記絶対時間情報を受信するステップと、をさらに有
する。
【００１９】
　本発明に係る移動通信方法の他の特徴によれば、前記ＲＬＦレポートに含められる前記
時間情報は、前記ネットワークから受信した前記絶対時間情報と、前記ネットワーク時刻
に対する前記接続障害が発生した時刻の相対時間を示す相対時間情報と、を含む。
【００２０】
　本発明に係る移動通信方法の他の特徴によれば、前記ＲＬＦレポートに含められる前記
時間情報は、相対時間情報を含むことなく、前記ネットワークから受信した前記絶対時間
情報のみに基づく。
【００２１】
　本発明に係る無線端末の特徴によれば、ネットワークに接続して通信を行う無線端末で
あって、接続状態において、前記ネットワークとの接続障害の発生を検出する検出部（例
えば接続障害処理部２６２）と、前記検出された接続障害に関する無線リンク障害（ＲＬ
Ｆ）レポートを前記ネットワークに送信する送信部（例えば、接続障害処理部２６２、無
線通信部２１０）と、を有し、前記送信部は、前記接続障害が発生した時刻を特定するた
めの時間情報を前記ＲＬＦレポートに含めて前記ネットワークに送信する。
【００２２】
　本発明に係る無線端末の他の特徴によれば、上述した特徴において、記憶部（記憶部２
５０）をさらに有し、前記記憶部は、前記検出された接続障害に関する情報であって前記
ＲＬＦレポートに含めるべきＲＬＦ情報を、他の情報とは個別に記憶する。
【００２３】
　本発明に係る基地局の特徴によれば、接続状態の無線端末に対してＩｍｍｅｄｉａｔｅ
　ＭＤＴを設定する基地局（例えばｅＮＢ１００）であって、前記Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　
ＭＤＴを設定する際に、ネットワーク時刻を示す絶対時間情報を前記無線端末に送信する
送信部（例えば、Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報生成部１４１、無線通信部１１０）を
有する。
【００２４】
　本発明に係る基地局の他の特徴によれば、ネットワーク時刻を示す絶対時間情報をブロ
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ードキャストするブロードキャスト送信部（無線通信部１１０）を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１実施形態及び第２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】第１実施形態及び第２実施形態に係るｅＮＢ（基地局）のブロック図である。
【図３】第１実施形態及び第２実施形態に係るＵＥ（無線端末）のブロック図である。
【図４】第１実施形態に係るＵＥの動作フロー図である。
【図５】第２実施形態に係るＵＥの動作フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図面を参照して、本発明の第１実施形態、第２実施形態、及びその他の実施形態を説明
する。以下の各実施形態に係る図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符
号を付す。
【００２７】
　［第１実施形態］
　（移動通信システムの概要）
　図１は、本実施形態に係る移動通信システム１の全体構成図である。本実施形態に係る
移動通信システム１は、３ＧＰＰで仕様が策定されているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）又はＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄに基づいて構成されており、上述し
たＩｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴをサポートする。
【００２８】
　図１に示すように、移動通信システム１は、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）
１００、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）２００、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ Ｇａｔｅｗａｙ）３
１０、及びＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）３２０を有
する。本実施形態において、ｅＮＢ１００は基地局に相当し、ＵＥ２００は無線端末に相
当する。
【００２９】
　複数のｅＮＢ１００は、ＬＴＥの無線アクセスネットワークであるＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）１０を構成する。本実施形態において、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、ＵＥ２００が
接続するネットワークに相当する。
【００３０】
　各ｅＮＢ１００は、オペレータによって設置される固定型の無線通信装置であり、ＵＥ
２００との無線通信を行うように構成される。各ｅＮＢ１００は、隣接する他のｅＮＢ１
００との通信をＸ２インターフェイス上で行い、ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３１０との通信をＳ１
インターフェイス上で行う。各ｅＮＢ１００は、無線通信エリアの最小単位であるセルを
１つ又は複数形成する。各ｅＮＢ１００は、セルを識別可能な参照信号を常時ブロードキ
ャストしている。
【００３１】
　ＵＥ２００は、ユーザが所持する可搬型の無線通信装置である。ＵＥ２００は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ１０に含まれるｅＮＢ１００に接続し、該ｅＮＢ１００を介して通信先との通信
を実行可能に構成される。ＵＥ２００が通信先と通信実行中の状態は接続状態と称され、
ＵＥ２００が待ち受け中の状態はアイドル状態と称される。ＵＥ２００は、移動に伴って
、在圏するセルを切り替える。ＵＥ２００が接続状態時のセル切り替えはハンドオーバと
称され、ＵＥ２００がアイドル状態時のセル切り替えはセルリセレクションと称される。
【００３２】
　ＭＭＥは、ＵＥ２００に対する各種モビリティ管理を行うように構成される。Ｓ－ＧＷ
