
JP 6669233 B2 2020.3.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のセルを運用する第１の無線局と、
　第２のセルを運用する第２の無線局と、
　前記第１のセル及び前記第２のセルを使用するDual Connectivityを行うよう構成され
る無線端末と、を備え、
　前記第１の無線局は、前記Dual Connectivityを行うための前記第１のセル及び前記第
２のセルの無線リソース制御を前記無線端末との間で行うよう構成され、
　前記第２の無線局は、前記Dual Connectivityが行われている間に前記第２のセルにお
ける前記第２の無線局と前記無線端末の間の無線リンクが失われたことを示す原因情報(c
ause information)及び前記無線端末の端末識別子を前記第１の無線局に送信するよう構
成されている、無線通信システム。
【請求項２】
　前記第２の無線局は、前記第２の無線局が前記原因情報を送信する際、前記第２の無線
局が前記無線端末との前記無線リンクを前記第２のセルから解放すること、又は前記無線
端末との前記無線リンクを前記第２のセルから当該第２のセルとは異なる第３のセルへ変
更すること、を前記第１の無線局に要求または通知するよう構成される、請求項１に記載
の無線通信システム。
【請求項３】
　前記第１の無線局は、前記第２のセルにおいて前記無線端末の前記無線リンクを解放す
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る、又は当該第２のセルとは異なる第３のセルにおいて前記無線端末の前記無線リンクを
確立する、よう構成される、請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　第１のセルを運用する第１の無線局であって、
　前記第１のセル及び第２の無線局により運用される第２のセルを使用するDual Connect
ivityをサポートする無線端末と通信する通信制御手段を備え、
　前記通信制御手段は、無線端末において前記Dual Connectivityを行うための前記第１
のセル及び前記第２のセルの無線リソース制御を前記無線端末との間で行い、
　前記通信制御手段は、前記Dual Connectivityが行われている間に前記第２のセルにお
ける前記第２の無線局と前記無線端末の間の無線リンクが失われたことを示す原因情報(c
ause information)及び前記無線端末の端末識別子を前記第２の無線局から受信するよう
構成される、第１の無線局。
【請求項５】
　前記第１の無線局は、前記第１の無線局が前記原因情報を受信する際、前記第２の無線
局が前記無線端末との前記無線リンクを前記第２のセルから解放すること、又は前記無線
端末との前記無線リンクを前記第２のセルから当該第２のセルとは異なる第３のセルへ変
更すること、を前記第２の無線局から要求または通知されるよう構成される、請求項４に
記載の第１の無線局。
【請求項６】
　前記第１の無線局は、前記第２のセルにおいて前記無線端末の前記無線リンクを解放す
る、又は当該第2のセルとは異なる第３のセルにおいて前記無線端末の前記無線リンクを
確立する、よう構成される、請求項５に記載の第１の無線局。
【請求項７】
　第２のセルを運用する第２の無線局であって、
　第１の無線局によって運用される第１のセル及び前記第２のセルを使用するDual Conne
ctivityをサポートする無線端末と通信する通信制御手段を備え、
　前記通信制御手段は、前記Dual Connectivityが行われている間に前記第２のセルにお
ける前記第２の無線局と前記無線端末の間の無線リンクが失われたことを示す原因情報(c
ause information)及び前記無線端末の端末識別子を前記第１の無線局に送信するよう構
成される、第２の無線局。
【請求項８】
　前記第２の無線局は、前記第２の無線局が前記原因情報を送信する際、前記第２の無線
局が前記無線端末との前記無線リンクを前記第２のセルから解放すること、又は前記無線
端末との前記無線リンクを前記第２のセルから当該第２のセルとは異なる第３のセルへ変
更すること、を前記第１の無線局に要求または通知するよう構成される、請求項７に記載
の第２の無線局。
【請求項９】
　前記第１の無線局によって、前記無線端末との前記無線リンクが前記第２のセルから解
放される、請求項８に記載の第２の無線局。
【請求項１０】
　第１のセルを運用する第１の無線局における通信制御方法であって、
　前記第１のセル及び第２の無線局により運用される第２のセルを使用するDual Connect
ivityをサポートし、
　無線端末において前記Dual Connectivityを行うための前記第１のセル及び前記第２の
セルの無線リソース制御を前記無線端末との間で行い、
　前記Dual Connectivityが行われている間に前記第２のセルにおける前記第２の無線局
と前記無線端末の間の無線リンクが失われたことを示す原因情報(cause information)及
び前記無線端末の端末識別子を前記第２の無線局から受信する、通信制御方法。
【請求項１１】
　前記第１の無線局が前記原因情報を受信する際、前記第２の無線局が前記無線端末との
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前記無線リンクを前記第２のセルから解放すること、又は前記無線端末との前記無線リン
クを前記第２のセルから当該第２のセルとは異なる第３のセルへ変更すること、を前記第
２の無線局から要求または通知される、請求項１０に記載の通信制御方法。
【請求項１２】
　前記第２のセルにおいて前記無線端末の前記無線リンクを解放する、又は当該第２のセ
ルとは異なる第３のセルにおいて前記無線端末の前記無線リンクを確立する、請求項１１
に記載の通信制御方法。
【請求項１３】
　第２のセルを運用する第２の無線局における通信制御方法であって、
　第１の無線局によって運用される第１のセル及び前記第２のセルを使用するDual Conne
ctivityをサポートし、
　前記Dual Connectivityが行われている間に前記第２のセルにおける前記第２の無線局
と無線端末の間の無線リンクが失われたことを示す原因情報(cause information)及び前
記無線端末の端末識別子を前記第１の無線局に送信する、通信制御方法。
【請求項１４】
　前記第２の無線局が前記原因情報を送信する際、前記第２の無線局が前記無線端末との
前記無線リンクを前記第２のセルから解放すること、又は前記無線端末との前記無線リン
クを前記第２のセルから当該第２のセルとは異なる第３のセルへ変更すること、を前記第
１の無線局に要求または通知する、請求項１３に記載の通信制御方法。
【請求項１５】
　前記第１の無線局によって、前記無線端末との前記無線リンクが前記第２のセルから解
放される、請求項１４に記載の通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線局と無線端末が複数のセルを利用して通信を行う無線通信システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のモバイルトラフィックの急激な増大による通信品質の低下の改善、及びさらなる
高速通信の実現のため、3GPP LTE（Long Term Evolution）では無線基地局（eNode B: eN
B）と無線端末（User Equipment: UE）が複数のセルを使用して通信を行うキャリアアグ
リゲーション（Carrier Aggregation: CA）機能の仕様化が行われている。なお、UEがCA
で使用可能なセルは、１つのeNBの複数セル（つまり、eNBが運用する複数セル）に限定さ
れる。
【０００３】
　CAにおいてUEが使用するセルは、CAを開始する時点でサービングセルとして使用されて
いるプライマリセル（Primary cell: PCell）と、追加的に又は従属的に使用されるセカ
ンダリセル（Secondary cell: SCell）に分類される。SCellは、必要に応じてUEにおいて
使用されたり、使用を中止されたりすることができる。なお、SCellの使用を開始するこ
とを、活性化する（activate）、又はアクティベーション（activation）と呼ぶ。同様に
、SCellの使用を中止することを、非活性化する（deactivate）又はディアクティベーシ
ョン（deactivation）と呼ぶ。PCellでは、無線接続の（再）確立（RRC Connection Esta
blishment, RRC Connection Re-establishment）の際に、NASモビリティ情報（Non Acces
s Stratum mobility information）やセキュリティ情報（security input）が送受信され
る（非特許文献１）。PCellに対応するDL (downlink) Carrierは、DL PCC (Primary Comp
onent Carrier)と呼ばれ、UL (uplink) CarrierはUL PCCと呼ばれる。同様に、SCellに対
応するDL CarrierはDL SCC (Secondary Component Carrier)と呼ばれ、UL CarrierはUL S
CCと呼ばれる。
【０００４】
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　CAにおける下りリンクのデータ（DL data）送受信時に、PCellの無線リンクにおいて無
線リンク切断（Radio Link Failure: RLF）が発生した場合の無線リンクの回復手順につ
いて図１０を用いて説明する（非特許文献２）。ここでは、UEがeNBによって運用される
第１のセル（Cell1）をPCellとして使用し、第２のセル（Cell2）をSCellとして使用する
ことを想定する。
【０００５】
　ステップＳ１及びＳ２では、eNB及びUEは、PCell（Cell1）及びSCell（Cell2）を使用
してDL dataを送受信する。ステップＳ３では、PCellにおける無線リンクの品質が低下し
、eNBからUEへのDL Dataの送信に失敗する。ステップＳ４では、UEがPCell（Cell1）にお
いてRLFを検出する。ステップＳ５では、UEは、PCell（Cell1）において、無線リンクの
再接続要求を送信する（RRC Connection Reestablishment Request）。ステップＳ６では
