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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する無線端末であっ
て、
　無線端末による測定情報の収集の実行に関する収集制御情報を受信する手段と、
　自端末による前記測定情報の収集に関連する実行するか否かを、前記無線端末のPLMN I
D (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集制御情報に含まれるPLMN IDとの
比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場合、前記収集制御情報に基づいて、
前記収集を実行する制御手段とを有し、
　前記収集制御情報は、前記無線端末が前記収集を実行するように要求される、少なくと
もセルまたはTracking Area(TA)のいずれかに関する情報を含む、
無線端末。
【請求項２】
　前記判定基準は、前記無線端末のPLMN IDと、前記収集制御情報に含まれるPLMN IDとが
一致することである
請求項１に記載の無線端末。
【請求項３】
　前記無線ネットワークは、無線基地局、基地局制御局、DM（Device Manager）、又は、
NM（Network Manager）の少なくともいずれかを含む
請求項１又は請求項２に記載の無線端末。
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【請求項４】
　無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する無線通信システ
ムであって、
　前記無線端末による測定情報の収集の実行に関する収集制御情報を通知する通知手段と
、
　前記収集制御情報を受信する手段と、
　前記無線端末による前記測定情報の収集に関連する実行をするか否かを、前記無線端末
のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集制御情報に含まれるPLM
N IDとの比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場合、前記収集制御情報に基
づいて、前記収集を実行する制御手段とを有し、
　前記収集制御情報は、前記無線端末が前記収集を実行するように要求される、少なくと
もセルまたはTracking Area(TA)のいずれかに関する情報を含む、
無線通信システム。
【請求項５】
　前記判定基準は、前記無線端末のPLMN IDと、前記収集制御情報に含まれるPLMN IDとが
一致することである
請求項４に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記無線ネットワークは、無線基地局、基地局制御局、DM（Device Manager）、又は、
NM（Network Manager）の少なくともいずれかを含む
請求項４又は請求項５に記載の無線通信システム。
【請求項７】
　無線ネットワークの指示に従って無線端末により収集された測定情報の報告を前記無線
端末から受信する前記無線ネットワークであって、
　前記無線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)との比較対象として
、前記測定情報の収集の実行を行うか否かの無線端末による判定に用いられるPLMN IDを
、前記測定情報の収集の実行に関する収集制御情報に含めることによって、前記無線端末
による測定情報の収集実行を制御する制御手段と、
　前記収集制御情報を前記無線端末に通知する通知手段と、を有し、
　前記収集制御情報は、前記無線端末が前記収集を実行するように要求される、PLMN-ID
、及び、少なくともセルまたはTAのいずれかに関する情報を含む、
無線ネットワーク。
【請求項８】
　前記無線ネットワークは、無線基地局、基地局制御局、DM（Device Manager）、又は、
NM（Network Manager）の少なくともいずれかを含む
請求項７に記載の無線ネットワーク。
【請求項９】
　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する無線端末の無線
通信方法であって、
　前記無線端末は、測定情報の収集の実行に関する収集制御情報を受信し、
　前記無線端末は、自端末による前記測定情報の収集に関連する実行するか否かを、前記
無線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集制御情報に含
まれるPLMN IDとの比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場合、前記収集制
御情報に基づいて、前記収集を実行するかを決定し、
　前記収集制御情報は、前記無線端末が前記収集を実行するように要求される、少なくと
もセルまたはTracking Area(TA)のいずれかに関する情報を含む、
無線通信方法。
【請求項１０】
　前記判定基準は、前記無線端末のPLMN IDと、前記収集制御情報に含まれるPLMN IDとが
一致することである
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請求項９に記載の無線通信方法。
【請求項１１】
　無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する無線通信方法で
あって、
　前記無線端末による測定情報の収集の実行に関する収集制御情報を通知し、
　前記無線端末が、前記収集制御情報を受信し、
　前記無線端末が、前記無線端末による前記測定情報の収集に関連する実行をするか否か
を、前記無線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集制御
情報に含まれるPLMN IDとの比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場合、前
記収集制御情報に基づいて、前記収集を実行するかを決定し、
　前記収集制御情報は、前記無線端末が前記収集を実行するように要求される、少なくと
もセルまたはTracking Area(TA)のいずれかに関する情報を含む、
無線通信方法。
【請求項１２】
　前記判定基準は、前記無線端末のPLMN IDと、前記収集制御情報に含まれるPLMN IDとが
一致することである
請求項１１に記載の無線通信方法。
【請求項１３】
　無線ネットワークの指示に従って無線端末により収集された測定情報の報告を前記無線
端末から受信する前記無線ネットワークの無線通信方法であって、
　前記無線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)との比較対象として
、前記測定情報の収集の実行を行うか否かの無線端末による判定に用いられるPLMN IDを
、前記測定情報の収集の実行に関する収集制御情報に含めることによって、前記無線端末
による測定情報の収集の実行を制御し、
　前記収集制御情報を、前記無線端末に通知し、
　前記収集制御情報は、前記無線端末が前記収集を実行するように要求される、PLMN-ID
、及び、少なくともセルまたはTAのいずれかに関する情報を含む、
無線通信方法。
【請求項１４】
　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する無線端末のプロ
グラムであって、
　前記無線端末による測定情報の収集の実行に関する収集制御情報を受信する処理と、
　自端末による前記測定情報の収集に関連する実行するか否かを、前記無線端末のPLMN I
D (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集制御情報に含まれるPLMN IDとの
比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場合、前記収集制御情報に基づいて、
前記収集を実行するかを決定する処理と
を無線端末に実行させ、
　前記収集制御情報は、前記無線端末が前記収集を実行するように要求される、少なくと
もセルまたはTracking Area(TA)のいずれかに関する情報を含む、
プログラム。
【請求項１５】
　前記判定基準は、前記無線端末のPLMN IDと、前記収集制御情報に含まれるPLMN IDとが
一致することである
請求項１４に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末、無線通信システム、無線ネットワーク、無線通信方法及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　3GPP（3rd Generation Partnership Project）では、オペレータによる走行試験（Driv
e-test）にかかるオペレーションコスト（ＯＰＥＸ）を削減するため、従来Drive-testで
収集していた情報あるいはそれに類似した情報を無線端末に測定・報告させることが検討
されている（非特許文献１）。この検討の最終目的は、走行試験の実行を最小化すること
（Minimization of Drive-Tests: MDT、走行試験の代替（Drive Test Substitution）と
も呼ばれる。）である。MDTの検討において、どのように無線端末に測定させ、測定した
結果あるいは過去の測定結果のログをどのように報告させるかが議論されており、現在、
周期的な方式とイベントトリガの方式の２通りが規定されている。なお、ここで言う無線
端末による「測定」には、ある状況を「検出」する動作も含む。
【０００３】
　周期的な方式は、無線ネットワーク（例えば、無線基地局）が予め測定周期、および／
又は報告周期を無線端末に通知しておき、無線端末はそれらに応じて測定、および／又は
報告を行う。ここで、周期的な測定としては、周期的な下りパイロット信号の品質測定（
Periodical downlink pilot measurements）がある。
【０００４】
　非特許文献１の技術では、無線端末が周期的にサービングセルの下りパイロット信号の
受信品質測定（Periodical downlink pilot measurements）を行い、周期的に測定結果を
報告する。ここで、パイロット信号の受信品質測定とは、RSRP（Reference Signal Recei
ved Power）、RSRQ（Reference Signal Received Quality）、CPICH RSCP（Common Pilot
 Channel Received Signal Code Power）、CPICH Ec/No（Ec: received energy per chip
, No:  Noise power density）、などを測定することに相当する。
【０００５】
　非特許文献１の詳細を3GPP LTE（Long Term Evolution）を例に図２４を参照して説明
する。
【０００６】
　無線端末（UE: User Equipment）は、無線基地局（eNB: enhanced Node B）に自身がサ
ポートしている機能を通知する（UE capability report）。
【０００７】
　無線ネットワークの中の上位局（EPC: Evolved Packet Core、例えば NM: Network Man
ager）はeNBに測定方針（Measurement policy）を通知し（policy indication）、eNBは
該policyに従いUEに測定および報告の指示を出す（Measurement logging and reporting 
configuration）。ここでは、周期T1で測定を、周期T2で報告を行うものとする。
【０００８】
　UEは該指示に従い周期T1で下りパイロット信号の受信品質測定（例えば、RSRP）と測位
を行い、測定および測位結果をログとして保持し（logging）、周期T2で該ログをeNBに報
告する（Measurement report）。eNBはUEからの報告を、さらに上位のNWへ報告する（Log
 report）。
【０００９】
　以降、同様に、測定・測位～ログ～報告の一連の動作を繰り返す。
【００１０】
　ここで、周期T1/T2の経過判定には、例えばタイマーを用いる。また、UEは、例えばeNB
から指示された場合、該一連の動作を終了する。
【００１１】
　尚、サービングセルだけでなく周辺セルについても、周期的に下りパイロット信号の受
信品質測定を行わせる場合もある。
【００１２】
　一方、イベントトリガの方式は、無線ネットワーク（例えば、無線基地局）が予め測定
、および／又は、報告のトリガとなる条件を無線端末に通知しておき、無線端末はその条
件を満たした場合に測定、および／又は、報告を行う。ここで、トリガとなる条件として
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は、例えば報知チャネル受信誤り（Broadcast Channel Failure）、ページングチャネル
受信誤り（Paging Channel Failure）、サービングセルの受信品質が所定閾値よりも劣化
（Serving Cell becomes worse than threshold）、余り送信電力が所定の閾値より小さ
い（Transmit power headroom becomes less than threshold）、ランダムアクセスの失
敗（Random access failure）などがある（非特許文献２）。なお、無線端末は、トリガ
がかかった時刻の情報も合わせて報告する。
【００１３】
　さらに、測位機能を有する無線端末には、周期的あるいはトリガがかかった時点で測位
も行わせ、位置情報を報告させる。
【００１４】
　非特許文献２の技術では、無線端末がイベントトリガで測定（と測位）を行い、測定（
と測位）の結果をログとして保有し、イベントトリガで報告を行う。ここで、測定のトリ
ガがかかる条件を、ページングチャネル受信誤り（Paging Channel Failure）とし、この
とき無線端末はサービングセルの下りパイロット信号の受信品質測定を行う。また、報告
のトリガがかかる条件を、ログが所定量溜まった時点とし、このとき無線端末は無線ネッ
トワークにログを報告する。
【００１５】
　非特許文献２の技術の詳細を3GPP LTEを例に図２５を参照して説明する。
【００１６】
　UEは、eNBに自身がサポートしている機能を通知する（UE capability report）。
【００１７】
　EPC（例えば NM）は、eNBに測定方針（Measurement policy）を通知し（policy indica
tion）、eNBは該policyに従いUEに測定および報告の指示を出す（Measurement logging a
nd reporting configuration）。ここでは、測定のトリガをページングチャネル受信誤り
とし、報告のトリガをログの量（ログに使用している端末のメモリ量）が所定値に到達し
た時点とする。
【００１８】
　UEは周期的にページングチャネルを受信しており、ページングチャネル受信誤り（Pagi
ng Channel failure）が発生すると、該指示に従いサービングセルの下りパイロット信号