は、ＵＥ２００が送受信するユーザデータの転送制御を行うように構成される。複数のＭ
ＭＥ／Ｓ－ＧＷ３１０は、ＬＴＥのコアネットワークであるＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐ
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ａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）３００を構成する。ＯＡＭ３２０は、オペレータによって設置さ
れるサーバ装置であり、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０の保守及び監視を行うように構成される。
【００３３】
　次に、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴの概要を説明する。
【００３４】
　ｅＮＢ１００は、必要に応じて、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴを行うためのＭｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を、自局に接続する（接続状態の）ＵＥ
２００に送信する。Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴのコンフィグレーションは、実際には、
ＳＯＮ－ＭＲＯの一部であり、その要求メッセージはＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔメッセージに組み込まれている。ＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅメッセージにおいて、ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇＥＵＴＲＡ　ＩＥ内に位置情報
を含めることができる。
【００３５】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を受信したＵＥ２００は、
接続状態において、接続先のｅＮＢ１００及びその隣接基地局からの受信信号状態を測定
するとともに測定結果を含む測定データを当該接続先のｅＮＢ１００に送信する。
【００３６】
　なお、受信信号状態とは、例えば参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）や参照信号受信品質（
ＲＳＲＱ）である。測定データは、受信信号状態の測定結果に加え、測定時の位置情報を
含む。位置情報とは、ＵＥ２００がＧＰＳ機能を有している場合にはＧＰＳ位置情報であ
り、ＵＥ２００がＧＰＳ機能を有していない場合にはＲＦフィンガープリント情報である
。
【００３７】
　ＵＥ２００からの測定データを受信したｅＮＢ１００は、受信した測定データに対して
時間情報を付与し、当該時間情報が付与された測定データをＯＡＭ３２０に転送する。Ｏ
ＡＭ３２０は、このようにして得られた測定データに基づいてカバレッジ問題を発見する
と、発見したカバレッジ問題を、オペレータに通知する、もしくは解消するためのネット
ワーク最適化を行う。
【００３８】
　次に、ＲＬＦレポートの概要を説明する。
【００３９】
　ＵＥ２００は、接続状態（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）において、Ｅ－
ＵＴＲＡＮ１０に含まれるｅＮＢ１００との接続障害を検出すると、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０
との再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）を試
みる。
【００４０】
　ＵＥ２００は、接続状態を維持しながらＥ－ＵＴＲＡＮ１０との再接続（ＲＲＣ　ｃｏ
ｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）に成功すると、当該接続障害に
関するＲＬＦレポートを接続先のｅＮＢ１００に送信する。
【００４１】
　これに対し、ＵＥ２００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０との再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）に失敗すると、アイドル状態に移行し、２
回の接続障害に関する情報を記録する。一方はｅＮＢ１００に係属している際の接続障害
であり、他方は再接続の際の接続障害である。そして、ＵＥ２００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１
０と接続（ｆｒｅｓｈ　ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）
する際、ＲＬＦレポートを送信可能である旨の通知（Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を接続先の
ｅＮＢ１００に送信する。ＵＥ２００は、接続状態において、接続先のｅＮＢ１００から
の要求（ＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）に応じて、ＲＬＦレポートを
含む応答（ＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を当該接続先のｅＮＢ１
００に送信する。
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【００４２】
　本実施形態では、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴをコンフィグレーションされたＵＥ２０
０は、接続障害の発生によってアイドル状態に移行した後、接続状態に復帰した場合には
、当該接続障害が発生した時刻を特定するための時間情報をＲＬＦレポートに含めて送信
する。当該時間情報の詳細については後述する。
【００４３】
　（ｅＮＢ１００の構成）
　次に、ｅＮＢ１００の構成を説明する。図２は、ｅＮＢ１００のブロック図である。
【００４４】
　図２に示すように、ｅＮＢ１００は、アンテナ１０１、無線通信部１１０、ネットワー
