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(57)【要約】
　測定結果報告のサイズを抑えつつ、キャリアアグリゲ
ーションをしている端末が他の基地局にハンドオーバす
るのに必要な情報を伝える無線通信端末を提供する。無
線通信装置が備える制御部は、無線通信基地局の複数の
セルを使用して前記無線通信基地局との無線通信を行う
場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関
する測定結果をまとめて測定結果報告を作成するよう測
定結果報告作成部を制御するか、又は前記複数のセルの
セル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成
するよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断す
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する受信部と、
　所定の測定設定に基づき測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報告を前記無
線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、
　前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
と、
　前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御す
る制御部と、
　前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、
　前記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無
線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果を
まとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又は前
記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定
結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下に
あるセルについて、セル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記
測定結果報告作成部を制御し、
　前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下に
ないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめて前記測定結果
報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又はセル毎の前記測定結果を
含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する
無線通信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、
　前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下にある自基地局セ
ルリスト及び自装置が接続していない他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリス
トを管理する基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記参照信号の測定結果、並びに前記基地局配下セル管理部が管理する
自基地局セルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記複数のセルのうち少なく
とも２つのセルに関する前記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測
定結果報告作成部を制御するか、又は前記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前
記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信
装置。
【請求項４】
　無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する受信部と、
　所定の測定設定に基づき測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報告を前記無
線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、
　前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
と、
　前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御す
る制御部と、
　前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、
　前記測定結果報告判定部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信
基地局との無線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前
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記測定結果をまとめた値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか
否かを判定する無線通信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下に
あるセルについて、セル毎の前記測定結果と前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判
定部を制御し、
　記測定結果報告判定部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地
局の配下にないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめた値
に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定し、前記複数
のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下のセルについて、セル毎の前
記測定結果に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定す
る無線通信装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、
　前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下にある自基地局セ
ルリスト及び自装置が接続していない他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリス
トを管理する基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記制御情報、並びに前記基地局配下セル管理部が管理する自基地局セ
ルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記測定結果報告判定部を制御し、
　前記測定結果報告判定部は，前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記
測定結果をまとめた値に基づき、少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめた
値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定する無線通
信装置。
【請求項７】
　請求項１又は請求項４に記載の無線通信装置から送信される前記測定結果報告を受信す
る受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信
先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定
処理部と、を備える無線通信基地局。
【請求項８】
　請求項２又は請求項５に記載の無線通信装置から送信される前記測定結果報告を受信す
る受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信
先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定
処理部を備える無線通信基地局。
【請求項９】
　請求項３又は請求項６に記載の無線通信装置から送信される前記測定結果報告を受信す
る受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信
先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定
処理部を備える無線通信基地局。
【請求項１０】
　無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する受信部と、
　所定の測定設定に基づき周波数毎に測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報
告を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、
　前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
と、
　前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御す
る制御部と、



(4) JP WO2010/113490 A1 2010.10.7

10

20

30

40

50

　前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を有し、
　前記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無
線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果を
まとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又は前
記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定
結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信装置と、
　前期無線通信装置の前記送信部から送信される前記測定結果報告を受信する受信部と、
　前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信先を、通信
先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定処理部と、
を有する無線通信基地局と、
を備える無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信基地局の複数のキャリア周波数を使用することができる無線通信装
置と、無線通信装置が接続する無線通信基地局、及び無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　標準化団体3GPP（The 3rd Generation Partnership Project）は、W-CDMA（Wideband C
ode Division Multiple Access）方式の次世代の通信規格として、LTE（Long Term Evolu
tion）の標準化を進めている（例えば、非特許文献１～３参照）。
【０００３】
　LTEでは、ネットワーク（Evolved Universal Mobile Radio Access Network、以下E-UT
RANともいう）の基地局（E-UTRAN NodeB、以下eNBともいう）は、複数の通信セル（セル
ともいう）を持っており、端末（User Equipment、以下UEともいう）は、そのうちの一つ
のセルに属する。端末の状態は、アイドル状態（RRC_Idle）と呼ばれる基地局と無線ベア
ラ（Radio Bearer）を張っていない状態と、コネクテッド状態（RRC_Connected）と呼ば
れる基地局と無線ベアラを張っている状態がある。端末は、データの送受信を行う場合、
端末の状態をコネクテッド状態に変える必要がある。
【０００４】
　図２３は、端末がアイドル状態からコネクテッド状態に移行するためのシーケンス図で
ある。端末は、基地局と同期するために、ランダムアクセス手段（Random Access Channe
l Procedure、以下RACH procedureともいう)を用いる。図２３に示すように端末は、RACH
を基地局に対して送り、基地局はそのRACHに対する応答としてRACH応答メッセージ（RACH
 response）を端末に送る。以上の動作により、端末は基地局と同期することができ、共
通制御チャネル（Common Control Channel、以下CCCHともいう)を使用して無線資源制御
メッセージ（Radio Resource Control message、以下RRC messageともいう）を送受信す
るためのシグナリング無線ベアラ0番（Signaling Radio Bearer 0、以下SRB0ともいう)を
使用することができるようになる。
【０００５】
　そして、端末は、SRB0を用いて、RRC接続を確立するために、RRC接続要求（RRC Connec
tion Request）を基地局に送る。基地局は、個別制御チャネル（Dedicated Control Chan
nel、以下DCCHともいう)を使用してRRC messageと非アクセス層メッセージ(Non-Access S
tratum message、以下NAS messageともいう)を送受信するためのシグナリング無線ベアラ
１番 (Signaling Radio Bearer 1、以下SRB1ともいう)を確立するために、SRB0を使用し
て端末にRRC接続セットアップ（RRC Connection Setup）を送信する。端末は、RRC接続セ
ットアップを受信すると、SRB1を確立する。
【０００６】
　次に、端末は、RRC接続の確立が成功して完了したことを確認するために、SRB1を使用
して、RRC接続セットアップ完了（RRC Connection Setup Complete）を基地局に送る。基