の受信品質測定（例えば、RSRP）と測位を行い、測定および測位結果をページングチャネ
ル受信誤り発生の時刻と共にログとして保持する（logging）。そして、ログの量が所定
値に達した場合、該ログをeNBに報告する（Measurement report）。eNBはUEからの報告を
、さらに上位のNWへ報告する（Log report）。
【００１９】
　以降、同様に、測定・測位～ログ～報告の一連の動作を繰り返す。
【００２０】
　ここで、UEは、例えばeNBから指示された場合、該一連の動作を終了する。
【００２１】
　なお、測定のトリガ発生時にサービングセルだけでなく周辺セルについても、下りパイ
ロット信号の受信品質測定を行わせる場合もある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２２】
【非特許文献１】3GPP TR36.805v1.2.0（インターネット＜http://www.3gpp.org/ftp/Spe
cs/html-info/36805.htm＞）
【非特許文献２】3GPP R2-094291 （インターネット＜http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran
/WG2_RL2/TSGR2_67/Docs/R2-094191.zip＞）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】



(6) JP 6338068 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

　上述した技術では、無線端末は無線ネットワークが指示した通りに測定・報告を行う。
しかし、MDTのための測定・報告は、基本的に無線ネットワークが無線端末に期待するサ
ポート機能であり、無線端末からみれば余分な動作とも考えられる。そのため以下のよう
な問題点が予想される。
【００２４】
　非特許文献１のような周期的な測定・報告を行う場合、無線端末は常に指定されたタイ
ミングで測定・報告を行うため、本来該無線端末が送信する必要がない情報を送信するこ
とによるバッテリ消費が生じ、特にバッテリ残量が少ない場合に端末負荷が大きくなるこ
とが問題となる。
【００２５】
　また、非特許文献２のようなイベントトリガで測定・報告を行う場合、例えば、ページ
ングチャネル受信誤りが起き易い環境にいる無線端末ほど、頻繁に測定・測位および報告
することになる。このとき、同じ環境（ある特定範囲）に無線端末が多く存在すると、そ
れら全ての無線端末に同じように測定・報告をさせることは必ずしも必要ではない場合が
想定される。そのため、例えば、報告端末が多いために報告に使用する上り無線リソース
量が増加することで通常のユーザデータの送信に使用可能な上り無線リソースが減少した
り、上述のようにバッテリ残量が少ない無線端末は必要性の低い情報を測定・報告するこ
とで余計にバッテリを消費してしまうことなどが問題となる。
【００２６】
　そこで、本発明は上記課題に鑑みて発明されたものであって、その目的は、測定・測位
、および／又は、報告により生じる端末負荷の軽減、および／又は、必要性の低い情報の
報告の削減をしつつ、無線ネットワーク側で必要な情報を収集することができる無線通信
システム、無線端末及び無線通信方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明の一態様は、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有
する無線端末であって、無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワ
ークへの報告の少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を受信する手段
と、自端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行するか否
かを、前記無線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集報
告制御情報に含まれるPLMN IDとの比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場
合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実
行する制御手段とを有し、前記収集報告制御情報は、前記無線端末が前記収集及び報告の
少なくともいずれか一方を実行するように要求される、少なくともセルまたはTracking A
rea(TA)のいずれかに関する情報を含む、無線端末である。
【００２８】
　本発明の一態様は、無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告
する無線通信システムであって、前記無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の
無線ネットワークへの報告の少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を
通知する通知手段と、前記収集報告制御情報を受信する手段と、前記無線端末による前記
測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行するか否かを、前記無線端末の
PLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集報告制御情報に含まれるP
LMN IDとの比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場合、前記収集報告制御情
報に基づいて、前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行する制御手段とを有し
、前記収集報告制御情報は、前記無線端末が前記収集及び報告の少なくともいずれか一方
を実行するように要求される、少なくともセルまたはTracking Area(TA)のいずれかに関
する情報を含む、無線通信システムである。
【００２９】
　本発明の一態様は、無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告
する無線通信システムにおける無線ネットワークであって、前記無線端末による測定情報
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の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の少なくともいずれか一方の実行を
、PLMN-ID (Public Land Mobile Network Identity)、及び、セルまたはTracking Area(T
A)によって制御する制御手段と、前記無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の
無線ネットワークへの報告の少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を
前記無線端末に通知する通知手段と、を有し、前記収集報告制御情報は、前記無線端末が
前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行するように要求される、PLMN-ID、及
び、少なくともセルまたはTAのいずれかに関する情報を含む、無線ネットワークである。
【００３０】
　本発明の一態様は、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有
する無線端末の無線通信方法であって、前記無線端末は、測定情報の収集及び前記測定情
報の無線ネットワークへの報告の少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情
報を受信し、前記無線端末は、自端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一
方に関連する実行するか否かを、前記無線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network 
Identity)と、前記収集報告制御情報に含まれるPLMN IDとの比較により判定し、比較の結
果が判定基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少な
くともいずれか一方を実行するかを決定し、前記収集報告制御情報は、前記無線端末が前
記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行するように要求される、少なくともセル
またはTracking Area(TA)のいずれかに関する情報を含む、無線通信方法である。
【００３１】
　本発明の一態様は、無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告
する無線通信方法であって、前記無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線
ネットワークへの報告の少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を通知
し、前記無線端末が、前記収集報告制御情報を受信し、前記無線端末が、前記無線端末に
よる前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行するか否かを、前記無
線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity)と、前記収集報告制御情報に
含まれるPLMN IDとの比較により判定し、比較の結果が判定基準を満たす場合、前記収集
報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行するかを決
定し、前記収集報告制御情報は、前記無線端末が前記収集及び報告の少なくともいずれか
一方を実行するように要求される、少なくともセルまたはTracking Area(TA)のいずれか
に関する情報を含む、無線通信方法である。
【００３２】
　本発明の一態様は、無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告
する無線通信方法であって、前記無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線
ネットワークへの報告の少なくともいずれか一方の実行を、PLMN-ID (Public Land Mobil
e Network Identity)、及び、セルまたはTracking Area(TA)によって制御し、前記無線端
末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の少なくともいず
れか一方の実行に関する収集報告制御情報を通知し、前記収集報告制御情報は、前記無線
端末が前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行するように要求される、PLMN-I
D、及び、少なくともセルまたはTAのいずれかに関する情報を含む、無線通信方法である
。
【００３３】
　本発明の一態様は、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有
する無線端末のプログラムであって、前記無線端末による測定情報の収集及び前記測定情
報の無線ネットワークへの報告の少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情
報を受信する処理と、自端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連
する実行するか否かを、前記無線端末のPLMN ID (Public Land Mobile Network Identity
)と、前記収集報告制御情報に含まれるPLMN IDとの比較により判定し、比較の結果が判定
基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少なくともい
ずれか一方を実行するかを決定する処理とを無線端末に実行させ、前記収集報告制御情報
は、前記無線端末が前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行するように要求さ
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れる、少なくともセルまたはTracking Area(TA)のいずれかに関する情報を含む、プログ
ラムである。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、測定・測位、および／又は、報告により生じる端末負荷の軽減、およ
び／又は、必要性の低い情報の報告の削減をしつつ、無線ネットワーク側で必要な情報を
収集することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】図１は本実施の形態の機能構成図である。
【図２】図２は第１の実施の形態の具体的な動作を説明する為のシーケンス図である。
【図３】図３は第２の実施の形態の具体的な動作を説明する為のシーケンス図である。
【図４】図４は第３の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【図５】図５は無線端末（UE）３０のブロック図である。
【図６】図６は無線基地局（eNB）３１のブロック図である。
【図７】図７は判定基準情報の一例を示す図である。
【図８】図８は判定基準情報の一例を示す図である。
【図９】図９はNM３２のブロック図である。
【図１０】図１０は第３の実施の形態の具体的な動作を説明する為のシーケンス図である
。
【図１１】図１１は第３の実施の形態を説明する為の図である。
【図１２】図１２は無線端末（UE）３０の動作フローチャートである。
【図１３】図１３は判定基準情報の一例を示す図である。
【図１４】図１４は判定基準情報の一例を示す図である。
【図１５】図１５は判定基準情報の一例を示す図である。
【図１６】図１６は判定基準情報の一例を示す図である。
【図１７】図１７は第４の実施の形態の動作を説明するシーケンス図である。
【図１８】図１８は無線端末（UE）３０の動作フローチャートである。
【図１９】図１９は無線端末（UE）３０が保有するテーブルの一例を示した図である。
【図２０】図２０は第５の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【図２１】図２１は第５の実施の形態の動作を説明するシーケンス図である。
【図２２】図２２は無線端末（UE）３０の動作フローチャートである。
【図２３】図２３は、第６の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【図２４】図２４は本発明に関連する技術を説明するための図である。
