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(57)【要約】
【課題】ＭＤＴにおいてネットワークが重要な測定デー
タを収集し易くすることができるようにする。
【解決手段】移動通信システム１で用いられる測定収集
方法は、基地局ｅＮＢが、無線環境の測定に係るパラメ
ータを含む設定メッセージを無線端末ＵＥに送信する工
程と、無線端末ＵＥが、基地局ｅＮＢから受信した設定
メッセージに含まれるパラメータに従って、無線環境の
測定を行った後、当該測定の結果と当該測定時の位置情
報とを含む測定データを、基地局ｅＮＢを含むネットワ
ークに報告する工程と、を含む。基地局ｅＮＢは、パラ
メータの一つとして、測定データを不要とする測定不要
エリアを示す不要エリア情報を設定メッセージに含めて
送信する。無線端末ＵＥは、不要エリア情報によって示
される測定不要エリアに対応する測定データを、ネット
ワークへの報告対象から除外する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムで用いられる測定収集方法であって、
　基地局が、無線環境の測定に係るパラメータを含む設定メッセージを無線端末に送信す
る工程と、
　前記無線端末が、前記基地局から受信した前記設定メッセージに含まれる前記パラメー
タに従って、前記無線環境の測定を行った後、当該測定の結果と当該測定時の位置情報と
を含む測定データを、前記基地局を含むネットワークに報告する工程と、
　を有し、
　前記基地局は、前記パラメータの一つとして、測定データを不要とする測定不要エリア
を示す不要エリア情報を前記設定メッセージに含めて送信し、
　前記無線端末は、前記不要エリア情報によって示される前記測定不要エリアに対応する
測定データを、前記ネットワークへの報告対象から除外する、又は、前記測定不要エリア
では測定を中止し、該測定不要エリア以外の測定結果を含む測定データを、前記ネットワ
ークに報告することを特徴とする測定収集方法。
【請求項２】
　前記基地局、又は前記基地局の上位装置が、過去に収集された測定データに基づいて前
記測定不要エリアを決定する工程をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の測定
収集方法。
【請求項３】
　前記基地局は、前記不要エリア情報に加えて、前記パラメータの一つとして、測定デー
タを必要とする測定対象エリアを示す対象エリア情報を前記設定メッセージに含めて送信
し、
　前記不要エリア情報は、前記測定対象エリア内の前記測定不要エリアを示すことを特徴
とする請求項１又は２に記載の測定収集方法。
【請求項４】
　前記基地局は、測位機能を有する前記無線端末に対して、前記測定不要エリアを座標で
指定した前記不要エリア情報を前記設定メッセージに含めて送信することを特徴とする請
求項１～３の何れか一項に記載の測定収集方法。
【請求項５】
　移動通信システムの基地局であって、
　無線環境の測定に係るパラメータを含む設定メッセージを無線端末に送信する送信部を
有し、
　前記送信部は、前記パラメータの一つとして、測定の結果と当該測定時の位置情報とを
含む測定データを不要とする測定不要エリアを示す不要エリア情報を、前記設定メッセー
ジに含めて送信することを特徴とする基地局。
【請求項６】
　移動通信システムの無線端末であって、
　無線環境の測定に係るパラメータを含む設定メッセージを基地局から受信する受信部と
、
　前記受信部が受信した前記設定メッセージに含まれる前記パラメータに従って、前記無
線環境の測定を行った後、当該測定の結果と当該測定時の位置情報とを含む測定データを
、前記基地局を含むネットワークに報告するよう制御する制御部と、
　を有し、
　前記パラメータは、測定データを不要とする測定不要エリアを示す不要エリア情報を含
み、
　前記制御部は、前記不要エリア情報によって示される前記測定不要エリアに対応する測
定データを、前記ネットワークへの報告対象から除外するよう制御する、又は、前記測定
不要エリアでは測定を中止し、該測定不要エリア以外の測定結果を含む測定データを、前
記ネットワークに報告するよう制御することを特徴とする無線端末。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＤＴに用いられる測定収集方法、基地局、及び無線端末に関する。
【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、無線環境を測定して
測定結果及び測定時の位置情報を収集するドライブテストが行われている。
【０００３】
　このような方法は、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、
且つ費用が高いと言う課題がある。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　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）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技術であ
るＭＤＴ(Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ)の仕様策定が進めら
れている（非特許文献１及び２参照）。
【０００４】
　ＭＤＴの一種として、即座報告型のＭＤＴ（以下、適宜Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴと
称する）がある。Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴは、接続状態（コネクテッドモード）の無
線端末が、ネットワークから設定されたパラメータに従って、測定を行い、測定結果及び
位置情報をネットワークに報告するものである。ここで接続状態とは、無線端末が通信を
実行している状態を意味する。
【０００５】
　また、ＭＤＴの一種として、記録型のＭＤＴ（以下、適宜Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴと称す
る）がある。Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴは、アイドル状態（アイドルモード）の無線端末が、
ネットワークから設定されたパラメータ（測定条件）に従って無線環境の測定を行い、測
定結果を位置情報（及び時間情報）と共に測定データとして記録し、測定した測定データ
を後でネットワークに報告するものである。ここでアイドル状態とは、無線端末が通信を
中断している状態（待ち受け中等）を意味する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3GPP TR 36.805 V9.0.0:“Study on Minimization of drive-tests in 
Next Generation Networks”, 2009-12
【非特許文献２】3GPP TS 37.320 V10.0.0: “Radio measurement collection for Minim
ization of Drive Tests (MDT); Overall description; Stage 2”, 2010-12
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＭＤＴでは、複数の無線端末が様々な条件で測定を行うことから、ネットワークにとっ
て重要な測定データと、そうでない測定データとが混在すると考えられる。
【０００８】
　しかしながら、ＭＤＴでは、無線端末は無線環境もしくは自身の状態が測定条件に合致
する全ての場合において測定結果を測定データとして記録し、得られた全ての測定データ