(5) JP WO2010/113490 A1 2010.10.7

10

20

30

40

50

地局は、ASセキュリティ（Access Stratum Security、AS Security）を有効にするために
、SRB1を利用して、セキュリティモードコマンド（Security Mode Command）を送り、そ
の後、端末から送られてくるセキュリティモード完了（Security Mode Complete）を受信
すると、AS Securityが端末と基地局の間で有効になる。
　また、このとき、基地局は、緊急度が低いNAS message（例えば、service追加など）よ
りも緊急度の高いRRC message（例えば、Handover Command、 Measurement Report）の送
信を優先するために、SRB1よりも優先度を下げてNAS messageを送受信するためのシグナ
リング無線ベアラ２番（Signaling Radio Bearer 2、以下SRB2ともいう）を確立する。基
地局がRRC接続再設定（RRC Connection Reconfiguration）を端末に送信し、端末がRRC接
続再設定を受信すると、SRB2が確立される。端末は、RRC接続再設定が成功して完了した
ことを確認するために、SRB1を使用して、RRC接続再設定完了（RRC Connection Reconfig
uration Complete）を基地局に送信する。
　このRRC接続再設定には、端末と基地局間でデータを送受信するためのデータ無線ベア
ラ（Data Radio Bearer、以下DRBともいう）の設定情報が含まれており、端末は、RRC接
続再設定からDRBを確立する。以上のようにして、端末はコネクテッド状態に移行するこ
とができる。
【０００７】
　コネクテッド状態の端末がセルの外に移動する場合、通信断を防ぐために、端末が自セ
ルとの通信を他セルとの通信に切り替えるハンドオーバ (Handover、以下HOともいう) と
いう技術が使用される。図２４は、ハンドオーバの一例を示すシーケンス図である。端末
は、上記RRC Connection Reconfigurationに含まれている受信信号の測定（Measurement
）の設定（Measurement Configuration、以下MCともいう）を基に、受信電力、あるいは
、受信品質を測定し、測定結果報告（Measurement Report、以下MRともいう）を送るイベ
ント（例えば、受信電力が設定された閾値を越える）が発生すると測定結果を測定結果報
告(Measurement Report)として接続している基地局（以下、Source eNBともいう）に送る
。Source eNBはその測定結果報告（Measurement Report）を基にして、端末のハンドオー
バ先となる基地局（以下、Target eNBともいう）を決定し、ハンドオーバの要求とハンド
オーバに必要な情報をTarget eNBに伝えるために、ハンドオーバ要求（Handover Request
）をTarget eNBに送る。
【０００８】
　Target eNBは、ハンドオーバ要求を受信すると、測定の設定（Measurement Configurat
ion）、移動制御情報（Mobility Control Information）、無線資源の設定（Radio Resou
rce Configuration）、セキュリティの設定（Security Configuration）などを含めたハ
ンドオーバコマンド（Handover Command）を作成し、ハンドオーバ要求応答（Handover R
equest Ack）としてハンドオーバコマンドをSource eNBに送信する。Source eNBはTarget
 eNBからハンドオーバコマンドを受信すると、ハンドオーバコマンドをそのままUEに送る
。このとき、Source eNBは、UEにDL allocationをUEに送る。また、Source eNBは、まだU
Eに送っていないデータパケットのシーケンス番号（Sequence Number、以下SNともいう）
のうち、一番早く端末に送るデータパケットのSNをTarget eNBに転送し、UEに送るデータ
もTarget eNBに転送する。
　UEは、RACH procedureを用いてTarget eNBと同期を取り、Target eNBにハンドオーバ確
認（Handover Confirmation）を送り、ハンドオーバを完了する。以上のようにして、コ
ネクテッド状態のUEは、通信中の基地局から通信断なく他の基地局に通信を切り替えるこ
とができる。
【０００９】
　端末に受信電力、受信品質を測定させるMeasurementの設定は、測定を示す識別子であ
るMeasurement Identities（MeasID）、測定する対象を示すMeasurement Object（MeasOb
ject）、測定結果のフィルタリング（filtering）処理動作などを示すQuantity Configur
ation（QuantityConfig）、測定結果報告（Measurement Report）の設定を示すReporting
 Configuration（ReportConfig）、測定結果の値の設定を示すQuantity Configuration、
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他の周波数・他のシステムを測定するためのデータを送受信しない期間を示すMeasuremen
t gapなどの情報を含んでいる。そして、このMeasurementの設定は、RRC Connection Rec
onfigurationに含まれて送られてくる。その中でも、MeasID、MeasObject、ReportConfig
は連携動作をする。
【００１０】
　図２５は、端末におけるMeasurementの設定の一例を示す図である。図２５に示すよう
に、MeasIDは、測定を示す識別子であり、MeasObjectを示す識別子であるMeasObjectIDと
、ReportConfigを示す識別子であるReportConfigIDとの組み合わせによって構成されるMe
asurementを識別する。
【００１１】
　図２６は、MeasObjectの一例を示す図である。MeasObjectは、ダウンリンクのキャリア
周波数（EUTRA-DL-CarrierFreq）、測定する帯域幅（MeasurementBandwidth）、周波数オ
フセット（OffsetFreq）、隣接セルリストからの削除リスト（CellsToRemoveList）、隣
接セルへの追加変更リスト（CellsToAddModifyList）、ブラックリストセルリストからの
削除リスト（BlackListedCellsToRemoveList）、ブラックリストセルへの追加変更リスト
（BlackListedCellsToAddModifyList）からなる。ReportConfigは、測定結果報告のトリ
ガーの種類、トリガークオンティティ（Trigger Quantity）、レポートクオンティティ（
Report Quantity）、レポートするセルの最大数、レポートの周期、レポート量（report 
Amount）などにより構成される。
【００１２】
　測定結果報告（Measurement Report）の送り方としては、イベント発生時に送るもの（
event trigger reporting）、周期的に送るもの(periodic reporting)、イベント発生後
から周期的に送るもの(event trigger periodic reporting)がある。E-UTRANのイベント
の種類は、例えば、サービングセルが閾値よりも高い、サービングセルが閾値よりも低い
、隣接セルがサービングセルよりもよい、隣接セルが閾値よりもよい、サービングセルが
閾値１よりも悪く隣接セルが閾値２よりもよい、などの５種類がある。
【００１３】
　図２７は、Measurement Reportの一例を示す図である。図２７に示した Measurement R
eport の例では、MeasID、サービングセルの参照信号受信電力（Reference Signal Recei
ved Power、以下RSRPともいう）、サービングセルの参照信号受信品質（Reference Signa
l Received Quality、以下RSRQともいう）の情報が先頭部分に含まれており、その次の部
分には、隣接セル（Neighbour cell）の情報が含まれている。隣接セルの情報は、物理セ
ル識別子（Physical Cell Identity、以下PCIともいう）を記した後、オプションで、グ
ローバルセル識別子（Global Cell Identity、以下CGIともいう）、トラッキングエリア
コード（Tracking Area Code）、PLMN識別子リスト（Public Land Mobile Network Ident
ity List、以下PLMNリストともいう）の情報が含まれている。また、この隣接セルの情報
には、オプションとして、RSRP、RSRQの情報が含まれている。隣接セルが複数ある場合は
、複数の隣接セルの情報が含まれる。例えば、図２７に示すように、一つ目の隣接セルの
情報の後ろに、次の隣接セルの情報が含まれる。端末は、MeasIDで示されたMeasurement
を行い、Measurement Reportを基地局に送る。基地局は、Measurement Reportに基づいて
ハンドオーバを行うか否か（ハンドオーバを行うのであれば、どのセルへのハンドオーバ
を行うのか）を決定し、ハンドオーバを行う場合には、その手順を開始する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】3GPP TS36.331 v8.4.0  “Evolved Universal Terrestrial Radio Acce
ss (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC)”
【非特許文献２】3GPP TS36.300 v8.7.0  “Evolved Universal Terrestrial Radio Acce
ss (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Ov
erall description; Stage 2”
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【非特許文献３】3GPP TS25.331 v8.5.0  “Radio Resource Control (RRC); Protocol s
pecification”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　標準化団体3GPPは、LTEと互換性のある次世代の無線通信規格として、LTE-A（LTE-Adva
nced）の標準化を進めている。LTE-Aでは、端末が1つの基地局の複数のキャリア周波数を
使用するキャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation、Band Aggregationともいう)
の導入が考えられている。
【００１６】
　図２８は、キャリアアグリゲーションの概要例を示す図である。図２８（ａ）は、基地
局と端末間のコンポーネントキャリア周波数を示す図であり、図２８（ｂ）は、図２８（
ａ）で使用されるコンポーネントキャリアのうち、キャリアアグリゲーションに使用され
る部分を示す図である。図２８（ａ）および図２８（ｂ）に示すように、例えば３つのコ
ンポーネントキャリア（キャリア周波数がｆ１、ｆ２、ｆ３）のうち、キャリア周波数が
ｆ１とｆ２の２つのコンポーネントキャリアを、端末が使用する例が示されている。この
ように、複数のコンポーネントキャリアを使用することにより、端末と基地局間の通信の
スループットの向上が期待されている。
【００１７】
　しかしながら、上記従来の方法では、測定結果報告（Measurement Report）を送るイベ
ントの発生が自セルとの比較により決定されるので、キャリアアグリゲーションで複数の
キャリア周波数を使用する場合には、自セルが2つ存在することと等しくなる。そうする
と、一方の自セルにおいて測定結果報告（Measurement Report）を送るイベントが発生し
、端末が基地局に測定結果報告を送り、基地局がその測定結果報告を基にハンドオーバを
決定すると、他方の自セルの状況を全く考慮しないため、適切なハンドオーバが行われな
いという問題があった。
　そこで、基地局が端末に他方の自セルを基準とした測定結果報告の送信を要求する方法
を採用することも考えられるが、その場合には、基地局が他方の自セルの測定結果報告を
受信するまでに、基地局からのRRC Connection Reconfigurationの送信、端末からの他方
の自セルの測定結果報告の受信という動作が必要となるため、（ハンドオーバにかかる時
間をできる限り短くしたいという要求に反して）ハンドオーバにかかる時間が長くなって