、UEは、SCell（Cell2）を解放する（SCell (Cell2) release）。ステップＳ７では、eNB
は、PCell（Cell1）において、再接続要求への応答を送信する（RRC Connection Reestab
lishment）。ステップＳ８では、UEは、PCell（Cell1）において、再接続完了の報告を送
信する（RRC Connection Reestablishment Complete）。これにより、UEは再びCell1にて
DL dataの受信を行えるようになる。ステップＳ９では、eNB及びUEは、PCell（Cell1）を
使用してDL dataを送受信する。
【０００６】
　図１０ではUEがRLFを検出する例を示したが、eNBにおいてUEより先にRLFを検出できた
場合には、eNBから再接続のトリガをかけてもよい。以上のように、通常のCAは、PCellに
おいて発生したRLFをUE又はeNBにおいて検出し、無線リンクの再接続を行うことができる
。したがって、eNB及びUEは、データ送受信を再開することができ、PCellでのRLFに起因
するパケットロスなどを最小限に抑えることができる。なお、再接続完了後に再びSCell
（Cell2）を使用する必要がある場合には、eNBは、SCellの設定情報をUEに送信し（RRC C
onnection Reconfiguration including SCell configuration）、さらにSCellの使用開始
メッセージ（Activationと呼ぶ）をUEに送信する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】3GPP TS 36.300 V11.3.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Acc
ess (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); O
verall description; Stage 2 (Release 11)", Section 7.5, September 2012
【非特許文献２】3GPP TS 36.331 V11.2.0, "Evolved Universal Terrestrial Radio Acc
ess (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 11)"
, Section 5.3.7 and 5.3.11, December 2012
【非特許文献３】3GPP RWS-120046, Samsung Electronics, "Technologies for Rel-12 a
nd Onwards", 3GPP TSG RAN Workshop on Rel-12 and Onwards, Ljubljana, Slovenia, 1
1-12 June 2012
【非特許文献４】3GPP RWS-120010, NTT DOCOMO, "Requirements, Candidate Solutions 
& Technology Roadmap for LTE Rel-12 Onward", 3GPP TSG RAN Workshop on Rel-12 and
 Onwards, Ljubljana, Slovenia, 11-12 June 2012
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　キャリアアグリゲーション（CA）は、無線端末（UE）がプライマリセル（PCell）にお
けるRLFを検出する機能を有することで、無線リンクの再接続を実行することができる。
なお、CAは、セカンダリセル（SCell）におけるRLFを検出する機能を有していない。これ
は、SCellが補助的なセルであり、PCellの無線リンクが正常であれば通信を行う上で深刻
な問題が無い為である。
【０００９】
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　一方、異なる無線基地局（eNB）のセルを同時に使用する基地局間キャリアアグリゲー
ション（inter-eNB CA）の提案がある（非特許文献３及び４）。例えば、マクロ基地局（
Macro eNB: MeNB）のセルをPCellとし、低電力基地局（Low Power Node: LPN）のセルをS
Cellとして同時に使用することができる。基地局間キャリアアグリゲーションでは、PCel
lとSCellでそれぞれ独立にベアラが設定され、UEとMeNB及びUEとLPNの間で通信が行われ
る。
【００１０】
　通常のCAのアーキテクチャをinter-eNB CAに当てはめた場合、inter-eNB CAにおいても
MeNBがPCellおよびSCellの無線パラメータなどの設定を制御することが想定される。この
場合、PCellにおけるUEのRLF検出および無線リンクの再接続は、通常のCAと同様に行うこ
とができる。しかしながら、SCellにおけるRLF検出およびそれに伴う無線リンクの再接続
などの処理は行われない。このため、MeNBがSCellにおけるRLFを認識せず、SCellにおけ
る通信（例えば、データ送受信）が正常に行われない状態が続くおそれがある。SCellに
おける通信が正常でない状態が継続すると、パケットロスが発生する可能性がある。
【００１１】
　本件発明の目的の１つは、異なる無線局によって運用される複数セルのキャリアアグリ
ゲーションにおいて、セカンダリセルにおける無線リンクの問題（例えば、RLF）が生じ
たことによるパケットロスを低減することに寄与する無線通信システム、無線局、無線端
末、通信制御方法、及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　第１の態様では、無線通信システムは、第１のセルを運用する第１の無線局、第２のセ
ルを運用する第２の無線局、及び前記第１のセル及び前記第２のセルを使用するキャリア
アグリゲーションを行うことが可能な無線端末を含む。前記第１の無線局は、前記キャリ
アアグリゲーションを行うための前記第１のセル及び前記第２のセルの無線リソース制御
を前記無線端末との間で行うよう構成されている。前記第２の無線局及び前記無線端末の
少なくとも一方は、前記キャリアアグリゲーションが行われているときの前記第２のセル
における前記第２の無線局と前記無線端末の間の無線リンクの問題に関する情報を前記第
１の無線局に送信するよう構成されている。
【００１３】
　第２の態様では、第１のセルを運用する第１の無線局は、通信制御部を含む。前記通信
制御部は、前記第１のセル及び第２の無線局によって運用される第２のセルを使用するキ
ャリアアグリゲーションをサポートする。前記通信制御部は、無線端末において前記キャ
リアアグリゲーションを行うための前記第１のセル及び前記第２のセルの無線リソース制
御を前記無線端末との間で行う。さらに、前記通信制御部は、前記キャリアアグリゲーシ
ョンが行われているときの前記第２のセルにおける前記第２の無線局と前記無線端末の間
の無線リンクの問題に関する情報、又は当該無線リンクにおいて問題を検出したことを示
す無線リンク状態情報を、前記第２の無線局及び前記無線端末の少なくとも一方から受信
する。
【００１４】
　第３の態様では、第２のセルを運用する第２の無線局は、通信制御部を含む。前記通信
制御部は、第１の無線局によって運用される第１のセル及び前記第２のセルを使用するキ
ャリアアグリゲーションをサポートする。前記通信制御部は、無線端末において前記キャ
リアアグリゲーションが行われているときの前記第２のセルにおける前記第２の無線局と
前記無線端末の間の無線リンクの問題に関する情報を前記第１の無線局に送信する。
【００１５】
　第４の態様では、無線端末は、第１の無線局によって運用される第１のセルを第１のセ
ルとして使用し且つ第２の無線局によって運用される第２のセルを第２のセルとして使用
するキャリアアグリゲーションをサポートする通信制御部を含む。前記通信制御部は、前
記キャリアアグリゲーションを行うための前記第１のセル及び前記第２のセルの無線リソ
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ース制御を前記第１の無線局との間で行う。さらに、前記通信制御部は、前記キャリアア
グリゲーションが行われているときの前記第２のセルにおける前記第２の無線局と前記無
線端末の間の無線リンクの問題に関する情報、及び当該無線リンクにおいて問題を検出し
たことを示す無線リンク状態情報、の少なくとも一方を前記第１の無線局に送信する。
【００１６】
　第５の態様では、第１のセルを運用する第１の無線局における通信制御方法は、
（ａ）前記第１のセル及び第２の無線局によって運用される第２のセルを使用するキャリ
アアグリゲーションを行うための前記第１のセル及び前記第２のセルの無線リソース制御
を無線端末との間で行うこと、及び
（ｂ）前記キャリアアグリゲーションが行われているときの前記第２のセルにおける前記
第２の無線局と前記無線端末の間の無線リンクの問題に関する情報、又は当該無線リンク
において問題を検出したことを示す無線リンク状態情報を、前記第２の無線局及び前記無
線端末の少なくとも一方から受信すること、
を含む。
【００１７】
　第６の態様では、第２のセルを運用する第２の無線局における通信制御方法は、
（ａ）第１の無線局によって運用される第１のセル及び前記第２のセルを使用するキャリ
アアグリゲーションにおいて、無線端末と通信すること、及び
（ｂ）前記キャリアアグリゲーションが行われているときの前記第２のセルにおける前記
第２の無線局と前記無線端末の間の無線リンクの問題に関する情報を前記第１の無線局に
送信すること、
を含む。
【００１８】
　第７の態様では、無線端末における通信制御方法は、
（ａ）第１の無線局によって運用される第１のセル及び第２の無線局によって運用される
第２のセルを使用するキャリアアグリゲーションを行うための前記第１のセル及び前記第
２のセルの無線リソース制御を前記第１の無線局との間で行うこと、及び
（ｂ）前記キャリアアグリゲーションが行われているときの前記第２のセルにおける前記
第２の無線局と前記無線端末の間の無線リンクの問題に関する情報、及び当該無線リンク
において問題を検出したことを示す無線リンク状態情報、の少なくとも一方を前記第１の
無線局に送信すること、
を含む。
【００１９】
