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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、第１無線基地局によって管理されている第１セル及び第２無線基地局によっ
て管理されている第２セルを用いてキャリアアグリゲーションを行うことができるように
構成されている移動通信システムにおいて、該第１無線基地局として機能することができ
るように構成されている無線基地局であって、
　前記移動局に対して、前記第２セルをアクティブ化するコマンドを送信した場合、前記
第２無線基地局に対して、該第２セルをアクティブ化した旨を通知するように構成されて
いる送信部を具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　前記移動局から、前記コマンドに対する送達確認情報を受信するように構成されている
受信部を具備しており、
　前記送信部が、前記コマンドを送信した後、前記受信部が、該コマンドに対する肯定的
な送達確認情報を受信した場合に、該送信部は、前記通知を行うように構成されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の無線基地局。
【請求項３】
　前記移動局から、前記副セルにおけるチャネル状況報告を受信するように構成されてい
る受信部を具備しており、
　前記送信部が、前記コマンドを送信した後、前記受信部が、前記チャネル状況報告を受
信した場合に、該送信部は、前記通知を行うように構成されていることを特徴とする請求
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項１に記載の無線基地局。
【請求項４】
　前記送信部は、移動管理ノード又はアンカー無線基地局を介して、前記第２無線基地局
に対する前記通知を行うように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の無線基
地局。
【請求項５】
　第１無線基地局によって管理されている第１セル及び第２無線基地局によって管理され
ている第２セルを用いてキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されて
いる移動局であって、
　受信部と、
　ランダムアクセス手順を実行するように構成されているランダムアクセス手順実行部と
を具備しており、
　前記受信部が、前記第１無線基地局から、前記第２セルをアクティブ化するコマンドを
受信した場合に、前記ランダムアクセス手順実行部は、前記第２無線基地局との間で、ラ
ンダムアクセス手順を実行するように構成されていることを特徴とする移動局。
【請求項６】
　前記ランダムアクセス手順実行部は、前記無線基地局ｅＮＢからのスケジューリング信
号に従って、前記第２無線基地局との間で、ランダムアクセス手順を実行するように構成
されていることを特徴とする請求項５に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式のＲｅｌｅａｓｅ-１０にお
いて、図８に示すように、２０ＭＨｚを超える広帯域通信（例えば、１００Ｈｚの通信）
を実現するために、同一の無線基地局ｅＮＢ配下の複数のセル（或いは、ＣＣ：Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を束ねて通信を行うＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇ
ａｔｉｏｎ：キャリアアグリゲーション）が導入された。
【０００３】
　ＣＡが行われる際には、移動局ＵＥに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであ
るＰｃｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）及び付随的なセルであるＳｃｅｌｌ（Ｓｅｃ
ｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）が設定される。
【０００４】
　移動局ＵＥは、第１に、Ｐｃｅｌｌに接続し、必要に応じて、Ｓｃｅｌｌを追加するこ
とができる。
【０００５】
　Ｐｃｅｌｌは、ＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）及びＳＰＳ（
Ｓｅｍｉ-Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）等をサポートするＬＴＥ方式
におけるセルと同様のセルである。移動局ＵＥのＰｃｅｌｌを変更する場合には、ハンド
オーバ処理が必要である。
【０００６】
　また、Ｓｃｅｌｌは、Ｐｃｅｌｌに追加されて移動局ＵＥに対して設定されるセルであ
る。Ｓｃｅｌｌの追加及び削除は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）シグナリングによって行われる。
【０００７】
　Ｓｃｅｌｌは、移動局ＵＥに対して設定された直後は、非アクティブ状態であるため、
ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤにおいてアクティブ化する
ことで初めて通信可能（スケジューリングやチャネル情報のフィードバックが可能）とな
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るセルである。
【０００８】
　その後、ＬＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１２以降で、「Ｓｍａｌｌ　Ｃｅｌｌ　ｅｎｈ
ａｎｃｅｍｅｎｔ」が提案され、従来よりも更に柔軟なネットワークアーキテクチャの１
つとして、異なる無線基地局ｅＮＢ配下のＣＣ（セル）を束ねて通信を行う「Ｉｎｔｅｒ
-ｓｉｔｅ　ＣＡ」の導入が検討されている（図９参照）。
【０００９】
　例えば、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を用いて、図９に示すように、信頼性の必要
なＣ-ｐｌａｎｅ信号については、ＳＲＢ（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒ
ｅｒ）を介して無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル＃Ａ（マクロセル）で通信を行い、広帯
域通信の必要なＵ-ｐｌａｎｅ信号については、ＤＲＢ（Ｄａｔａ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａ
ｒｅｒ）を介して無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃Ｂ（スモールセル）で通信を行う
といった運用も考えられる。
【００１０】
　このように、Ｃ-ｐｌａｎｅ信号については、ＳＲＢを介して無線基地局ｅＮＢ＃１配
下のセル＃Ａで通信を行い、Ｕ-ｐｌａｎｅ信号については、ＤＲＢを介して無線基地局
ｅＮＢ＃１０配下のセル＃Ｂで通信を行う場合、図９に示すように、基本的には、無線基
地局ｅＮＢ＃１が、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１/無線基地局ｅＮＢ＃１０との間
の接続性や設定のハンドリングを行うことが想定される。
【００１１】
　かかる場合、基本的には、セル＃Ａ（マクロセル）を信頼性の高いＰｃｅｌｌに設定し
、セル＃Ｂを付随的なＳｃｅｌｌとして設定することが想定される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述したように、移動局ＵＥが、Ｓｃｅｌｌを用いて通信を行うためには、Ｓｃｅｌｌ
をアクティブ化する必要があるが、Ｓｃｅｌｌをアクティブ化するコマンドである「Ａｃ
ｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する無線基地局ｅＮＢとＳｃｅｌｌを管理してい
る無線基地局ｅＮＢとが異なる状態になるケースが想定される。
【００１４】
　具体的には、図１０に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下に、アクティブ化され
ている移動局ＵＥのＳｃｅｌｌが存在しない場合、無線基地局ｅＮＢ＃１０が、移動局Ｕ
Ｅに対して、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のＳｃｅｌｌをアクティブ化するための「Ａｃ
ｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信することができないため、無線基地局ｅＮＢ＃１
が、移動局ＵＥに対して、かかる「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信するとい
うケースが想定される。
【００１５】
　かかるケースでは、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のＳｃｅ
ｌｌが、いつアクティブ化されたのかについて知る術がないため、いつからＳｃｅｌｌに
おいてスケジューリングが可能であるのかについて知ることができないという問題点があ
った。
【００１６】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ
　ＣＡ」が行われる際に、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する無線基地局
とＳｃｅｌｌを管理している無線基地局とが異なる状態になったケースであっても、適切
にＳｃｅｌｌを用いた通信を可能とする無線基地局及び移動局を提供することを目的とす
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る。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の第１の特徴は、移動局が、第１無線基地局によって管理されている第１セル及
び第２無線基地局によって管理されている第２セルを用いてキャリアアグリゲーションを
行うことができるように構成されている移動通信システムにおいて、該第１無線基地局と
して機能することができるように構成されている無線基地局であって、前記移動局に対し
て、前記第２セルをアクティブ化するコマンドを送信した後、前記第２無線基地局に対し
て、該第２セルをアクティブ化した旨を通知するように構成されている送信部を具備する
ことを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第２の特徴は、第１無線基地局によって管理されている第１セル及び第２無線
基地局によって管理されている第２セルを用いてキャリアアグリゲーションを行うことが
できるように構成されている移動局であって、受信部と、ランダムアクセス手順を実行す
るように構成されているランダムアクセス手順実行部とを具備しており、前記受信部が、
前記第１無線基地局から、前記第２セルをアクティブ化するコマンドを受信した後、前記
ランダムアクセス手順実行部は、前記第２無線基地局との間で、ランダムアクセス手順を
実行するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」が行われる際
に、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する無線基地局とＳｃｅｌｌを管理し
ている無線基地局とが異なる状態になったケースであっても、適切にＳｃｅｌｌを用いた
通信を可能とする無線基地局及び移動局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の変更例１に係る移動局ＵＥの機能ブロック図である。
【図６】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図７】本発明の変更例１に係る無線基地局ｅＮＢ＃１０の動作を示すフローチャートで
ある。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【図９】従来技術を説明するための図である。
【図１０】従来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】
【００２１】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｄｅｄ
方式の移動通信システムであって、移動管理ノードＭＭＥと、セル＃Ａを管理する無線基
地局ｅＮＢ＃１と、セル＃Ｂを管理する無線基地局ｅＮＢ＃１０と、アンカー無線基地局
ｅＮＢとして機能する無線基地局ｅＮＢ＃２０とを具備している。
【００２３】
　本実施形態では、セル＃Ａが、移動局ＵＥのＰｃｅｌｌとして設定されており、セル＃
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Ｂが、移動局ＵＥのＳｃｅｌｌと設定されているものとする。また、セル＃Ａは、マクロ
セルであり、セル＃Ｂは、スモールセルであってもよい。また、セル＃Ａは、アクティブ
化されているＳｃｅｌｌであってもよい。
