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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】通常のＲＲＣやＮＡＳの制御に影響を与えるこ
となくセルフオーガナイジングネットワークを形成する
ための情報を取得することができる基地局装置及びユー
ザ装置並びに無線ベアラの設定方法を提供する。
【解決手段】自基地局装置がカバーするエリアに在圏す
るユーザ装置に、自基地局装置の周辺のセルから送信さ
れるリファレンスシンボルの受信品質を測定させ、その
測定値を報告させる基地局装置に、測定値を報告させる
ための測定コマンドを生成する測定コマンド生成手段と
、セルフオーガナイジングネットワークを目的とした測
定コマンドや測定報告を伝送するシグナリング無線ベア
ラを設定し、設定したシグナリング無線ベアラを示すシ
グナリング無線ベアラ設定コマンドを前記ユーザ装置に
通知するＲＲＣプロトコル制御手段とを備え、設定され
たシグナリング無線ベアラにより前記測定値が伝送され
ることにより達成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自基地局装置がカバーするエリアに在圏するユーザ装置に、前記自基地局装置の周辺の
セルから送信されるリファレンスシンボルの受信品質を測定させ、その測定値を報告させ
る基地局装置であって：
　ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラ；
　前記複数のシグナリング無線ベアラのうち、前記測定値を伝送するシグナリング無線ベ
アラを設定するシグナリング無線ベアラ設定コマンドを前記ユーザ装置に通知するＲＲＣ
プロトコル制御手段；
　を備え、
　前記設定されたシグナリング無線ベアラにより前記測定値が伝送されることを特徴とす
る基地局装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の基地局装置において：
　前記測定値を報告させるための測定制御コマンドを生成する測定制御コマンド生成手段
；
　を備え、
　前記設定されたシグナリング無線ベアラにより測定制御コマンドが伝送されることを特
徴とする基地局装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の基地局装置において：
　各シグナリング無線ベアラの優先度にしたがって、シグナリング無線ベアラのスケジュ
ーリングを行うスケジューラ；
　を備え、
　前記測定値を伝送するシグナリング無線ベアラには、前記測定値を伝送するシグナリン
グ無線ベアラ以外のＲＲＣでハンドリングされるシグナリング無線ベアラよりも低い優先
度が割り当てられることを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の基地局装置において：
　前記設定されたシグナリング無線ベアラの優先度がＮＡＳ用のシグナリング無線ベアラ
よりも低く設定されることを特徴とする基地局装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の基地局装置において：
　前記設定されたシグナリング無線ベアラの優先度がユーザデータを伝送するための無線
ベアラよりも低く設定されることを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５に記載の基地局装置において：
　前記設定されたシグナリング無線ベアラには、パーシステントスケジューリングが適用
され、
　前記設定されたシグナリング無線ベアラに対して割り当てる無線リソースを示す無線リ
ソース情報を生成する無線リソース割当情報生成手段；
　を備え、
　前記ＲＲＣプロトコル制御手段は、前記ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリン
グ無線ベアラの内のいずれか１つにより、前記無線リソース割当情報が伝送されるように
設定することを特徴とする基地局装置。
【請求項７】
　自ユーザ装置が在圏するエリアをカバーする基地局装置に、該基地局装置の周辺のセル
から送信されるリファレンスシンボルの受信品質の測定結果を報告するユーザ装置であっ
て：
　前記基地局装置は、前記測定値を報告させるためのシグナリング無線ベアラを設定する
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ためのシグナリング無線ベアラ設定コマンド及び前記受信品質を測定させる測定制御コマ
ンドを送信し、
　ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラ；
　前記シグナリング無線ベアラ設定コマンドに基づいて、前記複数のシグナリング無線ベ
アラのうち、
前記測定値を伝送するシグナリング無線ベアラを設定するＲＲＣプロトコル制御手段；
　を備え、
　前記設定されたシグナリング無線ベアラにより、前記コマンドにしたがって測定された
測定値が伝送されることを特徴とするユーザ装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のユーザ装置において：
　各シグナリング無線ベアラの優先度にしたがって、シグナリング無線ベアラのスケジュ
ーリングを行うスケジューラ；
　を備え、
　前記測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラには、前記測定値が伝送されるシグナ
リング無線ベアラ以外のＲＲＣでハンドリングされるシグナリング無線ベアラよりも低い
優先度が割り当てられることを特徴とするユーザ装置。
【請求項９】
　請求項８に記載のユーザ装置において：
　前記測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラの優先度がＮＡＳ用のシグナリング無
線ベアラよりも低く設定されることを特徴とするユーザ装置。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載のユーザ装置において：
　前記測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラの優先度がユーザデータを伝送するた
めの無線ベアラよりも低く設定されることを特徴とするユーザ装置。
【請求項１１】
　請求項７ないし１０に記載のユーザ装置において：
　前記測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラに対してパーシステントスケジューリ
ングが適用され、
　前記基地局装置により、自ユーザ装置の前期測定値が伝送されるシグナリング無線ベア
ラに対して割り当てる無線リソースを示す無線リソース割当情報が送信され、
　前記ＲＲＣプロトコル制御手段は、前記無線リソース割当情報にしたがって、前記測定
値を報告することを特徴とするユーザ装置。
【請求項１２】
　自基地局装置がカバーするエリアに在圏するユーザ装置に、前記自基地局装置の周辺の