【図２５】図２５は本発明に関連する技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明の実施の形態を説明する。
【００３７】
　無線ネットワークが指定する測定情報を無線端末が収集し、報告する機能を有する無線
端末が、無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の
少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を受信する。そして、自端末に
おける前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報が所定の判
定基準を満たす場合に、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少なくと
もいずれか一方を実行することを特徴とする。
【００３８】
　ここで、実行判定情報とは、無線端末による測定及び測定結果の記録である測定ログの
報告の少なくとも一方に関連する情報であり、無線端末の端末状態、及び／又は、測定情
報の収集状況などを含む概念である。例えば、無線端末の端末状態には、無線端末のバッ
テリ残量（バッテリ残量の絶対値、量子化値、バッテリ残量に予め対応づけたインデック
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ス、バッテリのメモリ量など）や、無線端末の位置情報（GPS, Cell, TA: Tracking Area
等、屋外／屋内の情報、あるいは、その他位置情報検出手段（e.g. OTDOA: Observed Tim
e Difference Of Arrival方式）により取得した位置情報）、通信品質（e.g. RSRP, RSRQ
, CPICH RSCP, CPICH Ec/No）、移動速度（移動速度の絶対値、量子化値、移動速度に予
め対応付けたインデックス、予め規定した移動速度のレベルなど）、GPS電波の受信強度
などがある。
【００３９】
　また、測定情報の収集状況には、収集した測定情報の種類（例えば、予め規定したイン
デックス、カテゴリ等）や、収集した測定情報の量（測定回数、端末のメモリ使用量（UE
 memory usage）など）、測定情報を収集した位置、収集した測定情報のサマリー（例え
ば、測定情報の種類、該測定情報の種類それぞれの測定回数、測定した時刻の情報や測定
した位置の情報（GPS, Cell, TA: Tracking Area）等、あるいは、屋外／屋内の情報など
）、移動速度、などがあるが、これらに限定されない。
【００４０】
　ここで、屋外／屋内の情報は、例えば、GPS電波などの位置情報取得に用いる電波の受
信強度が所定の値以上か未満か、HNB(Home NodeB)或いはHeNB(Home eNodeB)と呼ばれる宅
内小型基地局に接続しているかどうか（PCI: Physical Cell IDで検出可）、などにより
取得可能であると考えられる。また、移動速度は、加速度センサ等を搭載して実際に測定
可能な場合や、ハンドオーバ回数（又は頻度）あるいはセル再選択回数（又は頻度）に基
づいて推測する場合が考えられる。
【００４１】
　また、所定の判定基準は、無線端末自身が予め保持していても良いし、無線ネットワー
クから判定基準情報として通知されても良い。さらに、判定基準情報が通知される場合、
実行判定に用いる項目と対応する判定基準値を通知する方法でも良いし、実行判定に用い
る項目と対応する判定基準値を予めテーブル（表）として規定しておいて、インデックス
だけを供給するようにしても良い。なお、項目によっては、判定基準値が不要な場合も考
えられる。
【００４２】
　また、無線端末の測定情報の収集や収集した測定情報の報告の実行は、所定の判定基準
を全て満たす場合だけでなく、実行判定情報に含まれる項目に優先度（プライオリティ）
を設け、一定の優先度（プライオリティ）を無線端末が満たす場合に実行するようにして
も良い。
【００４３】
　なお、基本的に、測定情報の収集の実行の可否を判定する場合に端末状態を実行判定情
報として用い、収集した測定情報の報告の実行の可否を判定する場合に、端末状態、及び
／又は、収集状況を実行判定情報として用いるのが好ましい。しかし、これには限定はさ
れない。
【００４４】
　次に、上述した実行判定情報を用いた具体的な判定例を説明する。
【００４５】
　例えば、実行判定情報が通信品質である場合、無線端末の通信品質が所定の閾値未満（
又は、以上）（判定基準）の場合には測定情報の収集（又は、報告）を行い、閾値以上（
又は、未満）の場合は行わない。また、実行判定情報がバッテリ残量である場合、バッテ
リ残量が所定の閾値以上（判定基準）の場合には測定情報の収集（および／又は、報告）
を行い、未満の場合は行わない。また、実行判定情報が無線端末の位置である場合、自端
末の位置が所定範囲に該当する（判定基準）場合には測定情報の収集（および／又は、報
告）を行い、それ以外は行わない。また、実行判定情報が無線端末の移動速度である場合
、自端末の移動速度が所定レベル以下（判定基準）の場合には測定情報の収集（および／
又は、報告）を行い、より大きい場合は行わない。
【００４６】
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　尚、無線端末が収集する対象となる測定情報としては、周期的な方式の場合、周期的な
下りパイロット信号の品質測定（Periodical downlink pilot measurements）が考えられ
る。一方、イベントトリガの方式の場合、報知チャネル受信誤り（Broadcast Channel Fa
ilure）、ページングチャネル受信誤り（Paging Channel Failure）、サービングセルの
受信品質が所定の閾値よりも劣化したこと（Serving Cell becomes worse than threshol
d）、余り送信電力が所定の閾値より小さいこと（Transmit power headroom becomes les
s than threshold）、ランダムアクセスの失敗（Random access (RA) failure）、無線リ
ンク切断（Radio Link Failure: RLF）などがある。また、報知チャネル受信誤り（Broad
cast Channel Failure）、ページングチャネル受信誤り（Paging Channel Failure）、サ
ービングセルの受信品質が所定の閾値よりも劣化したこと（Serving Cell becomes worse
 than threshold）、余り送信電力が所定の閾値より小さいこと（Transmit power headro
om becomes less than threshold）、ランダムアクセスの失敗（RA failure）、無線リン
ク切断（RLF）の場合には、自セル(serving cell)および／又は隣接セル（Neighbouring 
cell(s)）の通信品質（例えば、RSRP, RSRQ, CPICH RSCP, CPICH Ec/No）も収集すること
も考えられる。さらに、位置の情報、時刻の情報も一緒に収集することも考えられる。な
お、これらはあくまで例であり、本発明の適用対象はこれらに限定されない。
【００４７】
　また、無線端末が収集した測定情報の報告を行うトリガとして、絶対時刻（Absolute t
ime based）、無線ネットワーク（例えば、無線基地局）からの要求時（オンデマンド）
（On demand）、周期的なタイマー満了（Periodical timer based）、端末メモリ使用量
（ログの量）（UE memory usage based）、端末の位置（Location based）、上記の組み
合わせ（Combined triggers）、などがあるが、これらに限定されない。
【００４８】
　なお、ここで言う「収集」とは、ある情報を「測定」や「検出」により取得し、該取得
した「結果を保有」することを意味する。以下では、特に区別して詳しく説明する場合を
除き、測定あるいは検出、それに関連して実行する情報の取得動作、およびそれらに準ず
る動作をまとめて、「測定」と記載（定義）する。また、無線端末が、該広義の「測定」
によって取得し、保有している情報である測定情報をまとめて「測定ログ」と定義する。
さらに、以下、特に断りがない限り、測定を行った結果を保有するのが前提で、「測定し
た結果を保有する」という動作説明については記載を省略する。
【００４９】
　図１は本実施の形態の機能構成図である。
【００５０】
　図１に示す如く、本実施の形態の無線通信システムは、無線ネットワークが必要とする
情報を、無線端末に測定・報告させることにより情報を収集する無線通信システムであっ
て、無線端末１（UE）と、無線ネットワーク２とを有する。
【００５１】
　無線端末１（UE）は、記録／報告能力メモリ１１（Logging/ reporting capability me
mory）と、測定および測定結果記録機能１２（Measurement logging function）と、測定
／報告実行判定機能１３（Measurement/ reporting decision function）と、測定報告機
能１４（Measurement reporting function）とを有する。
【００５２】
　無線ネットワーク２は、OAM（Operation・Administration・Maintenance）方針およびO
AM要求の実施機能２１（OAM policy & requirement enforcement function）と、ログ保
存機能（Log storage）２２とを有する。
【００５３】
　本実施の形態の無線通信システムでは、まず、無線端末１の記録／報告能力メモリ１１
が記録能力および報告能力に関する端末能力報告（UE capability report）を行う。ここ
で行う端末能力報告は、無線端末１が固有に備える機能（例えば、通信品質の測定機能や
GPS機能の有無、あるいはそれらに関する詳細情報）を通知するものである。
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【００５４】
　そして、無線ネットワーク２のOAM方針およびOAM要求の実施機能２１は、該端末能力報
告（UE capability report）を参考に、その無線端末１の測定方法又は測定結果の記録方
法（Measurement and logging configuration）や、報告方法（Reporting configuration
）を決定し、無線端末１に指示する。
【００５５】
　また、無線ネットワーク２のOAM方針およびOAM要求の実施機能２１は、上述した必要な
所定の判定基準（実行判定に用いる項目（指標）のみ、或いは項目（指標）と対応する基
準値、インデックス、プライオリティレベルなど）を送信する。
【００５６】
　無線端末１の測定／報告実行判定機能１３は、自端末の実行判定情報（例えば、端末状
態）が所定の判定基準を満たすかを判定し、測定（および／又は報告）を実行するか否か
を判定する。そして、測定を実行する場合には、指示された測定方法および記録方法に従
い、測定を実施して測定結果を記録する。
【００５７】
　尚、無線端末が測定ログとして結果を保有する測定（あるいは検出）対象は、周期的な
下りパイロット信号の品質測定（Periodical downlink pilot measurements）や、報知チ
ャネル受信誤り（Broadcast Channel Failure）、ページングチャネル受信誤り（Paging 
Channel Failure）、サービングセルの受信品質が所定の閾値よりも劣化したこと（Servi
ng Cell becomes worse than threshold）、余り送信電力が所定の閾値より小さいこと（
Transmit power headroom becomes less than threshold）、ランダムアクセスの失敗（R
andom access (RA) failure）、無線リンク切断（Radio Link Failure: RLF）などがある
。また、報知チャネル受信誤り（Broadcast Channel Failure）、ページングチャネル受
信誤り（Paging Channel Failure）、サービングセルの受信品質が所定の閾値よりも劣化
したこと（Serving Cell becomes worse than threshold）、余り送信電力が所定の閾値
より小さいこと（Transmit power headroom becomes less than threshold）、ランダム
アクセスの失敗（RA failure）、無線リンク切断（RLF）の場合には、自セル(serving ce
ll)および／又は隣接セル（Neighbouring cell(s)）の通信品質（例えば、RSRP, RSRQ, C
PICH RSCP, CPICH Ec/No）も取得することも考えられる。さらに、無線端末による測定（
あるいは検出）するすべて（或いは一部）の項目に対して、該測定（あるいは検出）を行
った位置の情報、時刻の情報も一緒に記録することも考えられる。なお、これらはあくま
で例であり、本発明の適用対象はこれらに限定されない。
【００５８】
　測定報告機能１４は、測定又は報告を実行する場合には、指示された測定、報告方法に
従い、測定してその結果を測定ログとして記録し、無線ネットワーク２に測定ログの報告
（Measurement log report）を行う。
【００５９】
　これにより、測定、該測定結果の記録、および／又は、報告により生じる端末負荷の軽
減、および／又は、必要性の低い情報の報告の削減をしつつ、無線ネットワーク側で必要
な情報を収集することができる。
【００６０】
　なお、上述の無線端末から無線ネットワークへ送信されるメッセージや、無線ネットワ
ークから無線端末に送信されるメッセージは、ＲＲＣ（Radio Resource Control）シグナ
リングや、ＭＡＣ（Medium Access Control）シグナリングで実現可能であるが、これに
限定はされない。
【００６１】
　以下、具体的な実施の形態を説明する。
＜第１の実施の形態＞
　第１の実施の形態を説明する。第１の実施の形態では、3GPP LTE （Long Term Evoluti
on）のシステムを想定した場合について説明する。
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【００６２】
　図２は、第１の実施の形態の具体的な動作を説明する為のシーケンス図である。
【００６３】
　まず、無線ネットワーク（NW）２が、測定、記録、報告方法を示す収集報告制御情報（
Measurement, reporting and logging configuration）と、無線端末（UE）１における測
定および／又は報告の実行判定に用いる判定基準情報（Measurement decision criteria 
configuration）と、を含む設定情報を無線端末（UE）１に通知する（Ｓｔｅｐ　１００
０）。ここでいう、該設定情報は、無線端末の各種設定を通知するメッセージ（RRC Conn
ection Reconfiguration）でも良いし、独立な別のメッセージとして定義しても良い。