をネットワークに報告するため、ネットワーク（すなわちオペレータ）が重要な測定デー
タを十分に収集する事ができない虞がある。また重要でない情報が多く含まれている場合
、ネットワークが真の問題以外の問題を重要問題として認識してしまい、不適切なオプテ
ィマイズを行う可能性もある。
【０００９】
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　そこで、本発明は、ＭＤＴにおいてネットワークが重要な測定データを収集し易くする
ことができる測定収集方法、基地局、及び無線端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　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。
【００１１】
　本発明に係る測定収集方法の特徴は、移動通信システム（移動通信システム１）で用い
られる測定収集方法であって、基地局（基地局ｅＮＢ）が、無線環境の測定に係るパラメ
ータを含む設定メッセージを無線端末（無線端末ＵＥ）に送信する工程と、前記無線端末
が、前記基地局から受信した前記設定メッセージに含まれる前記パラメータに従って、前
記無線環境の測定を行った後、当該測定の結果と当該測定時の位置情報とを含む測定デー
タを、前記基地局を含むネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０）に報告する工程と、を有し
、前記基地局は、前記パラメータの一つとして、測定データを不要とする測定不要エリア
を示す不要エリア情報を前記設定メッセージに含めて送信し、前記無線端末は、前記不要
エリア情報によって示される前記測定不要エリアに対応する測定データを、前記ネットワ
ークへの報告対象から除外する、又は、前記測定不要エリアでは測定を中止し、該測定不
要エリア以外の測定結果を含む測定データを、前記ネットワークに報告することを要旨と
する。
【００１２】
　このような特徴によれば、測定不要エリアをネットワーク側で指定できるようにし、測
定不要エリアに対応する測定データを無線端末からネットワークに報告しないようにする
ことができるため、ネットワーク（すなわちオペレータ）が不要な（重要でない）測定デ
ータを収集しないようにすることができる。また、重要でない測定データを収集しないよ
うにすることで、不適切なオプティマイズを引き起こす可能性を低減できる。
【００１３】
　本発明に係る測定収集方法の他の特徴は、上記特徴において、前記基地局、又は前記基
地局の上位装置（例えば保守監視装置ＯＡＭ）が、過去に収集された測定データに基づい
て前記測定不要エリアを決定する工程をさらに有することを要旨とする。
【００１４】
　本発明に係る測定収集方法の他の特徴は、上記特徴において、前記基地局は、前記不要
エリア情報に加えて、前記パラメータの一つとして、測定データを必要とする測定対象エ
リアを示す対象エリア情報を前記設定メッセージに含めて送信し、前記不要エリア情報は
、前記測定対象エリア内の前記測定不要エリアを示すことを要旨とする。
【００１５】
　本発明に係る測定収集方法の他の特徴は、上記特徴において、前記基地局は、測位機能
（例えばＧＰＳ受信機２３０）を有する前記無線端末に対して、前記測定不要エリアを座
標で指定した前記不要エリア情報を前記設定メッセージに含めて送信することを要旨とす
る。
【００１６】
　本発明に係る測定収集方法の他の特徴は、上記特徴において、移動通信システム（移動
通信システム１）の基地局（基地局ｅＮＢ）であって、無線環境の測定に係るパラメータ
を含む設定メッセージを無線端末（無線端末ＵＥ）に送信する送信部（無線通信部１１０
及び制御部１４０）を有し、前記送信部は、前記パラメータの一つとして、測定の結果と
当該測定時の位置情報とを含む測定データを不要とする測定不要エリアを示す不要エリア
情報を、前記設定メッセージに含めて送信することを要旨とする。
【００１７】
　本発明に係る測定収集方法の他の特徴は、上記特徴において、移動通信システム（移動
通信システム１）の無線端末（無線端末ＵＥ）であって、無線環境の測定に係るパラメー
タを含む設定メッセージを基地局（基地局ｅＮＢ）から受信する受信部（無線通信部２１
０）と、前記受信部が受信した前記設定メッセージに含まれる前記パラメータに従って、
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前記無線環境の測定を行った後、当該測定の結果と当該測定時の位置情報とを含む測定デ
ータを、前記基地局を含むネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０）に報告するよう制御する
制御部（制御部２５０）と、を有し、前記パラメータは、測定データを不要とする測定不
要エリアを示す不要エリア情報を含み、前記制御部は、前記不要エリア情報によって示さ
れる前記測定不要エリアに対応する測定データを、前記ネットワークへの報告対象から除
外するよう制御し、又は、前記測定不要エリアでは測定を中止し、該測定不要エリア以外
の測定結果を含む測定データを、前記ネットワークに報告するよう制御することを要旨と
する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、ＭＤＴにおいてネットワークが重要な測定データを収集し易くするこ
とができる測定収集方法、基地局、及び無線端末を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態及び第２実施形態に係るに係る移動通信システム１の全体概略構成
図である。
【図２】第１実施形態及び第２実施形態に係るに係る基地局ｅＮＢの構成を示すブロック
図である。
【図３】第１実施形態及び第２実施形態に係るに係る無線端末ＵＥの構成を示すブロック
図である。
【図４】第１実施形態及び第２実施形態に係る測定不要エリアの決定処理を説明するため
の図である。
【図５】第１実施形態に係る移動通信システムの動作シーケンス図である。
【図６】図５のステップＳ１２０の詳細を示すフローチャートである。
【図７】図５のステップＳ１４０の詳細を示すフローチャートである。
【図８】第１実施形態の第１変更例に係る移動通信システムの動作シーケンス図である。
【図９】図８のステップＳ２４０の詳細を示すフローチャートである。
【図１０】第１実施形態の第２変更例に係る移動通信システムの動作シーケンス図である
。
【図１１】第２実施形態に係る移動通信システムの動作シーケンス図である。
【図１２】図１１のステップＳ４５０の詳細を示すフローチャートである。
【図１３】第２実施形態の第１変更例に係る移動通信システムの動作シーケンス図である
。
【図１４】図１３のステップＳ５５０の詳細を示すフローチャートである。
【図１５】第２実施形態の第２変更例に係る移動通信システムの動作シーケンス図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　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おける図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の
符号を付す。
【００２１】
　［第１実施形態］
　図１は、本実施形態に係る移動通信システム１の全体概略構成図である。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　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に基づいて構成されており、上述したＩｍｍｅｄｉａｔｅ　Ｍ
ＤＴをサポートする。
【００２２】
　図１に示すように、移動通信システム１は、無線端末ＵＥと、無線アクセスネットワー
クであるＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄ
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ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０と、移動管理装置ＭＭＥ／ゲートウェイ装置
Ｓ－ＧＷと、保守監視装置ＯＡＭとを有する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、複数の基地局ｅＮ
Ｂによって構成される。
【００２３】
　無線端末ＵＥは、ユーザが所持する可搬型の無線通信装置である。無線端末ＵＥは、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ１０を構成する何れかの基地局ｅＮＢに接続（中継装置を介して接続する場
合、または中継装置と接続する場合を含む）し、該基地局ｅＮＢを介して通信先との通信
を実行可能に構成されている。上述したように、無線端末ＵＥが通信実行中の状態は接続
状態（コネクテッドモード）と称され、無線端末ＵＥが待ち受け中の状態はアイドル状態
（アイドルモード）と称される。
【００２４】
　各基地局ｅＮＢ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、無線
端末ＵＥとの無線通信を行うように構成される。各基地局ｅＮＢは、自局（自セル）を識
別可能に構成された無線信号である参照信号をブロードキャストにより常時送信している
。また、各基地局ｅＮＢは、移動管理装置ＭＭＥ／ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの通信、
及び保守監視装置ＯＡＭとの通信を、バックホールを介して行う。
【００２５】
　移動管理装置ＭＭＥは無線端末ＵＥに対する各種モビリティ制御を行うように構成され
、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは無線端末ＵＥ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。
【００２６】
　保守監視装置ＯＡＭは、オペレータによって設置されるサーバ装置であり、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ１０の保守及び監視を行うように構成される。
【００２７】
　本実施形態では、無線端末ＵＥの接続先の基地局ｅＮＢは、例えば保守監視装置ＯＡＭ
からの指示に応じて、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴを無線端末ＵＥに設定するためのメッ
セージであるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（設定メッセージ）
を無線端末ＵＥに送信する。Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎは、
複数の設定パラメータ（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）を含む。
当該複数の設定パラメータは、測定対象とすべき基地局ｅＮＢ（セル）を指定するパラメ
ータや、測定データをＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告すべき条件（トリガ）を指定するパラメ
ータである報告トリガパラメータを含む。報告すべき条件（トリガ）とは、例えば、周期
的なトリガや、サービングセルからのＲＳＲＰ／ＲＳＲＱが閾値を下回ったというトリガ
等である。
【００２８】
　Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴを行うよう設定された無線端末ＵＥは、接続状態において
無線環境（具体的には、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）／参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）
）を基地局ｅＮＢ毎（セル毎）に測定し、当該測定時の位置情報を取得する。そして、無
線端末ＵＥは、報告トリガパラメータにより指定された報告条件が満たされた際に、測定
結果の情報と位置情報とを含む測定データをＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告する。なお、位置
情報とは、無線端末ＵＥがＧＰＳ／ＧＮＳＳ機能を有している場合にはＧＰＳ／ＧＮＳＳ
位置情報であり、無線端末ＵＥがＧＰＳ受信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。
【００２９】
　本実施形態では、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含まれる複
数の設定パラメータは、測定データを不要とする測定不要エリアを指定するパラメータで
ある測定不要エリアパラメータを含む。無線端末ＵＥは、報告トリガパラメータにより指
定された報告条件が満たされた場合であっても、測定不要エリアパラメータにより指定さ
れた測定不要エリアで得られた測定データについてはＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告しないも
のとする。
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【００３０】
　無線端末ＵＥからの測定データを受信した基地局ｅＮＢは、受信した測定データを保守
監視装置ＯＡＭに転送する。保守監視装置ＯＡＭ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。あるいは、基地局ｅＮＢは、
受信した測定データを保守監視装置ＯＡＭに転送せずに、当該受信した測定データを自局
のカバレッジ問題を解消するための設定変更に使用してもよい。
【００３１】
　図２は、本実施形態に係る基地局ｅＮＢの構成を示すブロック図である。
【００３２】
　図２に示すように、基地局ｅＮＢは、アンテナ１０１と、無線通信部１１０と、ネット
ワーク通信部１２０と、記憶部１３０と、制御部１４０とを有する。
【００３３】
　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
介して無線通信を行うように構成される。送信については、無線通信部１１０は、制御部
１４０から入力される送信信号の符号化及び変調を行った後、アップコンバート及び増幅
を行ってアンテナ１０１に出力する。受信については、無線通信部１１０は、アンテナ１
０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバートを行った後、復調及び復号を行
って制御部１４０に出力する。
【００３４】
　ネットワーク通信部１２０は、図１に示すＸ２インターフェイスを用いて隣接基地局と
の基地局間通信を行う。また、ネットワーク通信部１２０は、図１に示すＳ１インターフ
ェイスを用いてコアネットワーク（具体的には、移動管理装置ＭＭＥ、ゲートウェイ装置
Ｓ－ＧＷ、保守監視装置ＯＡＭ）との通信を行う。本実施形態において、保守監視装置Ｏ
ＡＭは、基地局ｅＮＢの上位装置に相当する。
【００３５】
　記憶部１３０は、例えばメモリを用いて構成され、基地局ｅＮＢ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ＣＰＵを用いて構成され、基地局ｅＮＢ
が備える各種の機能を制御する。本実施形態では、制御部１４０は、上述した測定不要エ
リアパラメータをＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて無線端