セルから送信されるリファレンスシンボルの受信品質を測定させ、その測定値を報告させ
る基地局装置における無線ベアラの設定方法であって：
　ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラのうち、前記測定値を伝送
するシグナリング無線ベアラを設定するシグナリング無線ベアラ設定ステップ；
　シグナリング無線ベアラの設定を示すシグナリング無線ベアラ設定コマンドを前記ユー
ザ装置に通知するシグナリング無線ベアラ通知ステップ；
　前記設定されたシグナリング無線ベアラにより前記測定値を受信する測定値受信ステッ
プ；
　を有することを特徴とする無線ベアラの設定方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の無線ベアラの設定方法において：
　前記測定値を報告されるための測定制御コマンドを生成する測定制御コマンド生成ステ
ップ；
　前記測定制御コマンドを前記測定されたシグナリング無線ベアラにより伝送する測定制
御コマンド伝送方法；
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　を有することを特徴とする無線ベアラの設定方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は１３に記載の無線ベアラの設定方法において：
　各シグナリング無線ベアラの優先度にしたがって、シグナリング無線ベアラのスケジュ
ーリングを行うスケジューリングステップ；
　を有し、
　前記測定値を伝送するシグナリング無線ベアラには、前記測定コマンドを伝送するシグ
ナリング無線ベアラ以外のＲＲＣでハンドリングされるシグナリング無線ベアラよりも低
い優先度が割り当てられることを特徴とする無線ベアラの設定方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の無線ベアラの設定方法において：
　前記測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラの優先度がＮＡＳ用のシグナリング無
線ベアラよりも低く設定されることを特徴とする無線ベアラの設定方法。
【請求項１６】
　請求項１４又は１５に記載のユーザ装置において：
　前記測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラの優先度がユーザデータを伝送するた
めの無線ベアラよりも低く設定されることを特徴とする無線ベアラの設定方法。
【請求項１７】
　請求項１２ないし１６のいずれか１項に記載の無線ベアラの設定方法において：
　前記測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラに対して割り当てる無線リソースを示
す無線リソース割当情報を生成する無線リソース割当情報生成ステップ；
　前記ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラの内のいずれか１つに
より、前記無線リソース割当情報を送信する無線リソース割当情報送信ステップ；
　を有することを特徴とする無線ベアラの設定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムに関し、特に
基地局装置及びユーザ装置並びに無線ベアラの設定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡやＨＳＤＰＡ（総称ＵＭＴＳ）の後継となる通信方式、すなわちＬＴＥ（
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）が、ＵＭＴＳの標準化団体３ＧＰＰにより検
討され、無線アクセス方式として、下りリンクについてはＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）、上りリンク
についてはＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）が検討されている（例えば、非特許文
献１参照）。
【０００３】
　また、３ＧＰＰでは、ＬＴＥシステムの基地局装置を新たに設置する場合には、その新
設基地局装置とネットワークとをケーブルで接続し、電源をオンにすることにより、自動
設定が行われるようにすることが提案されている（非特許文献２参照）。この自動設定を
実現するために、ＬＴＥでは、無線ネットワーク、特に基地局装置（ｅＮＢ：　ｅＮｏｄ
ｅＢ）のセルフコンフィグレーション（Ｓｅｌｆ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）機能及
びセルフオプチマイゼーション（Ｓｅｌｆ－ｏｐｔｉｍｉｓａｔｉｏｎ）機能の実現が検
討されている。
【０００４】
　セルフコンフィグレーション機能とは、新たに基地局装置が設置された場合に、自動的
にインストールされる手順により、システムオペレーションのための基本的な情報を得る
機能をいう。このセルフコンフィグレーション機能はプリオペレーション状態で実行され
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る。
【０００５】
　セルフオプチマイゼーション機能とは、複数のユーザ装置及び基地局装置によって構成
される無線ネットワークの伝送容量、伝送遅延、周波数電力利用効率などのパフォーマン
スが自動的に最適化される機能をいう。このセルフオプチマイゼーション機能は、オペレ
ーション状態で実行される。セルフコンフィグレーション機能とセルフオプチマイゼーシ
ョン機能とが実現されたネットワークはセルフオーガナイジングネットワーク（ＳＯＮ：
　Ｓｅｌｆ－ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ）と呼ばれる。このセルフオーガ
ナイジングネットワークを実現するためには、基地局装置を新たに設置する場合には、そ
の新設基地局装置から送信される電波の各地点での受信品質に基づいて、無線パラメータ
を設定する必要がある。具体的には、ユーザ装置（ＵＥ：　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）からの測定報告を利用する提案がなされている（例えば、非特許文献３参照）。
【非特許文献１】3GPP TR 25.814 (V7.0.0), “Physical Layer Aspects for Evolved UT
RA,”June 2006
【非特許文献２】3GPP R2-061929 June 2006
【非特許文献３】3GPP R2-070063, January 2007
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したセルフオーガナイジングネットワークを目的としたユーザ装置からの測定報告
は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤ、すなわちレイヤ