　第８の態様では、プログラムは、上述した第５の態様に係る通信制御方法をコンピュー
タに行わせるための命令群を含む。
【００２０】
　第９の態様では、プログラムは、上述した第６の態様に係る通信制御方法をコンピュー
タに行わせるための命令群を含む。
【００２１】
　第１０の態様では、プログラムは、上述した第７の態様に係る通信制御方法をコンピュ
ータに行わせるための命令群を含む。
【発明の効果】
【００２２】
　上述した態様によれば、異なる無線局によって運用される複数セルのキャリアアグリゲ
ーションにおいて、セカンダリセルにおける無線リンクの問題（例えば、RLF）が生じた
ことによるパケットロスを低減することに寄与する無線通信システム、無線局、無線端末
、通信制御方法、及びプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態に係る無線通信システムの構成例を示す図である。
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【図２】第１の実施形態に係る第１の無線局の構成例を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る第２の無線局の構成例を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係る無線端末の構成例を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係る無線通信システムにおける通信制御方法の一例を示すシー
ケンス図である（手順例１）。
【図６】第１の実施形態に係る無線通信システムにおける通信制御方法の一例を示すシー
ケンス図である（手順例２）。
【図７】第２の実施形態に係る無線通信システムにおける通信制御方法の一例を示すシー
ケンス図である（手順例３）。
【図８】第２の実施形態に係る無線通信システムにおける通信制御方法の一例を示すシー
ケンス図である（手順例４）。
【図９】第２の実施形態に係る無線通信システムにおける通信制御方法の一例を示すシー
ケンス図である（手順例５）。
【図１０】LTEのキャリアアグリゲーションにおける無線リンクの回復手順を示すシーケ
ンス図である（背景技術）。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下では、具体的な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図面に
おいて、同一又は対応する要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必
要に応じて重複説明は省略される。
【００２５】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本実施形態に係る無線通信システムの構成例を示している。本実施形態に係る
無線通信システムは、第１の無線局１、第２の無線局２、及び無線端末３を含む。無線局
１及び２は、コアネットワーク４に接続され、第１のセル１０及び第２のセル２０をそれ
ぞれ運用する。無線局１及び２は、例えば、無線基地局、基地局制御局、又は無線基地局
の一部の機能（プロトコルレイヤ）のみを有する簡易無線基地局である。無線端末３は、
１つの無線局のセルを使用している間に他の無線局のセルも使用する機能を有する。言い
換えると、無線端末３は、異なる無線局によって運用される複数のセルのキャリアアグリ
ゲーション（またはセルアグリゲーション）をサポートする。尚、異なる無線局とは、独
立した異なる無線局でもよいし、ある無線局とそれに従属する別の無線局でもよい。さら
に、異なる無線局のそれぞれが、機能が異なる種類の無線局であってもよい。
【００２６】
　例えば、無線端末３は、第１のセル１０における第１の無線接続を維持したまま、第２
のセル２０における第２の無線接続を確立することができる。「無線接続の確立」とは、
例えば、無線端末３と無線局（例えば、無線局１又は２）が通信可能な状態になること、
又は無線端末３と無線局（例えば、無線局１又は２）が通信に必要な情報を共有している
状態になること、に相当する。これにより、無線端末３は、信号（例えば、ユーザーデー
タ又は制御情報）の送信又は受信のために複数のセル（例えば、セル１０及び２０）を同
時に使用することができる。「複数のセルを同時に使用する」とは、実際に複数のセルで
信号を同時に受信又は送信することに限定はされず、複数のセルの両方において信号を受
信又は送信することが可能な状態になっているが実際にはいずれかのセルで信号を受信又
は送信すること、複数のセルそれぞれで種類の異なる信号を受信又は送信すること、或い
は、複数のセルそれぞれを信号の受信又は送信のいずれかに使用すること、などを含む。
【００２７】
　異なる無線局によって運用される複数のセルのキャリアアグリゲーションという観点か
ら、異なる無線局によって運用される複数のセルを使用する機能は、無線局間キャリアア
グリゲーションと呼ぶことができる。また、上述のような複数のセルの同時使用の観点か
ら、異なる無線局によって運用される複数のセルを使用する機能は、デュアル接続（Dual
 Connection）、デュアル接続性（Dual Connectivity）、マルチ接続（Multi Connection
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）、マルチ接続性（Multi Connectivity）、などと呼ぶこともできる。
【００２８】
　無線端末３は、無線局１又は２に対して無線局間キャリアアグリゲーションを行う能力
を有すること（つまり、無線局間キャリアアグリゲーションをサポートすること）を示す
端末能力報告を行ってもよい。これに代えて、無線端末３は、無線端末３のカテゴリ又は
装置リリース番号などにより無線局間キャリアアグリゲーションをサポートすることを暗
に示してもよい。無線局間キャリアアグリゲーションの能力は、デュアル接続の能力、又
はマルチ接続の能力、と呼ぶこともできる。
【００２９】
　図１は、ヘテロジーニアス・ネットワーク（Heterogeneous Network: HetNet）環境を
示している。具体的に述べると、図１に示された第１のセル１０は、第２のセル２０に比
べて広いカバレッジを有する。また、図１は、第１のセル１０内に第２のセル２０が配置
された階層化セル構成を示している。しかしながら、図１に示されたセル構成は一例に過
ぎない。例えば、第１及び第２のセル１０及び２０は、同程度のカバレッジを有してもよ
い。言い換えると、本実施形態に係る無線通信システムは、ホモジーニアス・ネットワー
ク（Homogeneous Network）環境に適用されてもよい。
【００３０】
　続いて以下では、本実施形態の無線通信システムの動作についてさらに詳しく説明する
。本実施形態の無線通信システムでは、第１の無線局１は、第１のセル１０及び第２のセ
ル２０の無線局間キャリアアグリゲーションを行うための第１のセル１０及び第２のセル
２０の制御系管理機能（例えば、RRC Layer）を有する。具体的には、第１の無線局１は
、セル１０及び２０のキャリアアグリゲーションを行うために、セル１０及び２０の無線
リソース制御を無線端末３との間で行う。ここで、第１の無線局１は、無線リソース制御
に関する設定を第１のセル１０において無線端末３に送信してもよいし、第２の無線局２
を介して第２のセル２０において無線端末３に送信してもよい。後者の場合、第１の無線
局１が第２の無線局２に第２のセル２０における無線リソース制御に関する設定を含むメ
ッセージを送信するが、第２の無線局２は当該メッセージのコンテンツを知らなくてもよ
いし、知ることができるような構成にしてもよい。また、第２の無線局２が第２のセル２
０にて無線リソース制御に関する設定を送信する場合、当該設定を下りリンクデータと同
様に送信してもよい。
【００３１】
　第２の無線局２及び無線端末３の少なくとも一方は、第２のセル２０における第２の無
線局２と無線端末３の間の無線リンクの問題に関する情報（Radio link (RL) problem re
lated information）を第１の無線局１に送信する。一例において、第２のセル２０にお
ける無線リンクの問題に関する情報は、当該無線リンクの問題に対処するための第１の無
線局１による制御を引き起こす。第１の無線局１による制御は、例えば、第２のセル２０
での無線端末３の無線リンクの回復制御、第２のセル２０での無線端末３の無線リンクの
解放制御、及び第２のセル２０とは異なるセル（例えば、第１のセル１０又は第３のセル
）での無線端末３の無線リンクの確立制御、のうち少なくとも１つを含む。例えば、第１
の無線局１は、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報に基づき、第２の
セル２０の無線リンクの回復の為の指示、第２のセル２０の代わりの別のセル（例えば、
第の１セル１０又は第３のセル）において無線リンクを確立する指示、又は、第２のセル
２０の無線リンクを解放する指示などを、第２の無線局２若しくは無線端末３又はこれら
両方に送信してもよい。
【００３２】
　第２のセル２０における無線リンクの問題は、例えば、無線リンク切断若しくは呼切断
（いずれもRadio Link Failure: RLFとも呼ぶ）、及び同期外れ（loss of synchronizati
on）、のうち少なくとも１つを含む。なお、第２のセル２０における無線リンクの問題は
、無線端末３が通信不能であるような深刻な問題だけに限られない。無線リンクの問題は
、無線リンクの受信品質の低下又はスループットの低下であってもよく、無線リンクの受
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信品質が所定品質を下回ったことを又はスループットが所定値を下回ったことを示す閾値
超過警報であってもよい。無線リンクの受信品質は、例えば、受信電力、又はSINR（Sign
al to Interference plus Noise Ratio）である。
【００３３】
　第２の無線局２又は無線端末３は、第２のセル２０における無線リンクの問題を検出し
た場合に、無線リンクの問題に関する情報（RL problem related information）を第１の
無線局１に送信してもよい。また、第２の無線局２又は無線端末３は、上述したような無
線リンクの問題が起こりそうである場合又は無線リンクの問題が起こっていたが回復した