しまうという問題があった。
【００１８】
　また、非特許文献３に開示された技術によると、UMTS（Universal Mobile Telecommuni
cation System）で用いられているAdditional measurement identitiesの導入が考えられ
る。UMTSでは、measurementの設定に、Additional measurement identitiesという設定項
目がある。Additional measurement identitiesは、他のmeasurementの参照リストを示し
ており、このmeasurementが測定結果報告（Measurement Report）を送る際には、参照さ
れたmeasurementの測定結果（reporting quantity）も含めるものである。しかしながら
、非特許文献３に開示された技術を用いた上述の方法では、独立したmeasurement設定に
対するmeasurement結果が、複数、測定結果報告（Measurement Report）に含まれてしま
う。そのため、測定結果報告（Measurement Report）のサイズが大きくなり、トラフィッ
ク量が多くなってしまう。
【００１９】
　本発明の目的は、複数のコンポーネントキャリアを利用して通信する無線通信システム
において、無線通信装置が無線通信基地局に送信する測定結果報告のサイズを小さくし、
トラフィック量を少なくできる無線通信装置、無線通信基地局及び無線通信システムを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
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　本発明の無線通信装置は、無線通信基地局から参照信号及び測定設定を含む制御情報を
受信する受信部と、前記測定設定に基づきセル毎に測定した参照信号の測定結果に基づき
、測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と
、前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
と、前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御
する制御部と、前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、前
記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無線通
信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまと
めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又は前記複
数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果
報告作成部を制御するかを判断する。
【００２１】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部
を備え、前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルについて、セル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよ
う前記測定結果報告作成部を制御し、前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前
記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御す
るか、又はセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果
報告作成部を制御するかを判断する。
【００２２】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にある自基地局セルリスト及び自装置が接続していない
他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリストを管理する基地局配下セル管理部を
備え、前記制御部は、前記参照信号の測定結果、並びに前記基地局配下セル管理部が管理
する基地局セルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記複数のセルのうち少な
くとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記
測定結果報告作成部を制御するか、又は前記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて
前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する。
【００２３】
　また、本発明の無線通信装置は、無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する
受信部と、所定の測定設定に基づき測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報告
を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、前記無線通信
基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部と、前記制御情
報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御する制御部と、
前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、前記測定結果報告
判定部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無線通信
を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめ
た値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定する。
【００２４】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部
を備え、前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルについて、セル毎の前記測定結果と前記制御情報に基づき、前記測定結果
報告判定部を制御し、前記測定結果報告判定部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続
している無線通信基地局の配下にないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前記
測定結果をまとめた値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否
かを判定し、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下のセル
について、セル毎の前記測定結果に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送
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信するか否かを判定する。
【００２５】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にある自基地局セルリスト及び自装置が接続していない
他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリストを管理する基地局配下セル管理部を
備え、前記制御部は、前記制御情報、並びに前記基地局配下セル管理部が管理する自基地
局セルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記測定結果報告判定部を制御し、
前記測定結果報告判定部は，前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測
定結果をまとめた値に基づき、少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめた値
に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定する。
【００２６】
　本発明の無線通信基地局は、上記無線通信装置の前記送信部から送信される前記測定結
果報告を受信する受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線
通信装置の通信先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハ
ンドオーバ判定処理部と、を備える。
【００２７】
　本発明の無線通信システムは、無線通信基地局から参照信号及び所定の測定設定を含む
制御情報を受信する受信部と、前記所定の測定設定に基づき周波数毎に測定した参照信号
の測定結果に基づき、測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測
定結果報告判定部と、前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する
測定結果報告作成部と、前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結
果報告作成部を制御する制御部と、前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送
信部と、を有し、前記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通
信基地局との無線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する
前記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御
するか、又は前記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成す
るよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信装置と、前期無線通信装
置の前記送信部から送信される前記測定結果報告を受信する受信部と、前記受信部で受信
した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信先を、通信先のセルから他のセ
ルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定処理部と、を有する無線通信基
地局と、を備える。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係る無線通信装置、無線通信基地局及び無線通信システムによれば、無線通信
装置がサイズを抑えて作成した測定結果報告に含まれる情報だけで、無線通信基地局がハ
ンドオーバをするか否かを決定できるので、無線通信装置と無線通信基地局との間のトラ
フィック量を抑えながら、無線通信基地局はハンドオーバを迅速に判断することができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施の形態において、基地局と複数の端末との間の通信で使用されるコ
ンポーネントキャリアを示す図
【図２】図１において、基地局が管理する複数のセルを示す模式図
【図３】実施の形態１に係る無線通信システムの概要を説明するための図
【図４】実施の形態１に係る端末１００の構成を示すブロック部
【図５】実施の形態１の通信システムにおいて、キャリアアグリゲーション時のMeasObje
ctの一例を示す図
【図６】実施の形態1の通信システムにおいて、キャリアアグリゲーション時のMeasObjec
tの他の例を示す図
【図７】実施の形態１において、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法
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を示すフロー図
【図８】実施の形態１に係る通信システムにおけるセルのペアの一例を示す図
【図９】実施の形態1において、セルのペア毎ではない場合の測定結果報告（Measurement
 Report）の一例を示す図
【図１０】実施の形態1において、セルのペア毎の場合の測定結果報告（Measurement Rep
ort）の一例を示す図
【図１１】実施の形態1において、測定結果をセルのペアで表すものと、測定結果を個別
で表すものとが混在する場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図