３で行われる。
【０００７】
　しかし、セルフオーガナイジングネットワークを目的とした測定は、通常のＲＲＣやＮ
ＡＳ（Ｎｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）の制御と比較し緊急を要するものではな
い。ＲＲＣでは、無線ネットワーク、即ちＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）内の基地局装置とユーザ装置との間の処理、例えばハンドオーバ制御、無線ベア
ラ（ＲＢ：　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）エスタブリッシュメントなどが行われる。無線
ベアラエスタブリッシュメントでは、無線ベアラの設定、解除、無線ベアラのパラメータ
の変更などが行われる。ＮＡＳでは、コアネットワーク、例えばＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）とユーザ装置との間で行われるシグナリング
、例えば認証処理、セキュリティ処理、待ち受け位置登録処理などが行われる。すなわち
、通常のＲＲＣやＮＡＳでは、現在行われている通信に関する制御や、実際の通信に必要
な制御が行われており、制御遅延を小さくする必要がある。例えばハンドオーバ制御が遅
延すると、最適なセルと接続できなくなり、通信が切断されるなどの致命的な問題を生じ
かねない。また、位置登録の制御が遅延すると、ページングできなくなり着信できなくな
る可能性が増大してしまう。
【０００８】
　一方、同じＲＲＣレイヤで取り扱われる（ハンドリングされる）セルフオーガナイジン
グネットワークを目的とした測定は、報告するユーザ装置が行う通信に直接影響を及ぼす
ものではない。新設した基地局のパラメータを調整するためには、ある程度の測定報告を
集計する必要があり、個々の測定報告が直ちに行われる必要はない。ゆえに、多少の遅延
は許される。したがって、セルフオーガナイジングネットワークを目的とした測定は、通
常のＲＲＣやＮＡＳの制御と同じ優先度で扱う必要はない。
【０００９】
　そこで、本発明の目的は、通常のＲＲＣやＮＡＳの制御に影響を与えることなくセルフ
オーガナイジングネットワークを形成するための情報を取得することができる基地局装置
及びユーザ装置並びに無線ベアラの設定方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記課題を解決するため、本発明の基地局装置は、
　自基地局装置がカバーするエリアに在圏するユーザ装置に、前記自基地局装置の周辺の
セルから送信されるリファレンスシンボルの受信品質を測定させ、その測定値を報告させ
る基地局装置であって：
　ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラ；
　前記複数のシグナリング無線ベアラのうち、前記測定値を伝送するシグナリング無線ベ
アラを設定するシグナリング無線ベアラ設定コマンドを前記ユーザ装置に通知するＲＲＣ
プロトコル制御手段；
　を備え、
　前記設定されたシグナリング無線ベアラにより前記測定値が伝送されることを特徴の１
つとする。
【００１１】
　このように構成することにより、通常のＲＲＣやＮＡＳの制御の影響を与えることなく
セルフオーガナイジングネットワークを形成するための情報を取得することができる。具
体的には、その基地局装置から送信される電波の各地点での受信品質などの情報を取得す
ることができる。
【００１２】
　本発明のユーザ装置は、
　自ユーザ装置が在圏するエリアをカバーする基地局装置に、該基地局装置の周辺のセル
から送信されるリファレンスシンボルの受信品質の測定結果を報告するユーザ装置であっ
て：
　前記基地局装置は、前記測定値を報告させるためのシグナリング無線ベアラを設定する
ためのシグナリング無線ベアラ設定コマンド及び前記受信品質を測定させる測定制御コマ
ンドを送信し、
　ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラ；
　前記シグナリング無線ベアラ設定コマンドに基づいて、前記複数のシグナリング無線ベ
アラのうち、
前記測定値を伝送するシグナリング無線ベアラを設定するＲＲＣプロトコル制御手段；
　を備え、
　前記設定されたシグナリング無線ベアラにより、前記コマンドにしたがって測定された
測定値が伝送されることを特徴の１つとする。
【００１３】
　このように構成することにより、基地局装置から送信されたシグナリング無線ベアラ設
定コマンド及び測定コマンドにしたがって、セルフオーガナイジングネットワーク用のシ
グナリング無線ベアラを設定し、そのセルフオーガナイジングネットワーク用のシグナリ
ング無線ベアラにより、測定された測定値を送信できる。
【００１４】
　本発明の無線ベアラの設定方法は、
　自基地局装置がカバーするエリアに在圏するユーザ装置に、前記自基地局装置の周辺の
セルから送信されるリファレンスシンボルの受信品質を測定させ、その測定値を報告させ
る基地局装置における無線ベアラの設定方法であって：
　ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラのうち、前記測定値を伝送
するシグナリング無線ベアラを設定するシグナリング無線ベアラ設定ステップ；
　シグナリング無線ベアラの設定を示すシグナリング無線ベアラ設定コマンドを前記ユー
ザ装置に通知するシグナリング無線ベアラ通知ステップ；
　前記設定されたシグナリング無線ベアラにより前記測定値を受信する測定値受信ステッ
プ；
　を有することを特徴の１つとする。
【００１５】
　このようにすることにより、通常のＲＲＣやＮＡＳの制御に影響を与えることなくセル
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フオーガナイジングネットワークを形成するための情報を取得することができる。具体的
には、その基地局装置から送信される電波の各地点での受信品質などの情報を取得するこ
とができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の実施例によれば、通常のＲＲＣやＮＡＳの制御に影響を与えることなくセルフ
オーガナイジングネットワークを形成するための情報を取得することができる基地局装置
及びユーザ装置並びに無線ベアラの設定方法を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
【００１８】
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い
、繰り返しの説明は省略する。
【００１９】
　本発明の実施例に係る基地局装置及びユーザ装置が適用される移動通信システムについ
て、図１を参照して説明する。
【００２０】
　移動通信システムは、例えばＥｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ　ＵＴＲＡＮ（別名：
