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(57)【要約】
【課題】正確に対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定さ
せて、かかる測定結果と共に正確な対象移動局ＵＥの位
置情報を取得する。
【解決手段】本発明に係る移動通信方法は、無線基地局
ｅＮＢが、対象移動局ＵＥに対して、「ＭＤＴ　ｐｏｌ
ｉｃｙに基づいて「ＭＤＴ」を行うように指示する工程
と、対象移動局ＵＥが、測位サーバＥ-ＳＭＬＣから、
対象移動局ＵＥの位置情報を取得する工程と、対象移動
局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対して、所望無線品質の
測定結果及び対象移動局ＵＥの位置情報を送信する工程
とを有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方法であって、
　無線基地局が、前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法に基づ
いて該所望無線品質の測定及び報告を行うように指示する工程と、
　前記対象移動局が、測位サーバから、該対象移動局の位置情報を取得する工程と、
　前記対象移動局が、前記無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定結果及び該対象
移動局の位置情報を送信する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方法において該対象移動局
として機能することができる移動局であって、
　前記所望無線品質の測定及び報告方法に基づいて該所望無線品質の測定及び報告を行う
ように指示された場合に、測位サーバから、該対象移動局の位置情報を取得するように構
成されている位置情報取得部と、
　無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定結果及び該対象移動局の位置情報を送信
するように構成されている送信部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項３】
　対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方法であって、
　無線基地局が、前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法に基づ
いて該所望無線品質の測定及び報告を行うように指示する際に、測位サーバから、該対象
移動局の位置情報を取得する工程と、
　前記対象移動局が、無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定結果を送信する工程
と、
　前記無線基地局が、上位ノードに対して、前記対象移動局から受信した前記所望無線品
質の測定結果及び前記測位サーバから取得した該対象移動局の位置情報を送信する工程と
を有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項４】
　対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方法で用いられる無線基地
局であって、
　前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法に基づいて該所望無線
品質の測定及び報告を行うように指示する際に、測位サーバから、該対象移動局の位置情
報を取得するように構成されている位置情報取得部と、
　上位ノードに対して、前記対象移動局から受信した前記所望無線品質の測定結果及び前
記測位サーバから取得した該対象移動局の位置情報を送信するように構成されている送信
部とを具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項５】
　対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方法であって、
　上位ノードが、無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法を通知する
際に、測位サーバから、該対象移動局の位置情報を取得する工程と、
　前記無線基地局が、前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法に
基づいて該所望無線品質の測定及び報告を行うように指示する工程と、
　前記対象移動局が、前記無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定結果を送信する
工程と、
　前記無線基地局が、上位ノードに対して、前記対象移動局から受信した前記所望無線品
質の測定結果を送信する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項６】
　対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方法で用いられる上位ノー
ドであって、
　無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法を通知する際に、測位サー
バから、該対象移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部と、
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　前記無線基地局を介して前記対象移動局から前記所望無線品質の測定結果を受信するよ
うに構成されている受信部とを具備することを特徴とする上位ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、移動局、無線基地局及び上位ノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の移動通信システムでは、通信事業者が、無線品質の改善を行うために、「Ｄｒｉ
ｖｅ　Ｔｅｓｔ」を行うことによって、各エリアにおける無線品質の測定及び調査を行っ
ていた。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＲ３６.８０５、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ-ＵＴＲＡ）；　Ｓｔｕｄ
ｙ　ｏｎ　ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｒｉｖｅ-ｔｅｓｔｓ　ｉｎ　ｎｅｘｔ
　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｎｅｔｗｏｒｋｓ」
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３７.３２０、「Ｒａｄｉｏ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＭＤＴ」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、「Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ」では、通信事業者は、全てのエリアにおいて
無線品質の測定及び調査を行い、問題となるエリアを見つけ、かかる無線品質の測定及び
調査結果に基づいて、無線品質の改善を行う必要があり、高いコストが掛かるという問題
点があった。
【０００５】
　かかる問題点を解決するために、３ＧＰＰでは、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定