末ＵＥに送信するよう無線通信部１１０を制御する。このように、本実施形態において、
制御部１４０及び無線通信部１１０は、送信部を構成する。
【００３６】
　図３は、本実施形態に係る無線端末ＵＥの構成を示すブロック図である。ここでは、無
線端末ＵＥが測位機能（ＧＰＳ機能）を有する一例を説明する。
【００３７】
　図３に示すように、無線端末ＵＥは、アンテナ２０１と、無線通信部２１０と、測定部
２２０と、ＧＰＳ受信機２３０と、記憶部２４０と、制御部２５０とを有する。また、無
線端末ＵＥは、ユーザインターフェイス部やバッテリをさらに有していてもよい。
【００３８】
　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
介して無線通信を行うように構成される。送信については、無線通信部２１０は、制御部
２５０から入力される送信信号の符号化及び変調を行った後、アップコンバート及び増幅
を行ってアンテナ２０１に出力する。受信については、無線通信部２１０は、アンテナ２
０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバートを行った後、復調及び復号を行
って制御部２５０に出力する。
【００３９】
　本実施形態において、無線通信部２１０は、上述した測定不要エリアパラメータを含む
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Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを受信する受信部に相当する。
【００４０】
　測定部２２０は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０から無線通信部２１０が受信した参照信号に基づ
いて無線環境（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ）を定期的に測定し、測定した無線環境を制御部２５
０に出力する。
【００４１】
　ＧＰＳ受信機２３０は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、ＧＰＳによる位置情報を制御
部２５０に定期的に出力する。
【００４２】
　記憶部２４０は、例えばメモリを用いて構成され、無線端末ＵＥの制御等に用いられる
各種の情報を記憶する。制御部２５０は、例えばＣＰＵを用いて構成され、無線端末ＵＥ
が備える各種の機能を制御する。制御部２５０は、無線通信部２１０が受信したＭｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含まれる各設定パラメータに従って、無
線環境の測定を行った後、当該測定の結果と当該測定時の位置情報とを含む測定データを
Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０に報告するよう制御する。
【００４３】
　以下、上記のように構成された移動通信システム１で用いられる測定収集方法について
説明する。
【００４４】
　図４は、測定不要エリアの決定処理を説明するための図である。
【００４５】
　図４に示すように、本実施形態では、基地局ｅＮＢの記憶部１３０は、自サービスエリ
ア及び隣接基地局のサービスエリアのそれぞれについての測定データを記憶している。記
憶される測定データは、無線端末ＵＥから報告された測定データだけを記憶していても構
わないし、測定用車両で取得した測定データ（従来のドライブテスト方式による測定結果
をコアネットワークからネットワーク通信部１２０を介して入力した値）も合わせて記憶
していても構わない。
【００４６】
　また、基地局ｅＮＢの記憶部１３０は、予め設定されているエリア解像度変数を保持し
ている。本実施形態では、エリア解像度変数はＸ［ｍ］・Ｙ［ｍ］として基地局ｅＮＢの
自サービスエリア及び隣接基地局のサービスエリアを正方形で分割する例を示すが、Ｘ・
Ｙ値は例えば緯度・経度で指定しても良いし、基地局ｅＮＢからの距離と半径を指定して
円状に分割する方法を採用しても良い。
【００４７】
　基地局ｅＮＢの自サービスエリア及び隣接基地局のサービスエリアは、基地局ｅＮＢの
現在位置を原点(０，０)として、エリア解像度変数Ｘ及びＹに従って、(ｍ＊Ｘ，　ｎ＊
Ｙ)及び(（ｍ＋１）＊Ｘ，（ｎ＋１）＊Ｙ)を頂点とした複数の正方形のデータ収集グリ
ッドに論理的に分割される。ここでｍ及びｎは整数であり、それぞれの上限値及び下限値
は別途設定されているものとする。
【００４８】
　基地局ｅＮＢの制御部２５０は、記憶部１３０から測定データを読み出し、各データ収
集グリッドの範囲に該当する測定データについて集計を行う。データ収集グリッド毎のデ
ータ集計の結果、ある期間内に統計処理するデータとして十分なデータ数が収集されてい
る場合に、これ以上のデータ収集は不要と判断し、データ収集が不要なエリアの境界情報
（緯度経度等）を測定不要エリアパラメータとして無線端末ＵＥに通知する。ここで、統
計処理期間及び上限データ数の閾値は予め設定されている。
【００４９】
　図５は、本実施形態に係る移動通信システム１の動作シーケンス図である。
【００５０】
　図５に示すように、ステップＳ１１０において、基地局ｅＮＢは、上述した方法により
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、測定不要エリアを決定する。なお、ステップＳ１１０の詳細については後述する。
【００５１】
　ステップＳ１２０において、基地局ｅＮＢは、決定した測定不要エリアを示す測定不要
エリアパラメータをＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて、接
続状態の無線端末ＵＥに送信する。また、基地局ｅＮＢは、報告トリガパラメータもＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて、接続状態の無線端末ＵＥに
送信する。無線端末ＵＥは、複数の設定パラメータ（測定不要エリアパラメータや報告ト
リガパラメータ等）を含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを受信
する。
【００５２】
　ステップＳ１３０において、無線端末ＵＥは、受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含まれる複数の設定パラメータを記憶する。
【００５３】
　ステップＳ１４０において、無線端末ＵＥは、ステップＳ１３０で記憶した複数の設定
パラメータに従って、無線環境の測定を行い、測定データをＭｅｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔに含めて基地局ｅＮＢに送信する。なお、ステップＳ１４０の詳細については後
述する。
【００５４】
　図６は、図５のステップＳ１１０の詳細を示すフローチャートである。本フローは、基
地局ｅＮＢが定期的に実行する。
【００５５】
　図６に示すように、ステップＳ１１１において、基地局ｅＮＢの制御部１４０は、測定
データを収集し、データ収集グリッド（図４参照）毎に、測定データを記憶部１３０に保
存する。
【００５６】
　ステップＳ１１２において、基地局ｅＮＢの制御部１４０は、データ収集グリッド毎に
保存された測定データに基づいて、データ数が閾値以上収集されたデータ収集グリッドが
有るか否かを判定する。詳細には、データ収集グリッド毎に測定データ数を閾値と比較し
、測定データ数が閾値以上になったデータ収集グリッドが有るか否かを判定する。
【００５７】
　測定データ数が閾値以上になったデータ収集グリッドが有る場合（ステップＳ１１２；
ＹＥＳ）、ステップＳ１１３において、基地局ｅＮＢの制御部１４０は、測定データ数が