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，或いは，Ｓｕｐｅｒ　３Ｇ）が適用されるシ
ステムである。
【００２１】
　移動通信システムは、基地局（ｅＮＢ：　ｅＮｏｄｅ　Ｂ）２００ｍ（ｍは、ｍ＞１の
整数）と、ユーザ装置（ＵＥ：　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１００ｎ（ｎは、ｎ＞
０の整数）とを備える。図１には、基地局２００１、２００２、２００３及び２００４、
及びユーザ装置１００１、１００２、１００３及び１００４が示される。基地局２００１

、２００２、２００３及び２００４がカバーするセルをそれぞれセル２５０１、２５０２

、２５０３及び２５０４と呼ぶ。
【００２２】
　アクセスゲートウェイ装置（ａＧＷ：　ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ）３００は、例
えばコアネットワーク５００に備えられる。コアネットワーク以外のネットワークに備え
られるようにしてもよい。このアクセスゲートウェイ装置を制御プレーン（Ｃ－ｐｌａｎ
ｅ）及びユーザープレーン（Ｕ－ｐｌａｎｅ）の論理エンティティに分け、ＭＭＥ（Ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）／ＵＰＥ（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ
　Ｅｎｔｉｔｙ）とする場合もある。また、コアネットワーク５００には、ホームロケー
ションレジスタ（ＨＬＲ：　Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）４００が
備えられる。ホームロケーションレジスタには、各ユーザ装置１００ｎを管理するアクセ
スゲートウェイ装置の識別子が保持される。本実施例においては、一例として、基地局２
００４が新たに設置される場合について説明する。
【００２３】
　次に、本発明の実施例に係る基地局装置２００について、図２を参照して説明する。
【００２４】
　本実施例に係る基地局装置２００は、ネットワークインターフェース２０２と、ＲＲＣ
プロトコル制御部２０４と、ＲＲＣ用無線ベアラ処理部２０６、ＳＯＮ用無線ベアラ処理
部２０８と、ＮＡＳ用無線ベアラ処理部２１０と、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉ
Ｐ）用無線ベアラ処理部２１２と、Ｗｅｂ用無線ベアラ処理部２１４と、スケジューラ２
１６と、多重部２１８と、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ
　ｒｅｑｕｅｓｔ）処理部２２０と、物理レイヤ処理部（ＰＨＹ）２２２とを備える。
【００２５】
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　ＲＲＣプロトコル制御部２０４、ＲＲＣ用無線ベアラ処理部２０６、ＳＯＮ用無線ベア
ラ処理部２０８、ＮＡＳ用無線ベアラ処理部２１０、ＶｏＩＰ用無線ベアラ処理部２１２
及びＷｅｂ用無線ベアラ処理部２１４では、ＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎ
ｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）及びＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）サブレイヤにおける処理が行われ、スケジューラ２１６、多重部２１８及びＨＡＲ
Ｑ処理部２２０ではＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）サブレイヤ
における処理が行われる。
【００２６】
　本実施例においては、ユーザプレーン（Ｕ－Ｐｌａｎｅ）のベアラとして、ＶｏＩＰ用
のベアラ及びウェブブラウジング（Ｗｅｂ　Ｂｒｏｗｉｎｇ）用のベアラを備える場合に
ついて説明するが、どちらか一方のみを備えるようにしてもよいし、他のベアラを備える
ようにしてもよい。例えば、ゲーミング（ｇａｍｉｎｇ）用のベアラ、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖ
ｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）用のベアラ、ＨＴＴＰ（Ｈｙｐ
ｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）用のベアラ、ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　
Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）用のベアラ、Ｅ－ｍａｉｌ用のベアラを備えるよ
うにしてもよい。
【００２７】
　また、図２には１ユーザに対応する無線ベアラを示すが、複数ユーザが多重される場合
には、ユーザの数の分だけ、ＲＲＣ用無線ベアラ処理部２０６と、ＳＯＮ用無線ベアラ処
理部２０８、ＮＡＳ用無線ベアラ処理部２１０、ＶｏＩＰ用無線ベアラ処理部２１２及び
Ｗｅｂ用無線ベアラ処理部２１４が用意される。これらベアラの組合せは、ユーザが利用
しているサービスに応じて異なる場合もある。また、ＲＲＣプロトコル処理部２０４は、
複数のユーザで共有される。
【００２８】
　ネットワークインターフェース２０２は、上位局、例えばアクセスゲートウェイ装置３
００との間のインターフェース（Ｓ１インターフェース）及び隣接基地局装置との間のイ
ンターフェース（Ｘ２インターフェース）を提供する。
【００２９】
　ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、セルフオーガナイジングネットワーク（ＳＯＮ：　
Ｓｅｌｆ－ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ）（ＳＯＮと呼ぶ）を実現するため
に、自基地局装置２００のカバーするエリアに在圏するユーザ装置１００ｎに対して、新
設基地局装置から送信されるリファレンス　シンボル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｙｍｂｏ
ｌ）（パイロット信号）の受信品質を測定させ、その測定値を報告させることを決定する
。以下、自基地局装置のカバーするエリアに在圏するユーザ装置１００ｎに対して、新設
基地局装置から送信されるリファレンス　シンボルの受信品質を測定させ、その測定値（
SIR、受信レベル、受信位置情報など）を報告させることをＳＯＮ測定と呼ぶ。
【００３０】
　ここで、新設基地局装置について説明する。新設基地局装置は新たに設置され、運用開
始前の状態であるプリオペレーション状態である。新設基地局装置は、プリオペレーショ
ン状態であることを示す情報、例えばプリオペレーション状態であることを示すインジケ