場合に、無線リンクの問題に関する情報を第１の無線局１に送信してもよい。言い換える
と、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報は、無線リンクの問題が起こ
りそうであること、又は無線リンクの問題が起こっていたが回復したことを示してもよい
。無線リンクの問題が起こりそうであることは、例えば、無線端末３の移動速度または移
動速度に関する指標が所定の値を満たすまたは超えること（例えば、無線端末３が高速移
動をしていること）により判定されてもよい。
【００３４】
　無線端末３は、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を自発的に送信
してもよいし、第１の無線局１の要求に応じて送信してもよい。例えば、無線端末３は、
第２のセル２０における無線リンクの問題を検出したことに応じて、無線リンクの問題に
関する情報を自発的に第１のセル１０において第１の無線局１に報告してもよい。または
、第１の無線局１が無線端末３に第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報
を要求し、無線端末３が当該情報を送信してもよい。
【００３５】
　同様に、第２の無線局２は、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を
自発的に送信してもよいし、第１の無線局１の要求に応じて送信してもよい。一例におい
て、第２の無線局２は、第２のセル２０において無線端末３との間の無線リンクの問題を
検出したことに応じて、無線リンクの問題に関する情報を自発的に第１の無線局１に送信
してもよい。他の例において、先ず無線端末３が第２のセル２０における無線リンクの問
題を検出し、次に無線端末３が第２のセル２０における無線リンクの問題を第１のセル１
０において第１の無線局１に報告し、そして第１の無線局１が第２の無線局２に無線リン
クの問題に関する情報の送信を要求し、最後に第２の無線局２が第２のセル２０における
当該無線端末３との間の無線リンクの問題に関する情報を第１の無線局１に送信してもよ
い。さらに他の例において、先ず第１の無線局１が第２のセル２０において無線端末３と
第２の無線局２との間の無線リンクに問題あることを検出し（又は何らかの方法で知り）
、次に第１の無線局１が第２の無線局２に無線リンクの問題に関する情報の送信を要求し
、そして第２の無線局２が当該情報を第１の無線局１に送信してもよい。
【００３６】
　無線リンクの問題に関する情報（RL problem related information）は、例えば以下に
列挙される情報要素のうち少なくとも１つを含んでもよい。
・トリガ情報
・端末識別子
・セル識別子
・ベアラ識別子
・データ送受信状況
・無線品質の測定情報
・端末移動速度情報
・端末位置情報
【００３７】
　第２のセル２０における無線リンクの問題を報告するために第１のセル１０において無
線端末３から第１の無線局１に送信されるメッセージは、上述した無線リンクの問題に関
する情報を含む。さらに、当該メッセージは、第２のセル２０の解放の要求または提案を
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含んでもよいし、第１のセル１０及び第２のセル２０のいずれとも異なる第３のセルにお
ける無線接続の確立の要求または提案を含んでもよい。
【００３８】
　以上に述べたように、本実施形態では、第１の無線局１は、セル１０及び２０の無線局
間キャリアアグリゲーションのために、セル１０及び２０の無線リソース制御を無線端末
３との間で行う。そして、第２の無線局２及び無線端末３の少なくとも一方は、第２のセ
ル２０における第２の無線局２と無線端末３の間の無線リンクの問題に関する情報（RL p
roblem related information）を第１の無線局１に送信する。これにより、第１の無線局
１は、第２のセル２０における無線リンクの問題を認識することができる。したがって、
例えば、第１の無線局１は、第２のセル２０における無線リンクの問題に対処するための
制御を行うことができる。このため、本実施形態は、異なる無線局１及び２によって運用
されるセル１０及び２０のキャリアアグリゲーションにおいて、第２のセル２０における
無線リンクの問題（例えば、RLF）が生じたことによるパケットロスを低減することがで
きる。
【００３９】
　続いて以下では、本実施形態に係る無線局１及び２、並びに無線端末３の構成例につい
て説明する。図２は、第１の無線局１の構成例を示すブロック図である。無線通信部１１
は、無線端末３から送信された上りリンク信号（uplink signal）をアンテナを介して受
信する。受信データ処理部１３は、受信された上りリンク信号を復元する。得られた受信
データは、通信部１４を経由して他のネットワークノード、例えばコアネットワーク４の
データ中継装置若しくはモビリティ管理装置、又は他の無線局に転送される。例えば、無
線端末３から受信された上りユーザーデータは、上位ネットワークのデータ中継装置に転
送される。また、無線端末３から受信された制御データのうち非アクセス層（Non-Access
 Stratum（NAS））の制御データは、上位ネットワークのモビリティ管理装置に転送され
る。さらに、受信データ処理部１３は、無線局２に送信される制御データを通信制御部１
５から受信し、これを通信部１４を経由して無線局２に送信する。
【００４０】
　送信データ処理部１２は、無線端末３宛てユーザーデータを通信部１４から取得し、誤
り訂正符号化、レートマッチング、インタリービング等を行なってトランスポートチャネ
ルを生成する。さらに、送信データ処理部１２は、トランスポートチャネルのデータ系列
に制御情報を付加して送信シンボル列を生成する。無線通信部１１は、送信シンボル列に
基づく搬送波変調、周波数変換、信号増幅等の各処理を行って下りリンク信号（downlink
 signal）を生成し、これを無線端末３に送信する。さらに、送信データ処理部１２は、
無線端末３に送信される制御データを通信制御部１５から受信し、これを無線通信部１１
を経由して無線端末３に送信する。
【００４１】
　通信制御部１５は、第１のセル１０及び第２のセル２０を使用する無線局間キャリアア
グリゲーションを制御する。具体的に述べると、通信制御部１５は、セル１０及び２０の
キャリアアグリゲーションを行うために、セル１０及び２０の無線リソース制御を第１の
セル１０において無線端末３との間で行う。さらに、通信制御部１５は、第２のセル２０
における第２の無線局２と無線端末３の間の無線リンクの問題に関する情報を、第２の無
線局２及び無線端末３の少なくとも一方から受信する。通信制御部１５は、受信した無線
リンクの問題に関する情報に基づき、当該問題に対処するための制御、例えば、第２のセ
ル２０での無線端末３の無線リンクの回復制御、第２のセル２０での無線端末３の無線リ
ンクの解放制御、又は第２のセル２０とは異なるセルでの無線端末３の無線リンクの確立
制御、を行なってもよい。
【００４２】
　図３は、第２の無線局２の構成例を示すブロック図である。図３に示された無線通信部
２１、送信データ処理部２２、受信データ処理部２３、及び通信部２４の機能及び動作は
、図２に示された無線局１の対応する要素、すなわち無線通信部１１、送信データ処理部



(11) JP 6669233 B2 2020.3.18

10

20

30

40

50

１２、受信データ処理部１３、及び通信部１４と同様である。
【００４３】
　無線局２の通信制御部２５は、第１のセル１０及び第２のセル２０を使用する無線局間
キャリアアグリゲーションを制御する。さらに、通信制御部２５は、第２のセル２０にお
ける第２の無線局２と無線端末３の間の無線リンクの問題に関する情報を第１の無線局１
に送信してもよい。
【００４４】
　図４は、無線端末３の構成例を示すブロック図である。無線通信部３１は、異なる無線
局によって運用される複数のセルのキャリアアグリゲーションをサポートし、信号の送信
又は受信のために複数のセル（例えば、セル１０及び２０）を同時に使用することができ
る。具体的には、無線通信部３１は、アンテナを介して、無線局１若しくは無線局２又は
これら両方から下りリンク信号を受信する。受信データ処理部３２は受信された下りリン
ク信号から受信データを復元してデータ制御部３３に送る。データ制御部３３は、受信デ
ータをその目的に応じて利用する。また、送信データ処理部３４及び無線通信部３１は、
データ制御部３３から供給される送信データを用いて上りリンク信号を生成し、無線局１
若しくは無線局２又はこれら両方に向けて送信する。
【００４５】
　無線端末３の通信制御部３５は、第１のセル１０及び第２のセル２０を使用する無線局
間キャリアアグリゲーションを制御する。さらに、通信制御部３５は、第２のセル２０に
おける第２の無線局２と無線端末３の間の無線リンクの問題に関する情報を第１の無線局
１に送信してもよい。
【００４６】
　続いて以下では、本実施形態に係る無線通信システムにおける通信制御方法の手順例１
及び２について説明する。
【００４７】
（手順例１）
　手順例１では、無線端末３が第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を
第１の無線局１に送信する。図５は、手順例１に係る通信制御方法を示すシーケンス図の
一例である。ステップＳ１０１及びＳ１０２では、無線端末３は、第１のセル１０及び第
２のセル２０のキャリアアグリゲーションを実行する。すなわち、ステップＳ１０１及び
Ｓ１０２では、第１の無線局１が第１のセル１０において無線端末３とデータ又は制御信
号の送受信を行い、第２の無線局２が第２のセル２０において当該無線端末３とデータの
送受信を行う。
【００４８】
　ステップＳ１０３では、無線端末３は、第２のセル２０における第２の無線局２との間
の無線リンクの問題を検出する。なお、既に述べたように、無線端末３は、第２のセル２
０における無線リンクに問題が起こりそうであること、又は問題が起こったが回復したこ
とを検出してもよい。ステップＳ１０４では、無線端末３は、第２のセル２０における無
線リンクの問題に関する情報を、第１のセル１０において第１の無線局１に送信する。
【００４９】
　図５の手順によれば、第１の無線局１は、第２のセル２０における無線リンクの問題を
知ることができ、適切に対処することでパケットロスなどを低減（又は回避）することが