【００６４】
　無線端末（UE）１は、保有する実行判定情報が、通知された判定基準情報の判定基準を
満たすか否かを判定する（Measurement execution decision）（Ｓｔｅｐ　１００１）。
無線端末（UE）１は、判定基準を満たさない場合、測定・報告の処理は行わない。このと
き、測定・報告の拒否（不可）メッセージを送信してもよい（Measurement request reje
ct）（Ｓｔｅｐ　１００２）。一方、判定基準を満たす場合（Ｓｔｅｐ　１００３）、収
集報告制御情報にて指示された通りに、測定、測定結果の記録、報告を行う（Ｓｔｅｐ　
１００４～１００５）。
【００６５】
　これにより、無線端末の端末状態等を考慮し、測定および／又は報告による無線端末へ
の負荷を大きく（過剰に）することなく、測定および／又は報告を行わせることができる
。
【００６６】
　ここで、無線ネットワーク（NW）は、収集した情報を用いて、例えば無線ネットワーク
を構成するパラメータの最適化などを行うことができる。
【００６７】
　なお、本実施例では実行判定情報に基づく実行判定の対象が、測定と報告の両方であっ
たが、測定のみでも良い。例えば、周期的な測定および報告を指示された場合、測定のト
リガがかかる度に測定するかどうかを判定し、報告は特に実行判定はせず、トリガかかる
までに保有している測定ログが実際にあればそれらを報告するようにしてもよい。また、
本実施例における動作を行う無線ネットワーク（NW）のノードとしては、例えば基地局制
御局（RNC）、無線基地局（NB/eNB/BTS）、NM、DMなどが考えられるが、これらに限定さ
れない。
＜第２の実施の形態＞
　第２の実施の形態を説明する。第２の実施の形態では、3GPP LTE （Long Term Evoluti
on）のシステムを想定した場合について説明する。
【００６８】
　図３は、第２の実施の形態の具体的な動作を説明する為のシーケンス図である。
【００６９】
　まず、無線ネットワーク（NW）２が、測定、記録、報告方法を示す収集報告制御情報（
Measurement, reporting and logging configuration）を含む設定情報を無線端末（UE）
１に通知する（Ｓｔｅｐ　１１００）。
【００７０】
　無線端末（UE）１は、保有する実行判定情報が、無線端末（UE）１が保有している予め
規定された判定基準を満たすか否かを判定する（Measurement execution decision）（Ｓ
ｔｅｐ　１１０１）。無線端末（UE）１は、判定基準を満たさない場合、測定・報告の処
理は行わない。このとき、測定・報告の拒否（不可）メッセージを送信してもよい（Meas
urement request reject）（Ｓｔｅｐ　１１０２）。一方、判定基準を満たす場合（Ｓｔ
ｅｐ　１１０３）、収集報告制御情報にて指示された通りに、測定、測定結果の記録、報
告を行う（Ｓｔｅｐ　１１０４～１１０５）。
【００７１】
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　これにより、無線端末の端末状態等を考慮し、測定および／又は報告による無線端末へ
の負荷を大きく（過剰に）することなく、測定および／又は報告を行わせることができる
。
【００７２】
　ここで、無線ネットワーク（NW）は、収集した情報を用いて、例えば無線ネットワーク
を構成するパラメータの最適化などを行うことができる。
【００７３】
　なお、本実施の形態では実行判定情報に基づく実行判定の対象が、測定と報告の両方で
あったが、測定のみでも良い。例えば、周期的な測定および報告を指示された場合、測定
のトリガがかかる度に測定するかどうかを判定し、報告は特に実行判定はせず、トリガか
かるまでに保有している測定ログが実際にあればそれらを報告するようにしてもよい。
また、本実施例における動作を行う無線ネットワーク（NW）のノードとしては、例えば基
地局制御局（RNC）、無線基地局（NB/eNB/BTS）、NM、DMなどが考えられるが、これらに
限定されない。
【００７４】
　以下、さらに具体的な実施の形態を説明する。
＜第３の実施の形態＞
　第３の実施の形態を説明する。第３の実施の形態では、3GPP LTE （Long Term Evoluti
on）のシステムを想定した場合について説明する。
【００７５】
　図４は、第３の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【００７６】
　NM（Network Manager）３２は、無線基地局（eNB）３１に、端末による測定、測定結果
の記録、該記録の報告の方針（Policy indication）を通知する。この方針のターゲット
としては、例えば、走行試験の最小化（MDT: Minimization of Drive Test。あるいは走
行試験の代替（Drive Test Substitution）とも呼ばれる）などが考えられる。
【００７７】
　無線基地局（eNB）３１は、測定、測定結果の記録、該記録の報告の方針（Policy indi
cation）に基づいて、無線端末（UE）３０に通知する設定情報に、測定、記録、報告方法
に関する収集報告制御情報（Measurement, logging and reporting configuration）と、
測定の判定基準情報（Measurement decision criteria）の両方を含めて通知する。
【００７８】
　無線端末（UE）３０は、測定結果の記録（測定ログ）を無線基地局（eNB）３１に報告
する（Measurement log report）。
【００７９】
　無線基地局（eNB）３１は、無線端末（UE）３０から報告された測定ログの全て或いは
一部を、上位のNM３２に報告する（Log report）。
【００８０】
　次に、無線端末（UE）３０の構成を説明する。図５は無線端末（UE）３０のブロック図
である。
【００８１】
　送信器３０２又は受信器３０１は、無線基地局との間の信号の送受信を行う。
【００８２】
　信号処理部３０３は、送信信号の生成・受信信号の復調を行う。
【００８３】
　通信制御部３０５は、信号処理部３０３への送信信号生成や情報復元などの指示を行う
。
【００８４】
　端末能力記憶部３０８は、該端末の測定や報告に関わる能力などについて記憶している
部分で、必要に応じて適宜読み出される。
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【００８５】
　測定実行判定部３１０は、（測定を行うかを判定する場合）端末状態等の実行判定情報
が所定の判定基準を満たす否かを判定し、測定を実行するかどうかを決定する。
【００８６】
　測定部３０４は、測定実行判定部３１０により測定を行うと決定した場合、無線基地局
から指定された対象を測定あるいは検出する。
【００８７】
　記憶部３０７は、測定部３０４で測定あるいは検出された情報を記憶しておき、必要に
応じて読み出される。
【００８８】
　測位部３０９では、無線基地局３１から指定された対象を測定部３０４で測定した際に
測位を行う。ここで、測位は、GPS等による位置検出だけでなく、無線端末がいるエリア
情報（cell, TA等）の読み出し、屋外か屋内かの情報の取得、その他の位置情報取得方法
（e.g. OTDOA方式）なども含まれる。
【００８９】
　報告実行判定部３１１は、（報告を行うかを判定する場合）端末状態等の実行判定情報
が所定の判定基準を満たす否かを判定し、報告を実行するかどうかを決定する。
【００９０】
　報告制御部３０６は、報告実行判定部３１１により報告を行うと決定した場合、無線基
地局３１から指定された、あるいは予め規定された条件を満たした場合に記憶していた測
定ログを無線基地局３１へと報告する指示を出す。
【００９１】
　続いて、無線基地局（eNB）３１の構成を説明する。図６は無線基地局（eNB）３１のブ
ロック図である。
【００９２】
　受信器４０１又は送信器４０２は、無線端末との間の信号の送受信を行う。
【００９３】
　信号処理部４０３は、送信信号の生成・受信信号の復調を行う。
【００９４】
　通信制御部４０５は、信号処理部への送信信号生成や情報復元などの指示を行う。
【００９５】
　端末管理部４０７は、複数の無線端末それぞれの状態を個別に管理している。
【００９６】
　インタフェース４０６は、上位局NM３２との間で情報の送受信を行う。
【００９７】
　端末報告記憶部４０４は、無線端末３０から報告された測定情報などを保存しておく部
分で、保存されて測定情報などは、必要に応じて上位局NM３２へインタフェース４０６を
介して報告される。
【００９８】
　測定・報告制御部４０８は、上位局NMから指定されるポリシーに基づいて無線端末（UE
）３０による測定・報告を制御する部分で、本実施の形態では、判定基準情報を無線端末
（UE）３０に送信する。判定基準情報（Measurement decision criteria configuration
）の一例を、図７に示す。
【００９９】
　図７に示される判定基準情報は、項目（カテゴリ）と項目（指標）と基準値とが対応付
けられて記憶されており、例えば、項目（カテゴリ）が通信品質の場合、項目（指標）で
あるRSRP/RSRQ（ＬＴＥの場合）と、その基準値となるx1 dBm/x2 dBmとがそれぞれ対応付
けられている。また、項目（カテゴリ）がバッテリ残量の場合、項目（指標）であるその
残存量と、その基準値となるxx Wとが対応付けられていたり、項目（指標）である残存メ
モリ量と、その基準値となるx 個とが対応付けられていたりする。その他の項目（カテゴ
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リ）には端末の位置や移動速度がある。尚、項目（カテゴリ）は無線端末に通知しなくて
もよい。また、図７に示した判定基準情報は一例であり、これらに限定されるものではな
い。
【０１００】
　図８に示される判定基準情報は、項目（カテゴリ）と項目（指標）と基準値とが対応付
けられており、項目（カテゴリ）としてはログの種類（収集した測定情報の種類）・ログ
の量（収集した測定情報の量）・ログの取得位置（測定情報を取得した位置）・ログの取
得時刻（測定情報を収集した時刻）などがある。例えば、ログの種類を用いる場合、項目
（指標）が通知され、無線端末が該当する種類のログを保有している場合、それらのみを
無線ネットワークへ報告する。この場合、特に基準値は無くてもよい。一方、ログの量を
用いる場合には、無線端末のメモリ使用量を指標に用いる方法が考えられる。また、ログ
の取得位置や時刻を用いる場合、実際に無線端末が保有している位置情報や時刻情報と通
知された基準値の比較を行い、判定する。なお、これらの項目は、１つずつ用いても良い
し、組み合わせて用いても良い。また、図８に示す判定基準は、基本的にログの報告の実
行判定に用いることが好ましいが、測定の実行判定に用いても良い。
【０１０１】
　以降では、図７のような端末状態に基づく判定基準及び対応する実行判定情報を用いる
例を示すが、図８のような測定情報（測定ログ）の収集状況に基づく方法を用いることも
可能であることは言うまでも無い。
【０１０２】
　続いて、NM３２の構成を説明する。図９はNM３２のブロック図である。
【０１０３】
　OAM管理部５０１は、無線ネットワーク全体のオペレーション・アドミニストレーショ
ン・メンテナンスを行う。
【０１０４】
　通信制御部５０２は、インタフェースを介した他の無線ネットワークノード、例えば無
線基地局との情報の送受信の制御を行う。
【０１０５】
　端末測定管理部５０４は、収集が必要な情報の決定、および該収集のためのポリシーを
決定し、インタフェース５０３を介して無線基地局へと通知する。
【０１０６】
　端末報告記憶部５０５は、無線端末から報告された測定情報を記憶しておき、必要に応
じて読み出される。読み出された測定情報は無線ネットワークの最適化などに使用される
。
【０１０７】
　次に、上述のように構成された無線システムの動作を説明する。
【０１０８】
　図１０は第３の実施の形態の具体的な動作を説明する為のシーケンス図である。
【０１０９】
　尚、以下の説明では、無線基地局（eNB）３１が実行判定に用いる判定基準情報の詳細
（項目と基準値）を通知し、無線端末（UE）３０の実行判定情報が、通知された判定基準
を満たす場合、測定、報告を実行する例を説明する。また、本例では、無線端末（UE）３
０による測定、報告が無線基地局（eNB）３１から通知されるタイマーに基づいて周期的
に行われるものとする。
【０１１０】
　まず、無線端末（UE）３０は、端末能力報告（UE capability report）を行う（Ｓｔｅ
ｐ　１００）。
【０１１１】
　NM３２は、無線基地局（eNB）３１に測定方針（Measurement policy）を通知する（Ｓ
ｔｅｐ　１０１）。
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【０１１２】
　無線基地局（eNB）３１は、測定方針（Measurement policy）に基づき、無線端末（UE
）３０の測定周期のタイマー値と、測定ログを報告する報告周期のタイマー値とを送る。
また、本実施の形態では、無線端末（UE）３０が用いる判定基準情報（Measurement deci
sion criteria configuration）も無線端末（UE）３０に送信する（Ｓｔｅｐ　１０２）
。尚、以下の説明では、無線端末（UE）３０に送信する判定基準情報（Measurement deci
sion criteria configuration）として、項目（指標）がバッテリ残存量で、判定基準値
がxx Wとする。
【０１１３】
　無線端末（UE）３０は、自端末の実行判定情報（端末状態等）が通知された判定基準を
満たすか否かを判断する（Measurement execution decision）（Ｓｔｅｐ　１０３）。例
えば、無線端末（UE）３０の端末状態が、バッテリ残存量＝xx W以上であるかを判断する
。なお、バッテリ残存量の代わりに残存メモリ量を用いてもよい。この判定基準を満たさ
ない場合には、測定・報告の処理は行わない。このとき、上述した第１及び第２の実施の
形態と同様に測定・報告の拒否（Reject）メッセージを送信してもよい（図示せず）。
【０１１４】
　一方、自端末の実行判定情報（端末状態等）が判定基準を満たす場合には（Ｓｔｅｐ　
１０４）、無線端末（UE）３０は、指示された測定方法および報告方法に従い、通知され
たタイマー値に基づく測定周期で、測定を行って測定結果を記録する（Measurement logg
ing）（Ｓｔｅｐ　１０５）。
【０１１５】
　無線端末（UE）３０は、報告周期のタイマーが終了すると（Ｓｔｅｐ　１０６）、受信
した無線リソースで測定ログ報告（Measurement log report）を、無線基地局（eNB）３
１に送信する（Ｓｔｅｐ　１０７）。そして、無線基地局（eNB）３１は、受信した測定
ログの全て或いは一部を、NM３２に送信する（Log report）（Ｓｔｅｐ　１０８）。
【０１１６】
　これにより、無線端末の負荷を大きく（過剰に）することなく、測定および報告を行わ
せることができる。
【０１１７】