ータを報知する。プリオペレーション状態とは、運用開始前の新設基地局装置の状態をい
う。新設基地局装置は、例えば、ネットワークとケーブルで接続された後、電源がオンさ
れる。そして、例えばＩＰ網に接続される場合にはＩＰアドレスの決定、サーバの検知、
認証処理、上位ノードとのアソシエーション、ソフトウェアの起動などが行われる。これ
らが行われた後、新設基地局装置はリファレンス　シンボル、同期チャネル（ｓｙｎｃｈ
ｒｏｎｉｓａｔｉｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌ）、必要最小限の報知情報を送信するが、ユーザ
に対してはまだ通信サービスの提供はできない。この状態をプリオペレーション状態と呼
ぶ。従って、このプリオペレーション状態では、ユーザ装置１００ｎはそのセルでの待ち
受け及びそのセルに対するアクセスはできない。
【００３１】
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　ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、ユーザ装置１００ｎに対してＳＯＮ測定を一度だけ
行わせるようにしてもよいし、予め設定される所定の周期で行わせるようにしてもよい。
所定の周期で行わせる場合には、ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、そのユーザ装置１０
０ｎに対してパーシステントスケジューリングを適用するようにしてもよい。例えば、Ｒ
ＲＣプロトコル制御部２０４は、パーシステントスケジューリングを適用するか否かの判
断を無線ベアラ毎に行う。この場合、パーシステントスケジューリングのパラメータは、
無線ベアラを単位として制御される。
【００３２】
　ここで、ＬＴＥなどの上り共通物理チャネルを用いたパケットスケジューリングシステ
ムでは、時間方向と周波数方向に区分されたリソースブロックを用いて各ユーザのデータ
やＲＲＣ制御信号、ＮＡＳ制御信号が送信される。基地局装置が各ユーザ或いは各無線ベ
アラの滞留データ量や優先度を考慮して、リソースブロックの割り当てをスケジューリン
グする。基地局装置は、リソースブロックの割り当て情報をレイヤ１／レイヤ２の制御チ
ャネル（Ｌ１／Ｌ２制御チャネル）でユーザ装置に通知する。ユーザ装置は、割り当てら
れたリソースブロックを用いてデータを送信する。ユーザ装置は、定期的に、或いはデー
タを送信したい場合に、上り送信バッファのデータ滞留量を報告し、基地局装置に割り当
て要求を行う。即ち、スケジューリングリクエストを行う。バッファ滞留量の報告は、無
線ベアラ毎に行ってもよい。
【００３３】
　このようなスケジューリング割り当て情報のシグナリングを削減するため、パーシステ
ントスケジューリングを適用することができる。例えば、ＶｏＩＰの場合、小さいパケッ
トが頻繁に生じ、個々のパケットには厳しい遅延条件が課される。このようなサービスを
提供する場合、シグナリングのオーバヘッドが増大する問題がある。そこで、ＶｏＩＰに
おけるシグナリングを減少させるため、パーシステントスケジューリングを適用すること
ができる。パーシステントスケジューリングでは、例えばＶｏＩＰパケットが発生する２
０ｍｓ毎に割り当てるリソースブロックが予め決定され、この割り当て情報を一括してユ
ーザ装置に通知する。適用すべきＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ
　Ｓｃｈｅｍｅ）、トランスポートフォーマットなども同時に通知してよい。
【００３４】
　ＳＯＮ測定においても、定期的にＳＯＮ測定報告することが考えられる。これは、十分
な測定報告を得てセルフオーガナイゼーションの信頼度を高めるために有利である。ＳＯ
Ｎ測定報告に伴うシグナリングを削減するために、ＳＯＮ測定についてもパーシステント
スケジューリングが適用されてよい。この場合には、ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、
パーシステントスケジューリングの制御コマンドを生成し、ユーザ装置１００ｎに送信す
る。このパーシステントスケジューリング割り当て制御コマンドには、リソースブロック
の割り当て情報が含まれる。また、ＭＣＳ，トランスポートフォーマットの情報が含まれ
てもよい。ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、パーシステントスケジューリング割り当て
制御コマンドをＲＲＣ　ｍｅｓｓａｇｅとして、ＲＲＣ用の無線ベアラで送信するように
してもよいし、ＳＯＮ用の無線ベアラで送信するようにしてもよい。このようにすること
により、ユーザ装置１００ｎに対して、スケジューリングリクエスト及びＬ１／Ｌ２制御
チャネルを送信する回数を減少させることができる。なお、パーシステントスケジューリ
ング割り当て制御コマンドは、ＭＡＣプロトコルで処理されてもよく、ＭＡＣ　ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　ＰＤＵとして送信されてもよい。
【００３５】
　また、ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、ＳＯＮ用のＳＲＢ（ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　
ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）インスタンス、すなわちＳＯＮ用のシグナリング無線ベアラ
のデータを作成する。また、ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、具体的な測定項目が含ま
れる測定コマンド（ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｃｏｍｍａｎｄ）を作成する。測定項目に
は、例えば、ＳＩＲ、ユーザ装置の位置情報、報告周期などが含まれる。
【００３６】
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　ＲＲＣ用無線ベアラ処理部２０６は、ＲＲＣ用の無線ベアラの処理を行う。例えば、Ｒ
ＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）機能として、セグメンテーション（ｓｅ
ｇｍａｎｔａｔｉｏｎ）／コンカテネーション（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）、すなわ
ち、１つのパケットを複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割されたＴＴＩをパケットに結
合する処理、リーオーダリング（ｒｅｏｒｄｅｒｉｎｇ）処理、再送処理が行われる。ま
た、セキュリティレイヤにおける処理として、秘匿処理（ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ）、インテ