閾値以上になったデータ収集グリッドを測定不要エリアとして決定する。
【００５８】
　図７は、図５のステップＳ１４０の詳細を示すフローチャートである。本フローは、Ｉ
ｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴを終了するまでは無線端末ＵＥが定期的に実行する。
【００５９】
　図７に示すように、ステップＳ１４１において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ＧＰ
Ｓ受信機２３０を用いて生成された位置情報を取得する。当該位置情報は、無線端末ＵＥ
の現在位置を示している。
【００６０】
　ステップＳ１４２において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ステップＳ１４１で取得
した位置情報と、記憶部１３０に記憶されている測定不要エリアパラメータ（境界情報）
とに基づいて、自端末が測定不要エリア内にあるか否かを判定する。詳細には、制御部２
５０は、ステップＳ１４１で取得した位置情報によって示される位置（経度緯度等）が、
記憶部１３０に記憶されている測定不要エリアパラメータによって示されるエリア境界の
範囲内であるか否かを判定する。
【００６１】
　ステップＳ１４２において自端末が測定不要エリア内にあると判定した場合（ステップ
Ｓ１４２；ＹＥＳ）、ステップＳ１４３において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、測定
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報告不要モードに移行する。測定報告不要モードにおいては、制御部２５０は、測定部２
２０による測定結果の情報及びＧＰＳ受信機２３０による位置情報を含む測定データを生
成し、かつ報告トリガパラメータにより指定された報告条件が満たされても、当該測定デ
ータを基地局ｅＮＢに報告しないよう制御する。あるいは、制御部２５０は、測定報告不
要モードにおいて、測定部２２０による測定を中止するよう制御してもよい。これにより
、測定不要エリア内での測定データが基地局ｅＮＢに報告されることを防止する。
【００６２】
　これに対し、ステップＳ１４２において自端末が測定不要エリア内にないと判定した場
合（ステップＳ１４２；ＮＯ）、ステップＳ１４４において、無線端末ＵＥの制御部２５
０は、測定報告実行モードに移行する。測定報告実行モードにおいては、制御部２５０は
、測定部２２０による測定結果の情報及びＧＰＳ受信機２３０による位置情報を含む測定
データを生成し、報告トリガパラメータにより指定された報告条件が満たされた際に当該
測定データをＭｅｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含めて基地局ｅＮＢに送信するよう
制御する。
【００６３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴにおいて、測
定不要エリアをネットワーク側で指定できるようにし、測定不要エリアに対応する測定デ
ータを無線端末ＵＥからＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告しないようにすることができるため、
オペレータが不要な（重要でない）測定データを収集しないようにすることができる。ま
た、重要でない測定データを収集しないようにすることで、不適切なオプティマイズを引
き起こす可能性を低減できる。
【００６４】
　［第１実施形態の第１変更例］
　上述した第１実施形態では、ネットワーク側から無線端末ＵＥに対して、測定データを
不要とする測定不要エリアを指定していたが、測定不要エリアに加えて、測定データを必
要とする測定対象エリアを指定するようにしてもよい。本変更例では、測定対象エリア内
の測定不要エリアをネットワーク側から無線端末ＵＥに対して通知する。すなわち、測定
対象エリアは、測定不要エリアよりも広い範囲のエリアを指定するものであり、例えばセ
ル単位又はトラッキングエリア単位で指定される。なお、セルとはサービスエリアの最小
単位であり、トラッキングエリアとは複数のセルによって構成されるエリア単位である。
また、測定不要エリアの指定方法については、上述した第１実施形態のような座標指定に
限らず、セル単位での指定であってもよい。
【００６５】
　図８は、本変更例に係る移動通信システム１の動作シーケンス図である。
【００６６】
　図８に示すように、ステップＳ２１０において、基地局ｅＮＢは、測定対象エリア及び
測定不要エリアを決定する。測定不要エリアの決定方法としては、第１実施形態と同様に
、測定データが十分に収集されたエリアを測定不要エリアとして決定する方法を採用でき
る。これに対し、測定対象エリアの決定方法としては、測定データが少ないエリア（セル
又はトラッキングエリア）、すなわち測定データ数が閾値よりも少ないエリア（セル又は
トラッキングエリア）を測定対象エリアとして決定する方法を採用できる。
【００６７】
　ステップＳ２２０において、基地局ｅＮＢは、決定した測定対象エリアを示す測定対象
エリアパラメータと、決定した測定不要エリアを示す測定不要エリアパラメータとをＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて、接続状態の無線端末ＵＥに
送信する。また、基地局ｅＮＢは、報告トリガパラメータもＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて、接続状態の無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥ
は、複数の設定パラメータ（測定不要エリアパラメータや、測定不要エリアパラメータ、
報告トリガパラメータ等）を含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
を受信する。
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【００６８】
　ステップＳ２３０において、無線端末ＵＥは、受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含まれる複数の設定パラメータを記憶する。
【００６９】
　ステップＳ２４０において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２３０で記憶した複数の設定
パラメータに従って、無線環境の測定を行い、測定データをＭｅｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔに含めて基地局ｅＮＢに送信する。
【００７０】
　図９は、図８のステップＳ２４０の詳細を示すフローチャートである。本フローは、Ｉ
ｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴを終了するまでは無線端末ＵＥが定期的に実行する。
【００７１】
　図９に示すように、ステップＳ２４１において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、位置
情報を取得する。当該位置情報は、ＧＰＳ受信機２３０を用いて得られる位置情報（経度
緯度等）に加えて、例えば在圏セル（サービングセル）を特定する情報又は在圏トラッキ
ングエリアを特定する情報を含む。なお、在圏セルを特定する情報又は在圏トラッキング
エリアを特定する情報は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０からの参照信号や報知情報から得ることが
できる。
【００７２】
　ステップＳ２４２において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ステップＳ２４１で取得