できる。図５には明示されていないが、例えば、第１の無線局１は、第２のセル２０の無
線リンクの回復の為の指示、第２のセル２０の代わりの別のセル（例えば、第１のセル１
０又は第３のセル）において無線リンクを確立する指示、又は、第２のセル２０の無線リ
ンクを解放する指示を、第２の無線局２若しくは無線端末３又はこれら両方に送信しても
よい。
【００５０】
（手順例１の変形）
　図５に示された手順は、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を無線
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端末３から第１の無線局１に送信するケースの一例に過ぎない。手順例１は以下のように
変形されてもよい。
【００５１】
　先ず第１の無線局１が第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報の報告を
無線端末３に要求する。そして、無線端末３は、第１の無線局１からの要求に応答して、
第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を送信する。このとき、無線リン
クの問題に関する情報は、第２のセル２０に限らずに、無線端末３が使用している第１の
セル１０又は他のセルにおける無線リンクの問題も対象にしてもよい。第２のセル２０に
おいて無線リンクの問題が発生してない場合、又は問題が検出されていない場合には、無
線端末３は、第１の無線局１からの要求に応答して、問題が発生していないこと（又は問
題が検出されていないこと）を示す情報を送信してもよい。
【００５２】
　第１の無線局１は、無線リンクに問題があるか否かを判定する為の条件を無線端末３に
送信してもよい。無線端末３は、当該条件を基に無線リンクに問題があるか否かを判定し
てもよい。
【００５３】
（手順例２）
　手順例２では、第２の無線局２が第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情
報を第１の無線局１に送信する。図６は、手順例２に係る通信制御方法を示すシーケンス
図の一例である。ステップＳ２０１及びＳ２０２の処理は、手順例１に関して説明した図
５のステップＳ１０１及びＳ１０２における処理と同様である。ステップＳ２０３では、
第２の無線局２は、第２のセル２０において、第２のセル２０における無線端末３との間
の無線リンクの問題を検出する。第２の無線局２は、無線端末３との無線リンクに問題が
起こりそうであること、又は問題が起こったが回復したことを検出してもよい。ステップ
Ｓ２０４では、第２の無線局２は、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情
報を第１の無線局１に送信する。
【００５４】
　図６の手順によれば、第１の無線局１は、第２のセル２０における無線リンクの問題を
知ることができ、適切に対処することでパケットロスなどを低減（又は回避）することが
できる。図６には明示されていないが、例えば、第１の無線局１は、第２のセル２０の無
線リンクの回復の為の指示、第２のセル２０の代わりの別のセル（例えば、第１のセル１
０又は第３のセル）において無線リンクを確立する指示、又は、第２のセル２０の無線リ
ンクを解放する指示を、第２の無線局２若しくは無線端末３又はこれら両方に送信しても
よい。
【００５５】
（手順例２の変形１）
　図６に示された手順は、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を第２
の無線局２から第１の無線局１に送信するケースの一例に過ぎない。手順例２は以下のよ
うに変形されてもよい。先ず第１の無線局１が第２のセル２０における無線リンクの問題
に関する情報の報告を第２の無線局２に要求する。そして、第２の無線局２は、第１の無
線局１からの要求に応答して、第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を
送信する。このとき、無線リンクの問題に関する情報は、第２のセル２０に限らずに、無
線端末３が使用している第２の無線局２の別のセルにおける無線リンクの問題も対象にし
てもよい。第２のセル２０において無線リンクの問題が発生してない場合、又は問題が検
出されていない場合には、第２の無線局２は、第１の無線局１からの要求に応答して、問
題が発生していないこと（又は問題が検出されていないこと）を示す情報を送信してもよ
い。
【００５６】
　第１の無線局１は、無線リンクに問題があるか否かを判定する為の条件を第２の無線局
２に送信してもよい。第２の無線局２は、当該条件を基に無線リンクに問題があるか否か
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を判定してもよい。
【００５７】
（手順例２の変形２）
　手順例２は以下のように変形されてもよい。先ず無線端末３が第２のセル２０における
無線リンクの問題を検出し、無線リンクの問題を検出したことを示す無線リンク状態情報
を第１の無線局に報告する。次に、第１の無線局１は、無線リンク状態情報の送信元であ
る無線端末３の第２のセル２０における無線リンクの問題に関する情報を第２の無線局２
に要求する。そして、第２の無線局２は、第１の無線局１からの要求に応答して、無線リ
ンクの問題に関する情報を第１の無線局に送信する。このとき、無線端末３から第１の無
線局１に送信される無線リンク状態情報は、例えば、問題が検出されたセル識別子（Cell
 ID）、及び問題の種類（つまり、どのような問題が発生したかを示す情報）を含んでも
よい。
【００５８】
＜第２の実施形態＞
　本実施形態では、上述した第１の実施形態を3GPP LTEシステムに適用する例について説
明する。本実施形態に係る無線通信システムの構成例は、図１と同様とすればよい。ただ
し、無線局１及び２はeNBに相当し、無線端末３はUEに相当し、コアネットワーク４はEPC
(Evolved Packet Core)に相当する。無線局間（つまり、eNB間）の情報の送受信は、直接
インタフェースであるX2インタフェースを用いてもよいし、EPCを経由するインタフェー
スであるS1インタフェースを用いてもよいし、或いは、新たに規定されるインタフェース
（例えば、X3インタフェース）でもよい。以下では、無線局１及び２をeNB１及び２、無
線端末３をUE３とし、コアネットワーク４をEPC４として説明する。
【００５９】
　無線端末（UE）３は、第１のセル１０（Cell１０）における第１の無線接続を維持した
まま、第２のセル２０（Cell２０）における第２の無線接続を確立することができる。「
無線接続の確立」とは、例えば、UE３とeNB（例えば、eNB１又は２）が通信可能な状態に
なること（例えば、RRC Connection Setup手順が完了している）、又はUE３とeNB（例え
ば、eNB１又は２）が通信に必要な情報（例えば、UE context）を共有している状態にな
ること、に相当する。より具体的には、UE３は、異なる無線局（eNB）によって運用され
る複数のセルのキャリアアグリゲーション（Inter-eNB CAまたはInter-Site CAと呼ぶ）
をサポートする。なお、ここでの「Inter-eNB CA」とは、実際に異なるeNBのセルで信号
を同時に受信又は送信することに限定はされない。例えば、「Inter-eNB CA」は、異なる
eNBのセルの両方において信号（例えば、ユーザーデータ又は制御情報）を受信又は送信
することが可能な状態になっているが実際にはいずれかのeNBのセルで信号を受信又は送
信すること、異なるeNBのセルそれぞれで種類の異なる信号を受信又は送信すること、或
いは、異なるeNBのセルそれぞれを信号の受信又は送信のいずれかに使用すること、など
を含む。
【００６０】
　本実施形態の適用例として、UE３が、eNB１のCell１０をプライマリセル（PCell）とし
て使用している間に、eNB２のCell２０をセカンダリセル（SCell）として使用する無線基
地局間のキャリアアグリゲーション（Inter-eNB CA）を行うことが考えられる。プライマ
リセル（PCell）は、CAを開始する前にサービングセルとして使用されていたセルである
。一方、セカンダリセル（SCell）は、UE３がプライマリセルに接続していることを前提
として、追加的に又は従属的に使用される（活性化される）セルである。PCellでは、無
線接続の確立（RRC Connection Establishment）や無線接続の再確立（RRC Connection R
e-establishment）の際に、NASモビリティ情報（Non Access Stratum mobility informat
ion）及びセキュリティ情報（security input）等が送受信される。PCellに対応するDL C
omponent CarrierがDL PCCであり、UL Component CarrierがUL PCCである。同様に、SCel
lに対応するDL Component CarrierがDL SCCであり、UL Component CarrierがUL SCCであ
る。
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【００６１】
　無線端末（UE）３は、第１のセル１０（Cell１０。例えば、PCell）で第１の無線基地
局（eNB）１との無線接続（RRC Connection）を確立し、第２のセル２０（Cell２０。例
えば、SCell）で第２の無線基地局（eNB）２との無線接続を確立する。eNB１は、Cell１
０及びCell２０における制御系管理機能（例えば、RRC layer）を有する。具体的には、e
NB１は、Cell１０及びCell２０のキャリアアグリゲーションを行うために、Cell１０及び
Cell２０の無線リソース制御をUE３との間で行う。ここで、eNB１は、無線リソース制御
に関する設定（例えば、Radio Resource Configuration）をCell１０においてUE３に送信
してもよいし、eNB２を介してCell２０においてUE３に送信してもよい。後者の場合、eNB
１がeNB２にCell２０における無線リソース制御に関する設定を含むメッセージをX2イン
タフェース又はS1インタフェース（或いは新規インタフェース）で送信するが、eNB２は
当該メッセージのコンテンツを知らなくてもよいし、知ることができるような構成にして