グリティ　プロテクション（Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）、すなわちデ
ータが改ざんされていないかの検知を行うための符号化、復号化処理が行われる。
【００３７】
　ＳＯＮ用無線ベアラ処理部２０８は、ＳＯＮ用の無線ベアラの処理を行う。このＳＯＮ
用の無線ベアラは、ＲＲＣでハンドリングされる。すなわち、本実施例に係る基地局装置
２００は、ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラを備える。例えば
、ＲＬＣ機能として、セグメンテーション／コンカテネーション、すなわち、１つのパケ
ットを複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割されたＴＴＩをパケットに結合する処理、リ
ーオーダリング処理、再送処理が行われる。また、セキュリティレイヤにおける処理とし
て、秘匿処理、インテグリティ　プロテクション処理が行われる。
【００３８】
　ＮＡＳ用無線ベアラ処理部２１０は、ＮＡＳ（Ｎｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ
）用の無線ベアラの処理を行う。例えば、ＲＬＣ機能として、セグメンテーション／コン
カテネーション、すなわち、１つのパケットを複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割され
たＴＴＩをパケットに結合する処理、リーオーダリング処理、再送処理が行われる。また
、セキュリティレイヤにおける処理として、秘匿処理、インテグリティ　プロテクション
処理が行われる。
【００３９】
　ＶｏＩＰ用無線ベアラ処理部２１２は、ＶｏＩＰ用の無線ベアラの処理を行う。例えば
、ＲＬＣ機能として、セグメンテーション／コンカテネーション、すなわち、１つのパケ
ットを複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割されたＴＴＩをパケットに結合する処理、リ
ーオーダリング処理、再送処理が行われる。また、セキュリティレイヤにおける処理とし
て、秘匿処理、インテグリティ　プロテクション処理が行われる。また、Ｕ－プレーンの
ベアラに対して行われるヘッダの圧縮（ＨＣ：　Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ
）が行われる。
【００４０】
　ウェブ（Ｗｅｂ）用無線ベアラ処理部２１２は、ウェブブラウジング（Ｗｅｂ　ｂｒｏ
ｗｓｉｎｇ）用の無線ベアラの処理を行う。例えば、ＲＬＣ機能として、セグメンテーシ
ョン／コンカテネーション、すなわち、１つのパケットを複数のＴＴＩへ分割する処理及
び分割されたＴＴＩをパケットに結合する処理、リーオーダリング処理、再送処理が行わ
れる。また、セキュリティレイヤにおける処理として、秘匿処理、インテグリティ　プロ
テクション処理が行われる。また、Ｕ－プレーンのベアラに対して行われるヘッダの圧縮
が行われる。
【００４１】
　スケジューラ２１６は、ベアラのスケジューリングを行う。例えば、スケジューラ２１
６は、ＲＲＣ用の無線ベアラ、ＮＡＳ用の無線ベアラ及びＶｏＩＰ用の無線ベアラ、Ｗｅ
ｂ用の無線ベアラ、ＳＯＮ用の無線ベアラの順に優先度が高くなるようにスケジューリン
グを行う。すなわち、ＳＯＮ測定コマンドやＳＯＮ測定報告を伝送するＳＯＮ用の無線ベ
アラには、ハンドオーバコマンド、無線ベアラ設定コマンド、ハンドオーバ制御に必要な
測定コマンド、測定報告などを伝送するＲＲＣ用の無線ベアラ及びＮＡＳ用の無線ベアラ
よりも低い優先度が割り当てられる。
【００４２】
　多重部２１８は、トランスポートチャネル上に無線ベアラの多重を行う。例えば、多重
部２１０は、無線ベアラをトランスポートチャネル上にマッピングする。
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【００４３】
　トランスポートチャネル上に多重された無線ベアラは、物理レイヤ処理部２２２におい
て、物理レイヤに関する処理が行われ送信される。
【００４４】
　ＨＡＲＱ処理部２２０は、ＨＡＲＱにより再送制御を行う。　
　次に、本発明の実施例に係るユーザ装置１００ｎについて、図３を参照して説明する。
【００４５】
　本実施例に係るユーザ装置１００ｎは、アプリケーションインターフェース１０２と、
ＲＲＣプロトコル制御部１０４と、ＲＲＣ用無線ベアラ処理部１０６と、ＳＯＮ用無線ベ
アラ処理部１０８、ＮＡＳ用無線ベアラ処理部１１０、ＶｏＩＰ用無線ベアラ処理部１１
２及びＷｅｂ用無線ベアラ処理部１１４と、スケジューラ１１６と、多重部１１８と、Ｈ
ＡＲＱ処理部１２０と、物理レイヤ処理部（ＰＨＹ）１２２とを備える。
【００４６】
　本実施例においては、ユーザプレーンに属するベアラとして、ＶｏＩＰ用のベアラ及び
ウェブブラウジング用のベアラを備える場合について説明するが、どちらか一方のみを備
えるようにしてもよいし、他のベアラを備えるようにしてもよい。例えば、ゲーミング用
のベアラ、ＭＰＥＧ用のベアラ、ＨＴＴＰ用のベアラ、ＦＴＰ用のベアラ、Ｅ－ｍａｉｌ
用のベアラを備えるようにしてもよい。これら同時に設定できる無線ベアラの数は、ユー
ザ装置１００ｎが同時にサポートするサービスにより決定される。例えば、最低限ＲＲＣ
用シグナリング無線ベアラ、ＮＡＳ用シグナリング無線ベアラ、ＳＯＮ用シグナリング無
線ベアラは同時に設定できる処理能力を備える必要がある。
【００４７】
　アプリケーションインターフェース１０２は、アプリケーションとの間のインターフェ
ースである。ＴＣＰ／ＩＰプロトコルやＵＤＰ／ＩＰプロトコルとのインターフェースで
ある場合もある。
【００４８】
　ＲＲＣプロトコル制御部１０４は、ＳＯＮ測定を実現するために、在圏するエリアをカ
バーする基地局装置２００より、自ユーザ装置１００に対して、新設基地局装置から送信
されるリファレンス　シンボルの受信品質を測定し、その測定値を報告させることが決定
された場合に送信されるＳＯＮ用のシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ：　Ｓｉｇｎａｌｌ
ｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）設定コマンドにしたがって、ＳＯＮ用無線ベアラを
設定する。
【００４９】
　また、ユーザ装置１００ｎは、基地局装置２００により通知された測定コマンドにした
がって、例えば、新設基地局装置から送信されるリファレンスシンボルの受信品質を測定
する。
【００５０】
　ＲＲＣプロトコル制御部１０４は、ＳＯＮ用ＳＲＢインスタンス、すなわちＳＯＮ用の
シグナリング無線ベアラを作成する。また、ＲＲＣプロトコル制御部１０４は、例えば、
新設基地局装置から送信されるリファレンスシンボルの受信品質を含むメジャーメントレ
ポート（ＳＯＮ測定報告）をＳＯＮ用無線ベアラ処理部１０８に送出する。メジャーメン