　なお、図１０では、NM３２が無線基地局（eNB）３１に測定方針（Measurement policy
）を通知する（policy indication）タイミングとして、端末能力報告（UE capability r
eport）の受信後となっているが、これに限定されたものではなく端末能力報告（UE capa
bility report）の受信前など他のタイミングであってもよい。また、無線基地局（eNB）
３１が測定方針（Measurement policy）を予め保持してもよく、保持する場合は測定方針
（Measurement policy）を通知する（policy indication）ことは必須ではない。
【０１１８】
　さらに、本実施例では、測定・報告が周期的な方式において、本発明の適用を行ったが
、イベントトリガの方式において本発明を行うことができることは言うまでもない。
【０１１９】
　なお、本実施例の無線基地局（eNB）から無線端末（UE）に通知される判定基準情報（M
easurement decision criteria）の通知方法としては、ＲＲＣシグナリングが考えられる
。このとき、例えば図１１に示すように“MeasConfig IE”と呼ばれる無線端末（UE）に
よる測定及び報告動作の設定を通知するメッセージ（IE: Information Element）に、該
判定基準情報（Measurement decision criteria）を “measCriteriaConfig”として含め
て通知するようにしても良い。
【０１２０】
　次に、無線端末（UE）３０の動作を説明する。
【０１２１】
　図１２は無線端末（UE）３０の動作フローチャートである。
【０１２２】
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　まず、無線端末（UE）３０は、測定方法および報告方法の設定に関する収集報告制御情
報（Measurement logging and reporting configuration）を受信する（Ｓｔｅｐ　２０
０）。また、無線端末（UE）３０は、判定基準情報（Measurement decision criteria co
nfiguration）を受信する（Ｓｔｅｐ　２０１）。
【０１２３】
　続いて、無線端末（UE）３０は、実行判定情報（端末状態等）が通知された判定基準（
Measurement decision criteria）を満たすか否かを判断する（Satisfy measurement cri
teria?）（Ｓｔｅｐ　２０２）。
【０１２４】
　無線端末（UE）３０は、端末状態が通知された判定基準（Measurement decision crite
ria）を満たす場合、測定用タイマーと報告用タイマーとをスタートさせる（Start measu
rement timer and reporting timer）（Ｓｔｅｐ　２０３）。
【０１２５】
　測定用のタイマーが終了した場合（Measurement timer expired?）（Ｓｔｅｐ　２０４
）、測定及び測位を行い（Perform measurement and localization）、再び測定用タイマ
ーをスタートさせる（Restart measurement timer）（Ｓｔｅｐ　２０５）。
【０１２６】
　続いて、無線端末（UE）３０は、報告用のタイマーが終了した場合（Reporting timer 
expired?）（Ｓｔｅｐ　２０６）、測定ログの報告を行い（Perform measurement report
）、報告用のタイマーをリスタートさせる（Restart reporting timer）（Ｓｔｅｐ　２
０７）。
【０１２７】
　更なる測定の処理が必要な場合にはＳｔｅｐ　２０４に進み、ない場合には処理を終了
する（Ｓｔｅｐ　２０８）。
＜第３の実施の形態の変形例＞
　上述した第３の実施の形態では、判定基準情報として、判定基準と成る項目（指標）と
基準値とを送信する場合を説明した。しかし、これに限られことなく、判定基準情報とし
て、判定基準として用いる端末状態の項目と基準値とを示すインデックスを通知するよう
にしても良い。この場合、無線端末（UE）は、インデックスと、項目（カテゴリ）、項目
（指標）及び基準値とが対応付けられたテーブルを予め保有している。この判定基準情報
の一例を図１３に示す。なお、項目（カテゴリ）は無くても良い。さらに、項目（指標）
によっては、基準値が無くても良い（例えば、図８に示すようなログの種類等）。
【０１２８】
　図１３に示される判定基準情報は、インデックスと項目（カテゴリ）、項目（指標）及
び基準値とが対応付けられて記憶されており、例えば、インデックス１,２それぞれと、
通信品質、RSRPと、その基準値となるx1 dBm, y1 dBmとがそれぞれ対応付けられている。
また、インデックス３,４と、通信品質RSRQと、その基準値となるx2 dBm, y2 dBmとがそ
れぞれ対応付けられている。以降、インデックスについても同様で、バッテリ残量、端末
の位置や移動速度などにそれぞれ対応付けられている。
【０１２９】
　実行判定の方法としては、通信路品質を使用する場合、基準値以上の場合に測定あるい
は報告を行うようにしても良いし、反対に基準値未満（又は以下）の場合に行うようにし
ても良い。好ましい使用方法としては、測定は基準値未満（又は以下）の場合に行い、報
告は基準値以上の場合に行うことが考えられるが、これに限定されるものではない。これ
は、測定は通信路品質がより劣悪な環境を無線ネットワーク側で把握する必要があり、報
告はできるだけ無線端末に負荷をかけずに実行してもらいたいからである。なお、基準値
は１つとは限らず、ある範囲を指定するように設定してもよい。例えば、x1-1 dBm以上か
つx1-2 dBm以下、など。
【０１３０】
　また、バッテリ残量を用いる場合には基準値以上、移動速度を用いる場合には基準値未
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満（又は以下）である場合に測定あるいは報告を行うことが好ましいが、これらに限定は
されない。
【０１３１】
　無線基地局（eNB）３１は、このようなインデックスを判定基準情報として、実行判定
情報を保有した無線端末（UE）３０に対して送信する。そして、無線端末（UE）３０は、
受信したインデックスと保有する予め規定されたテーブルとを比較し、判定基準と成る項
目（カテゴリ）、項目（指標）及び基準値とを特定し、これを判定基準として用いる。以
下の動作は上述した第１の実施の形態と同様である。なお、インデックスの値は、１つで
も、複数でも良い。
【０１３２】
　また、上述した変形例では、ひとつの項目（カテゴリ）及び項目（指標）に対して複数
の基準値を設け、それぞれ異なるインデックスを付したが、図１４に示す如く、ひとつの
インデックスに対して、ひとつの項目（カテゴリ）と、ひとつの項目（指標）とひとつの
基準値とを対応付けても良い。
【０１３３】
　さらに、図１５に示す如く、ひとつのインデックスに対して複数の項目（カテゴリ・指
標）及びそれぞれに対応する複数の基準値を対応付けても良い。
【０１３４】
　なお、上述のようなテーブルは、仕様として規定されていなくても、無線基地局（eNB
）から通知されるようにしても良い。
＜第４の実施の形態＞
　第４の実施の形態を説明する。第４の実施の形態では、3GPP LTE （Long Term Evoluti
on）のシステムを想定した場合について説明する。尚、無線端末、無線基地局、NMは同様
な構成なので、異なる所を中心に説明する。
【０１３５】
　第４の実施の形態では、図１６に示すように、１つ以上の項目とそれに対応する判定基
準値を組とし、各組に対して優先度（プライオリティ）を付けたテーブルを用いる。なお
、無線基地局（eNB）３１と無線端末（UE）３０はそれぞれ該テーブルを保有しているも
のとする。
【０１３６】
　無線基地局（eNB）３１は、第３の実施の形態とは異なり、優先度（プライオリティ）
のみを無線端末（UE）３０に送信する。そして、無線端末（UE）３０では、保有する実行
判定情報（端末状態等）が受信した優先度（プライオリティ）で指定される条件を満足す
る場合、測定及び／又は報告を行う。
【０１３７】
　例えば、図１６では、優先度（プライオリティ）０と通信品質、バッテリ残量、及び移
動速度とが対応付けられ、優先度（プライオリティ）１と通信品質及びバッテリ残量とが
対応付けられ、…、優先度（プライオリティ）４とバッテリ残量とが対応付けられ、優先
度（プライオリティ）５と通信品質及び移動速度とが対応付けられ、…、優先度（プライ
オリティ）７と通信品質とが対応付けられている。
【０１３８】
　ここで、無線基地局（eNB）３１が優先度（プライオリティ）として１を送信したもの
とする。すると、無線端末（UE）３０は、自端末の端末状態が、少なくとも、通信品質が
RSRPでx2 dBm以上、RSRQでy2 dBm以上、バッテリ残量がxx1 W以上（或いは、残存メモリ
量がy1 個以上）である場合、測定及び／又は報告を行う。ただし、実行判定方法はこれ
に限らず、例えば、RSRPがx2 dBm未満（又は以下）、RSRQがy2 dBm未満（又は以下）で、
バッテリ残量がxx1 W以上の場合に測定及び／又は報告を行うようにしても良い。さらに
、測定の実行判定と、報告の実行判定では、基準値の使用方法（以上か未満か等）を変え
てもよい。
【０１３９】
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　なお、基準値は、１つではなくある範囲を指定するようなものでもよい。例えば、x1-1
 dBm以上、かつx1-2 dBm未満（又は以下）などでも良い。また、バッテリ残存量と残存メ
モリ量は両方指定しても良いし、どちらか一方でもよい。
【０１４０】
　なお、上述のようなテーブルは、仕様として規定されていなくても、無線基地局（eNB
）から通知されるようにしても良い。
【０１４１】
　図１７は第４の実施の形態の動作を説明するシーケンス図である。尚、以下の説明では
、優先度（プライオリティ）が対応付けられたテーブルを予め無線端末（UE）３０が保有
しているものとする。また、本例では、無線端末（UE）３０による測定、報告が無線基地
局（eNB）３１から通知されるタイマーに基づいて周期的に行われるものとする。
【０１４２】
　まず、無線端末（UE）３０は、端末能力報告（UE capability report）を行う（Ｓｔｅ
ｐ　３００）。
【０１４３】
　NM３２は、無線基地局（eNB）３１に測定方針（Measurement policy）を通知する（Ｓ
ｔｅｐ　３０１）。
【０１４４】
　無線基地局（eNB）３１は、測定方針（Measurement policy）に基づき、無線端末（UE
）３０の測定方法、測定結果の記録方法、報告方法、および、それらに関連する測定周期
のタイマー値、測定ログを報告する報告周期のタイマー値を収集報告制御情報（Measurem
ent, reporting and logging configuration）として送る。また、本実施の形態では、無
線端末（UE）３０に適用する優先度も無線端末（UE）３０に送信する（Priority indicat
or notification）（Ｓｔｅｐ　３０２）。
【０１４５】
　無線端末（UE）３０は、自端末の実行判定情報（端末状態等）が通知された優先度に対
応する判定基準を満たすか否かを判断する（Measurement execution decision）（Ｓｔｅ
ｐ　３０３）。自端末の端末状態が通知された優先度に対応する判定基準を満たさない場
合には、測定、報告の処理は行わない。このとき、上述した実施の形態と同様に測定・報
告の拒否（Reject）メッセージを送信してもよい（図示せず）。
【０１４６】
　一方、自端末の端末状態が通知された優先度に対応する判定基準を満たす場合には（Ｓ
ｔｅｐ　３０４）、無線端末（UE）３０は、指示された測定方法および報告方法に従い、
通知されたタイマー値に基づく測定周期で、測定を行って測定結果を記録する（Measurem
ent logging）（Ｓｔｅｐ　３０５）。
【０１４７】
　無線端末（UE）３０は、報告周期のタイマーが終了すると（Ｓｔｅｐ　３０６）、測定
ログ報告（Measurement log report）を、無線基地局（eNB）３１に送信する（Ｓｔｅｐ
　３０７）。そして、無線基地局（eNB）３１は、受信した測定ログの全て或いは一部を
、NM３２に送信する（Log report）（Ｓｔｅｐ　３０８）。
【０１４８】
　これにより、無線端末の負荷を大きく（過剰に）することなく、測定および報告を行わ
せることができる。
【０１４９】
　なお、図１７では、NM３２が無線基地局（eNB）３１に測定方針（Measurement policy
）を通知する（policy indication）タイミングとして、端末能力報告（UE capability r
eport）の受信後となっているが、これに限定されたものではなく端末能力報告（UE capa
bility report）の受信前など他のタイミングであってもよい。また、無線基地局（eNB）
３１が測定方針（Measurement policy）を予め保持してもよく、保持する場合は測定方針
（Measurement policy）を通知する（policy indication）ことは必須ではない。
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【０１５０】
　さらに、本実施例では、測定・報告が周期的な方式において、本発明の適用を行ったが
、イベントトリガの方式において本発明を行うことができることは言うまでもない。
【０１５１】
　次に、無線端末（UE）の動作を説明する。
【０１５２】
　図１８は無線端末（UE）３０の動作フローチャートである。
【０１５３】
　まず、無線端末（UE）３０は、測定方法および報告方法の設定（Measurement logging 
and reporting configuration）を受信する（Ｓｔｅｐ　４００）。また、無線端末（UE
）３０は、優先度（Priority indicator notification）も受信する（Ｓｔｅｐ　４０１
）。
【０１５４】
　続いて、無線端末（UE）３０は、実行判定情報（端末状態等）が通知された優先度で指
定される以上の状態にあるかを判断する（Having higher priority?）（Ｓｔｅｐ　４０
２）。
【０１５５】
　無線端末（UE）３０は、端末状態が通知された優先度で指定される以上の状態にある場
合、測定用タイマーと報告用タイマーとをスタートさせる（Start measurement timer an
d reporting timer）（Ｓｔｅｐ　４０３）。
【０１５６】
　測定用のタイマーが終了した場合（Measurement timer expired?）（Ｓｔｅｐ　４０４
）、測定及び測位を行い（Perform measurement and localization）、再び測定用タイマ
ーをスタートさせる（Restart measurement timer）（Ｓｔｅｐ　４０５）。
【０１５７】
　続いて、無線端末（UE）３０は、報告用のタイマーが終了した場合（Reporting timer 
expired?）（Ｓｔｅｐ　４０６）、測定ログの報告を行い（Perform measurement report