ク通信部１２０、記憶部１３０、及び制御部１４０を有する。
【００４５】
　アンテナ１０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部１１０は、例えば無線
周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ１０１を
介して無線信号を送受信する。ネットワーク通信部１２０は、他のネットワーク装置（Ｍ
ＭＥ／Ｓ－ＧＷ３１０、ＯＡＭ３２０や他のｅＮＢ１００等）との通信を行う。記憶部１
３０は、例えばメモリを用いて構成され、ｅＮＢ１００の制御等に用いられる各種の情報
を記憶する。制御部１４０は、例えばプロセッサを用いて構成され、ｅＮＢ１００が備え
る各種の機能を制御する。
【００４６】
　制御部１４０は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を生成す
るＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報生成部１４１と、ＵＥ２００から送信されるレポート
に係る処理を行うレポート処理部１４２と、を有する。
【００４７】
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報生成部１４１は、ＵＥ２００をＩｍｍｅｄｉａｔｅ　
ＭＤＴに使用すると決定すると、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
情報を生成し、当該Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報を、接続
状態の当該ＵＥ２００に送信するよう無線通信部１１０を制御する。
【００４８】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報は、各種の測定パラメータ
を含む。測定パラメータは、測定対象及びレポートトリガを含む。測定対象は、例えばＲ
ＳＲＰやＲＳＲＱである。また、パワーヘッドルーム（ＰＨＲ）を測定対象とすることも
できる。レポートトリガは、例えば、Ｐｅｒｉｏｄｉｃ、又は、サービングセルのＲＳＲ
Ｐが閾値を下回ったことである。本実施形態では、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ情報は、ネットワーク時刻を示す絶対時間情報を含む。詳細には、絶対
時間情報は、ＵＥ２００にＩｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴを設定する際の現在ネットワーク
時刻をＹＹ－ＭＭ－ＤＤ　ＨＨ：ＭＭ：ＳＳの形式で示すものである。
【００４９】
　レポート処理部１４２は、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴによる測定データを含むＭｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔレポートをＵＥ２００から無線通信部１１０が受信した場合に、当該Ｍ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔレポートを取得する。当該測定データは、ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ、又
はＰＨの測定結果と、当該測定を行った際の位置情報とを含む。レポート処理部１４２は
、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔレポートに含まれる測定データに対して時間情報を付与し、当
該時間情報が付与された測定データをＯＡＭ３２０に転送するようネットワーク通信部１
２０を制御する。詳細には、当該時間情報は、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴに係るＭｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔレポートを取得した際の現在ネットワーク時刻をＹＹ－ＭＭ－ＤＤ　Ｈ
Ｈ：ＭＭ：ＳＳの形式で示すものである。ただし、レポート処理部１４２は、測定データ
をＯＡＭ３２０に転送するケースに限らず、当該測定データの内容を解釈し、ｅＮＢ１０
０自身のパラメータ調整に使用してもよい。
【００５０】
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　レポート処理部１４２は、ＲＬＦレポートを送信可能である旨の通知（Ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ）をＵＥ２００から無線通信部１１０が受信した場合で、ＯＡＭ３２０からの指示
により、又は、ｅＮＢ１００自身の判断により、当該ＲＬＦレポートを取得すると決定し
た場合に、当該ＲＬＦレポートを取得するためのＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔメッセージを生成し、当該ＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッ
セージを当該ＵＥ２００に送信するよう無線通信部１１０を制御する。
【００５１】
　そして、レポート処理部１４２は、ＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメ
ッセージに応じてＵＥ２００から送信される、ＲＬＦレポートを含むＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを無線通信部１１０が受信すると、受信したＵ
Ｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージに含まれるＲＬＦレポートを
取得する。レポート処理部１４２は、当該ＲＬＦレポートが時間情報を含まない場合には
、当該ＲＬＦレポートに対して時間情報を付与し、当該時間情報が付与されたＲＬＦレポ
ートをＯＡＭ３２０又は他のｅＮＢ１００に転送するようネットワーク通信部１２０を制
御する。レポート処理部１４２は、当該ＲＬＦレポートが時間情報を含む場合には、当該
ＲＬＦレポートをＯＡＭ３２０又は他のｅＮＢ１００に転送するようネットワーク通信部
１２０を制御する。なお、レポート処理部１４２は、ＲＬＦレポートをＯＡＭ３２０又は