トレポートは、ＳＯＮ用無線ベアラ処理部１０８で処理され、スケジューラに割り当てら
れたリソースブロックで送信される。具体的には、ユーザ装置１００ｎは、メジャーメン
トレポートを送信するためのスケジューリングリクエストを基地局装置２００に対して送
信し、基地局装置２００からＬ１／Ｌ２　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌでリソースブ
ロックの割り当て情報を受信し、割り当てられたリソースブロックを用いてメジャーメン
トレポートを送信する。ＳＯＮ用無線ベアラにパーシステントスケジューリングが適用さ
れる場合、基地局装置２００から送信されたパーシステントスケジューリング割り当て制
御コマンドにしたがって、通知されたリソースブロックにより、メジャーメントレポート
を送信する。この場合逐一スケジューリングリクエストは送信されない。また、Ｌ１／Ｌ
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２　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌによるシグナリングも行われない。
【００５１】
　ＲＲＣ用無線ベアラ処理部１０６は、ＲＲＣ用の無線ベアラの処理を行う。例えば、Ｒ
ＬＣ機能として、セグメンテーション／コンカテネーション、すなわち、１つのパケット
を複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割されたＴＴＩをパケットに結合する処理、リーオ
ーダリング処理、再送処理が行われる。また、セキュリティレイヤにおける処理として、
秘匿処理、インテグリティ　プロテクション処理が行われる。
【００５２】
　ＳＯＮ用無線ベアラ処理部１０８は、ＳＯＮ用の無線ベアラの処理を行う。このＳＯＮ
用の無線ベアラは、ＲＲＣでハンドリングされる。すなわち、本実施例に係るユーザ装置
１００ｎは、ＲＲＣでハンドリングされる複数のシグナリング無線ベアラを備える。例え
ば、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）機能として、セグメンテーション
／コンカテネーション、すなわち、１つのパケットを複数のＴＴＩへ分割する処理及び分
割されたＴＴＩをパケットに結合する処理、リーオーダリング処理、再送処理が行われる
。また、セキュリティレイヤにおける処理として、秘匿処理、インテグリティ　プロテク
ション処理が行われる。
【００５３】
　ＮＡＳ用無線ベアラ処理部１１０は、ＮＡＳ用の無線ベアラの処理を行う。例えば、Ｒ
ＬＣ機能として、セグメンテーション／コンカテネーション、すなわち、１つのパケット
を複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割されたＴＴＩをパケットに結合する処理、リーオ
ーダリング処理、再送処理が行われる。また、セキュリティレイヤにおける処理として、
秘匿処理、インテグリティ　プロテクション処理が行われる。
【００５４】
　ＶｏＩＰ用無線ベアラ処理部１１２は、ＶｏＩＰ用の無線ベアラの処理を行う。例えば
、ＲＬＣ機能として、セグメンテーション／コンカテネーション、すなわち、１つのパケ
ットを複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割されたＴＴＩをパケットに結合する処理、リ
ーオーダリング処理、再送処理が行われる。また、セキュリティレイヤにおける処理とし
て、秘匿処理、インテグリティ　プロテクション処理が行われる。また、Ｕ－プレーンの
ベアラに対して行われるヘッダの圧縮が行われる。
【００５５】
　ウェブ（Ｗｅｂ）用無線ベアラ処理部１１２は、ウェブブラウジング用の無線ベアラの
処理を行う。例えば、ＲＬＣ機能として、セグメンテーション／コンカテネーション、す
なわち、１つのパケットを複数のＴＴＩへ分割する処理及び分割されたＴＴＩをパケット
に結合する処理、リーオーダリング処理、再送処理が行われる。また、セキュリティレイ
ヤにおける処理として、秘匿処理、インテグリティ　プロテクション処理が行われる。ま
た、Ｕ－プレーンのベアラに対して行われるヘッダの圧縮が行われる。
【００５６】
　スケジューラ１１６は、ベアラのスケジューリングを行う。ここで言うスケジューリン
グは、基地局装置２００から割り当てられたリソースブロックをどの無線ベアラのパケッ
トを送信するかの自由度がユーザ装置に与えられる場合にのみ行われる。例えば、スケジ
ューラ１１６は、ＲＲＣ用の無線ベアラ、ＮＡＳ用の無線ベアラ及びＶｏＩＰ用の無線ベ
アラ、Ｗｅｂ用の無線ベアラ、ＳＯＮ用の無線ベアラの順に優先度が高くなるようにスケ
ジューリングを行う。すなわち、測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラとしてのＳ
ＯＮ用の無線ベアラには、測定値が伝送されるシグナリング無線ベアラ以外のＲＲＣでハ
ンドリングされるシグナリング無線ベアラ及びＮＡＳ用のシグナリング無線ベアラよりも
低い優先度が割り当てられる。基地局装置２００が無線ベアラ毎にスケジューリングを行
い、割り当てのシグナリングを行う場合は、省略されてよい。
【００５７】
　多重部１１８は、トランスポートチャネル上に無線ベアラの多重を行う。例えば、多重
部１１０は、無線ベアラをトランスポートチャネル上にマッピングする。



(13) JP 2008-199223 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

【００５８】
　トランスポートチャネル上に多重された無線ベアラは、物理レイヤ処理部１２２におい
て、物理レイヤに関する処理が行われ送信される。
【００５９】
　ＨＡＲＱ処理部１２０は、ＨＡＲＱにより再送制御を行う。　
　次に、本実施例に係るＳＯＮ用無線ベアラ設定処理方法について、図４を参照して説明
する。
【００６０】
　ここでは、基地局装置２００１のカバーするエリアに在圏するユーザ装置１００１及び
１００２に対して、新設基地局装置２００４から送信されるリファレンスシグナルの受信
品質含むメジャーメントレポートを報告させる場合について説明するが、基地局装置２０
０１及び２００３についても同様である。
【００６１】
　基地局装置２００１のＲＲＣプロトコル制御部２０４は、ＳＯＮ測定を行うことを決定
する（ステップＳ４０２）。例えば、新設基地局装置２００４に対してパラメータの初期
設定及び最適化を行うと決定された場合に、例えばユーザにより入力された命令にしたが
って、決定される。また、エリアに問題がある既存基地局装置に対してパラメータを再設
定することによりその問題点を改善する場合にも適用できる。
【００６２】
　ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、ユーザ装置１００１及び１００２に対してＳＯＮ用
の無線ベアラを設定させるためのＳＯＮ用ＳＲＢ設定コマンドを生成し（ステップＳ４０
４）、送信する（ステップＳ４０６、ステップＳ４０８）。