させて報告させる「ＭＤＴ（Ｍｉｎｉｍｉｓａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔｓ
）」という手法が議論されている。
【０００６】
　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、正確に対象移動局ＵＥに
所望無線品質を測定させて、かかる測定結果と共に正確な対象移動局ＵＥの位置情報を取
得することができる移動通信方法、移動局、無線基地局及び上位ノードを提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の特徴は、対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方
法であって、無線基地局が、前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告
方法に基づいて該所望無線品質の測定及び報告を行うように指示する工程と、前記対象移
動局が、測位サーバから、該対象移動局の位置情報を取得する工程と、前記対象移動局が
、前記無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定結果及び該対象移動局の位置情報を
送信する工程とを有することを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第２の特徴は、対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方
法において該対象移動局として機能することができる移動局であって、前記所望無線品質
の測定及び報告方法に基づいて該所望無線品質の測定及び報告を行うように指示された場
合に、測位サーバから、該対象移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情
報取得部と、無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定結果及び該対象移動局の位置
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情報を送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第３の特徴は、対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方
法であって、無線基地局が、前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告
方法に基づいて該所望無線品質の測定及び報告を行うように指示する際に、測位サーバか
ら、該対象移動局の位置情報を取得する工程と、前記対象移動局が、無線基地局に対して
、前記所望無線品質の測定結果を送信する工程と、前記無線基地局が、上位ノードに対し
て、前記対象移動局から受信した前記所望無線品質の測定結果及び前記測位サーバから取
得した該対象移動局の位置情報を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第４の特徴は、対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方
法で用いられる無線基地局であって、前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定
及び報告方法に基づいて該所望無線品質の測定及び報告を行うように指示する際に、測位
サーバから、該対象移動局の位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部と
、上位ノードに対して、前記対象移動局から受信した前記所望無線品質の測定結果及び前
記測位サーバから取得した該対象移動局の位置情報を送信するように構成されている送信
部とを具備することを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第５の特徴は、対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方
法であって、上位ノードが、無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法
を通知する際に、測位サーバから、該対象移動局の位置情報を取得する工程と、前記無線
基地局が、前記対象移動局に対して、前記所望無線品質の測定及び報告方法に基づいて該
所望無線品質の測定及び報告を行うように指示する工程と、前記対象移動局が、前記無線
基地局に対して、前記所望無線品質の測定結果を送信する工程と、前記無線基地局が、上
位ノードに対して、前記対象移動局から受信した前記所望無線品質の測定結果を送信する
工程とを有することを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第６の特徴は、対象移動局に所望無線品質を測定させて報告させる移動通信方
法で用いられる上位ノードであって、無線基地局に対して、前記所望無線品質の測定及び
報告方法を通知する際に、測位サーバから、該対象移動局の位置情報を取得するように構
成されている位置情報取得部と、前記無線基地局を介して前記対象移動局から前記所望無
線品質の測定結果を受信するように構成されている受信部とを具備することを要旨とする
。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明によれば、正確に対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定さ
せて、かかる測定結果と共に正確な対象移動局ＵＥの位置情報を取得することができる移
動通信方法、移動局、無線基地局及び上位ノードを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【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の実施形態に係る移動局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２の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第２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６】本発明の第３の実施形態に係る交換局及び運用保守サーバの機能ブロック図であ
る。
【図７】本発明の第３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
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る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（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３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。
【００１６】
　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、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ（
Ｅｖｏｌｖｅｄ-Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｒｅ）と
、測位サーバＧＭＬＣ（Ｇａｔｅｗａｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｒ
ｅ）と、運用保守サーバＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ
）と、交換局ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）と、無
線基地局ｅＮＢとを具備している。
【００１７】
　ここで、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ及び測位サーバＧＭＬＣは、ＬＣＳ（ＬｏＣａｔｉｏ
ｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）サービスを提供するように構成されている、すなわち、ＬＣＳクラ
イアントからの要求に応じて、所望の移動局ＵＥの位置情報（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ）を提供するように構成されている。
【００１８】
　本実施形態に係る移動通信システムは、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報
告させる「ＭＤＴ」を行うことができるように構成されている。本実施形態に係る移動通
信システムで行うことが可能な「ＭＤＴ」には、「Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ」及び「
Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴ」の２種類が想定されている。
【００１９】
　ここで、「Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ」は、ＲＲＣ_Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ状態（Ａｃ
ｔｉｖｅ状態）の対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報告させる「ＭＤＴ」であ
る。３ＧＰＰでは、既存の「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ」の規定を拡張することによって「
Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ」の規定を決めることが検討されている。
【００２０】
　例えば、「Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ」では、ＲＲＣ_Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ状態の対
象移動局ＵＥは、「Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ＥｖｅｎｔやＰ
ｅｒｉｏｄ等）」によって既定された報告条件が満たされた場合に、所望無線品質の測定
結果を報告するように構成されていてもよい。
【００２１】
　一方、「Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴ」は、ＲＲＣ_Ｉｄｌｅ状態の対象移動局ＵＥに所望無
線品質を測定させて報告させる「ＭＤＴ」である。
【００２２】
　例えば、「Ｌｏｇｇｅｄ　ＭＤＴ」では、ＲＲＣ_Ｉｄｌｅ状態の対象移動局ＵＥは、
所望無線品質の測定結果を記憶しておき、ＲＲＣ_Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ状態に遷移する際
に、かかる測定結果を報告するように構成されていてもよい。
【００２３】
　本実施形態では、移動局ＵＥが、「ＭＤＴ」を行うべき対象移動局ＵＥである場合を例
に挙げて説明する。なお、本実施形態では、上位ノードとは、交換局ＭＭＥ又は運用保守
サーバＯＡＭ等を示す。
【００２４】
　図２に示すように、移動局ＵＥは、受信部１１と、位置情報取得部１２と、測定部１３
と、送信部１４とを具備している。
【００２５】
　受信部１１は、無線基地局ｅＮＢによって送信された各種信号を受信するように構成さ
れている。
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【００２６】
　位置情報取得部１２は、無線基地局ｅＮＢによって「ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」に基づい
て「ＭＤＴ」を行うように指示された場合に、すなわち、受信部１１によって「ＭＤＴ　
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」
が受信された場合に、ＬＣＳサービスを利用して、測位サーバＥ-ＳＭＬＣから、対象移
動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている。
【００２７】
　測定部１３は、受信部１１によって受信された「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａ
ｎｄ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」に含まれている「ＭＤＴ　ｐ
ｏｌｉｃｙ」によって指示されている所望無線品質の測定、すなわち、「ＭＤＴ　ｍｅｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ」を行うように構成されている。
【００２８】
　送信部１４は、無線基地局ｅＮＢに対して、測定部１３による所望無線品質の測定結果
及び位置情報取得部１２によって取得された移動局ＵＥの位置情報を送信するように構成
されている。
【００２９】
　例えば、送信部１４は、無線基地局ｅＮＢに対して、測定部１３による所望無線品質の
測定結果及び位置情報取得部１２によって取得された移動局ＵＥの位置情報を含む「ＭＤ
Ｔ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を送信するように構成されている。
【００３０】
　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。
【００３１】
　図３に示すように、ステップＳ１００１において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに
対して、「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００３２】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１００２において、測位サーバＥ-ＳＭＬＣとの間で、ＬＣ
Ｓセッションを確立し、測位サーバＥ-ＳＭＬＣに対して、移動局ＵＥの位置情報を要求
すると共に、ステップＳ１００３において、「ＭＤＴ」における測定処理（ＭＤＴ　ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ）を行う。
【００３３】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１００４において、測位サーバＥ-ＳＭＬＣから、移動局Ｕ
Ｅの位置情報を取得すると、ステップＳ１００５において、所望無線品質の測定結果（「
ＭＤＴ」における測定処理の結果）及び移動局ＵＥの位置情報を含む「ＭＤＴ　ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を生成する。
【００３４】
　ステップＳ１００６において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、かかる「Ｍ
ＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を送信し、無線基地局ｅＮＢは、上位ノ
ードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、かかる「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌ
ｔ」を送信する。
【００３５】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、対象移動局ＵＥが、所望無線品質の測定
結果と共に、対象移動局ＵＥの位置情報を報告するように構成されているため、正確な「
ＭＤＴ」を実現することができる。
【００３６】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　図４及び図５を参照して、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、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。
【００３７】
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　図４に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢは、受
信部２１と、位置情報取得部２２と、送信部２３とを具備している。
【００３８】
　受信部２１は、移動局ＵＥや上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭによって送信された各種信号
を受信するように構成されている。
【００３９】
　位置情報取得部２２は、移動局ＵＥに対して、「ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」に基づいて「
ＭＤＴ」を行うように指示する際に、ＬＣＳサービスを利用して、測位サーバＥ-ＳＭＬ
Ｃ又はＧＭＬＣから、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている。
【００４０】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢは、ＬＣＳクライアントとして、測位サーバＥ-ＳＭＬ
Ｃ又はＧＭＬＣから、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている。
【００４１】
　送信部２３は、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、移動局ＵＥから受信した所望無
線品質の測定結果及び測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから取得した移動局ＵＥの位
置情報を送信するように構成されている。
【００４２】
　例えば、送信部２３は、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、移動局ＵＥから受信し
た所望無線品質の測定結果及び測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから取得した移動局
ＵＥの位置情報を含む「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を送信するよ
うに構成されている。
【００４３】
　以下、図５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。
【００４４】
　図５に示すように、ステップＳ２００１において、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭは、無
線基地局ｅＮＢに対して、「ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」を含む「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ実施要求」を送信する。
【００４５】
　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２００２において、移動局ＵＥに対して、「ＭＤＴ　
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」
を送信すると共に、ステップＳ２００３において、ＬＣＳクライアントとして、測位サー
バＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣに対して、移動局ＵＥの位置情報を要求する。
【００４６】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、無線基地局ｅＮＢと測位サーバＥ-ＳＭＬＣとの間で規
定されているＬＰＰａ（ＬＴＥ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ａ）イン
ターフェイスを介して、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣに対して、移動局ＵＥの位
置情報を要求してもよい。
【００４７】
　ステップＳ２００４において、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣは、移動局ＵＥと
の間で、ＬＣＳセッションを確立し、移動局ＵＥの位置情報を測定する。
【００４８】
　ステップＳ２００５において、移動局ＵＥは、「ＭＤＴ」における測定処理（ＭＤＴ　
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）を行う。
【００４９】
　ステップＳ２００６において、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣは、無線基地局ｅ
ＮＢに対して、移動局ＵＥの位置情報を送信し、ステップＳ２００７において、移動局Ｕ
Ｅは、無線基地局ｅＮＢに対して、所望無線品質の測定結果（「ＭＤＴ」における測定処
理の結果）を含む「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を送信する。
【００５０】
　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ２００８において、所望無線品質の測定結果及び移動
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局ＵＥの位置情報を含む「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を生成し、
ステップＳ２００９において、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、かかる「ＭＤＴ　
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を送信する。
【００５１】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭが、対象移
動局ＵＥによる所望無線品質の測定結果と共に、対象移動局ＵＥの位置情報を取得するよ
うに構成されているため、正確な「ＭＤＴ」を実現することができる。
【００５２】
（本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム）