他のｅＮＢ１００に転送するケースに限らず、当該測定データの内容を解釈し、ｅＮＢ１
００自身のパラメータ調整に使用してもよい。
【００５２】
　（ＵＥ２００の構成）
　次に、ＵＥ２００の構成を説明する。図３は、ＵＥ２００のブロック図である。
【００５３】
　図３に示すように、ＵＥ２００は、アンテナ２０１、無線通信部２１０、ユーザインタ
ーフェイス部２２０、ＧＰＳ受信機２３０、バッテリ２４０、記憶部２５０、及び制御部
２６０を有する。ただし、ＵＥ２００は、ＧＰＳ受信機２３０を有していなくてもよい。
【００５４】
　アンテナ２０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部２１０は、例えば無線
周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ２０１を
介して無線信号を送受信する。ユーザインターフェイス部２２０は、ユーザとのインター
フェイスとして機能するディスプレイやボタン等である。ＧＰＳ受信機２３０は、ＵＥ２
００の地理的な位置を示す位置情報を生成する。バッテリ２４０は、充電可能なバッテリ
であって、ＵＥ２００の各ブロックに供給される電力を蓄える。
【００５５】
　記憶部２５０は、例えばメモリを用いて構成され、ＵＥ２００の制御等に用いられる各
種の情報を記憶する。記憶部２５０は、検出された接続障害に関する情報であってＲＬＦ
レポートに含めるべきＲＬＦ情報を、他の情報とは個別に記憶するように構成されている
。他の情報とは、例えば、通常のＩｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴで得られる測定データ等を
意味する。Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴで得られる測定データは、即座に報告されるもの
であるため、一時的な記憶（バッファリング）を行えばよい。これに対し、ＲＬＦ情報は
、即座に報告されるとは限らないため、特別な個別の記憶領域に記憶する。
【００５６】
　制御部２６０は、例えばプロセッサを用いて構成され、ＵＥ２００が備える各種の機能
を制御する。
【００５７】
　制御部２６０は、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴに係る処理を行うＩｍｍｅｄｉａｔｅ　
ＭＤＴ処理部２６１と、接続障害に係る処理を行う接続障害処理部２６２と、接続障害に
係る相対時間を計時するための相対時間タイマ２６３と、を有する。ここで、相対時間と
は、ネットワーク時刻に対する接続障害発生時刻の相対時間である。
【００５８】
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　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ処理部２６１は、接続状態において、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ
　ＭＤＴに係るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報をｅＮＢ１０
０から無線通信部２１０が受信すると、受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ情報に含まれる測定パラメータを設定（すなわち、記憶部２５０に記憶）
する。Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ処理部２６１は、接続状態において、記憶部２５０に
記憶された測定パラメータに従って測定処理を行う。詳細には、測定パラメータのうちの
測定対象で指定された対象の測定及び位置情報の取得を行う。また、測定パラメータのう
ちのレポートトリガで指定されたトリガで、測定データ（測定結果及び位置情報）を含む
ＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔレポートをｅＮＢ１００に送信するよう無線通信部２１０を制御
する。
【００５９】
　本実施形態では、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴに係るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報は、ネットワーク時刻を示す絶対時間情報を含む。Ｉｍｍｅｄ
ｉａｔｅ　ＭＤＴ処理部２６１は、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴに係るＭｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報をｅＮＢ１００から無線通信部２１０が受信す
ると、当該Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報に含まれる絶対時
間情報を記憶部２５０に記憶するとともに、相対時間タイマ２６３を起動する。相対時間
タイマ２６３は、起動した後、例えば１秒単位で計時を行う。
【００６０】
　接続障害処理部２６２は、接続状態において、接続障害を検出する。例えば、接続障害
処理部２６２は、接続状態において、Ｒａｄｉｏ　Ｐｒｏｂｌｅｍを検出し、且つ、当該
Ｒａｄｉｏ　Ｐｒｏｂｌｅｍを検出してから所定時間（Ｔ１）内に回復しない場合に、Ｒ
ＬＦが発生したと判断する。接続障害処理部２６２は、接続障害を検出すると、相対時間
タイマ２６３が計時した相対時間を取得する。さらに、接続障害処理部２６２は、接続障
害を検出してから所定時間（Ｔ２）内に再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－
ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）を試みる。
【００６１】
　接続障害処理部２６２は、接続障害を検出してから所定時間（Ｔ２）内に再接続（ＲＲ
Ｃ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）に成功した場合には、
現行仕様に従って、ＲＬＦレポートを再接続先のｅＮＢ１００（セル）に送信するよう無
線通信部２１０を制御する。Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴがコンフィグレーションされて
いる場合、接続障害処理部２６２は、接続障害が検出された位置を示す位置情報をＲＬＦ
レポートに含めて送信するよう制御する。
【００６２】
　これに対し、接続障害を検出してから所定時間（Ｔ２）内に再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）に失敗した場合には、ＵＥ２００は
アイドル状態に移行する。この場合、接続障害処理部２６２は、各接続障害について、接
続障害に関する情報（以下、「ＲＬＦ情報」と称する）と、接続障害を検出した位置を示
す位置情報と、相対時間タイマ２６３が計時した相対時間を示す相対時間情報と、を記憶
部２５０に記憶する。各ＲＬＦ情報は、接続障害に係るセルのＩＤ（Ｅ－ＣＧＩ）と、再
接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）が試みられ
たセルのＩＤ（Ｅ－ＣＧＩ）と、接続障害の種別（ＲＬＦ又はハンドオーバ障害）の情報
と、無線測定情報と、を含む。
【００６３】
　接続障害処理部２６２は、接続障害によってアイドル状態に移行した後、Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ１０に含まれるｅＮＢ１００と接続（ｆｒｅｓｈ　ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅ
ｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）する際、ＲＬＦレポートを送信可能である旨の通知（Ｉｎｄ
ｉｃａｔｉｏｎ）を接続先のｅＮＢ１００に送信するよう無線通信部２１０を制御する。
接続障害処理部２６２は、当該Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎに応じてｅＮＢ１００から送信され
たＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを無線通信部２１０が受信
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すると、各接続障害について、記憶部２５０に記憶されているＲＬＦ情報、位置情報、絶
対時間情報、及び相対時間情報を取得し、各ＲＬＦ情報、位置情報、絶対時間情報、及び
相対時間情報を含むＲＬＦレポートを生成し、当該ＲＬＦレポートをＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージに含めてｅＮＢ１００に送信するよう無線通信
部２１０を制御する。
【００６４】
　（ＵＥ２００の動作）
　以下において、本実施形態に係るＵＥ２００の動作を説明する。図４は、本実施形態に
係るＵＥ２００の動作フロー図である。図４の初期状態では、ＵＥ２００は接続状態（Ｒ
ＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）であるとする。
【００６５】
　ステップＳ１０１において、無線通信部２１０は、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴに係る
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報をサービングセルから受信す
る。上述したように、本実施形態では、当該Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ情報は、ネットワーク時刻を示す絶対時間情報を含む。
【００６６】
　ステップＳ１０２において、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ処理部２６１は、当該Ｍｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報に含まれる測定パラメータを記憶部
２５０に記憶する。また、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ処理部２６１は、当該Ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報に含まれる絶対時間情報を記憶部２５０
に記憶するとともに、相対時間タイマ２６３を起動する。
【００６７】
　ステップＳ１０３において、接続障害処理部２６２は、接続障害が発生したか否かを判
断する。接続障害処理部２６２が接続障害の発生を検出した場合（ステップＳ１０３；Ｙ
ＥＳ）、処理がステップＳ１０４に進む。
【００６８】
　ステップＳ１０４において、接続障害処理部２６２は、接続障害を検出すると、第１の
ＲＬＦ情報を生成し、相対時間タイマ２６３が計時した第１の相対時間を取得し、第１の
ＲＬＦ情報及び第１の相対時間情報を記憶部２５０に記憶する。また、第１の接続障害が
検出された位置を示す第１の位置情報を記憶部２５０に記憶する。
【００６９】
　ステップＳ１０５において、接続障害処理部２６２は、接続障害を検出してから所定時
間（Ｔ２）内に再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅ
ｎｔ）が可能であるか否かを判断する。
【００７０】
　接続障害を検出してから所定時間（Ｔ２）内に再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）が可能である場合（ステップＳ１０５；ＹＥＳ）
、ステップＳ１０６において、接続障害処理部２６２は、再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）を行う。また、接続障害処理部２６２は
、第１のＲＬＦ情報及び第１の位置情報を記憶部２５０から取得し、第１のＲＬＦ情報及
び第１の位置情報を含むＲＬＦレポートを再接続先セルに送信するよう無線通信部２１０
を制御する。
【００７１】
　一方、接続障害を検出してから所定時間（Ｔ２）内に再接続（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）が不能である場合（ステップＳ１０５；Ｎ
Ｏ）、ステップＳ１０７において、ＵＥ２００はアイドル状態（ＲＲＣ　ｉｄｌｅ　ｓｔ
ａｔｅ）に移行する。また、接続障害処理部２６２は、第２のＲＬＦ情報を生成し、相対