した位置情報と、記憶部１３０に記憶されている測定対象エリアパラメータとに基づいて
、自端末が測定対象エリア内にあるか否かを判定する。詳細には、制御部２５０は、ステ
ップＳ１４２で取得した位置情報によって示される位置（在圏セル又は在圏トラッキング
エリア）が、記憶部１３０に記憶されている測定対象エリアパラメータによって示される
測定対象セル又は測定対象トラッキングエリアの範囲内であるか否かを判定する。
【００７３】
　ステップＳ２４２において自端末が測定対象エリア内にないと判定した場合（ステップ
Ｓ２４２；ＮＯ）、ステップＳ２４３において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、測定報
告不要モードに移行する。測定報告不要モードでの動作は第１実施形態で説明した動作と
同様である。
【００７４】
　これに対し、ステップＳ２４２において自端末が測定対象エリア内にあると判定した場
合（ステップＳ２４２；ＹＥＳ）、ステップＳ２４４において、無線端末ＵＥの制御部２
５０は、ステップＳ２４１で取得した位置情報と、記憶部１３０に記憶されている測定不
要エリアパラメータ（境界情報）とに基づいて、自端末が測定不要エリア内にあるか否か
を判定する。詳細には、制御部２５０は、ステップＳ２４１で取得した位置情報によって
示される位置（経度緯度等）が、記憶部１３０に記憶されている測定不要エリアパラメー
タによって示されるエリア境界の範囲内であるか否かを判定する。
【００７５】
　ステップＳ２４４において自端末が測定不要エリア内にあると判定した場合（ステップ
Ｓ２４４；ＹＥＳ）、ステップＳ２４３において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、測定
報告不要モードに移行する。
【００７６】
　これに対し、ステップＳ２４４において自端末が測定不要エリア内にないと判定した場
合（ステップＳ２４４；ＮＯ）、ステップＳ２４５において、無線端末ＵＥの制御部２５
０は、測定報告実行モードに移行する。測定報告実行モードでの動作は第１実施形態で説
明した動作と同様である。
【００７７】
　以上説明したように、本変更例によれば、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴにおいて、測定
不要エリアに加えて測定対象エリアをネットワーク側で指定できるようにし、測定対象エ
リア内の測定不要エリアに対応する測定データを無線端末ＵＥからＥ－ＵＴＲＡＮ１０に
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報告しないようにすることができるため、特定のセル又はトラッキングエリアについての
測定データを収集しつつ、オペレータが不要な（重要でない）測定データは収集しないよ
うにすることができる。
【００７８】
　［第１実施形態の第２変更例］
　上述した第１実施形態では、無線端末ＵＥがＧＰＳ受信機２３０を有しているか否かに
拘わらず、測定不要エリアを座標指定でネットワーク側から無線端末ＵＥに通知していた
が、無線端末ＵＥがＧＰＳ受信機２３０を有していることを確認した上で測定不要エリア
を座標指定でネットワーク側から無線端末ＵＥに通知してもよい。
【００７９】
　図１０は、本変更例に係る移動通信システム１の動作シーケンス図である。図１０にお
いて、ステップＳ３２０及びステップＳ３３０以外の処理は第１実施形態と同様であるた
め、ここではステップＳ３２０及びステップＳ３３０の処理について説明する。
【００８０】
　ステップＳ３２０において、接続状態の無線端末ＵＥは、自端末の能力を示す能力情報
を含むメッセージであるＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙを基地局ｅＮＢに送信する。能力情
報は、無線端末ＵＥが測位機能（ＧＰＳ受信機２３０）を有しているか否かの情報を含む
。基地局ｅＮＢは、ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙを受信する。
【００８１】
　ステップＳ３３０において、基地局ｅＮＢは、受信したＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙに
基づいて、無線端末ＵＥが測位機能（ＧＰＳ受信機２３０）を有しているか否かを判定す
る。そして、基地局ｅＮＢは、無線端末ＵＥが測位機能（ＧＰＳ受信機２３０）を有して
いると判定した場合にのみ、座標指定の測定不要エリアパラメータをＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて無線端末ＵＥに送信する。
【００８２】
　［第２実施形態］
　上述した第１実施形態においてはＩｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴにおいて測定不要エリア
を指定する方法を説明したが、本実施形態においてはＬｏｇｇｅｄ　ＭＤＴにおいて測定
不要エリアを指定する方法を説明する。
【００８３】
　Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴにおいては、無線端末ＵＥは、アイドル状態においてＥ－ＵＴＲ
ＡＮ１０からの無線環境を測定して記録し、アイドル状態から接続状態に移行する際に測
定データをＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告する。以下においては、無線端末ＵＥが測定データ
を適宜生成・記録する処理を「ロギング」と称する。
【００８４】
　移動通信システム１の構成は第１実施形態と同様であるため、以下、第２実施形態に係
る測定収集方法を説明する。
【００８５】
　図１１は、本実施形態に係る移動通信システム１の動作シーケンス図である。
【００８６】
　図１１に示すように、ステップＳ４１０において、基地局ｅＮＢは、測定不要エリアを
決定する。測定不要エリアの決定方法は第１実施形態と同様である。
【００８７】
　ステップＳ４２０において、基地局ｅＮＢは、決定した測定不要エリアを示す測定不要
エリアパラメータをＬｏｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（設定メッセージ）に
含めて、接続状態の無線端末ＵＥに送信する。また、基地局ｅＮＢは、ロギングを行う条
件（トリガ）を指定するロギングトリガパラメータもＬｏｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎに含めて、接続状態の無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥは、複数の設定
パラメータ（測定不要エリアパラメータやロギングトリガパラメータ等）を含むＬｏｇｇ
ｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを受信する。
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【００８８】
　ステップＳ４３０において、無線端末ＵＥは、受信したＬｏｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎに含まれる複数の設定パラメータを記憶する。
【００８９】
　ステップＳ４４０において、無線端末ＵＥは、接続状態からアイドル状態に移行する。
【００９０】
　ステップＳ４５０において、無線端末ＵＥは、ステップＳ４３０で記憶した複数の設定
パラメータに従って、ロギングを行う。なお、ステップＳ４５０の詳細については後述す
る。
【００９１】
　ステップＳ４６０において、無線端末ＵＥは基地局ｅＮＢとの接続処理を行い、ステッ