【００６３】
　ＲＲＣプロトコル制御部２０４は、ＳＯＮ用ＳＲＢインスタンス、すなわちＳＯＮ用の
シグナリング無線ベアラのデータを作成する（ステップＳ４１０）。
【００６４】
　一方、ＳＯＮ用ＳＲＢ設定コマンドを受信したユーザ装置１００１及び１００２は、Ｒ
ＲＣプロトコル制御部１０２において、ＳＯＮ用ＳＲＢインスタンス、すなわちＳＯＮ用
のシグナリング無線ベアラのデータを作成する（ステップＳ４１２、ステップＳ４１４）
。
【００６５】
　基地局装置２００１のＲＲＣプロトコル制御部２０４は、具体的な測定項目が含まれる
測定コマンド及びパーシステントスケジューリングの割り当て制御コマンドを生成し（ス
テップＳ４１６）、ユーザ装置１００１及び１００２に送信する（ステップＳ４１８、ス
テップＳ４２０）。測定項目には、例えば、ＳＩＲ、ユーザ装置の位置情報、報告周期な
どが含まれる。
【００６６】
　測定コマンド及びパーシステントスケジューリングの割り当て制御コマンドを受信した
ユーザ装置１００１及び１００２は、新設基地局装置２００４から送信されるリファレン
スシグナルの受信品質を測定し（ステップＳ４２２、ステップＳ４２４）、ＳＯＮ用のＳ
ＲＢによりメジャーメントレポートとして基地局装置２００１に報告する（ステップＳ４
２６、ステップＳ４２８）。
【００６７】
　基地局装置２００１に報告されたメジャーメントレポートは、例えばアクセスゲートウ
ェイ３０００に通知される。この場合基地局装置２００１において、所定の統計処理を行
い、その結果を通知するようにしてもよい。また、アクセスゲートウェイ装置３００がＭ
ＭＥ／ＵＰＥにより構成されている場合にはＭＭＥ／ＵＰＥに通知するようにしてもよい
し、ＯＡＭ(Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ)サーバが備えられて
いる場合にはＯＡＭサーバに通知するようにしてもよい。
【００６８】
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　上述した実施例では、主に新設基地局から送信されるリファレンスシンボルの受信品質
をユーザ装置に測定させ、その測定値を報告させる場合について説明したが、測定対象と
なるセルは新規セルに限らず、既存セルであってもよい。例えば、ユーザ装置に既存基地
局装置、例えば既存セルであってもネットワークの最適化のために測定させたいもの（例
えば品質が悪くて問題が生じている既存セルなど）から送信されるリファレンスシンボル
の受信品質を測定させ、その測定値を報告させるようにしてもよい。このようにすること
により、エリアに問題がある既存基地局装置に対してパラメータを再設定することができ
る。
【００６９】
　従来方法に基づく場合、新たに設置された基地局装置及び／又は既存の基地局装置から
送信される電波の伝搬状況の情報を収集する場合、その電波の伝搬状況の情報はＲＲＣで
ハンドリングされるため、ユーザ装置から基地局装置へ報告されるメジャーメントレポー
トは最高の優先度で送信される。ＲＲＣでは、ハンドオーバメッセージなど、基地局装置
とユーザ装置との間で現在行われている通信に関するシグナリングが行われている。ＳＯ
Ｎ測定に関するコマンドが生成された後にハンドオーバメッセージが生成された場合、同
じ優先度で送信されることになるため、ハンドオーバメッセージの送信はＳＯＮ測定に関
するコマンドの送信の後となる。このため、緊急を要するハンドオーバメッセージの送信
については遅延が生じることになる。
【００７０】
　そこで、本実施例では、通常のＲＲＣ用の無線ベアラとは別にＲＲＣでハンドリングさ
れる無線ベアラを新たに備え、その無線ベアラによりＳＯＮ測定に関するコマンドを送信
する。また、その無線ベアラによりＳＯＮ測定に関するメジャーメントレポートを送信す
る。そして、この無線ベアラのスケジューリング優先度をＲＲＣ用やＮＡＳ用の無線ベア
ラよりも低く設定する。更には、Ｕ－ｐｌａｎｅの無線ベアラよりも低く設定してよい。
このようにすることにより、通常のＲＲＣやＮＡＳの制御の影響を与えることなくセルフ
オーガナイジングネットワークを形成するための情報、例えば、新たに設置された基地局
装置及び／又は既存の基地局装置から送信される電波の伝搬状況（受信品質）を取得する
ことができる。
【００７１】
　また、本実施例によれば、新たに設置された基地局装置及び／又は既存の基地局装置か
ら送信される電波の伝搬状況について自動的に収集できるため、新設セルに対するパラメ
ータの初期設定及び最適化、既存基地局装置に対するパラメータの再設定を行うことがで
きる。
【００７２】
　また、エリアに問題がある既存基地局装置に対してパラメータを再設定することにより
その問題点を改善する場合にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の一実施例に係る基地局装置及びユーザ装置が適用される移動通信システ
ムの一例を示す説明図である。
【図２】本発明の一実施例に係る基地局装置を示す部分ブロック図である。
【図３】本発明の一実施例に係るユーザ装置を示す部分ブロック図である。
【図４】本発明の一実施例にかかるセルフオーガナイジングネットワーク用の無線ベアラ
の設定方法を示すフロー図である。
【符号の説明】
【００７４】
１００、１００１、１００２、１００３、１００４　ユーザ装置
１０２　アプリケーションインターフェース
１０４　ＲＲＣプロトコル制御部
１０６　ＲＲＣ用無線ベアラ処理部
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１０８　ＳＯＮ（セルフオーガナイジングネットワーク）用無線ベアラ処理部
１１０　ＮＡＳ用無線ベアラ処理部
１１２　ＶｏＩＰ用無線ベアラ処理部
１１４　Ｗｅｂ用無線ベアラ処理部
１１６　スケジューラ
１１８　多重部
１２０　ＨＡＲＱ処理部
１２２　物理層処理部（ＰＨＹ）
２００、２００１、２００２、２００３、２００４　基地局装置
２０２　ネットワークインターフェース
２０４　ＲＲＣプロトコル制御部
２０６　ＲＲＣ用無線ベアラ処理部
２０８　ＳＯＮ（セルフオーガナイジングネットワーク）用無線ベアラ処理部
２１０　ＮＡＳ用無線ベアラ処理部
２１２　ＶｏＩＰ用無線ベアラ処理部
２１４　Ｗｅｂ用無線ベアラ処理部
２１６　スケジューラ
２１８　多重部
２２０　ＨＡＲＱ処理部
２２２　物理層処理部（ＰＨＹ）
２５０、２５０１、２５０２、２５０３、２５０４　セル
３００　アクセスゲートウェイ（ａＧＷ：　ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ）
４００　ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ：　Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇ
ｉｓｔｅｒ）
５００　コアネットワーク
【図１】 【図２】
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