時間タイマ２６３から第２の相対時間情報を取得し、第２のＲＬＦ情報及び第２の相対時
間情報を記憶部２５０に記憶する。さらに、接続障害処理部２６２は、第２の接続障害が
検出された位置を示す第２の位置情報を記憶部２５０に記憶する。
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【００７２】
　ステップＳ１０８において、接続障害処理部２６２は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に含まれる
セルとの接続（ｆｒｅｓｈ　ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎ
ｔ）が可能であるか否かを判断する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に含まれるセルとの接続（ｆｒ
ｅｓｈ　ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）が可能である場
合（ステップＳ１０８；ＹＥＳ）、処理がステップＳ１０９に進む。
【００７３】
　ステップＳ１０９において、接続障害処理部２６２は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に含まれる
セルとの接続（ｆｒｅｓｈ　ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎ
ｔ）を行い、接続状態に復帰する。また、接続障害処理部２６２は、ＲＬＦレポートを送
信可能である旨の通知（Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）を接続先セルに送信するよう無線通信部
２１０を制御する。
【００７４】
　ステップＳ１１０において、接続障害処理部２６２は、接続先セルからのＵＥ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを無線通信部２１０が受信したか否かを判
断する。接続先セルからのＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを
無線通信部２１０が受信した場合（ステップＳ１１０；ＹＥＳ）、処理がステップＳ１１
１に進む。
【００７５】
　ステップＳ１１１において、接続障害処理部２６２は、記憶部２５０に記憶されている
第１及び第２のＲＬＦ情報、第１及び第２の位置情報、絶対時間情報、第１及び第２の相
対時間情報を取得し、当該第１及び第２のＲＬＦ情報、第１及び第２の位置情報、絶対時
間情報、第１及び第２の相対時間情報を含むＲＬＦレポートを生成し、当該ＲＬＦレポー
トをＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージに含めてｅＮＢ１００
に送信するよう無線通信部２１０を制御する。
【００７６】
　（第１実施形態のまとめ）
　以上説明したように、ＵＥ２００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０との接続障害の発生を検出し
、検出した接続障害に関するＲＬＦレポートをＥ－ＵＴＲＡＮ１０に送信する。ＵＥ２０
０は、接続障害が発生した時刻を特定するための時間情報をＲＬＦレポートに含めてＥ－
ＵＴＲＡＮ１０に送信する。これにより、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０やＯＡＭ３２０は、ＲＬＦ
レポートがいつ発生した接続障害に関するものであるかを把握できるため、誤ったパラメ
ータ調整を行ってしまうことを防止できる。
【００７７】
　本実施形態では、ＵＥ２００は、接続障害の発生によってアイドル状態に移行した後、
Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に改めて接続することによって接続状態に復帰する。ＵＥ２００は、
接続状態に復帰した後、時間情報をＲＬＦレポートに含めてＥ－ＵＴＲＡＮ１０に送信す
る。接続障害によって接続状態からアイドル状態に移行した後、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に改
めて接続した際にＲＬＦレポートを送信する場合、接続障害が発生してからＲＬＦレポー
トを送信するまでに長時間が経過している可能性がある。よって、この場合はＲＬＦレポ
ートに時間情報を含めることで、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０やＯＡＭ３２０が誤ったパラメータ
調整を行ってしまうことを防止できる。
【００７８】
　本実施形態では、ＵＥ２００は、時間情報と、接続障害が発生した位置を特定するため
の位置情報とをＲＬＦレポートに含めてＥ－ＵＴＲＡＮ１０に送信する。これにより、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ１０やＯＡＭ３２０は、受信したＲＬＦレポートがいつ・どこで発生した接
続障害に関するものであるかを把握できる。
【００７９】
　本実施形態では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０が接続状態のＵＥ２００に対してＩｍｍｅｄｉａ
ｔｅ　ＭＤＴを設定する際に、ネットワーク時刻を示す絶対時間情報をＥ－ＵＴＲＡＮ１
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０からＵＥ２００に送信する。これにより、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴのコンフィグレ
ーション手順において絶対時間情報をＵＥ２００に送信することができるため、既存のプ
ロシージャを若干変更するのみで絶対時間情報をＵＥ２００が取得できる。
【００８０】
　本実施形態では、ＲＬＦレポートに含められる時間情報は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０から受
信した絶対時間情報と、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０時刻に対する接続障害が発生した時刻の相対
時間を示す相対時間情報と、を含む。これにより、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０やＯＡＭ３２０は