プＳ４７０において、無線端末ＵＥはアイドル状態から接続状態に移行する。なお、ここ
で接続処理を行う基地局ｅＮＢは、Ｌｏｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ時の基
地局ｅＮＢとは異なるものであってもよい。
【００９２】
　ステップＳ４８０において、無線端末ＵＥは、基地局ｅＮＢとの接続処理が完了したこ
とを示すＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅを基地局ｅＮＢ
に送信する。ここで、無線端末ＵＥは、測定データを記録（保持）している旨の情報をＲ
ＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅに含めて基地局ｅＮＢに送
信する。
【００９３】
　ステップＳ４９０において、基地局ｅＮＢは、無線端末ＵＥが保持する測定データを取
得すると判断した場合に、測定データの報告を要求するＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔを無線端末ＵＥに送信する。
【００９４】
　ステップＳ４９１において、無線端末ＵＥは、基地局ｅＮＢから受信したＵＥ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔに応じて、保持している測定データを基地局ｅＮＢに
送信（報告）する。
【００９５】
　図１２は、図１１のステップＳ４５０の詳細を示すフローチャートである。本フローは
、Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴ（ロギング）を終了するまでは無線端末ＵＥが定期的に実行する
。
【００９６】
　図１２に示すように、ステップＳ４５１において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、Ｇ
ＰＳ受信機２３０を用いて生成された位置情報を取得する。当該位置情報は、無線端末Ｕ
Ｅの現在位置を示している。
【００９７】
　ステップＳ４５２において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ステップＳ４５１で取得
した位置情報と、記憶部１３０に記憶されている測定不要エリアパラメータ（境界情報）
とに基づいて、自端末が測定不要エリア内にあるか否かを判定する。詳細には、制御部２
５０は、ステップＳ４５１で取得した位置情報によって示される位置（経度緯度等）が、
記憶部１３０に記憶されている測定不要エリアパラメータによって示されるエリア境界の
範囲内であるか否かを判定する。
【００９８】
　ステップＳ４５２において自端末が測定不要エリア内にあると判定した場合（ステップ
Ｓ４５２；ＹＥＳ）、ステップＳ４５３において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ロギ
ング不要モードに移行する。ロギング不要モードにおいては、制御部２５０は、測定デー
タを生成し、かつロギングトリガパラメータにより指定されたロギング条件が満たされて
も、当該測定データを記憶部２４０に記録しないよう制御する。あるいは、制御部２５０
は、ロギング不要モードにおいて、測定データの生成を中止するよう制御してもよく、一
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旦測定データを記憶部２４０に記憶してそれを削除するよう制御してもよい。これにより
、測定不要エリア内での測定データが基地局ｅＮＢに報告されることを防止する。
【００９９】
　これに対し、ステップＳ４５２において自端末が測定不要エリア内にないと判定した場
合（ステップＳ４５２；ＮＯ）、ステップＳ４５４において、無線端末ＵＥの制御部２５
０は、ロギング実行モードに移行する。ロギング実行モードにおいては、制御部２５０は
、測定部２２０による測定結果の情報、ＧＰＳ受信機２３０による位置情報、及びタイム
スタンプを含む測定データを生成し、ロギングトリガパラメータにより指定されたロギン
グ条件が満たされた際に当該測定データを記憶部２４０に記録するよう制御する。
【０１００】
　以上説明したように、本実施形態によれば、Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴにおいて、測定不要
エリアをネットワーク側で指定できるようにし、測定不要エリアに対応する測定データを
無線端末ＵＥからＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告しないようにすることができるため、オペレ
ータが不要な（重要でない）測定データを収集しないようにすることができる。また、重
要でない測定データを収集しないようにすることで、不適切なオプティマイズを引き起こ
す可能性を低減できる。さらに、測定不要エリアにおいてロギングを中断することによっ
て、無線端末ＵＥのメモリ容量や消費電力を削減することができる。
【０１０１】
　［第２実施形態の第１変更例］
　上述した第２実施形態では、ネットワーク側から無線端末ＵＥに対して、測定データを
不要とする測定不要エリアを指定していたが、測定不要エリアに加えて、測定データを必
要とする測定対象エリアを指定するようにしてもよい。本変更例では、測定対象エリア内
の測定不要エリアをネットワーク側から無線端末ＵＥに対して通知する。すなわち、測定
対象エリアは、測定不要エリアよりも広い範囲のエリアを指定するものであり、例えばセ
ル単位又はトラッキングエリア単位で指定される。なお、セルとはサービスエリアの最小
単位であり、トラッキングエリアとは複数のセルによって構成されるエリア単位である。
また、測定不要エリアの指定方法については、上述した第２実施形態のような座標指定に
限らず、セル単位での指定であってもよい。
【０１０２】
　図１３は、本変更例に係る移動通信システム１の動作シーケンス図である。
【０１０３】
　図１３に示すように、ステップＳ５１０において、基地局ｅＮＢは、測定対象エリア及
び測定不要エリアを決定する。測定不要エリアの決定方法としては、第１実施形態と同様
に、測定データが十分に収集されたエリアを測定不要エリアとして決定する方法を採用で
きる。これに対し、測定対象エリアの決定方法としては、測定データが少ないエリア（セ
ル又はトラッキングエリア）、すなわち測定データ数が閾値よりも少ないエリア（セル又
はトラッキングエリア）を測定対象エリアとして決定する方法を採用できる。
【０１０４】
　ステップＳ５２０において、基地局ｅＮＢは、決定した測定対象エリアを示す測定対象
エリアパラメータと、決定した測定不要エリアを示す測定不要エリアパラメータとをＬｏ
ｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて、接続状態の無線端末ＵＥに送信する
。また、基地局ｅＮＢは、ロギングトリガパラメータもＬｏｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎに含めて、接続状態の無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥは、複数の設
定パラメータ（測定不要エリアパラメータや、測定不要エリアパラメータ、ロギングトリ
ガパラメータ等）を含むＬｏｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを受信する。
【０１０５】
　ステップＳ５３０において、無線端末ＵＥは、受信したＬｏｇｇｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎに含まれる複数の設定パラメータを記憶する。
【０１０６】
　ステップＳ５４０において、無線端末ＵＥは、接続状態からアイドル状態に移行する。