もよい。また、eNB２がCell２０にて無線リソース制御に関する設定を送信する場合、当
該設定をデータと同様にData Radio Bearer (DRB)で送信してもよい。
【００６２】
　eNB２及びUE３の少なくとも一方は、Cell２０におけるeNB２とUE３の間の無線リンクの
問題に関する情報（RL problem related information）をeNB１に送信する。一例におい
て、Cell２０における無線リンクの問題に関する情報は、当該無線リンクの問題に対処す
るためのeNB１による制御を引き起こす。eNB１による制御は、例えば、Cell２０でのUE３
の無線リンクの回復制御（Radio Link Recovery）、Cell２０でのUE３の無線リンクの解
放制御（Radio Link Release、RRC Connection Release）、及びCell２０とは異なるセル
（例えば、Cell１０又は第３のセル）でのUE３の無線リンクの確立制御（RRC Connection
 Setup）、のうち少なくとも１つを含む。例えば、eNB１は、Cell２０における無線リン
クの問題に関する情報に基づき、Cell２０の無線リンクの回復の為の指示、Cell２０の代
わりの別のセル（例えば、Cell１０又は第３のセル）において無線リンクを確立する指示
、又は、Cell２０の無線リンクを解放する指示などを、eNB２若しくはUE３又はこれら両
方に送信してもよい。
【００６３】
　Cell２０における無線リンクの問題は、例えば、無線リンク切断若しくは呼切断（いず
れもRadio Link Failure: RLFとも呼ぶ）、及び同期外れ（loss of synchronization）、
のうち少なくとも１つを含む。なお、Cell２０における無線リンクの問題は、UE３が通信
不能であるような深刻な問題だけに限られない。無線リンクの問題は、無線リンクの受信
品質の低下又はスループットの低下であってもよく、無線リンクの受信品質が所定品質を
下回ったことを又はスループットが所定値を下回ったことを示す閾値超過警報であっても
よい。無線リンクの受信品質は、例えば、Reference Signal Received Power（RSRP）、R
eference Signal Received Quality（RSRQ）、又はReceived Signal Strength Indicator
 （RSSI）である。
【００６４】
　eNB２又はUE３は、Cell２０における無線リンクの問題を検出した場合に、無線リンク
の問題に関する情報（RL problem related information）をeNB１に送信してもよい。ま
た、eNB２又はUE３は、上述したような無線リンクの問題が起こりそうである場合又は無
線リンクの問題が起こっていたが回復した場合に、無線リンクの問題に関する情報をeNB
１に送信してもよい。言い換えると、Cell２０における無線リンクの問題に関する情報は
、無線リンクの問題が起こりそうであること、又は無線リンクの問題が起こっていたが回
復したことを示してもよい。無線リンクの問題が起こりそうであることは、例えば、UE３
の移動速度または移動速度に関する指標（例えば、Mobility State）が所定の値を満たす
または超えることにより判定されてもよい。例えば、UE３が高速移動端末であること、UE
３のMobility StateがHigh（又はMedium）であることを無線リンクの問題が起こりそうで
あることとしても良い。
【００６５】
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　UE３は、Cell２０における無線リンクの問題に関する情報を自発的に送信してもよいし
、eNB１の要求に応じて送信してもよい。例えば、UE３は、Cell２０における無線リンク
の問題を検出したことに応じて、無線リンクの問題に関する情報を自発的にCell１０にお
いてeNB１に報告してもよい。または、eNB１がUE３にCell２０における無線リンクの問題
に関する情報を要求し、UE３が当該情報を送信してもよい。
【００６６】
　同様に、eNB２は、Cell２０における無線リンクの問題に関する情報を自発的に送信し
てもよいし、eNB１の要求に応じて送信してもよい。一例において、eNB２は、Cell２０に
おいてUE３との間の無線リンクの問題を検出したことに応じて、無線リンクの問題に関す
る情報を自発的にeNB１に送信してもよい。他の例において、先ずUE３がCell２０におけ
る無線リンクの問題を検出し、次にUE３がCell２０における無線リンクの問題をCell１０
においてeNB１に報告し、そしてeNB１がeNB２に無線リンクの問題に関する情報の送信を
要求し、最後にeNB２がCell２０における当該UE３との間の無線リンクの問題に関する情
報をeNB１に送信してもよい。さらに他の例において、先ずeNB１がCell２０においてUE３
とeNB２との間の無線リンクに問題あることを検出し（又は何らかの方法で知り）、次にe
NB１がeNB２に無線リンクの問題に関する情報の送信を要求し、そしてeNB２が当該情報を
eNB１に送信してもよい。
【００６７】
　無線リンクの問題に関する情報（RL problem related information）は、例えば以下に
列挙される情報要素のうち少なくとも１つを含んでもよい。
・トリガ情報（Trigger information）
・端末識別子（UE identity）
・セル識別子（Cell identity）
・ベアラ識別子（bearer identity）
・データ送受信状況（data status）
・無線品質の測定情報（measurement information）
・端末移動速度情報（UE speed information）
・端末位置情報（UE location information）
【００６８】
　トリガ情報は、無線リンクの問題に関する情報を送信することになった要因（Cause）
、例えばSCellでRL problemを検出したことを示す情報（SCell RL problem）でもよいし
、前述の無線リンクの問題のいずれに相当するのかを示す情報でもよい。これに代えて、
トリガ情報は、無線リンクの問題に関する情報を送信することの目的（Intention）、例
えば当該情報の送信により何を期待しているかを示す情報でもよい。例えば、無線リンク
の回復、無線リンクの解放、あるいは新たな無線リンクの確立、などを示しても良い。
【００６９】
　端末識別子は、無線リンクの問題に関する情報の対象となるセルにおける一時的な端末
識別子でもよいし、端末固有識別子でもよい。一時的な端末識別子は、例えば、Cell Rad
io Network Temporary Identifier（C-RNTI）、Temporary Mobile Subscriber Identity
（TMSI）、又はShort Message Authentication Code Identity（Short MAC-I）である。
端末固有識別子は、例えば、International Mobile Subscriber Identity（IMSI）である
。
【００７０】
　セル識別子は、例えば物理セル識別子（Physical Cell Identifier (PCI)）、論理セル
識別子（E-UTRAN Cell Global Identifier (ECGI)）、高度化セル識別子（Enhanced Cell
 ID (E-CID)）、疑似セル識別子（Virtual Cell ID (V-CID)）、のいずれかである。
【００７１】
　ベアラ識別子は、無線リンクの問題に関する情報の対象となるセルにおける無線ベアラ
の識別子でもよいし、ネットワークベアラの識別子でもよい。無線ベアラの識別子は、例
えば、Data Radio Bearer Identity（DRB-Identity）である。ネットワークベアラの識別
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子は、例えば、eps-BearerIdentity、又はEPS Radio Access Bearer Identity（E-RAB ID
）である。
【００７２】
　データ送受信状況は、無線リンクの問題に関する情報の対象となるセルにおけるデータ
送信または受信に関する状況（例えば、Sequence Number (SN) Status、又はRadio Link 
Control (RLC) Status）でもよいし、送信または受信が完了していないデータがあるか否
かを示す情報（例えば、data flag）でもよい。
【００７３】
　無線品質の測定情報は、無線リンクの問題に関する情報の対象となるセルや当該セルの
周辺セルの端末測定結果（measurement results）でもよいし、所定の無線品質を満たす
か否かを示す情報でもよい。
【００７４】
　端末移動速度情報は、無線端末の移動速度（UE speed）を示してもよい。これに代えて
、端末移動速度情報は、無線端末の移動速度のレベルを示す情報（例えば、High speed、
Medium speed、Low speed、Normal speed、或いはMobility StateがHigh、Medium、Norma
lなど）でもよいし、無線端末の移動速度が所定の条件を満たすか否かの情報（例えば、
高速移動端末か否かの情報）でもよい。
【００７５】
　端末位置情報は、無線端末の位置情報（例えば、Global Positioning System (GPS) lo
cation information、又はpositioning information）でもよいし、おおよその無線端末
の位置を示す情報（例えば、無線品質とセルＩＤの組み合わせであるRF fingerprint）で
もよいし、屋内か屋外かを示す情報でもよい。
【００７６】
　Cell２０における無線リンクの問題を報告するためにCell１０においてUE３からeNB１
に送信されるメッセージは、上述した無線リンクの問題に関する情報を含む。さらに、当
該メッセージは、Cell２０の解放の要求または提案（SCell release request、又はSCell
 (re)configuration request - release）を含んでもよいし、Cell１０及びCell２０のい
ずれとも異なる第３のセルにおける無線接続の確立の要求または提案（SCell (re)config
uration request - Cell3 addition）を含んでもよい。