【図１２】実施の形態1において、セルのペアのPCIが統一されていない場合の測定結果報
告（Measurement Report）の例を示す図
【図１３】実施の形態１に係る基地局２００の構成を示すブロック図
【図１４】実施の形態２に係る端末３００の構成を示すブロック図
【図１５】実施の形態2の無線通信システムにおいて、セルのペアの一例を示す図
【図１６】実施の形態２に係る基地局４００の構成を示すブロック図
【図１７】実施の形態３に係る端末５００の構成を示すブロック図
【図１８】実施の形態３の無線通信システムにおいて、セルのペアの一例を示す図
【図１９】実施の形態３に係る基地局６００の構成を示すブロック図
【図２０】実施の形態４に係る端末７００の構成を示すブロック図
【図２１】実施の形態１において、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方
法を示すフロー図
【図２２】実施の形態４に係る基地局８００の構成を示すブロック図
【図２３】端末がアイドル状態からコネクテッド状態に移行するためのシーケンス図
【図２４】ハンドオーバの一例のシーケンス図
【図２５】端末におけるMeasurementの設定の一例を示す図
【図２６】MeasObjectの一例を示す図
【図２７】測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図
【図２８】図２８（ａ）は、基地局と端末間のコンポーネントキャリア周波数を示す図、
図２８（ｂ）は、図２８（ａ）で使用されるコンポーネントキャリアのうち、キャリアア
グリゲーションに使用される部分を示す図
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態の無線通信装置及び無線通信基地局について、図面を参照し
て詳細に説明する。以下では、無線通信装置（以下、「端末」という）と無線通信基地局
（以下、「基地局」という）からなる無線通信システムを例として説明する。なお、１つ
の基地局は複数の通信セル（「エリア」ともいう）を構成するものとする。以下、通信セ
ルを単に「セル」という。なお、以下の実施の形態において、同一機能を有する構成には
、同一符号を付し、重複する説明は省略する。
　ここで、本発明の実施の形態において、「セル」とは、１つの基地局から地理的エリア
に対して送られる識別子から、端末によってユニークに識別されることができる無線ネッ
トワークオブジェクトである。
【００３１】
　なお、以下の各実施の形態では、3GPPで規格化されている移動通信技術であるLong　Te
rm Evolution (LTE)、System Architecture Evolution (SAE)に基づいて説明する。しか
し、本発明は、3GPPで規定されている上記の規格に限らず、無線LAN（Wireless Local Ar
ea Network）、IEEE802.16、IEEE802.16eまたはIEEE802.16m等のWiMAX（Worldwide Inter
operability for MicrowaveAccess）、3GPP2、Long Term Evolution Advanced(LTE-A)、
あるいは第四世代移動通信技術等の無線アクセス技術に適用することができる。
【００３２】
　また、以下の実施の形態では、基地局と端末が、複数の周波数（例えば、２つの周波数
ｆ１とｆ２）を利用して通信できる無線通信システムを例として説明する。この場合、１
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つの基地局によって、複数の周波数において、複数のセルが構成される。
【００３３】
　図１及び図２を参照して、キャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation、Band Ag
gregationともいう)について説明する。図１及び図２では、本発明の実施の形態に係る無
線通信システムにおける基地局と端末との位置関係を示す。図１は、基地局と複数の端末
との間の通信で使用されるコンポーネントキャリアの一例を示す図であり、図２は、図１
において、基地局が管理する複数のセルを示す模式図である。図１及び図２に示すように
、無線通信システムは、携帯電話機や携帯端末などの端末（UE）と、この端末と通信する
基地局（eNB）で構成されている。
　基地局は、複数の周波数において、複数のセル（例えば、周波数ｆ１に対応する３つの
セルとｆ２に対応する３つのセル）を管理しており、端末は、複数のセルのコンポーネン
トキャリアを同時に使用することができる。この複数のコンポーネントキャリアを同時に
使用することをキャリアアグリゲーションという。例えば、同じ基地局に属する複数の異
なるキャリア周波数のコンポーネントキャリアを同時に使用する場合、同じ基地局の同じ
エリアに属する複数の異なるキャリア周波数のコンポーネントキャリアを同時に使用する
場合もあれば、同じ基地局の違うエリアに属する複数の異なるキャリア周波数のコンポー
ネントキャリアを同時に使用する場合もある。また、基地局が異なる周波数では、異なる
サイズのセルを管理する場合においても同様にキャリアアグリゲーションを行う。
　さらに、同じ基地局の違うエリアに属する複数の同じキャリア周波数のコンポーネント
キャリアを使用する場合がある。
　以下の実施の形態では、キャリアアグリゲーションの一例として、二つのコンポーネン
トキャリア（キャリア周波数ｆ１とｆ２）を使用する場合について説明するが、本発明の
範囲はこれに限定されるものではない。例えば、三つ以上のコンポーネントキャリアを使
用してもよい。また、基地局装置のセル内に存在する端末は、キャリアアグリゲーション
をして二つのコンポーネントキャリアを使用するだけでなく、場合によっては（状況に応
じて）、一つのコンポーネントキャリアだけを使用してもよい。
【００３４】
（実施の形態１）
　図１から図１３を参照して、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムについて説
明する。本発明の実施の形態１に係る無線通信システムは、端末１００及び基地局２００
から構成される。
【００３５】
　本実施の形態１に係る無線通信システムにおいて、端末１００は、ダウンリンクで基地
局２００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基づいて導出さ
れる測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンクで基地局２０
０に報告する機能を備えている。また、基地局２００は、無線資源（例えば、周波数領域
、時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末１００から報告された測定
結果報告（Measurement Report）から、他のセルへのハンドオーバが必要と判断する場合
はハンドオーバ処理を行う機能を備えており、端末１００のための無線アクセスネットワ
ークのアクセスポイントの役割を有しているともいえる。
【００３６】
　ここで、図３を参照し、本実施の形態の無線通信システムの概要を説明する。図３は、
実施の形態１に係る無線通信システムの概要を説明するための図である。
　ステップＳ１１では、基地局２００は、測定設定（Measurement Configuration）を端
末１００に送信する。そして、ステップＳ１２へ遷移する。
　ステップＳ１２では、端末１００は、基地局２００から送信された測定設定（Measurem
ent Configuration）を基に、あるいは、別の情報（例えば、セルのペア情報、基地局配
下のセルリスト情報）を加味して、セルの参照信号の測定を行う。そして、ステップS１
３へ遷移する。
【００３７】
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　ステップＳ１３では、端末１００は、参照信号を測定（measurement）し、定められた
計算式に基づいて導出される測定結果（以下、参照信号の測定結果、あるいは、測定結果
ともいう）が測定設定を基に決められる基地局２００への報告基準を満足するか否かを判
定する。そして、参照信号の測定結果が測定設定を基に決められる基地局２００への報告
基準を満足する場合、ステップＳ１４へ遷移する。参照信号の測定結果が測定設定を基に
決められる基地局２００への報告基準を満足しない場合、終了する。
【００３８】
　ステップＳ１４では、端末１００は、参照信号の測定結果が測定設定を基に決められる
基地局２００への報告基準を満足するので、Measurement Configuration、又は端末１０
０が事前に保持している測定結果報告（Measurement Report）の作成方法に基づき、測定
結果報告（Measurement Report）を作成する。そして、ステップＳ１５へ遷移する。
【００３９】
　ステップＳ１５では、端末１００は、ステップＳ１４で作成した測定結果報告（Measur
ement Report）を、基地局２００に送信する。そして、ステップＳ１６へ遷移する。
　ステップＳ１６では、基地局２００は、端末１００から送信された測定結果報告（Meas
urement Report）に基づき、ハンドオーバするか否かを判定する。
【００４０】
［端末１００の構成］
　ここで、図４を参照し、本実施の形態における端末１００の構成を説明する。図４は実
施の形態１に係る端末１００の構成示すブロック図である。端末１００は、受信部１０１
と、測定結果報告判定部１０３と、制御部１０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信
部１１１と、を備えている。
【００４１】
　受信部１０１は、制御部１０５から送られてくる指示に応じて、接続している基地局２
００、あるいは他の基地局２００から送信されるシステム情報、個別制御情報などを受信
する機能を備えている。受信部１０１は、測定結果報告判定部１０３から送られてくる指
示に応じて、接続している基地局２００、あるいは、他の基地局２００から送信される参
照信号を受信する機能を備えている。そして、受信部は、システム情報、個別制御情報な
どの制御情報を制御部に出力し、参照信号を測定結果報告判定部１０３へ出力する。
【００４２】
　測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力される様々な測定結果の出力指示
を個々に管理する機能を備えている。制御部１０５から入力される測定結果の出力指示は
、例えば、周期的な測定結果の出力指示、イベント発生時の測定結果の出力指示、イベン
ト発生後の周期的な測定結果の出力指示、特定の周波数の測定結果の出力指示、特定のセ
ルの測定結果の出力指示がある。測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５からの指示
に応じて、参照信号の受信指示を受信部１０３へ出力する。測定結果報告判定部１０３は
、入力される参照信号の測定結果が制御部１０５の指示に該当するか否かを判定し、該当
すると判定した場合は、指示に応じた測定結果を測定結果報告作成部１０９へ出力するよ
うに構成されている。
【００４３】
　測定結果報告判定部１０３は、制御部から入力されたセルのペアに関する情報及び測定
設定（Measurement Configuration）に基づいて、セルのペアで測定結果を平均した値で
イベント判定を行うか、セル個別の測定結果でイベント判定を行うかを判断する。そして
、測定結果報告判定部１０３は、セルのペアでイベント判定するものに関しては、セルの
ペアで測定結果を平均した値でイベント判定を行い、セル個別の測定結果でイベント判定
するものに関しては、セル個別の測定結果でイベント判定を行う。つまり、測定結果報告
判定部は、セルのペアに関する情報と測定設定（Measurement Configuration）から、セ
ルのペアで測定結果を平均した値でイベント判定するか、あるいは、セル個別の測定結果
でイベント判定するかと判断する機能を備えている。
【００４４】
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　測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均した値が、測定結果を基地
局２００へ送信する基準を満たす場合、セルのペアで測定結果を平均した値を測定結果と
して、測定結果報告作成部１０９に出力する。このとき、セルのペアであることなど、測
定結果を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力してもよい。このよ
うにすることで、測定結果に測定結果がセルのペアかセル個別かという情報が含まれない
場合、測定結果報告を作成する際に、セルのペアの測定結果であることを容易に判断する
ことができる。
【００４５】
　測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均しないものは、セル個別の