、絶対時間情報と、絶対時間情報を基準とした相対時間情報とから、接続障害が発生した
時刻を精度よく特定できる。
【００８１】
　［第２実施形態］
　以下において、第２実施形態について、第１実施形態との相違点を説明する。
【００８２】
　本実施形態では、ｅＮＢ１００の無線通信部２１０は、ネットワーク時刻を示す絶対時
間情報をブロードキャストする。詳細には、無線通信部２１０は、絶対時間情報をシステ
ム情報ブロック（ＳＩＢ）に含めてブロードキャストチャネル上で送信する。
【００８３】
　（ＵＥ２００の動作）
　本実施形態に係るＵＥ２００の動作について、第１実施形態との相違点を説明する。図
５は、本実施形態に係るＵＥ２００の動作フロー図である。図５の初期状態では、ＵＥ２
００は接続状態（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）であるとする。
【００８４】
　ステップＳ２０１において、無線通信部２１０は、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴに係る
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報をサービングセルから受信す
る。本実施形態では、当該Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報は
、絶対時間情報を含まない。Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ処理部２６１は、当該Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ情報に含まれる測定パラメータを記憶部２
５０に記憶する。
【００８５】
　ステップＳ２０２において、無線通信部２１０は、ブロードキャストされるＳＩＢを受
信する。本実施形態では、ＳＩＢは、絶対時間情報を含む。
【００８６】
　ステップＳ２０３において、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ処理部２６１は、ＳＩＢに含
まれる絶対時間情報を記憶部２５０に記憶するとともに、相対時間タイマ２６３を起動す
る。
【００８７】
　ステップＳ２０４以降の動作は、第１実施形態に係るステップＳ１０３以降の動作と同
様である。
【００８８】
　（第２実施形態のまとめ）
　以上説明したように、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、絶対時間情報をブロードキャストし、Ｕ
Ｅ２００は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０からブロードキャストされる絶対時間情報を受信する。
このように、ＵＥ２００は、基地局からブロードキャストされる絶対時間情報を受信する
ことで、絶対時間情報を取得できる。
【００８９】
　［その他の実施形態］
　上記のように、本発明は各実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及
び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には
様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００９０】
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　第２実施形態では、相対時間タイマの使用を省略してもよい。絶対時間情報がＳＩＢの
一部としてブロードキャストされているため、ＵＥは、接続障害が発生（Ｓ２０４）した
際に、ブロードキャストされる絶対時間情報を単に取得し、その絶対時間をネットワーク
に送信する、又は後で送信する必要があれば絶対時間を記憶する。これは、ネットワーク
で時間が十分保証できる程度に、絶対時間のブロードキャスト周期が短いことを前提とし
ている。この場合、ＲＬＦレポートは、相対時間情報を含まずに、ネットワークからブロ
ードキャストされる絶対時間情報のみに基づく。
【００９１】
　本発明は、接続状態のＵＥ２００により記録処理が行われるＭＤＴの形態であるＬｏｇ
ｇｅｄ　ＭＤＴ　ｉｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄにも適用できる。この場合、第１実施形態と
同様にして、絶対時間情報は、Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴ　ｉｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄのため
の新たなＬｏｇｇｅｄＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージに
追加される必要がある。
【００９２】
　上述した第２実施形態は、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴがコンフィグレーションされる
ＵＥ２００に限らず、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴがコンフィグレーションされないＵＥ
２００に対しても適用可能である。
【００９３】
　また、上述した各実施形態では、ＬＴＥに基づいて構成される移動通信システムを例に
説明したが、ＬＴＥに限らず、ＭＤＴをサポートする他の移動通信システム（例えば、Ｗ
－ＣＤＭＡ）に対して本発明を適用してもよい。
【００９４】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。
【００９５】
　なお、米国仮出願第６１／３８９３９５号（２０１０年１０月４日出願）の全内容が、
参照により、本願明細書に組み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　以上のように、本発明に係る移動通信方法、無線端末、及び基地局によれば、ネットワ
ークが誤ったパラメータ調整を行ってしまうことを防止できるため、移動体通信などの無
線通信において有用である。
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