　図６及び図７を参照して、本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。以下、本実施形態に係る移動通信システムについて、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。
【００５３】
　図６に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、上位ノードＭＭＥ又はＯ
ＡＭは、受信部３１と、位置情報取得部３２と、送信部２３と、管理部３４とを具備して
いる。
【００５４】
　受信部３１は、無線基地局ｅＮＢによって送信された各種信号を受信するように構成さ
れており、送信部３３は、無線基地局ｅＮＢに対して各種信号を送信するように構成され
ている。
【００５５】
　位置情報取得部３２は、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」を通知
する際に、すなわち、送信部３３によって「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ実施要求」
が送信される際に、ＬＣＳサービスを利用して、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣか
ら、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている。
【００５６】
　かかる場合、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭは、ＬＣＳクライアントとして、測位サーバ
Ｅ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから、移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている
。
【００５７】
　管理部３４は、受信部３１によって受信された無線基地局ｅＮＢからの「ＭＤＴ　ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」に含まれる所望無線品質の測定結果（「ＭＤＴ」に
おける測定処理の結果）と、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから取得した移動局Ｕ
Ｅの位置情報とを関連付けて管理するように構成されている。
【００５８】
　以下、図７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。
【００５９】
　図７に示すように、ステップＳ３００１において、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭは、無
線基地局ｅＮＢに対して、「ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」を含む「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ実施要求」を送信すると共に、ステップＳ３００２において、ＬＣＳクライアント
として、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣに対して、移動局ＵＥの位置情報を要求す
る。
【００６０】
　ここで、上位ノードが、交換局ＭＭＥである場合、交換局ＭＭＥと測位サーバＥ-ＳＭ
ＬＣとの間で規定されているＳ-Ｌｓインターフェイスを介して、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ
に対して、移動局ＵＥの位置情報を要求してもよい。
【００６１】
　一方、上位ノードが、運用保守サーバＯＡＭである場合、交換局ＭＭＥを介して、或い
は、運用保守サーバＯＡＭと測位サーバＥ-ＳＭＬＣとの間で新規に規定されるインター
フェイスを介して、測位サーバＥ-ＳＭＬＣに対して、移動局ＵＥの位置情報を要求して
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もよい。
【００６２】
　　無線基地局ｅＮＢは、ステップＳ３００３において、移動局ＵＥに対して、「ＭＤＴ
　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
」を送信する。
【００６３】
　測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣは、ステップＳ３００４において、移動局ＵＥと
の間で、ＬＣＳセッションを確立し、移動局ＵＥの位置情報を測定し、　ステップＳ３０
０５において、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、移動局ＵＥの位置情報を送信する
。
【００６４】
　移動局ＵＥは、ステップＳ３００６において、「ＭＤＴ」における測定処理（ＭＤＴ　
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）を行い、ステップＳ３００７において、無線基地局ｅＮＢに対
して、所望無線品質の測定結果（「ＭＤＴ」における測定処理の結果）を含む「ＭＤＴ　
ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を送信する。
【００６５】
　ステップＳ２００８において、無線基地局ｅＮＢは、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対
して、かかる「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」を送信する。
【００６６】
　ステップＳ２００９において、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭは、無線基地局ｅＮＢを介
して移動局ＵＥから受信した「ＭＤＴ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｓｕｌｔ」に含ま
れる所望無線品質の測定結果（「ＭＤＴ」における測定処理の結果）と、測位サーバＥ-
ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから取得した移動局ＵＥの位置情報とを関連付けて管理する。
【００６７】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭが、対象移
動局ＵＥによる所望無線品質の測定結果と共に、対象移動局ＵＥの位置情報を取得するよ
うに構成されているため、正確な「ＭＤＴ」を実現することができる。
【００６８】
　以上に述べた実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００６９】
　本実施形態の第１の特徴は、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報告させる移
動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢが、対象移動局ＵＥに対して、「ＭＤＴ　ｐｏｌ
ｉｃｙ（所望無線品質の測定及び報告方法）に基づいて「ＭＤＴ（所望無線品質の測定及
び報告）」を行うように指示する工程と、対象移動局ＵＥが、測位サーバＥ-ＳＭＬＣか
ら、対象移動局ＵＥの位置情報を取得する工程と、対象移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ
に対して、所望無線品質の測定結果及び対象移動局ＵＥの位置情報を送信する工程とを有
することを要旨とする。
【００７０】
　本実施形態の第２の特徴は、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報告させる移