測定結果に基づいて、イベント判定を行い、セルの測定結果を基地局２００へ送信する基
準を満たすと、測定結果を測定結果報告作成部１０９に出力する。このとき、測定結果報
告を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力してもよい。このように
することで、測定結果に測定結果がセル個別かセルのペアかという情報が含まれない場合
、測定結果報告を作成する際に、セル個別の測定結果であることを容易に判断することが
できる。
【００４６】
　測定結果報告判定部１０３は、測定結果報告作成部１０９に測定結果及び測定結果報告
を作成するのに必要な情報を出力した後も、測定設定（Measurement Configuration）に
基づいて測定（measurement）を行う。なお、測定結果報告判定部１０３は、測定結果及
び測定結果を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力せずに制御部１
０５に出力しても良い。
【００４７】
　制御部１０５は、受信部１０３に基地局２００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を備えている。制御部１０５は、受信部１０１から出力された制御情
報、あるいは事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Configuratio
n）を、測定結果報告判定部１０３に出力し、測定結果報告判定部１０３に測定設定（Mea
surement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている。
【００４８】
　ここで、キャリアアグリゲーション時の測定設定（Measurement Configuration）の例
として、キャリアアグリゲーション時のMeasObjectの例を図５に示す。図５は、実施の形
態１の通信システムにおけるキャリアアグリゲーション時のMeasObjectの一例を示す図で
ある。図５に示すように、通常のMeasObjectは、１つのキャリア周波数だけを対象にする
が、使用中のキャリア周波数の数を加えることにより複数のキャリア周波数を測定の対象
とすることができる。
【００４９】
　図６に、実施の形態1の通信システムにおけるキャリアアグリゲーション時のMeasObjec
tの他の例を示す。図６に示すように、図５に示す例では、それぞれのキャリア周波数ご
とに隣接セルリスト（Neighbour Cells）、ブラックリストセル（blacklisted Cells）の
情報を含んでいたが、キャリア周波数間でセルの識別子などを関連付けることにより、一
方のキャリア周波数の隣接セルリスト、ブラックリストセルの情報を共有することができ
る。
【００５０】
　制御部１０５は、セルのペア管理部１０７を保持しており、基地局２００から送信され
たセルのペアに関する情報、又は、予め、セルのペアに関する情報を管理している。制御
部１０５は、キャリアアグリゲーション時に、セルのペア管理部１０７で管理するセルの
ペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断する場合、測定結果報告判定部にセ
ルのペアに関する情報を出力する。
【００５１】
　ここで、制御部１０５がセルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断す
る一例を示す。例えば、隣接するキャリア周波数を使用してキャリアアグリゲーションを
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している場合には、セルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断し、それ
以外の場合には、セル個別の測定結果でイベント判定を行うと判断する。さらに、例えば
、キャリアアグリゲーションに使用しているキャリア周波数の差がx MHz（例えば x = 20
）以内の場合は、セルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断し、それ以
外の場合には、セル個別の測定結果でイベント判定を行うと判断する。さらに、例えば、
８００MHz帯や２GHz帯など同じ周波数帯でキャリアアグリゲーションをしている場合には
、セルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断し、８００MHz帯と２GHz帯
とを混在してキャリアアグリゲーションをしている場合には、セル個別の測定結果でイベ
ント判定を行うと判断する。このようにすることで、セルのペアを作成する際に、品質を
安定化させることができる。このセルのペアは、測定結果をセルのペア毎に足し算（平均
）し、測定結果報告のサイズを小さくさせるために使用される。
【００５２】
　なお、制御部１０５は、測定結果報告判定部１０３から、測定結果、測定結果を作成す
るのに必要な情報が入力されると、測定結果報告作成部１０９に測定結果、測定結果を作
成するのに必要な情報を出力する。
【００５３】
　ここで、図７を参照して、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法を説
明する。図７は、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法を示すフロー図
である。
　ステップＳ２１では、測定結果報告判定部１０３には、制御部１０５からセルのぺアに
関する情報が入力される。そして、ステップＳ２２へ遷移する。
　ステップＳ２２では、測定結果報告判定部１０３には、制御部１０５から測定設定（Me
asurement Configuration）が入力される。そして、ステップＳ２３へ遷移する。
【００５４】
　ステップＳ２３では、測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力されたセル
のペアに関する情報及び測定設定（Measurement Configuration）に基づいて、セルのペ
アで測定結果を平均した値でイベント判定をするか、否かを判定する。セルのペアで測定
結果を平均した値でイベント判定をする場合、ステップＳ２６へ遷移し、セル個別の測定
結果でイベント判定をする場合、ステップＳ２４へ遷移する。
　ステップ２４では、測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力された測定設
定（Measurement Configuration）に基づき、測定（measurement）を行う。そして、ステ
ップＳ２５へ遷移する。
　ステップＳ２５では、測定結果報告判定部１０３は、セル個別の測定結果が基地局２０
０へ送信する基準を満たすか否かを判定する。満たす場合は、ステップＳ２８へ遷移し、
満たさない場合は、ステップＳ２４へ戻る。
【００５５】
　ステップＳ２６では、測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力されたたセ
ルのペアに関する情報及び測定設定（Measurement Configuration）に基づき、測定（mea
surement）を行う。そして、ステップＳ２７へ遷移する。
　ステップＳ２７では、測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均した
値が、測定結果を基地局２００へ送信する基準を満たすか否かを判定する。満たす場合は
、ステップＳ２８へ遷移し、満たさない場合は、ステップＳ２６へ戻る。
【００５６】
　ステップＳ２８では、測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均した
値を測定結果として、測定結果報告作成部１０９に出力する。なお、上記例では、セルの
ペアの測定結果を平均した値でイベント判定を行う例を示したが、測定結果のイベント判
定はセル個別の測定結果で行い、測定結果報告は、セルのペア情報を基に、セルのペアで
測定結果を平均した値で作成するようにしてもよい。なお、上記例では、セルのペアの測
定結果を平均した値でイベント判定を行う例を示したが、測定結果のイベント判定はセル
個別の測定結果で行い、セルのペアの両方のセルで測定結果報告を送ると判定されても、
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測定結果報告には、測定結果（品質）のよいほうのセルの測定結果だけを含めるようにし
てもよい。
【００５７】
＜実施の形態１：セルのペアの例＞
　ここで、図８を参照し、セルのペアの例を説明する。図８は、実施の形態１に係る通信
システムにおけるセルのペアの一例を示す図である。セルのPCIは、キャリア周波数間で
は同じ範囲の数字が独立に割り当てられる。なお、説明の簡略化のため、同じ基地局で異
なるキャリア周波数の同じエリアのセルは、同じPCIをもつものとする。そこで、セルの
ペアとして、基地局２００Aに属しているキャリア周波数ｆ１のセル１とキャリア周波数
ｆ２のセル１をペアとする。同様に、セル2同士、セル３同士、基地局２００Bに属してい
るセル４同士、セル５同士、セル６同士をペアとする。ここで、セルのペアに関する情報
の取得方法の例を示す。同じ基地局で、同じエリアのセル同士の場合、キャリア周波数が
近ければ、セルの特性も似たものとなるため、２つの測定結果が大きくずれる確率が低い
ことを利用して、測定結果報告のサイズを小さくすることができる。また、PCIの割り当
てを同じ基地局２００で異なるキャリア周波数において、同じエリアのセルは同じPCIを
もつことにより、基地局２００から端末１００にセルのペア情報を送信しなくて良いとい
う効果を有する。なお、セルのサイズが異なっていても、基地局からの方向が同じならば
、同じエリアとみなしてもよい。なお、セルのペアとするPCIを基地局２００から端末１
００に制御情報として送ることで、基地局２００が望むセルのペアにより端末１００に測
定させても良い。この場合、PCIの割り当ては上記と異なっていても良い。なお、また、
基地局２００から端末１００にセルのペアとなる情報をyビット（例えば、y=1）で送って
も良い。
【００５８】
　また、リモートラジオヘッド（remote radio head）のように一つの基地局が、アンテ
ナを遠方に置くことで、カバレッジを広くする場合において、異なる地点にあるアンテナ
間において同一周波数で同じセルＩＤを使用する場合、端末は意識せずに、それらのセル
の測定結果を足し算（あるいは、平均）して、基地局に報告する。また、タイミング、あ
るいは、基地局から送られてくる情報を元に、端末がリモートラジオヘッドの存在を認識
する場合、端末は意識的に、同一周波数のアンテナ毎のセルの測定結果を足し算（あるい
は、平均）して、基地局に報告することができる。
【００５９】
　また、リモートラジオヘッド（remote radio head）のように一つの基地局が、アンテ
ナを遠方に置くことで、カバレッジを広くする場合において、異なる地点にあるアンテナ
間において同一周波数で異なるセルＩＤを使用する場合、端末は、基地局から送られてく
る情報を元にリモートラジオヘッドであると認識し、末は意識的に、同一周波数のアンテ
ナ毎のセルの測定結果を足し算（あるいは、平均）して、基地局に報告することができる
。
【００６０】
　このようにすることで、アンテナ間で協調中継をする場合に、同時に使用するセルの測
定結果を足し算（あるいは、平均）することで、より正確な測定結果を基地局に送ること
ができる。上記は、基地局がアンテナを遠隔地に配置し、同一基地局が複数の地点のアン
テナを管理する場合を示したが、基地局間でも同様のことができる。また、基地局間での
協調がある場合、セルのペアは、異なる基地局間で異なる周波数間でもよい。
【００６１】
　測定結果報告作成部１０９は、測定結果報告判定部１０３又は制御部１０５から入力さ
れた測定結果及び測定結果を作成するのに必要な情報から測定結果報告（Measurement Re
port）を作成する。そして、測定結果報告作成部１０９は、作成した測定結果報告（Meas
urement Report）を送信部１１１へ出力する。
【００６２】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例１＞
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　ここで、図９を参照して、セルのペア毎ではない場合の測定結果報告（Measurement Re
port）の一例を説明する。図９は、実施の形態1の通信システムにおける、セルのペア毎
ではない場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図である。図９に示す
ように、各キャリア周波数（Carrier freq）の区切りをつけることで、２つのキャリア周
波数のセルを１つの測定結果報告（Measurement Report）に入れることができる。これに