【００２４】
　本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥは、セル＃Ａ及びセル＃Ｂを
用いてＣＡ、具体的には、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」を行うことができるように構
成されている。
【００２５】
　また、無線基地局ｅＮＢ＃１と無線基地局ｅＮＢ＃１０との間、無線基地局ｅＮＢ＃１
と無線基地局ｅＮＢ＃２０との間、及び、無線基地局ｅＮＢ＃１０と無線基地局ｅＮＢ＃
２０との間は、Ｘ２インターフェイスにて接続されている。
【００２６】
　さらに、無線基地局ｅＮＢ＃１と移動管理ノードＭＭＥとの間、無線基地局ｅＮＢ＃１
０と移動管理ノードＭＭＥとの間、及び、無線基地局ｅＮＢ＃２０と移動管理ノードＭＭ
Ｅとの間は、Ｓ１インターフェイスにて接続されている。
【００２７】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１は、制御部１１と、送信部
１２と、受信部１３とを具備している。
【００２８】
　制御部１１は、無線基地局ｅＮＢ＃１における各種制御を行うように構成されており、
送信部１２は、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１０/＃２０や移動管理ノードＭＭＥ等
に対して各種信号を送信するように構成されており、受信部１３は、移動局ＵＥや無線基
地局ｅＮＢ＃１０/＃２０や移動管理ノードＭＭＥ等から各種信号を受信するように構成
されている。
【００２９】
　ここで、制御部１１は、移動局ＵＥのＰｃｅｌｌやＳｃｅｌｌを設定することを決定す
るように構成されており、送信部１２に対して、その旨を指示するように構成されている
。
【００３０】
　また、制御部１１は、移動局ＵＥのＳｃｅｌｌをアクティブ化することを決定するよう
に構成されており、送信部１２に対して、その旨を指示するように構成されている。
【００３１】
　送信部１２は、制御部１１からの指示に応じて、移動局ＵＥに対して、移動局ＵＥのＰ
ｃｅｌｌやＳｃｅｌｌを設定するように指示する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信したり、移動局ＵＥのＳｃｅｌｌをアクティブ化す
ることを決定するように指示する「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信したりす
るように構成されている。
【００３２】
　また、受信部１３は、移動局ＵＥから、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」に対す
るＡＣＫ/ＮＡＣＫを受信したり、セル＃Ａ/＃Ｂにおける「ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ
」を受信したりするように構成されている。
【００３３】
　ここで、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下に、アクティブ状態の移動局ＵＥのセルが存在し
ない場合、送信部１２は、移動局ＵＥに対して、セル＃Ｂをアクティブ化するように指示
する「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信した後、セル＃Ｂを管理する無線基地
局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂをアクティブ化した旨を通知するように構成されてい
る。無線基地局ｅＮＢ＃１０は、当該通知に対する応答信号を無線基地局＃１に対して送
信してもよい。
【００３４】
　例えば、送信部１２が、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信した後、受信部
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１３が、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」に対するＡＣＫを受信した場合に、送信
部１２は、上述の通知を行うように構成されていてもよい。
【００３５】
　また、送信部１２が、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信した後、受信部１
３が、セル＃Ｂにおける「ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ」を受信した場合に、送信部１２
は、上述の通知を行うように構成されていてもよい。
【００３６】
　ここで、送信部１２は、Ｘ２インターフェイスを介して、上述の通知を行うように構成
されていてもよいし、移動管理ノードＭＭＥとの間のＳ１インターフェイスを介して、上
述の通知を行うように構成されていてもよいし、アンカー無線基地局ｅＮＢ＃２０を介し
て、上述の通知を行うように構成されていてもよい。
【００３７】
　なお、送信部１２は、移動局ＵＥに対して、セル＃Ｂを設定するように指示する「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信した後、セル＃Ｂ
を管理する無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂを設定した旨を通知するように構
成されていてもよい。
【００３８】
　また、移動局ＵＥに対してセル＃Ｂを設定するように指示する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信するタイミングと、セル＃Ｂを管理
する無線基地局ｅＮＢ＃１０に対してセル＃Ｂを設定した旨を通知するタイミングが前後
してもよい。
【００３９】
　以下、図３を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００４０】
　図３に示すように、ステップＳ１００１において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局Ｕ
Ｅに対して、移動局ＵＥのＳｃｅｌｌとしてセル＃Ｂを設定するように指示する「ＲＲＣ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００４１】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、セル＃Ｂを管理する無線基地
局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂを設定した旨を通知してもよい。