）、報告用のタイマーをリスタートさせる（Restart reporting timer）（Ｓｔｅｐ　４
０７）。
【０１５８】
　更なる測定の処理が必要な場合にはＳｔｅｐ　４０４に進み、ない場合には処理を終了
する（Ｓｔｅｐ　４０８）。
【０１５９】
　これにより、無線端末の負荷を大きく（過剰に）することなく、測定および報告を行わ
せることができる。
【０１６０】
　なお、通知する優先度（プライオリティ）は、複数あってもよい。
＜第４の実施の形態の変形例＞
　上述した第４の実施の形態では、無線基地局（eNB）３１は、優先度（プライオリティ
）のみを無線端末（UE）３０に送信する場合を説明した。しかし、これには限定されない
。
【０１６１】
　例えば、図１９に示すようなテーブルを、予め無線端末（UE）３０が保有し、無線基地
局（eNB）３１からは、優先度（プライオリティ）を通知する。この場合、優先度として
は、満足すべき判定基準の数を指定する方法がある。例えば、無線端末（UE）３０は、優
先度３を通知された場合、判定基準のうち優先度（プライオリティ）が３以上（又は以下
）の判定基準を満たす場合には、測定及び／又は報告を実行する。
【０１６２】
　さらに、優先度（プライオリティ）として通知された数（＝３）を、満足すべき判定基
準の数として考え、３個（以上）を満たす場合には、測定及び／又は報告を実行する。ま
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た、優先度の高いものから何個という条件が付いた方法でも良い。例えば、無線端末（UE
）３０は、優先度４を通知された場合、判定基準のうち優先度の高い方（例えば、値の小
さい方）から４個（以上）を満たす場合には、測定及び／又は報告を実行する。
【０１６３】
　これにより、無線端末の負荷を大きく（過剰に）することなく、測定および報告を行わ
せることができる。
＜第５の実施の形態＞
　第５の実施の形態を説明する。
【０１６４】
　第５の実施の形態では、3GPP LTE （Long Term Evolution）のシステムを想定した場合
について説明する。尚、無線端末、無線基地局、NMは同様な構成なので、異なる所を中心
に説明する。
【０１６５】
　第５の実施の形態では、無線端末（UE）３０が判定基準を予め保有しており、無線基地
局（eNB）３１からは判定基準情報を送信しない。そして、無線端末（UE）３０は、端末
状態が保有している実行判定情報（例えば端末状態等）が判定基準を満たしている場合、
測定及び／又は報告を行う。
【０１６６】
　図２０は第５の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【０１６７】
　NM（Network Manager）３２は、無線基地局（eNB）３１に、端末による測定、測定結果
の記録、該記録の報告の方針（Policy indication）を通知する。この方針のターゲット
としては、例えば、走行試験の最小化（MDT: Minimization of Drive Test、あるいは走
行試験の代替（Drive Test Substitution）とも呼ばれる）などが考えられる。
【０１６８】
　無線基地局（eNB）３１は、測定、測定結果の記録、該記録の報告の方針（Policy indi
cation）に基づいて、無線端末（UE）３０に、測定、記録、報告方法（Measurement, log
ging and reporting configuration）を通知する。
【０１６９】
　図２１は第５の実施の形態の動作を説明するシーケンス図である。尚、以下の説明では
、無線端末（UE）３０が判定基準を保有しているものとする。また、本例では、無線端末
（UE）３０による測定、報告が無線基地局（eNB）３１から通知されるタイマーに基づい
て周期的に行われるものとする。
【０１７０】
　まず、無線端末（UE）３０は、端末能力報告（UE capability report）を行う（Ｓｔｅ
ｐ　５００）。
【０１７１】
　NM３２は、無線基地局（eNB）３１に測定方針（Measurement policy）を通知する（Ｓ
ｔｅｐ　５０１）。
【０１７２】
　無線基地局（eNB）３１は、測定方針（Measurement policy）に基づき、無線端末（UE
）３０の測定方法、測定結果の記録、報告の方法、および、それらに関連する測定周期の
タイマー値、測定ログを報告する報告周期のタイマー値を収集報告制御情報（Measuremen
t, reporting and logging configuration）として送信する（Ｓｔｅｐ　５０２）。
【０１７３】
　無線端末（UE）３０は、自端末の実行判定情報（端末状態等）が保有している判定基準
を満たすか否かを判断する（Measurement execution decision）（Ｓｔｅｐ　５０３）。
自端末の端末状態が、自端末が保有している判定基準を満たさない場合には、測定、報告
の処理は行わない。このとき、上述した実施の形態と同様に測定・報告の拒否（Reject）
メッセージを送信してもよい（図示せず）。
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【０１７４】
　一方、自端末の端末状態が、自端末が保有している判定基準を満たす場合には（Ｓｔｅ
ｐ　５０４）、無線端末（UE）３０は、指示された測定方法および報告方法に従い、通知
されたタイマー値に基づく測定周期で、測定を行って測定結果を記録する（Measurement 
logging）（Ｓｔｅｐ　５０５）。
【０１７５】
　無線端末（UE）３０は、報告周期のタイマーが終了すると（Ｓｔｅｐ　５０６）、測定
ログ報告（Measurement log report）を、無線基地局（eNB）３１に送信する（Ｓｔｅｐ
　５０７）。そして、無線基地局（eNB）３１は、受信した測定ログの全て或いは一部を
、NM３２に送信する（Log report）（Ｓｔｅｐ　５０８）。
【０１７６】
　これにより、無線端末の負荷を大きく（過剰に）することなく、測定および報告を行わ
せることができる。
【０１７７】
　なお、図２１では、NM３２が無線基地局（eNB）３１に測定方針（Measurement policy
）を通知する（policy indication）タイミングとして、端末能力報告（UE capability r
eport）の受信後となっているが、これに限定されたものではなく端末能力報告（UE capa
bility report）の受信前など他のタイミングであってもよい。また、無線基地局（eNB）
３１が測定方針（Measurement policy）を予め保持してもよく、保持する場合は測定方針
（Measurement policy）を通知する（policy indication）ことは必須ではない。
【０１７８】
　さらに、本実施例では、測定・報告が周期的な方式において、本発明の適用を行ったが
、イベントトリガの方式において本発明を行うことができることは言うまでもない。
【０１７９】
　次に、無線端末（UE）の動作を説明する。
【０１８０】
　図２２は無線端末（UE）３０の動作フローチャートである。
【０１８１】
　まず、無線端末（UE）３０は、測定方法および報告方法の設定（Measurement logging 
and reporting configuration）を受信する（Ｓｔｅｐ　６００）。無線端末（UE）３０
は、保有している判定基準を読み出す（Read out measurement decision criteria）（Ｓ
ｔｅｐ　６０１）。
【０１８２】
　続いて、無線端末（UE）３０は、端末状態が、実行判定情報（端末状態等）が判定基準
を満たすか否かを判断する（Satisfy measurement criteria?）（Ｓｔｅｐ　６０２）。
【０１８３】
　無線端末（UE）３０は、端末状態が判定基準（Measurement decision criteria）を満
たす場合、測定用タイマーと報告用タイマーとをスタートさせる（Start measurement ti
mer and reporting timer）（Ｓｔｅｐ　６０３）。
【０１８４】
　測定用のタイマーが終了した場合（Measurement timer expired?）（Ｓｔｅｐ　６０４
）、測定及び測位を行い（Perform measurement and localization）、再び測定用タイマ
ーをスタートさせる（Restart measurement timer）（Ｓｔｅｐ　６０５）。
【０１８５】
　続いて、無線端末（UE）３０は、報告用のタイマーが終了した場合（Reporting timer 
expired?）（Ｓｔｅｐ　６０６）、測定ログの報告を行い（Perform measurement report
）、報告用のタイマーをリスタートさせる（Restart reporting timer）（Ｓｔｅｐ　６
０７）。
【０１８６】
　更なる測定の処理が必要な場合にはＳｔｅｐ　６０４に進み、ない場合には処理を終了
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する（Ｓｔｅｐ　６０８）。
＜第６の実施の形態＞
　図２３は、第６の実施の形態における無線通信システムの構成図である。
【０１８７】
　UE(DM client)６００が無線端末（UE）３０に相当し、DM（Device Management）server
６０１が無線基地局（eNB）３１に相当し、NM（Network Manager）６０２がNM（Network 
Manager）３２に相当する。そして、各部は上述した無線端末（UE）３０、無線基地局（e
NB）３１、NM（Network Manager）３２と同様な動作を行う。
【０１８８】
　すなわち、NM（Network Manager）６０２は、DM（Device Management）server６０１に
、測定、測定結果の記録、該記録の報告の方針を通知する（Policy indication）。DM se
rver６０１は、DM clientであるUE６００に、測定・記録・報告方法を通知する（Measure
ment, logging and reporting configuration）。UE６００は、DM server６０１に測定結
果の記録（測定ログ）を報告し、DM server６０１はUE６００から報告されたログを、上
位のNM６０２に報告する。
【０１８９】
　尚、上述の実施の形態はすべて、測定および報告のＰｏｌｉｃｙが上位ネットワークノ
ード（NM）から無線基地局（eNB）に通知されていたが、これに限定されるものではない
。例えば、無線基地局（eNB）が自身で決定して設定してもよいし、NMから通知されたも
のを考慮しつつ、それを変更してもよい。
【０１９０】
　また、上述の実施の形態はすべて、測定方法および報告方法の設定の通知を行った無線
基地局の配下（セル）で、無線端末が実際に測定および報告を行う場合の例を示したが、
本発明の適用範囲は、これに限られるものではない。例えば、測定方法および報告方法の
設定を通知した無線基地局のセルから、他の無線基地局のセルに移動した後でも、当該設
定が有効である限り、無線端末は上述の実施例のような動作を行うことが可能である。
【０１９１】
　更に、上述の実施の実施では、基本的に３ＧＰＰ　ＬＴＥを想定していたが、本発明の
適用対象はこれに限定されない。例えば、ＷＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multipl
e Access）に代表されるＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）、WiM
AX（Worldwide interoperability for Microwave Access）などにも適用可能である。
【０１９２】
　また、上述した実施の形態では、各部をハードウェアで構成したが、上述した動作の処
理を情報処理装置（ＣＰＵ）に行わせるプログラムによっても構成できる。
【０１９３】
　以上、好ましい実施の形態をあげて本発明を説明したが、本発明は必ずしも上記実施の
形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形し実施する
ことが出来る。
【０１９４】
　また、上記の実施の形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されるが、以下
には限られない。
【０１９５】
　［付記１］　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する無
線端末であって、
　無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の少なく
ともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を受信する手段と、
　自端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報が
所定の判定基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少
なくともいずれか一方を実行する制御手段と
を有する無線端末。
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【０１９６】
　［付記２］　前記実行判定情報が、無線端末の状態に関する情報、及び測定情報の収集
状況に関する情報の少なくともいずれかの指標と該指標の指標値とのいずれかを少なくと
も含む
付記１に記載の無線端末。
【０１９７】
　［付記３］　前記実行判定情報の指標値を収集する実行判定情報収集手段を有する
付記１又は付記２に記載の無線端末。
【０１９８】
　［付記４］　前記所定の判定基準は、前記無線ネットワークから通知される
付記１から付記３のいずれかに記載の無線端末。
【０１９９】
　［付記５］　前記所定の判定基準は、前記収集報告制御情報とともに設定情報に含まれ
て前記無線ネットワークから通知される
付記４に記載の無線端末。
【０２００】
　［付記６］　前記所定の判定基準が、前記実行判定情報の少なくとも１つの指標と、前
記指標に対する少なくとも１つの基準値とを含み、
　前記制御手段は、前記所定の判定基準の指標に対応する前記実行判定情報の指標の指標
値が前記基準値を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少
なくともいずれか一方を実行する
付記１から付記５のいずれかに記載の無線端末。
【０２０１】
　［付記７］　前記実行判定情報の少なくとも一以上の指標と前記指標に対する基準値と
の組み合わせのテーブルを有し、
　前記所定の判定基準が、少なくとも一以上の前記組み合わせを識別する識別情報であり
、
　前記制御手段は、前記識別情報と前記テーブルとを比較し、前記識別情報に対応する前
記実行判定情報の指標と前記指標に対する基準値とを特定し、前記実行判定情報の指標の
指標値が前記特定された基準値を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収
集及び報告の少なくともいずれか一方を実行する