より、基地局側では、１つの測定結果報告（Measurement Report）からハンドオーバを判
断することができる。なお、基地局が２つの測定結果報告（Measurement Report）からハ
ンドオーバを判断する機能を備えている場合、キャリア周波数毎に測定結果報告（Measur
ement Report）を作成してもよい。
【００６３】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例２＞
　図１０を参照して、セルのペア毎の場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例
を説明する。図１０は、実施の形態1の通信システムにおける、セルのペア毎の場合の測
定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図である。図１０に示すように、セルの
ペアにしたキャリア周波数を明記する。なお、イベント判定はセル個別の測定結果で行い
、測定結果報告のサイズを小さくするために、測定結果報告は、セルのペアで測定結果を
平均した値で記述する場合、どちらのキャリア周波数のセルでイベントが発生したかがわ
かるように、最初に測定結果報告（Measurement Report）に記述されるキャリア周波数の
セルでイベントが発生したと決めておいても良い。
【００６４】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例３＞
　図１１を参照して、測定結果をセルのペアで表すものと、測定結果を個別で表すものが
混在する場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を説明する。図１１は、実施
の形態1の通信システムにおける、測定結果をセルのペアで表すものと、測定結果を個別
で表すものが混在する場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図である
。図１１に示す測定結果報告（Measurement Report）のように、図９に示す測定結果報告
（Measurement Report）の例と図１０に示す測定結果報告（Measurement Report）の例と
を組み合わせることが可能である。
【００６５】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例４＞
　図１２を参照して、セルのペアのPCIが統一されていない場合の測定結果報告（Measure
ment Report）の一例を説明する。図１２は、実施の形態1の通信システムにおける、セル
のペアのPCIが統一されていない場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示
す図である。図１２に示すように１つのNeighbour cellの情報にPhysical cell identity
が２つ含まれる。このPCIの記入の順番は、先に記述しているCarrier freqの順番に合わ
せて記述する。このようにすることで、周波数とPCIのマッピングを行うことができる。
【００６６】
　なお、図９～図１２を参照して説明したセルのペアに関する測定結果報告（Measuremen
t Report）の各例では、global cell identityをオプションとして含めているが、セルの
ペアで測定結果を表す場合、global cell identityをフォーマットから外して、フォーマ
ットサイズを小さくしても良い。なお、global cell identityに限らず、Optionのものを
フォーマットからはずして、フォーマットサイズをより小さくしても良い。なお、セルの
ペアで測定結果を平均する場合は、測定結果をRSRPで示し、セルのペアで測定結果を平均
しない場合は、測定結果をRSRQで示して、セルのペアか否かという情報を含めてもよい。
図９～図１２に示す各測定結果報告（Measurement Report）に、どのフォーマットを使用
するかを判断するためのビットを含めても良い。
【００６７】
　送信部１１１は、測定結果報告作成部１０９から入力された測定結果報告（Measuremen
t Report）を基地局２００に送信する。
【００６８】
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［基地局２００の構成］
　次に、図１３を参照し、基地局２００の構成を説明する。図１３は、実施の形態１に係
る基地局２００の構成を示すブロック図である。基地局２００は、受信部２０１と、ハン
ドオーバ判定処理部２０３と、制御部２０５と、送信部２０７と、を備える。
【００６９】
　受信部２０１は、端末１００から受信した測定結果報告（Measurement Report）をハン
ドオーバ判定処理部２０３へ出力する。
【００７０】
　ハンドオーバ判定処理部２０３は、受信部２０１から入力された測定結果報告（Measur
ement Report）に基づき、基地局２００以外の他の基地局にハンドオーバ（Intra-freque
ncy Handover）するか否かを判定する。つまり、ハンドオーバ判定処理部２０３は、測定
結果報告（Measurement Report）がセルのペアで記載されている場合、二つのコンポーネ
ントキャリアを使用する他の基地局に、同じ周波数を使用するハンドオーバ（Intra-freq
uency Handover）、あるいは、以前とは異なる周波数を使用するハンドオーバ（Inter-fr
equency Handover）をするか否か、を判定する。
【００７１】
　制御部２０５は、測定設定（Measurement Configuration）を端末１００に伝えるため
の制御情報、参照信号のスケジュール情報を、送信部２０７へ出力する。また、端末１０
０がキャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオーバ判定処理部２０３に端末１
００がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。
【００７２】
　送信部２０７は、スケジュール情報に基づいて参照信号、制御情報等を、端末１００に
送信する。
　なお、本実施の形態では測定結果報告（Measurement Report）をセルのペアで平均した
値で記述する例を記載したが、平均以外の手法で複数の結果を１つ又は少なくとも元の結
果の数より少ない数に集約することにより、情報量を削減する他の方法であっても良い。
【００７３】
（実施の形態２）
　図１４から図１６を参照して、本発明の実施の形態２に係る無線通信システムについて
説明する。本発明の実施の形態２に係る無線通信システムは、端末３００及び基地局４０
０から構成される。
【００７４】
　本実施の形態２に係る無線通信システムにおいて、端末３００は、ダウンリンクで基地
局４００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基づいて導出さ
れる測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンクで基地局４０
０に報告する機能を備えている。また、基地局４００は、無線資源（例えば、周波数領域
、時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末３００から報告された測定
結果報告（Measurement Report）から、他のセルへのハンドオーバが必要と判断する場合
はハンドオーバ処理を行う機能を備えており、端末３００のための無線アクセスネットワ
ークのアクセスポイントの役割を有しているともいえる。
【００７５】
　なお、本実施の形態では、上述した実施の形態１に、サービングセルが属する基地局配
下のセルに関する測定結果は、セルのペアで平均せずに、個別で送ることにより、端末の
基地局内移動に追随して、適したセルを使用する無線通信システムについて説明する。
【００７６】
［端末３００の構成］
　図１４を参照し、本実施の形態に係る端末３００の構成を説明する。図１４は、実施の
形態２に係る端末３００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態２に係る端
末３００が、実施の形態１に係る端末１００と異なる点は、制御部の構成である。そのた
め、実施の形態１に係る端末１００の構成要素と同一の端末３００の構成要素に対しては
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、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
　実施の形態２に係る端末３００は、受信部１０１と、測定結果報告判定部１０３と、制
御部３０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信部１１１と、を備えている。ここで、
制御部３０５の構成について説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略
する。
【００７７】
　制御部３０５は、受信部１０１に基地局２００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を備えている。制御部３０５は、受信部１０１から出力された制御情
報、又は事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Configuration）
を、測定結果報告判定部１０３に出力し、測定結果報告判定部１０３に測定設定（Measur
ement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている。なお、
測定設定（Measurement Configuration）の例は、図５及び図６で示した実施の形態1にお
ける測定設定（Measurement Configuration）の例と同じであるため、その説明を省略す
る。
【００７８】
　制御部３０５は、セルのペア管理部３０７を備える。セルのペア管理部３０７では、基
地局２００からセルのペアに関する情報が送られる、あるいは、事前に組み込まれている
セルのペアに関する情報を管理している。
　制御部３０５は、自基地局配下セルリスト管理部３０９を備えている。自基地局配下セ
ルリスト管理部３０９では、基地局４００から送られる端末３００が接続している自基地
局配下のセルのリストに関する情報を管理している。このセルのリストの情報は、例えば
、セルのPCIのリストで構成され、基地局が端末に送るシステム情報（System Informatio
n）の中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示すフラグをつけて端末に伝え
られる。この情報により、制御部３０５は、セルが自基地局に属するかどうかを判断する
ことができる。制御部３０５は、端末が属している基地局配下のセルに関しては、セル個
別の測定結果に基づいて、イベント判定を行うと判断し、それ以外のセルに関しては、実
施の形態１と同様に、セルのペアで測定結果を平均しその値でイベント判定を行うか否か
を判断する。制御部３０５は、測定結果報告判定部１０３に、セルのペアで測定結果を平
均しイベント判定するものに関して、セルのペアに関する情報として出力する機能を備え
ている。
【００７９】
＜実施の形態２：セルのペアの例＞
　ここで、図１５を参照し、セルのペアの例を説明する。図１５は、本実施の形態におい
て、セルのペアの一例を示す図である。セルのPCIは、キャリア周波数間では同じ範囲の
数字が独立に割り当てられる。ここでは、説明の簡略化のため、同じ基地局で異なるキャ
リア周波数の同じエリアのセルは、同じPCIをもつものとする。
　図１５に示すように、基地局４００Ａがサービングの基地局の場合、基地局４００Ａの
セルは、各セルの測定結果を送るために、セルをペアにしない。また、基地局４００Ｂは
サービングの基地局でないので、基地局４００Ｂに属するキャリア周波数ｆ１のセル４と
キャリア周波数ｆ２のセル４をペアとする。同様に、セル５同士、セル６同士をペアとす
る。このように、端末３００が属さない基地局のセルのペアに関する情報及び端末３００
が属する基地局のセルの個別の情報に基づき、図１５に示すようなセルの組み合わせを測
定結果報告作成部１０９は作成する。
【００８０】
　上述したように、端末３００は、自基地局に関して、基地局内でハンドオーバさせるた
めに、セルの個別の情報を送り、他基地局に関しては、基地局間でハンドオーバさせるた
めに、セルのペアに関する情報を含むセルの組み合わせの情報を送信する。そのため、端
末３００は、測定結果報告（Measurement Report）のサイズを小さくでき、効率よく測定
結果報告（Measurement Report）を基地局４００へ送信することができる。
【００８１】
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[基地局４００の構成]