【００４２】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、セル＃
Ｂをアクティブ化するように指示する「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する
。
【００４３】
　ステップＳ１００４において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、Ａｃｔ
ｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」に対するＡＣＫを送信する。
【００４４】
　そして、移動局ＵＥは、セル＃Ｂをアクティブ化した後、無線基地局ｅＮＢ＃１に対し
て、セル＃Ｂにおける「ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ」を送信する。
【００４５】
　ステップＳ１００５において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、セル＃Ｂを管理する無線基地
局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂをアクティブ化した旨を通知する。
【００４６】
　次に、図４を参照して、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃１の動作について説明す
る。
【００４７】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ１０１において、無線基地局
ｅＮＢ＃１０配下のセル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がアクティブ化されたことを検出すると、ス
テップＳ１０２において、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）が
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アクティブ化されたことを通知する。
【００４８】
　（変更例１）
　以下、図５乃至図７を参照して、本発明の変更例１に係る移動通システムについて、上
述の第１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００４９】
　図５に示すように、本変更例１に係る移動局ＵＥは、受信部２１と、送信部２２と、Ｒ
Ａ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）手順実行部２３とを具備している。
【００５０】
　受信部２１は、無線基地局ｅＮＢ＃１/＃１０から各種信号を受信するように構成され
ており、送信部２２は、無線基地局ｅＮＢ＃１/＃１０に対して各種信号を送信するよう
に構成されており、ＲＡ手順実行部２３は、無線基地局ｅＮＢ＃１/＃１０との間でＲＡ
手順を実行するように構成されている。
【００５１】
　例えば、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃１から、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセ
ル＃Ｂをアクティブ化するように指示する「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を受信
した後、所定のタイミングでＲＡ手順実行部２３は、無線基地局ｅＮＢ＃１０との間で、
ＲＡ手順を実行するように構成されていてもよい。
【００５２】
　また、所定のタイミングは、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を受信したタイミ
ングでもよいし、セル＃Ｂのアクティブ化が完了したタイミングでもよいし、移動局がセ
ル＃Ｂのチャネル情報をフィードバックできるタイミングでもよいし、「Ａｃｔｉｖａｔ
ｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を受信したタイミングからセル＃Ｂのアクティブ化が完了したタイ
ミングまでの任意のタイミングでもよいし、移動局ＵＥがＳｃｅｌｌをアクティブ化する
のにかかる最長のタイミングでもよい。
【００５３】
　ここで、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃１から、かかる「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏ
ｍｍａｎｄ」を受信した場合、ＲＡ手順実行部２３は、自動的に、無線基地局ｅＮＢ＃１
０との間で、ＲＡ手順を実行するように構成されていてもよい。
【００５４】
　或いは、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃１から、かかる「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏ
ｍｍａｎｄ」を受信した後、セル＃Ｂにおける「Ｃｒｏｓｓ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｃｈｅ
ｄｕｌｉｎｇ」用の「ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）　ｏｒｄｅｒ」を受信した場合、ＲＡ手順実行部２３は、無線基地
局ｅＮＢ＃１０との間で、ＲＡ手順を実行するように構成されていてもよい。
【００５５】
　ここで、ＲＡ手順実行部２３は、セル＃Ｂを設定するように指示する「ＲＲＣ　Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」等によって通知されたＲＡ用リソー
ス（例えば、ＲＡ　ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｉｎｄｅｘ）を用いて、上述のＲＡ手順を実行す
るように構成されていてもよい。
【００５６】
　以下、図６を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００５７】
　図６に示すように、ステップＳ２００１において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局Ｕ
Ｅに対して、移動局ＵＥのＳｃｅｌｌとしてセル＃Ｂを設定するように指示する「ＲＲＣ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００５８】
　ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、セル＃Ｂを管理する無線基地
局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂを設定した旨を通知してもよい。
【００５９】
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　ステップＳ２００３において、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して、セル＃
Ｂをアクティブ化するように指示する「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する
。
【００６０】
　ステップＳ２００４において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃１に対して、Ａｃｔ
ｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」に対するＡＣＫを送信する。
【００６１】
　ステップＳ２００５において、移動局ＵＥは、セル＃Ｂを管理する無線基地局ｅＮＢ＃
１０との間で、ＲＡ手順を実行する。
【００６２】
　次に、図７を参照して、本変更例１に係る無線基地局ｅＮＢ＃１０の動作について説明
する。
【００６３】
　図７に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、ステップＳ２０１において、配下のセ
ル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）において、移動局ＵＥとの間のＲＡ手順が起動（又は、完了）した
ことを検知すると、ステップＳ２０２において、かかるセル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がアクテ
ィブ化されたものと見なす。
【００６４】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００６５】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃１（第１無線基地局）
によって管理されているセル＃Ａ（第１セル、Ｐｃｅｌｌ又はＳｃｅｌｌ）及び無線基地
局ｅＮＢ＃１０（第２無線基地局）によって管理されているセル＃Ｂ（第２セル、Ｓｃｅ
ｌｌ）を用いてＣＡを行うことができるように構成されている移動通信システムにおける
無線基地局ｅＮＢ＃１であって、移動局ＵＥに対して、セル＃Ｂをアクティブ化するコマ
ンドである「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信した後、無線基地局ｅＮＢ＃１
０に対して、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）をアクティブ化した旨を通知するように構成されて
いる送信部１２を具備することを要旨とする。
【００６６】
　かかる構成によれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」が行われる際に、「Ａｃｔｉｖ
ａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する無線基地局ｅＮＢ＃１とセル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）を
管理している無線基地局ｅＮＢ＃１０とが異なる状態になったケースにおいて、無線基地
局ｅＮＢ＃１が、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がアクティ
ブ化されたことを通知するため、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、無線基地局ｅＮＢ＃１０配
下のセル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）が、いつアクティブ化されたのかについて知る術がなく、い
つからセル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）においてスケジューリングが可能であるのかについて知る
ことができないという事態を回避することができる。
【００６７】
　本実施形態の第１の特徴において、移動局ＵＥから、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａ
ｎｄ」に対するＡＣＫ/ＮＡＣＫ（送達確認情報）を受信するように構成されている受信
部１３を具備しており、送信部１２が、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信し
た後、受信部１３が、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」に対するＡＣＫ（肯定的な
送達確認情報）を受信した場合に、送信部１２は、上述の通知を行うように構成されてい
てもよい。
【００６８】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して「Ａｃｔｉｖａｔ
ｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」が確実に届いたことを確認してから、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対
して、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がアクティブ化されたことを通知することができるため、
無線基地局ｅＮＢ＃１と無線基地局ｅＮＢ＃１０との間で、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がア
クティブ化されているか否かについての認識のズレをなくすことができる。
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【００６９】
　本実施形態の第１の特徴において、移動局ＵＥから、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）における
「ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ（チャネル状況報告）」を受信するように構成されている
受信部１３を具備しており、送信部１２が、「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送