【００７７】
　続いて以下では、本実施形態に係る無線通信システムにおける通信制御方法の手順例３
～５について説明する。なお、UE３が、eNB１のCell１０をPCellとして使用している間に
、eNB２のCell２０をSCellとして使用する無線基地局間のキャリアアグリゲーション（In
ter-eNB CA）を行うことを想定する。ここで、UE３がCell２０（つまり、SCell）におい
てRLFの発生を判定する為のタイマは、Cell１０（つまり、PCell）におけるタイマT310と
共通でも良いし、異なるタイマT3XY（例えば、T312）を規定しても良い。また、タイマT3
XYの値は、T310と同じでもよいし、異なっていてもよい。さらに、RLFの発生の判定に用
いる受信品質の閾値（QinとQout）もPCellと同じでもよいし、異なってもよい（例えば、
Qin-SCellとQout-SCell、Qin2とQout2）。
【００７８】
（手順例３）
　手順例３は、第１の実施形態で説明した手順例１に対応する。すなわち、UE３がCell２
０（つまり、SCell）における無線リンクの問題に関する情報をeNB１に送信する。図７は
、手順例３を示すシーケンス図の一例である。なお、図７において、Cell１０（つまり、
PCell）はCELL1と表示され、Cell２０（つまり、SCell）はCELL2と表示されている。さら
に、１台のUE３がUE1として表示されている。
【００７９】
　ステップＳ３０１及びＳ３０２では、UE３は、CELL1及びCELL2のキャリアアグリゲーシ
ョンを実行する。具体的に述べると、ステップＳ３０１では、eNB１がCELL1において下り
リンク制御信号（DL signaling）若しくは下りリンクデータ（DL data）又はこれら両方
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をUE1に送信する。ステップＳ３０２では、eNB２がCELL2において下りリンクデータ（DL 
data）をUE３に送信する。
【００８０】
　ステップＳ３０３及びＳ３０４では、UE３は、CELL2における無線リンクの問題を検出
する（Radio link problem detection）。ステップＳ３０５では、UE３は、無線リンクの
問題に関する情報を、CELL1においてeNB１に送信する（Radio link problem report (inc
luding Radio link problem related information of CELL2))。
【００８１】
　ステップＳ３０６～Ｓ３０９では、eNB１は、CELL2における無線リンクの問題に関する
情報を受信したことに応じて、当該問題に対処するための処理を行う。すなわち、ステッ
プＳ３０６では、eNB１は、CELL2における無線リンクの問題を検出したUE３（図７中のUE
1）のために設定されているベアラの解放をeNB２に指示する（CELL2 reconfiguration in
dication (including request of UE1's bearer release)）。ステップＳ３０７では、eN
B２は、UE３のためのベアラを解放し、eNB１にベアラ解放完了を報告する（CELL2 reconf
iguration response (including completion of UE1's bearer release)）。ステップＳ
３０８では、eNB１は、UE３にCELL2の（ベアラの）解放とCELL1の無線リソース設定（Rad
io Resource Configuration）の再設定を指示する（RRC Connection Reconfiguration (i
ncluding CELL2 release and CELL1 reconfiguration)）。
【００８２】
　図７の例では、UE３は、CELL2において実行していたDL dataの受信をCELL1で継続する
（つまり、引き継ぐ）。この場合、CELL1の無線リソース設定の再設定の指示は、例えばC
ELL2において設定していた（つまり、使用していた）ベアラをCELL1のベアラとして設定
すること、又はCELL2において実行していたデータ通信（図７ではDL data受信）をCELL1
で引き継ぐこと、などの指示に必要な情報を含む。これにより、ステップＳ３０９では、
eNB１及びUE３は、CELL1においてDL signalingおよびDL dataの送受信を行う。
【００８３】
　図７の手順によれば、eNB１は、Cell２０における無線リンクの問題を知ることができ
、適切に対処することでパケットロスなどを低減（又は回避）することができる。
【００８４】
（手順例３の変形）
　図７に示された手順は、Cell２０における無線リンクの問題に関する情報をUE３からeN
B１に送信するケースの一例に過ぎない。手順例３は以下のように変形されてもよい。
【００８５】
　eNB１がeNB２にUE３のベアラ解放の指示を行う場合に、eNB１がCell２０におけるUE３
のデータ通信状況（例えば、SN status）をeNB２に要求し、eNB２がeNB１に当該データ通
信状況を報告してもよい。
【００８６】
　図７には示されていないが、eNB１がeNB２のCell２０におけるベアラの設定をCell１０
において引き継ぐ場合には、コアネットワーク（EPC）４の再設定も必要である。例えば
、eNB１は、UE３のベアラの（再）設定をEPC４内のMobility Management Entity（MME）
に要求する。そして、MMEがeNB１にベアラ設定指示を行う。さらに、MMEがUser Plane (D
ata)の経路切り替え（Path switch request）をS-GWに指示し、S-GWが経路切り替え（Pat
h switch）を行う。
【００８７】
　図７はCell２０における下りリンクデータの送受信の問題への対処を示しているが、Ce
ll２０における上りリンクデータ（UL data）の送受信の問題への対処も同様に実現され
てもよい。
【００８８】
　図７は、Cell２０におけるUE３の無線リンクの問題に対処するために、eNB１がCell１
０でのUE３の無線リンクの確立制御を行う例を示した。これに代えて、eNB１は、Cell２
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０の無線リンクの回復の為の指示、又はCell１０及びCell２０のいずれとも異なるセル（
例えば、第３のセル（CELL3））において無線リンクを確立する指示を、Cell１０におい
てUE３に送信してもよい。
【００８９】
　UE３は、Cell２０の代わりのセルをセカンダリセル（SCell）として設定（つまり、追
加）する要求、またはCell２０をSCellから除外する要求などをeNB１に送信してもよい。
【００９０】
（手順例４）
　手順例４は、第１の実施形態で説明した手順例２に対応する。すなわち、eNB２がCell
２０における無線リンクの問題に関する情報をeNB１に送信する。図８は、手順例４に係
る通信制御方法を示すシーケンス図の一例である。なお、図８において、Cell１０（つま
り、PCell）はCELL1と表示され、Cell２０（つまり、SCell）はCELL2と表示されている。
さらに、１台のUE３がUE1として表示されている。
【００９１】
　ステップＳ４０１及びＳ４０２の処理は、手順例３に関して説明した図７のステップＳ
３０１及びＳ３０２の処理と同様である。ステップＳ４０３及びＳ４０４では、eNB２は
、CELL2においてUE３（図８中のUE1）との間の無線リンクに問題があることを検出する（
Radio link problem detection for UE1）。ステップＳ４０５では、eNB２は、無線リン
クの問題に関する情報をeNB１に送信する（Radio link problem report (including Radi
o link problem related information of UE1 at CELL2)）。
【００９２】
　ステップＳ４０６～Ｓ４０９では、eNB１は、CELL2における無線リンクの問題に関する
情報を受信したことに応じて、当該問題に対処するための処理を行う。ステップＳ４０６
～Ｓ４０９の処理は、図７に示したステップＳ３０６～Ｓ３０９の処理と同様である。
【００９３】
　図８の手順によれば、eNB１は、Cell２０における無線リンクの問題を知ることができ
、適切に対処することでパケットロスなどを低減（又は回避）することができる。
【００９４】
（手順例４の変形）
　図８に示された手順は、Cell２０における無線リンクの問題に関する情報をeNB２からe
NB１に送信するケースの一例に過ぎない。手順例４は以下のように変形されてもよい。
【００９５】
　eNB２は、Cell２０においてUE３との間の無線リンクに問題があることを検出した場合
、まず当該検出を報告するメッセージをeNB１に送信し、後続のメッセージで無線リンク
の問題に関する詳細な情報をeNB１に送信してもよい。後続のメッセージは、例えば、eNB
１からの要求に対する応答メッセージとしてeNB２によって送信されてもよい。
【００９６】
　図８には示されていないが、eNB１がeNB２のCell２０におけるベアラの設定をCell１０
において引き継ぐ場合には、コアネットワーク（EPC）４の再設定も必要である。コアネ
ットワークの再設定は、手順例３に示した手順に従って行われてもよい。
【００９７】
　図８はCell２０における下りリンクデータの送受信の問題への対処を示しているが、Ce
ll２０における上りリンクデータ（UL data）の送受信の問題への対処も同様に実現され
てもよい。
【００９８】
　図８は、Cell２０におけるUE３の無線リンクの問題に対処するために、eNB１がCell１
０でのUE３の無線リンクの確立制御を行う例を示した。これに代えて、eNB１は、Cell２
０の無線リンクの回復の為の指示、又はCell１０及びCell２０のいずれとも異なるセル（
例えば、第３のセル（CELL3））において無線リンクを確立する指示を、Cell１０におい
てUE３に送信してもよい。
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【００９９】
（手順例５）
　手順例５は、第１の実施形態で説明した手順例２の変形に対応する。手順例５では、UE
３がCell２０における無線リンクの問題を検出したことを無線リンク状態情報（Radio Li