　次に、図１６を参照し、基地局４００の構成を説明する。図１６は、実施の形態2に係
る基地局４００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態２に係る基地局４０
０が、実施の形態１に係る基地局２００と異なる点は、制御部の構成である。そのため、
実施の形態１に係る基地局２００の構成要素と同一の基地局４００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【００８２】
　実施の形態２に係る基地局４００は、受信部２０１と、ハンドオーバ判定処理部２０３
と、制御部４０５と、送信部２０７と、を備えている。ここで、制御部４０５の構成につ
いて説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略する。
【００８３】
　制御部４０５は、測定設定（Measurement Configuration）を端末３００に伝えるため
の制御情報、参照信号のスケジュール情報を、送信部２０７へ出力する。また、端末３０
０がキャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオーバ判定処理部２０３に端末３
００がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。制御部４０５は、自基地局
配下のセルのリストの情報を端末３００に送信するため、自基地局配下セルリスト管理部
４０７から自基地局配下のセルのリストの情報を取り出す。そして、制御部４０５は、自
基地局配下のセルのリストの情報を含む制御情報を作成して、送信部２０７へ出力する。
ここで、自基地局配下のセルのリストの情報は、例えば、基地局４００が端末３００に送
るSystem Informationの中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示すフラグ
をつけて端末３００に伝えられる。また、System Informationの中に自基地局配下のPCI
リストとして加えて端末３００に伝えても良い。また、個別制御情報として、自基地局配
下のPCIリストとして送信しても良い。
【００８４】
（実施の形態３）
　図１７から図１９を参照して、本発明の実施の形態３に係る無線通信システムについて
説明する。本発明の実施の形態３に係る無線通信システムは、端末５００及び基地局６０
０から構成される。
【００８５】
　本実施の形態３に係る無線通信システムでは、基地局配下のセルのリストから、端末が
ハンドオーバ先として要求するセルのペアを作成し、測定結果を平均して、測定結果報告
（Measurement Report）のサイズを小さくしつつ、適したセルを基地局に伝えることがで
きる。
【００８６】
　本実施の形態３に係る無線通信システムにおいて、端末５００は、ダウンリンクで基地
局６００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基づいて導出さ
れる測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンクで基地局６０
０に報告する機能を備えている。また、基地局６００は、無線資源（例えば、周波数領域
、時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末５００から報告された測定
結果報告（Measurement Report）から、他のセルへのハンドオーバが必要と判断する場合
はハンドオーバ処理を行う機能を備えており、端末５００のための無線アクセスネットワ
ークのアクセスポイントの役割を有しているともいえる。
【００８７】
［端末５００の構成］
　図１７を参照し、本実施の形態に係る端末５００の構成を説明する。図１７は、実施の
形態３に係る端末５００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態３に係る端
末５００が、実施の形態１に係る端末１００と異なる点は、制御部の構成である。そのた
め、実施の形態１に係る端末１００の構成要素と同一の端末５００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【００８８】
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　実施の形態３に係る端末５００は、受信部１０１と、測定結果報告判定部１０３と、制
御部５０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信部１１１と、を備えている。ここで、
制御部５０５の構成について説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略
する。
【００８９】
　制御部５０５は、受信部１０１に基地局６００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を備えている。また、制御部５０５は、受信部１０１から送られてき
た制御情報、あるいは事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Conf
iguration）を測定結果報告判定部１０３に出力し、測定結果報告判定部に測定設定（Mea
surement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている。なお
、測定設定（Measurement Configuration）の例は、図５及び図６で示した実施の形態1に
おける測定設定（Measurement Configuration）の例と同じであるため、その説明を省略
する。
【００９０】
　制御部５０５は、基地局配下セルリスト管理部５０７を備えている。基地局配下セルリ
スト管理部５０７では、基地局６００から送られる端末５００が接続している自基地局配
下のセルのリストと他基地局配下のセルのリストを管理している。このセルのリストの情
報は、例えば、セルのPCIのリストで構成され、基地局６００が端末５００に送るシステ
ム情報（System Information）の中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示
すフラグをつけて端末に伝えられる。この情報により、制御部５０５は、セルがどの基地
局に属するかを判断することができる。
【００９１】
　制御部５０５は、基地局６００から送られてくる基地局配下のセルのリストを元に、端
末５００にとって良い組み合わせのセルのペアを作成する。例えば、セルのリストに含ま
れるセルの並び方が、隣接するセルの情報も同時に含んでおり、隣接するセル間で移動す
るような状況において、無駄なハンドオーバを避けることができるようなセルのペアを作
成する。また、例えば、端末が移動してきたセルの履歴を利用して、どのセルが隣接して
いるかを知り、セル間を何度も移動するような状況において、無駄なハンドオーバを避け
るためことができるようなセルのペアを作成する。また、例えば、端末が移動してきたセ
ルの履歴を利用して、品質の良かったセルのペアを選択する。上述のようにペアを選択す
ることで、端末５００にとって良い組み合わせのセルのペアを測定することができ、端末
５００にとってよいペアにハンドオーバする確率を高くすることができる。
　制御部５０５は、以上のように作成したセルのペアを、セルのペアに関する情報として
測定結果報告判定部に出力する。
【００９２】
＜実施の形態３：セルのペアの例＞
　ここで、図１８を参照し、セルのペアの例を説明する。図１８は、本実施の形態におい
て、セルのペアの一例を示す図である。セルのPCIは、キャリア周波数間では同じ範囲の
数字が独立に割り当てられる。ここでは、説明の簡略化のため、同じ基地局で異なるキャ
リア周波数の同じエリアのセルは、同じPCIをもつものとする。
【００９３】
　図１８に示すように、基地局６００Ａで、セル１とセル２が隣接する場合、キャリア周
波数ｆ１のセル１とキャリア周波数ｆ２のセル２をセルのペアとする。また、基地局６０
０Ｂで、セル４とセル５が隣接する場合、キャリア周波数ｆ１のセル４とキャリア周波数
ｆ２のセル５をセルのペアとする。
【００９４】
　なお、基地局６００Ａ及び基地局６００Ｂの両方のセルのペアを、測定結果報告（Meas
urement Report）に含んでも良いし、片方の基地局のセルのペアを含んでも良い。また、
１つの基地局内でセルのペアを１つだけではなく、２つ以上入れてもよい。また、セルの
ペアは異なるキャリア周波数のセル同士だけではなく、同じキャリア周波数のセル同士で
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もよい。また、セルのペアは、同一基地局が管理している複数のアンテナのセル同士でも
よい。また、セルのペアは、協調している異なる基地局のセル同士でもよい。このとき、
どの基地局が協調しているのかを示すか、あるいは、基地局配下のセルリストを、協調し
ている基地局配下のセルリストとすることにより、実施できる。
【００９５】
　上述したように、端末５００は、品質の良いセルを選択して組み合わせることで、測定
結果報告（Measurement Report）のサイズ小さくしつつ、効率よく測定結果報告（Measur
ement Report）を基地局へ送信することができる。なお、端末５００は、自基地局配下の
セルに関しては、セルのペアにせず、個別に測定結果を送ることにより、基地局内で適し
たハンドオーバを行うにしても良い。
【００９６】
[基地局６００の構成]
　次に、図１９を参照し、基地局６００の構成を説明する。図１９は、実施の形態３に係
る基地局６００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態３に係る基地局６０
０が、実施の形態１に係る基地局２００と異なる点は、制御部の構成である。そのため、
実施の形態１に係る基地局２００の構成要素と同一の基地局６００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【００９７】
　実施の形態３に係る基地局６００は、受信部２０１と、ハンドオーバ判定処理部２０３
と、制御部６０５と、送信部２０７と、を備えている。ここで、制御部６０５の構成につ
いて説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略する。
【００９８】
　制御部６０５は、測定設定（Measurement Configuration）を端末５００に伝えるため
の制御情報、参照信号のスケジュール情報を、送信部２７に出力する。制御部６０５は、
基地局配下のセルのリストの情報を端末５００に送るため、基地局配下セルリスト管理部
６０７から基地局配下のセルのリストの情報を取り出す。そして、制御部６０５は、基地
局配下のセルのリストの情報を含む制御情報を作成し、送信部２０７へ出力する。ここで
、基地局配下のセルのリストの情報は、例えば、基地局６００が端末５００に送るSystem
 Informationの中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示すフラグをつけて
端末５００に伝えられる。また、System Informationの中に基地局配下のPCIリストとし
て加えて端末に伝えられる。また、個別制御情報として、基地局配下のPCIリストとして
送られる。 制御部は、端末がキャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオーバ
判定処理部に端末がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。
【００９９】
　なお、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端
末が判断する方法を示したが、実施の形態２のように、自基地局配下のセルに関しては、
セルのペアにせず、個別に測定結果を送ることにより、基地局内で適したハンドオーバを
行えるようにしてもよい。
　なお、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端
末が判断する方法を示したが、実施の形態１の方法のセルのペアに加えて、自基地局内の
よい組み合わせのセルのペアを含めてもよい。
【０１００】
　なお、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端
末が判断する方法を示したが、実施の形態１の方法のセルのペアに加えて、セルのペアと
して、自基地局内のよい組み合わせと他基地局内の良い組み合わせを含めてもよい。　な
お、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端末が
判断する方法を示したが、自基地局内のセルは、実施の形態３の自基地局内のよい組み合
わせのセルのペアを用い、他基地局のセルは、実施の形態１の方法のセルのペアを用いて
もよい。
【０１０１】