信した後、受信部１３が、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）における「ＣＳＩ　ｒｅｐｏｒｔｉｎ
ｇ」を受信した場合に、送信部１２は、上述の通知を行うように構成されていてもよい。
【００７０】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１は、移動局ＵＥに対して「Ａｃｔｉｖａｔ
ｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」が確実に届いたことを確認してから、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対
して、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がアクティブ化されたことを通知することができるため、
無線基地局ｅＮＢ＃１と無線基地局ｅＮＢ＃１０との間で、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がア
クティブ化されているか否かについての認識のズレをなくすことができる。
【００７１】
　本実施形態の第１の特徴において、送信部１２は、移動管理ノードＭＭＥ又はアンカー
無線基地局ｅＮＢ＃２０を介して、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対する上述の通知を行うよ
うに構成されていてもよい。
【００７２】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１は、無線基地局ｅＮＢ＃１０との間でＸ２
インターフェイスが確立されていない場合であっても、上述の通知を行うことができる。
【００７３】
　本実施形態の第２の特徴は、無線基地局ｅＮＢ＃１によって管理されているセル＃Ａ（
Ｐｃｅｌｌ/Ｓｃｅｌｌ）及び無線基地局ｅＮＢ＃１０によって管理されているセル＃Ｂ
（Ｓｃｅｌｌ）を用いてＣＡを行うことができるように構成されている移動局ＵＥであっ
て、受信部２１と、ＲＡ手順（ランダムアクセス手順）を実行するように構成されている
ＲＡ手順実行部２３とを具備しており、受信部２１が、無線基地局ｅＮＢ＃１から、セル
＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）をアクティブ化するコマンドである「Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｃｏｍｍａ
ｎｄ」を受信した後、ＲＡ手順実行部２３は、無線基地局ｅＮＢ＃１０との間で、ＲＡ手
順を実行するように構成されていてもよい。
【００７４】
　かかる構成によれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｓｉｔｅ　ＣＡ」が行われる際に、「Ａｃｔｉｖ
ａｔｅ　ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する無線基地局ｅＮＢ＃１とセル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）を
管理している無線基地局ｅＮＢ＃１０とが異なる状態になったケースにおいて、移動局Ｕ
Ｅが、無線基地局ｅＮＢ＃１０との間で（セル＃Ｂにおいて）、ＲＡ手順を行うことによ
って、無線基地局ｅＮＢ＃１０に対して、セル＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）がアクティブ化された
ことを通知するため、無線基地局ｅＮＢ＃１０は、無線基地局ｅＮＢ＃１０配下のセル＃
Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）が、いつアクティブ化されたのかについて知る術がなく、いつからセル
＃Ｂ（Ｓｃｅｌｌ）においてスケジューリングが可能であるのかについて知ることができ
ないという事態を回避することができる。
【００７５】
　また、無線基地局ｅＮＢ＃１０との間でＲＡ手順を実行しているため、セル＃Ｂ（Ｓｃ
ｅｌｌ）を実際にアクティブ化していることが確認でき、直ぐにスケジューリングを可能
することができる。
【００７６】
　本実施形態の第２の特徴において、ＲＡ手順実行部２３は、無線基地局ｅＮＢ＃１から
のスケジューリング信号に従って、無線基地局ｅＮＢ＃２との間で、ＲＡ手順を実行する
ように構成されていてもよい。
【００７７】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢ＃１が、セル＃Ｂがアクティブ化されたことを
認識した後に、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃２との間で、ＲＡ手順を実行すること
ができる。
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　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/＃２/＃１０や移動管理ノードＭＭＥ
の動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソ
フトウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施され
てもよい。
【００７９】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００８０】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/＃２/＃１０や移動管理ノードＭＭＥ
内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコ
ンポーネントとして移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃１/＃２/＃１０や移動管理ノードＭ
ＭＥ内に設けられていてもよい。
【００８１】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００８２】
ｅＮＢ＃１、ｅＮＢ＃２、ｅＮＢ＃１０…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１…制御部
１２、２２…送信部
１３、２１…受信部
２３…ＲＡ手順実行部
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