付記１から付記６のいずれかに記載の無線端末。
【０２０２】
　［付記８］　前記実行判定情報の少なくとも一以上の指標と、前記指標に対する基準値
と、優先度との組み合わせのテーブルを有し、
　前記所定の判定基準が、少なくとも優先度であり、
　前記制御手段は、前記所定の判定基準の優先度と前記テーブルとを比較し、少なくとも
前記所定の判定基準の優先度に対応する前記実行判定情報の指標と前記指標に対する基準
値とを特定し、前記実行判定情報の指標の指標値が前記特定された基準値を満たす場合、
前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行す
る
付記１から付記７のいずれかに記載の無線端末。
【０２０３】
　［付記９］　前記制御手段は、前記所定の判定基準の優先度と前記テーブルとを比較し
、少なくとも前記所定の判定基準の優先度以上の優先度に対応する前記実行判定情報の指
標と前記指標に対する基準値とを特定し、前記実行判定情報の指標の指標値が前記特定さ
れた基準値を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少なく
ともいずれか一方を実行する
付記８に記載の無線端末。
【０２０４】
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　［付記１０］　前記実行判定情報の少なくとも一以上の指標と、前記指標に対する基準
値との組み合わせのテーブルを有し、
　前記所定の判定基準が、少なくとも値であり、
　前記制御手段は、前記実行判定情報の指標値が前記基準値を満足する指標の数が、少な
くとも前記所定の判定基準の値の数を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前
記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行する
付記１から付記９のいずれかに記載の無線端末。
【０２０５】
　［付記１１］　前記実行判定情報の指標が、
　　無線端末のバッテリ残量、無線端末の位置情報、無線端末の測位用電波（ＧＰＳ電波
）の受信強度、無線端末の通信品質、及び無線端末の移動速度、の少なくともいずれか又
はそれらの組み合わせ、又は、
　　無線端末が収集した測定情報の種類、無線端末が収集した測定情報の量、無線端末が
測定情報を収集した位置、及び無線端末が収集した測定情報のサマリー、の少なくともい
ずれか、又はそれらの組み合わせである
付記１から付記１０のいずれかに記載の無線端末。
【０２０６】
　［付記１２］　前記無線ネットワークは、無線基地局、基地局制御局、ＤＭ（Ｄｅｖｉ
ｃｅ　Ｍａｎａｇｅｒ）、又は、ＮＭ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｒ）の少なくとも
いずれかを含む
付記１から付記１１のいずれかに記載の無線端末。
【０２０７】
　［付記１３］　無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する
無線通信システムであって、
　無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の少なく
ともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を通知する通知手段と、
　前記収集報告制御情報を受信する手段と、
　無線端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報
が所定の判定基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の
少なくともいずれか一方を実行する制御手段と
を有する無線通信システム。
【０２０８】
　［付記１４］　前記実行判定情報が、無線端末の状態に関する情報、及び測定情報の収
集状況に関する情報の少なくともいずれかの指標と該指標の指標値とのいずれかを少なく
とも含む
付記１３に記載の無線通信システム。
【０２０９】
　［付記１５］　前記実行判定情報の指標値を収集する実行判定情報収集手段を有する
付記１３又は付記１４に記載の無線通信システム。
【０２１０】
　［付記１６］　前記通知手段は、前記所定の判定基準を通知する
付記１３から付記１５のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１１】
　［付記１７］　前記通知手段は、前記所定の判定基準と前記収集報告制御情報とを含ん
だ設定情報を通知する
付記１３から付記１６のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１２】
　［付記１８］　前記通知手段は、前記実行判定情報の少なくとも１つの指標と、前記指
標に対する少なくとも１つの基準値とを含む所定の判定基準を通知し、
　前記制御手段は、前記通知された所定の判定基準の指標に対応する前記実行判定情報の
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指標の指標値が前記基準値を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及
び報告の少なくともいずれか一方を実行する
付記１３から付記１７のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１３】
　［付記１９］　前記実行判定情報の少なくとも一以上の指標と前記指標に対する基準値
との組み合わせのテーブルを有し、
　前記通知手段は、少なくとも一以上の前記組み合わせを識別する識別情報を含む所定の
判定基準を通知し、
　前記制御手段は、前記通知された識別情報と前記テーブルとを比較し、前記識別情報に
対応する前記実行判定情報の指標と前記指標に対する基準値とを特定し、前記実行判定情
報の指標の指標値が前記特定された基準値を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づい
て、前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行する
付記１３から付記１８のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１４】
　［付記２０］　前記実行判定情報の少なくとも一以上の指標と、前記指標に対する基準
値と、優先度との組み合わせのテーブルを有し、
　前記通知手段は、少なくとも優先度を含む所定の判定基準を通知し、
　前記制御手段は、前記通知された所定の判定基準の優先度と前記テーブルとを比較し、
少なくとも前記所定の判定基準の優先度に対応する前記実行判定情報の指標と前記指標に
対する基準値とを特定し、前記実行判定情報の指標の指標値が前記特定された基準値を満
たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少なくともいずれか一
方を実行する
付記１３から付記１９のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１５】
　［付記２１］　前記制御手段は、前記通知された所定の判定基準の優先度と前記テーブ
ルとを比較し、少なくとも前記所定の判定基準の優先度以上の優先度に対応する前記実行
判定情報の指標と前記指標に対する基準値とを特定し、前記実行判定情報の指標の指標値
が前記特定された基準値を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び
報告の少なくともいずれか一方を実行する
付記２０に記載の無線通信システム。
【０２１６】
　［付記２２］　前記実行判定情報の少なくとも一以上の指標と、前記指標に対する基準
値との組み合わせのテーブルを有し、
　前記通知手段は、少なくとも値を含む所定の判定基準を通知し、
　前記制御手段は、前記実行判定情報の指標値が前記基準値を満足する指標の数が、少な
くとも前記通知された所定の判定基準の値の数を満たす場合、前記収集報告制御情報に基
づいて、前記収集及び報告の少なくともいずれか一方を実行する
付記１３から付記２１のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１７】
　［付記２３］　前記実行判定情報の指標が、
　　無線端末のバッテリ残量、無線端末の位置情報、無線端末の測位用電波（ＧＰＳ電波
）の受信強度、無線端末の通信品質、及び無線端末の移動速度、の少なくともいずれか又
はそれらの組み合わせ、又は、
　　無線端末が収集した測定情報の種類、無線端末が収集した測定情報の量、無線端末が
測定情報を収集した位置、及び無線端末が収集した測定情報のサマリー、の少なくともい
ずれか、又はそれらの組み合わせである
付記１３から付記２２のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１８】
　［付記２４］　前記無線ネットワークは、無線基地局、基地局制御局、ＤＭ（Ｄｅｖｉ
ｃｅ　Ｍａｎａｇｅｒ）、又は、ＮＭ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｒ）の少なくとも
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いずれかを含む
付記１３から付記２３のいずれかに記載の無線通信システム。
【０２１９】
　［付記２５］　無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する
無線通信システムにおける無線ネットワークであって、
　前記無線端末が、前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情
報に基づいて、前記収集及び報告の少なくともいずれか一方の実行の判断を行う為の判定
基準を通知する通知手段
を有する無線ネットワーク。
【０２２０】
　［付記２６］　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する
無線端末であって、
　無線端末は、測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の少なくと
もいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を受信し、
　無線端末は、自端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実
行判定情報が所定の判定基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集
及び報告の少なくともいずれか一方を実行する
無線通信方法。
【０２２１】
　［付記２７］　無線端末が、無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する
無線通信方法であって、
　無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の少なく
ともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を通知し、
　前記収集報告制御情報を受信し、
　無線端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報
が所定の判定基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の
少なくともいずれか一方を実行する
無線通信方法。
【０２２２】
　［付記２８］　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する
無線端末のプログラムであって、
　無線端末による測定情報の収集及び前記測定情報の無線ネットワークへの報告の少なく
ともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情報を受信する処理と、
　自端末による前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報が
所定の判定基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記収集及び報告の少
なくともいずれか一方を実行する処理と
を無線端末に実行させるプログラム。
【０２２３】
　［付記２９］　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する
無線端末と、前記無線端末と通信可能な無線基地局を含む無線通信システムであって、
　前記無線基地局は、
　　前記無線端末による測定情報の収集及び報告の少なくともいずれか一方の実行に関す
る収集報告制御情報を、前記無線端末に送信する機能を有し、
　前記無線端末は、
　　前記収集報告制御情報の受信時に滞在していた第一のセルから第二のセルに移動後も
、第一のセルで受信した前記収集報告制御情報に従って動作する機能と、
　　前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報が所定の判定
基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記測定情報の収集及び報告の少
なくともいずれか一方を実行する機能と、を有し、
　前記実行判定情報は前記無線端末の位置に関する情報を含み、
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　前記測定情報の収集及び報告に関する第一の判定基準は、前記無線端末が所定のＰＬＭ
Ｎに滞在していることであり、
　前記測定情報の収集に関する第二の判定基準は、前記無線端末が所定のセルまたはＴｒ
ａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ（ＴＡ）に滞在していることであり、
　前記収集報告制御情報が前記第二の判定基準に関する情報を含み、前記実行判定情報が
前記第一の判定基準および前記第二の判定基準の両方を満たす場合、或いは、前記収集報
告制御情報が前記第二の判定基準に関する情報を含まず、前記実行判定情報が前記第一の
判定基準を満たす場合、のいずれかの場合において前記測定情報の収集を行い、
　前記実行判定情報が前記第一の判定基準を満たす場合に、前記測定情報の報告を行う、
ことを特徴とする無線通信システム。
【０２２４】
　［付記３０］　前記第一の判定基準における所定のＰＬＭＮが、前記無線端末が前記収
集報告制御情報を受信したときに滞在しているＰＬＭＮを少なくとも含む、ことを特徴と
する付記２９に記載の無線通信システム。
【０２２５】
　［付記３１］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度、前記無線端末がＧＰＳ
により取得した位置、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに関する情報、の少
なくとも１つをさらに含み、
　第三の判定基準は、前記無線端末の移動又は位置に関連する指標であり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準をさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記２９または付記３０に記載の無線通信システム。