(15) JP 2012-227667 A 2012.11.15

10

20

30

40

50

【０１０７】
　ステップＳ５５０において、無線端末ＵＥは、ステップＳ５３０で記憶した複数の設定
パラメータに従って、ロギングを行う。なお、ステップＳ５５０の詳細については後述す
る。また、ステップＳ５６０以降の処理は、上述した第２実施形態と同様である。
【０１０８】
　図１４は、図１３のステップＳ５５０の詳細を示すフローチャートである。本フローは
、Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴ（ロギング）を終了するまでは無線端末ＵＥが定期的に実行する
。
【０１０９】
　図１４に示すように、ステップＳ５５１において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、位
置情報を取得する。当該位置情報は、ＧＰＳ受信機２３０を用いて得られる位置情報（経
度緯度等）に加えて、例えば在圏セル（サービングセル）を特定する情報又は在圏トラッ
キングエリアを特定する情報を含む。なお、在圏セルを特定する情報又は在圏トラッキン
グエリアを特定する情報は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０からの参照信号や報知情報から得ること
ができる。
【０１１０】
　ステップＳ５５２において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ステップＳ５５１で取得
した位置情報と、記憶部１３０に記憶されている測定対象エリアパラメータとに基づいて
、自端末が測定対象エリア内にあるか否かを判定する。詳細には、制御部２５０は、ステ
ップＳ５５１で取得した位置情報によって示される位置（在圏セル又は在圏トラッキング
エリア）が、記憶部１３０に記憶されている測定対象エリアパラメータによって示される
測定対象セル又は測定対象トラッキングエリアの範囲内であるか否かを判定する。
【０１１１】
　ステップＳ５５２において自端末が測定対象エリア内にないと判定した場合（ステップ
Ｓ５５２；ＮＯ）、ステップＳ５５３において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ロギン
グ不要モードに移行する。ロギング不要モードでの動作は第２実施形態で説明した動作と
同様である。
【０１１２】
　これに対し、ステップＳ５５２において自端末が測定対象エリア内にあると判定した場
合（ステップＳ５５２；ＹＥＳ）、ステップＳ５５４において、無線端末ＵＥの制御部２
５０は、ステップＳ５５１で取得した位置情報と、記憶部１３０に記憶されている測定不
要エリアパラメータ（境界情報）とに基づいて、自端末が測定不要エリア内にあるか否か
を判定する。詳細には、制御部２５０は、ステップＳ５５１で取得した位置情報によって
示される位置（経度緯度等）が、記憶部１３０に記憶されている測定不要エリアパラメー
タによって示されるエリア境界の範囲内であるか否かを判定する。
【０１１３】
　ステップＳ５５４において自端末が測定不要エリア内にあると判定した場合（ステップ
Ｓ５５４；ＹＥＳ）、ステップＳ５５３において、無線端末ＵＥの制御部２５０は、ロギ
ング不要モードに移行する。
【０１１４】
　これに対し、ステップＳ５５４において自端末が測定不要エリア内にないと判定した場
合（ステップＳ５５４；ＮＯ）、ステップＳ５５５において、無線端末ＵＥの制御部２５
０は、ロギング実行モードに移行する。ロギング実行モードでの動作は第２実施形態で説
明した動作と同様である。
【０１１５】
　以上説明したように、本変更例によれば、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴにおいて、測定
不要エリアに加えて測定対象エリアをネットワーク側で指定できるようにし、測定対象エ
リア内の測定不要エリアに対応する測定データを無線端末ＵＥからＥ－ＵＴＲＡＮ１０に
報告しないようにすることができるため、特定のセル又はトラッキングエリアについての
測定データを収集しつつ、オペレータが不要な（重要でない）測定データは収集しないよ
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【０１１６】
　［第２実施形態の第２変更例］
　上述した第２実施形態では、無線端末ＵＥがＧＰＳ受信機２３０を有しているか否かに
拘わらず、測定不要エリアを座標指定でネットワーク側から無線端末ＵＥに通知していた
が、無線端末ＵＥがＧＰＳ受信機２３０を有していることを確認した上で測定不要エリア
を座標指定でネットワーク側から無線端末ＵＥに通知してもよい。
【０１１７】
　図１５は、本変更例に係る移動通信システム１の動作シーケンス図である。図１５にお
いて、ステップＳ６２０及びステップＳ６３０以外の処理は第２実施形態と同様であるた
め、ここではステップＳ６２０及びステップＳ６３０の処理について説明する。
【０１１８】
　ステップＳ６２０において、接続状態の無線端末ＵＥは、自端末の能力を示す能力情報
を含むメッセージであるＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙを基地局ｅＮＢに送信する。能力情
報は、無線端末ＵＥが測位機能（ＧＰＳ受信機２３０）を有しているか否かの情報を含む
。基地局ｅＮＢは、ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙを受信する。
【０１１９】
　ステップＳ６３０において、基地局ｅＮＢは、受信したＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙに
基づいて、無線端末ＵＥが測位機能（ＧＰＳ受信機２３０）を有しているか否かを判定す
る。そして、基地局ｅＮＢは、無線端末ＵＥが測位機能（ＧＰＳ受信機２３０）を有して
いると判定した場合にのみ、座標指定の測定不要エリアパラメータをＬｏｇｇｉｎｇ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに含めて無線端末ＵＥに送信する。
【０１２０】
　［その他の実施形態］
　上記のように、本発明は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。
【０１２１】
　上述した各実施形態では、基地局ｅＮＢが、収集した測定データに基づいて測定不要エ
リアを決定していた。しかしながら、保守監視装置ＯＡＭが、測定データを収集し、当該
収集した測定データに基づいて測定不要エリアを決定し、当該決定した測定不要エリアを
基地局ｅＮＢに通知してもよい。
【０１２２】
　上述した各実施形態では、一旦設定された測定不要エリアが維持される一例を説明した
が、一旦設定された測定不要エリアを初期化できるように構成されていてもよい。例えば
、データ収集の再開が必要になった場合に、データ収集再開通知を無線端末ＵＥに対して
行うようにしてもよい。あるいは、測定不要エリアを設定する際に当該設定の持続時間（
タイムアウト時間）を通知しても良い。
【０１２３】
　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。
【符号の説明】
【０１２４】
　ＭＭＥ…移動管理装置、ＯＡＭ…保守監視装置、Ｓ－ＧＷ…ゲートウェイ装置、ｅＮＢ
…基地局、１…移動通信システム、１０…Ｅ－ＵＴＲＡＮ、１０１…アンテナ、１１０…
無線通信部、１２０…ネットワーク通信部、１３０…記憶部、１４０…制御部、２０１…
アンテナ、２１０…無線通信部、２２０…測定部、２３０…ＧＰＳ受信機、２４０…記憶
部、２５０…制御部
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