動通信方法において対象移動局ＵＥとして機能することができる移動局ＵＥであって、「
ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」に基づいて「ＭＤＴ」を行うように指示された場合に、測位サー
バＥ-ＳＭＬＣから、対象移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている位置情
報取得部１２と、無線基地局ｅＮＢに対して、所望無線品質の測定結果及び対象移動局Ｕ
Ｅの位置情報を送信するように構成されている送信部１４とを具備することを要旨とする
。
【００７１】
　本実施形態の第３の特徴は、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報告させる移
動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢが、対象移動局ＵＥに対して、「ＭＤＴ　ｐｏｌ
ｉｃｙ」に基づいて「ＭＤＴ」を行うように指示する際に、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又は
ＧＭＬＣから、対象移動局ＵＥの位置情報を取得する工程と、対象移動局ＵＥが、無線基
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地局ｅＮＢに対して、所望無線品質の測定結果を送信する工程と、無線基地局ｅＮＢが、
上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、対象移動局ＵＥから受信した所望無線品質の測定
結果及び測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから取得した対象移動局ＵＥの位置情報を
送信する工程とを有することを要旨とする。
【００７２】
　本実施形態の第４の特徴は、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報告させる移
動通信方法で用いられる無線基地局ｅＮＢであって、対象移動局ＵＥに対して、「ＭＤＴ
　ｐｏｌｉｃｙ」に基づいて「ＭＤＴ」を行うように指示する際に、測位サーバＥ-ＳＭ
ＬＣ又はＧＭＬＣから、対象移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている位置
情報取得部２２と、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、対象移動局ＵＥから受信した
所望無線品質の測定結果及び測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから取得した対象移動
局ＵＥの位置情報を送信するように構成されている送信部２３とを具備することを要旨と
する。
【００７３】
　本実施形態の第５の特徴は、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報告させる移
動通信方法であって、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭが、無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｍ
ＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」を通知する際に、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣから、対象
移動局ＵＥの位置情報を取得する工程と、無線基地局ｅＮＢが、対象移動局ＵＥに対して
、「ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」に基づいて「ＭＤＴ」を行うように指示する工程と、対象移
動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対して、所望無線品質の測定結果を送信する工程と、無
線基地局ｅＮＢが、上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭに対して、対象移動局ＵＥから受信した
所望無線品質の測定結果を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００７４】
　本実施形態の第６の特徴は、対象移動局ＵＥに所望無線品質を測定させて報告させる移
動通信方法で用いられる上位ノードＭＭＥ又はＯＡＭであって、無線基地局ｅＮＢに対し
て、「ＭＤＴ　ｐｏｌｉｃｙ」を通知する際に、測位サーバＥ-ＳＭＬＣ又はＧＭＬＣか
ら、対象移動局ＵＥの位置情報を取得するように構成されている位置情報取得部３２と、
無線基地局ｅＮＢを介して対象移動局ＵＥから所望無線品質の測定結果を受信するように
構成されている受信部３３とを具備することを要旨とする。
【００７５】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢや交換局ＭＭＥや運用保守サーバＯＡＭ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。
【００７６】
　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。
【００７７】
　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や交換局ＭＭＥや運用保守サーバＯＡＭ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や交換局ＭＭＥや運用保守サーバＯＡＭ
内に設けられていてもよい。
【００７８】
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　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。
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】
【００７９】
ＵＥ…移動局
ＯＡＭ…運用保守サーバ
Ｅ-ＳＭＬＣ、ＧＭＬＣ…測位サーバ
ＭＭＥ…交換局
ｅＮＢ…無線基地局
１１、２１、３１…受信部
１２、２２、３２…位置情報取得部
１３…測定部
１４、２３、３３…送信部
３４…管理部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】



(13) JP 2011-223120 A 2011.11.4

10

フロントページの続き

(72)発明者  ウリ　Ａ．ハプサリ
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内
(72)発明者  ウメシュ　アニール
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内
(72)発明者  岩村　幹生
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内
(72)発明者  高橋　秀明
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内
(72)発明者  石井　美波
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内
Ｆターム(参考) 5K067 AA21  BB21  DD20  DD44  EE02  EE10  EE16 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