【０２２６】
　［付記３２］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度に関する情報をさらに含
み、
　前記第三の判定基準は、前記移動速度の絶対値、前記移動速度の量子化値、予め規定し
た前記移動速度のレベル、のいずれかを指標とするものであり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記３１に記載の無線通信システム。
【０２２７】
　［付記３３］　前記実行判定情報は、前記無線端末がＧＰＳにより取得した位置に関す
る情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線ネットワークにより指定される地点を中心とする円の
中に滞在していることであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
行う、
ことを特徴とする付記３１に記載の無線通信システム。
【０２２８】
　［付記３４］　前記実行判定情報は、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに
関する情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線端末が屋外にいること、又は、前記無線端末が屋内に
いること、のいずれかであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
行う、
ことを特徴とする付記３１に記載の無線通信システム。
【０２２９】
　［付記３５］　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する
無線端末であって、
　前記測定情報の収集及び報告の少なくともいずれか一方の実行に関する収集報告制御情
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報の受信時に滞在していた第一のセルから第二のセルに移動後も、第一のセルで受信した
前記収集報告制御情報に従って動作する機能と、
　前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報が所定の判定基
準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記測定情報の収集及び報告の少な
くともいずれか一方を実行する機能と、を有し、
　前記実行判定情報は前記無線端末の位置に関する情報を含み、
　前記測定情報の収集及び報告に関する第一の判定基準は、前記無線端末が所定のＰＬＭ
Ｎに滞在していることであり、
　前記測定情報の収集に関する第二の判定基準は、前記無線端末が所定のセルまたはＴｒ
ａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ（ＴＡ）に滞在していることであり、
　前記収集報告制御情報が前記第二の判定基準に関する情報を含み、前記実行判定情報が
前記第一の判定基準および前記第二の判定基準の両方を満たす場合、或いは、前記収集報
告制御情報が前記第二の判定基準に関する情報を含まず、前記実行判定情報が前記第一の
判定基準を満たす場合、のいずれかの場合において前記測定情報の収集を行い、
　前記実行判定情報が前記第一の判定基準を満たす場合に、前記測定情報の報告を行う、
ことを特徴とする無線端末。
【０２３０】
　［付記３６］　前記第一の判定基準における所定のＰＬＭＮが、前記無線端末が前記収
集報告制御情報を受信したときに滞在しているＰＬＭＮを少なくとも含む、ことを特徴と
する付記３５に記載の無線端末。
【０２３１】
　［付記３７］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度、前記無線端末がＧＰＳ
により取得した位置、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに関する情報、の少
なくとも１つをさらに含み、
　第三の判定基準は、前記無線端末の移動又は位置に関連する指標であり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準をさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記３５または付記３６に記載の無線端末。
【０２３２】
　［付記３８］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度に関する情報をさらに含
み、
　前記第三の判定基準は、前記移動速度の絶対値、前記移動速度の量子化値、予め規定し
た前記移動速度のレベル、のいずれかを指標とするものであり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記３７に記載の無線端末。
【０２３３】
　［付記３９］　前記実行判定情報は、前記無線端末がＧＰＳにより取得した位置に関す
る情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線ネットワークにより指定される地点を中心とする円の
中に滞在していることであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
行う、
ことを特徴とする付記３７に記載の無線端末。
【０２３４】
　［付記４０］　前記実行判定情報は、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに
関する情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線端末が屋外にいること、又は、前記無線端末が屋内に
いること、のいずれかであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
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行う、
ことを特徴とする付記３７に記載の無線端末。
【０２３５】
　［付記４１］無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する無
線端末と通信可能な無線基地局であって、
　前記無線端末による測定情報の収集及び報告の少なくともいずれか一方の実行に関する
収集報告制御情報と、前記測定情報の収集及び報告の少なくともいずれか一方に関連する
実行判定情報に対応する判定基準と、を前記無線端末に送信する機能を有し、
　前記実行判定情報は前記無線端末の位置に関する情報を含み、
　前記収集報告制御情報の受信時に滞在していた第一のセルから第二のセルに移動後も、
第一のセルで受信した前記収集報告制御情報に従って動作し、前記測定情報の収集及び報
告の実行を第一の判定基準に基づき判定し、前記測定情報の収集の実行を第二の判定基準
に基づき判定する前記無線端末に対し、前記収集報告制御情報と、前記第二の判定基準を
送信する機能を有し、
　前記第一の判定基準は、前記無線端末が所定のＰＬＭＮに滞在していることであり、
　前記第二の判定基準は、前記無線端末が所定のセルまたはＴｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ
（ＴＡ）に滞在していることである、
ことを特徴とする無線基地局。
【０２３６】
　［付記４２］　前記第一の判定基準における所定のＰＬＭＮが、前記無線端末が前記収
集報告制御情報を受信したときに滞在しているＰＬＭＮを少なくとも含む、ことを特徴と
する付記４１に記載の無線基地局。
【０２３７】
　［付記４６］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度、前記無線端末がＧＰＳ
により取得した位置、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに関する情報、の少
なくとも１つをさらに含み、
　第三の判定基準は、前記無線端末の移動又は位置に関連する指標であり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準をさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記４１または付記４２に記載の無線基地局。
【０２３８】
　［付記４７］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度に関する情報をさらに含
み、
　前記第三の判定基準は、前記移動速度の絶対値、前記移動速度の量子化値、予め規定し
た前記移動速度のレベル、のいずれかを指標とするものであり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記４６に記載の無線基地局。
【０２３９】
　［付記４８］　前記実行判定情報は、前記無線端末がＧＰＳにより取得した位置に関す
る情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線ネットワークにより指定される地点を中心とする円の
中に滞在していることであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
行う、
ことを特徴とする付記４６に記載の無線基地局。
【０２４０】
　［付記４９］　前記実行判定情報は、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに
関する情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線端末が屋外にいること、又は、前記無線端末が屋内に
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いること、のいずれかであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
行う、
ことを特徴とする付記４６に記載の無線基地局。
【０２４１】
　［付記５０］　無線ネットワークが指定する測定情報を収集し、報告する機能を有する
無線端末と、前記無線端末と通信可能な無線基地局を含む無線通信システムの無線通信方
法であって、
　前記無線基地局は、
　　前記無線端末による測定情報の収集及び報告の少なくともいずれか一方の実行に関す
る収集報告制御情報を、前記無線端末に送信し、
　前記無線端末は、
　　前記収集報告制御情報の受信時に滞在していた第一のセルから第二のセルに移動後も
、第一のセルで受信した前記収集報告制御情報に従って動作し、
　　前記測定情報の収集及び報告の少なくとも一方に関連する実行判定情報が所定の判定
基準を満たす場合、前記収集報告制御情報に基づいて、前記測定情報の収集及び報告の少
なくともいずれか一方を実行し、
　前記実行判定情報は前記無線端末の位置に関する情報を含み、
　前記測定情報の収集及び報告に関する第一の判定基準は、前記無線端末が所定のＰＬＭ
Ｎに滞在していることであり、
　前記測定情報の収集に関する第二の判定基準は、前記無線端末が所定のセルまたはＴｒ
ａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ（ＴＡ）に滞在していることであり、
　前記無線端末は、
　　前記収集報告制御情報が前記第二の判定基準に関する情報を含み、前記実行判定情報
が前記第一の判定基準および前記第二の判定基準の両方を満たす場合、或いは、前記収集
報告制御情報が前記第二の判定基準に関する情報を含まず、前記実行判定情報が前記第一
の判定基準を満たす場合、のいずれかの場合において前記測定情報の収集を行い、
　　前記実行判定情報が前記第一の判定基準を満たす場合に、前記測定情報の報告を行う
、
ことを特徴とする無線通信方法。
【０２４２】
　［付記５１］　前記第一の判定基準における所定のＰＬＭＮが、前記無線端末が前記収
集報告制御情報を受信したときに滞在しているＰＬＭＮを少なくとも含む、ことを特徴と
する付記５０に記載の無線通信方法。
【０２４３】
　［付記５２］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度、前記無線端末がＧＰＳ
により取得した位置、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに関する情報、の少
なくとも１つをさらに含み、
　第三の判定基準は、前記無線端末の移動又は位置に関連する指標であり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準をさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記５０または付記５１に記載の無線通信方法。
【０２４４】
　［付記５３］　前記実行判定情報は、前記無線端末の移動速度に関する情報をさらに含
み、
　前記第三の判定基準は、前記移動速度の絶対値、前記移動速度の量子化値、予め規定し
た前記移動速度のレベル、のいずれかを指標とするものであり、
　前記実行判定情報が第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を行う
、
ことを特徴とする付記５２に記載の無線通信方法。
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【０２４５】
　［付記５４］　前記実行判定情報は、前記無線端末がＧＰＳにより取得した位置に関す
る情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線ネットワークにより指定される地点を中心とする円の
中に滞在していることであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
行う、
ことを特徴とする付記５２に記載の無線通信方法。
【０２４６】
　［付記５５］　前記実行判定情報は、前記無線端末が屋外にいるか又は屋内にいるかに
関する情報をさらに含み、
　前記第三の判定基準は、前記無線端末が屋外にいること、又は、前記無線端末が屋内に
いること、のいずれかであり、
　前記実行判定情報が前記第三の判定基準もさらに満たす場合に、前記測定情報の収集を
行う、
ことを特徴とする付記５２に記載の無線通信方法。
【０２４７】
　本出願は、２０１０年１月７日に出願された日本出願特願２０１０－００２３６５号を
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。
【０２４８】
１　　　　　無線端末（UE）
２　　　　　無線ネットワーク
１１　　　　記録／報告能力メモリ
１２　　　　端末／ログ状況報告機能
１３　　　　測定および測定結果記録機能
１４　　　　測定報告機能
２１　　　　OAM方針およびOAM要求の実施機能
２２　　　　ログ保存機能
３０　　　　無線端末
３１　　　　無線基地局
３２　　　　NM
６００　　　無線端末（UE）
６０１　　　DM server６０１
６０２　　　NM
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