nk Status Information）としてeNB１に報告し、eNB１がeNB２に無線リンクの問題に関す
る情報を要求し、eNB２が当該要求に応えて無線リンクの問題に関する情報を送信する。
【０１００】
　例えば、無線リンク状態情報は、Radio Link Failure (RLF) reportを含んでも良い。
ここで、LTEにおけるRLF reportは通常はPCellにおけるRLFに関する情報であるが、SCell
におけるRLFに関する情報に拡張することを想定する。つまり、下記の少なくともいずれ
かの情報を含むでもよい。
・RLFを検出したSCellの識別子（failedSCellId）
・RLFを検出したSCellの端末測定結果（measurementResultLastServSCell）
・SCellでRLFを検出した時点で保有している隣接セルの端末測定結果（measResultNeighC
ells）
・SCellでRLFを検出した時点で保有している無線端末の位置情報（locationInfo）
・SCellでRLFを検出した要因（rlf-Cause-SCell）
・SCellでRLFを検出してからの経過時間（timeSinceFailure-SCell）
　尚、SCellでRLFを検出した要因はPCellでRLFを検出した要因（つまり、現行LTEの規定
）に新たにt3XY-Expiry（例えば、t312-Expiry）を追加しても良い。
【０１０１】
　図９は、手順例５に係る通信制御方法を示すシーケンス図の一例である。なお、図９に
おいて、Cell１０（つまり、PCell）はCELL1と表示され、Cell２０（つまり、SCell）はC
ELL2と表示されている。さらに、１台のUE３がUE1として表示されている。
【０１０２】
　図９のステップＳ９０１～Ｓ９０４の処理は、手順例３に関して説明した図７のステッ
プＳ３０１～Ｓ３０４の処理と同様である。ステップＳ５０５では、UE３は、無線リンク
の問題を検出したことを無線リンク状態情報としてeNB１に送信する（Radio link proble
m report (including Radio link status information, e.g. RLF in CELL2)）。ステッ
プＳ５０６では、eNB１は、無線リンクの問題を検出したUE３（図９中のUE1）との間の無
線リンクの問題に関する情報の送信と、当該UE３（図９中のUE1）のために設定されてい
るベアラの解放をeNB２に指示する（CELL2 reconfiguration indication (including req
uest of Radio link problem related information and UE1's bearer release)）。ステ
ップＳ５０７では、eNB２は、UE３のためのベアラを解放し、無線リンクの問題に関する
情報およびベアラ解放完了をeNB１に報告する（CELL2 reconfiguration response (inclu
ding Radio link problem related information and completion of UE1's bearer relea
se)）。その後のステップＳ５０８及びＳ５０９の処理は、図７に示したステップＳ３０
８及びＳ３０９の処理と同様である。
【０１０３】
　図９の手順によれば、eNB１は、Cell２０における無線リンクの問題を知ることができ
、適切に対処することでパケットロスなどを低減（又は回避）することができる。
【０１０４】
（手順例５の変形）
　図９に示された手順は、Cell２０における無線リンクの問題に関する情報をeNB２からe
NB１に送信するケースの一例に過ぎない。手順例５は以下のように変形されてもよい。
【０１０５】
　図９には示されていないが、eNB１がeNB２のCell２０におけるベアラの設定をCell１０
において引き継ぐ場合には、コアネットワーク（EPC）４の再設定も必要である。コアネ
ットワークの再設定は、手順例３に示した手順に従って行われてもよい。
【０１０６】
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　図９はCell２０における下りリンクデータの送受信の問題への対処を示しているが、Ce
ll２０における上りリンクデータ（UL data）の送受信の問題への対処も同様に実現され
てもよい。
【０１０７】
　図９は、Cell２０におけるUE３の無線リンクの問題に対処するために、eNB１がCell１
０でのUE３の無線リンクの確立制御を行う例を示した。これに代えて、eNB１は、Cell２
０の無線リンクの回復の為の指示、又はCell１０及びCell２０のいずれとも異なるセル（
例えば、第３のセル（CELL3））において無線リンクを確立する指示を、Cell１０におい
てUE３に送信してもよい。
【０１０８】
　UE３は、Cell２０の代わりのセルをセカンダリセル（SCell）として設定する要求、ま
たはCell２０をSCellから除外する要求などをeNB１に送信してもよい。
【０１０９】
＜その他の実施形態＞
　第１及び第２の実施形態において、第１の無線局１と第２の無線局２の間の情報（メッ
セージとも呼ぶ）の送受信は、例えばLTE X2インタフェース等の直接インタフェースを用
いて行われてもよいし、LTE S1インタフェース等のコアネットワーク（e.g. EPC）４との
インタフェースを介して行われてもよい。
【０１１０】
　第１及び第２の実施形態の適用先としては、第１の無線局１（eNB１）が比較的カバレ
ッジの大きいマクロセルを運用（管理）するマクロ無線基地局（Macro eNB：MeNB）であ
り、第２の無線局２（eNB２）がカバレッジの小さいセルを運用（管理）する低電力無線
局（Low Power Node: LPN）である場合が考えられる。LPNとしては、例えばMeNBと同様の
機能を持つピコ無線基地局（Pico eNB：PeNB）や、MeNBに比べ機能が少ない新しい種類の
ネットワークノード（New Node）である場合が考えられる。或いは、MeNBがLPN及びLPNの
セルにおける制御系機能（例えばRRCレイヤ）を管理するような構成でも良い。また、第
２のセル２０は、従来とは異なる新しい種類のキャリア（New Carrier Type）を構成要素
とする従来とは異なる新しい種類のセル（New Cell Type）であってもよい。
【０１１１】
　また、第１及び第２の実施形態で述べた無線局１（通信制御部１５）、無線局２（通信
制御部２５）、及び無線端末３（通信制御部３５）による通信制御方法は、いずれもAppl
ication Specific Integrated Circuit（ASIC）を含む半導体処理装置を用いて実現され
てもよい。また、これらの処理は、少なくとも１つのプロセッサ（e.g. マイクロプロセ
ッサ、Micro Processing Unit（MPU）、Digital Signal Processor（DSP））を含むコン
ピュータシステムにプログラムを実行させることによって実現してもよい。具体的には、
フローチャート及びシーケンス図に示されたアルゴリズムをコンピュータシステムに行わ
せるための命令群を含む１又は複数のプログラムを作成し、当該プログラムをコンピュー
タに供給すればよい。
【０１１２】
　このプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transitory
 computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することができる
。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangible s
torage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例え
ばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（例
えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、
半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ（Er
asable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。また、
プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory computer re
adable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可読
媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は、
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タに供給できる。
【０１１３】
　また、第１及び第２の実施形態では、主にLTEシステムに関して説明を行った。しかし
ながら、これらの実施形態は、LTEシステム以外の無線通信システム、例えば、3GPP UMTS
 (Universal Mobile Telecommunications System)、3GPP2 CDMA2000システム（1xRTT, HR
PD (High Rate Packet Data)）、GSM (Global System for Mobile Communications) シス
テム、又はWiMAXシステム等に適用されてもよい。
【０１１４】
　さらに、上述した実施形態は本件発明者により得られた技術思想の適用に関する例に過
ぎない。すなわち、当該技術思想は、上述した実施形態のみに限定されるものではなく、
種々の変更が可能であることは勿論である。
【０１１５】
　この出願は、２０１３年２月２８日に出願された日本出願特願２０１３－０３８９７１
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。
【符号の説明】
【０１１６】
１　第１の無線局
２　第２の無線局
３　無線端末
１０　第１のセル
２０　第２のセル
１５　通信制御部
２５　通信制御部
３５　通信制御部
【図１】 【図２】
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