(22) JP WO2010/113490 A1 2010.10.7

10

20

30

40

50

　なお、上記実施の形態において、端末がセルのペアで測定結果を平均し、測定結果報告
を作成する場合は、測定結果報告を判定する際にもセルのペアで測定結果を平均し、イベ
ント判定を行う例を示したが、イベント判定時には個別にイベント判定を行い、イベント
判定後に、基地局配下のセルのリストと測定結果から、受信電力、あるいは、受信品質が
高い同じ基地局配下のセルを選択し、測定結果を平均させるセルのペアを作成してもよい
。このようにすることで、端末にとって、受信品質のよいセルのペアを測定結果報告のサ
イズを小さくしつつ、基地局に伝えることができる。
　なお、上記実施の形態において、測定結果のイベント判定はセル個別の測定結果で行い
、測定結果報告は、受信品質がよいセルのペアを作成し、セルのペアの情報と、測定結果
のよいセルの測定結果を含めるようにしてもよい。
【０１０２】
（実施の形態４）
　図２０から図２２を参照して、本発明の実施の形態４に係る無線通信システムについて
説明する。本発明の実施の形態４に係る無線通信システムは、端末７００及び基地局８０
０から構成される。
【０１０３】
　本実施の形態に係る無線通信システムでは、周波数プライオリティと自基地局配下のセ
ルのリストから、プライオリティの高い周波数に属するセルと自基地局配下のセルのみを
測定結果報告（Measurement Report）に含めることで、測定結果報告（Measurement Repo
rt）のサイズを小さくしつつ、基地局内ハンドオーバ、基地局間ハンドオーバに必要な情
報を基地局に伝えることができる。
【０１０４】
　本発明の実施の形態４に係る無線通信システムにおいて、端末７００は、ダウンリンク
を介して基地局８００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基
づいて導出される測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンク
を介して基地局８００に報告する。基地局８００は、無線資源（例えば、周波数領域、時
間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末７００から報告された測定結果
報告（Measurement Report）から、基地局８００以外の他の基地局へのハンドオーバが必
要と判断する場合はハンドオーバ処理を行う。また、基地局８００は、端末７００のため
の無線アクセスネットワークのアクセスポイントの役割を有する。
【０１０５】
［端末７００の構成］
　図２０を参照し、本実施の形態に係る端末７００の構成を説明する。図２０は、実施の
形態４に係る端末７００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態４に係る端
末７００が、実施の形態１に係る端末１００と異なる点は、測定結果報告判定部及び制御
部の構成である。そのため、実施の形態１に係る端末１００の構成要素と同一の端末７０
０の構成要素に対しては、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する
。
【０１０６】
　実施の形態４に係る端末７００は、受信部１０１と、測定結果報告判定部７０３と、制
御部７０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信部１１１と、を備えている。ここで、
制御部７０５の構成について説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略
する。
【０１０７】
　図２６に示すように１つの周波数のMeasObjectを端末に送り、他の周波数では、測定結
果報告（Measurement Report）が発生しないようにしても良い。また、図５や図６のよう
に複数の周波数を含みながら、初めに記載した周波数に優先度を設けても良い。また、優
先度の高い周波数にプライオリティフラグをつけても良い。上述したように、周波数プラ
イオリティの情報を設け、その周波数のセルで測定結果報告（Measurement Report）を構
成するで、測定結果報告（Measurement Report）のサイズを小さくすることができる。
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【０１０８】
　測定結果報告判定部７０３は、制御部７０５から入力される測定結果の出力指示、例え
ば、周期的な測定結果の出力指示、イベント発生時の測定結果の出力指示、イベント発生
後の周期的な測定結果の出力指示、特定の周波数の測定結果の出力指示、特定のセルの測
定結果の出力指示などの制御部７０５からの指示を個々に管理する機能を備えている。
【０１０９】
　測定結果報告判定部７０３は、制御部７０５からの指示に応じて、参照信号の受信指示
を受信部１０１へ出力する。測定結果報告判定部７０３は、入力される参照信号の測定結
果が制御部７０５からの指示に該当する場合、その指示に応じた測定結果を測定結果報告
作成部１０９へ出力するように構成されている。
【０１１０】
　図２１は、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法を示すフロー図であ
る。ステップＳ３１では、測定結果報告判定部７０３には、制御部７０５から、自基地局
配下のセルのリスト、周波数プライオリティに関する情報、測定設定（Measurement Conf
iguration）が入力される。そして、ステップＳ３２へ遷移する。
【０１１１】
　ステップＳ３２では、測定結果報告判定部７０３は、これらの自基地局配下のセルのリ
スト、周波数プライオリティに関する情報と測定設定（Measurement Configuration）に
基づいて、自基地局配下のセルのリストに含まれるセルに関しては、測定設定（Measurem
ent Configuration）に基づいて、複数のキャリア周波数において測定し、自基地局配下
のセルのリストに含まれないセルに関しては、測定設定（Measurement Configuration）
に基づいて、周波数プライオリティの高い周波数のみを測定する。そして、測定結果報告
判定部は、測定したセルの測定結果でイベント判定を行う。このようにすることで、測定
結果報告のサイズを小さく抑えながら、自基地局配下のセルへのハンドオーバ、他基地局
配下のセルへのハンドオーバを可能とする。そして、ステップＳ３３へ遷移する。
【０１１２】
　ステップＳ３３では、測定結果報告判定部７０３は、セルの測定結果が測定結果を基地
局８００へ送信する基準を満たすか否かを判定する。セルの測定結果が測定結果を基地局
８００へ送信する基準を満たす場合、ステップＳ３４へ遷移し、セルの測定結果が測定結
果を基地局８００へ送信する基準を満たさない場合、ステップＳ３２へ戻る。
　ステップＳ３４では、測定結果報告判定部７０３は、セルの測定結果を測定結果報告作
成部１０９へ出力する。
【０１１３】
　なお、測定結果報告判定部７０３は、測定結果報告作成部１０９に測定結果と測定結果
報告を作成するのに必要な情報を出力した後も、測定設定（Measurement Configuration
）に基づいて測定（measurement）を行う。なお、測定結果報告判定部７０３は、測定結
果と測定結果を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力せずに制御部
７０５に出力してもよい。
【０１１４】
　制御部７０５は、受信部１０１に基地局８００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を供えている。また、制御部７０５は、受信部１０１から出力された
制御情報、あるいは事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Config
uration）を測定結果報告判定部７０３に出力し、測定結果報告判定部７０３に測定設定
（Measurement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている
。
【０１１５】
　制御部７０５は、周波数プライオリティ管理部７０９を備え、基地局８００から送られ
る周波数プライオリティの情報を管理している。周波数プライオリティの情報は、例えば
、RRCConnectionSetup時などに、明示的に基地局から端末に送ってもよいし、図２６のよ
うに１つの周波数のMeasObjectを端末に送り、他の周波数では、Measurement Reportが発
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生しないようにしてもよいし、図５や図６のように複数の周波数を含みながら、初めに記
載した周波数に優先度を設けてもよいし、優先度の高い周波数にプライオリティフラグを
つけてもよい。以上のように周波数プライオリティを設け、その周波数のセルで測定結果
報告（Measurement Report）を構成することにより、測定結果報告（Measurement Report
）のサイズを小さくすることができる。
【０１１６】
　制御部７０５は、自基地局配下セルリスト管理部７０７を備え、基地局８００から送ら
れる自基地局配下のセルのリストを管理している。制御部７０５は、周波数プライオリテ
ィ情報と自基地局配下のセルのリストから測定設定（Measurement Configuration）が正
しいか否かを判断する。すなわち、自基地局配下のセルのリストに含まれるセルに関して
は、複数のキャリア周波数で測定を行い、自基地局配下のセルのリストに含まれないセル
に関しては、周波数プライオリティが高いセルにおいて測定（measurement）されるよう
にする。
【０１１７】
　なお、測定設定（Measurement Configuration）は、測定を行う各キャリア周波数にお
いて設定し、測定結果報告判定部に、周波数プライオリティ情報と、自基地局配下のセル
のリストを出力することにより、測定結果報告判定部で、自基地局配下のセルのリストに
含まれるセルに関しては、複数のキャリア周波数で測定を行い、自基地局配下のセルのリ
ストに含まれないセルに関しては、周波数プライオリティが高いセルにおいて測定（meas
urement）するようにしてもよい。このようにすることで、周波数プライオリティが高い
セルだけではなく、自基地局内ハンドオーバを適切に行うための情報を端末７００から基
地局８００に送ることができる。
【０１１８】
　制御部７０５は、測定結果報告判定部７０３から、測定結果、あるいは、測定結果を報
告する旨の情報を受け取ると、測定結果報告作成部１０９に測定結果報告を送るイベント
が発生したセルの周波数、つまり、周波数プライオリティが高い周波数を測定結果報告作
成部に出力する。このようにすることで、周波数プライオリティを考えた測定結果報告（
Measurement Report）を作成することができる。
【０１１９】
[基地局８００の構成]
　次に、図２２を参照し、基地局８００の構成を説明する。図２２は、実施の形態４に係
る基地局８００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態４に係る基地局８０
０が、実施の形態１に係る基地局２００と異なる点は、制御部の構成である。そのため、
実施の形態１に係る基地局２００の構成要素と同一の基地局８００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【０１２０】
　実施の形態４に係る基地局８００は、受信部２０１と、ハンドオーバ判定処理部２０３
と、制御部８０５と、送信部２０７と、を備えている。ここで、制御部６０５の構成につ
いて説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略する。
【０１２１】
　制御部８０５は、端末７００がmeasurementをする周波数のプライオリティの情報を管
理する周波数プライオリティ管理部８０９と、自基地局配下のセルのリストを管理する自
基地局配下セルのリスト管理部８０７とを有する。
【０１２２】
　制御部８０５は、周波数のプライオリティの情報に基づいた測定設定（Measurement Co
nfiguration）を作成し、制御情報として送信部２０７へ出力する。なお、測定設定（Mea
surement Configuration）は、自基地局配下セルも考慮して作成しても良い。また、制御
部８０５は、周波数のプライオリティの情報を、明示的に端末７００に送信するために、
制御情報を作成して、送信部２０７へ出力しても良い。
【０１２３】
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　制御部８０５は、自基地局配下のセルのリストの情報を端末７００に送信するために、
自基地局配下セルリスト管理部８０７から自基地局配下のセルのリストの情報を取り出し
て、制御情報を作成し、送信部２０７へ出力する。なお、制御部８０５は、端末７００が
キャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオーバ判定処理部２０３に端末７００
がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。
【０１２４】
　以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定され
るものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが
可能である。例えば、以上の説明では、第１～3の実施の形態を別々に説明したが、本発
明の範囲はこれに限定されるものではなく、これらの実施の形態は互いに組み合わせて使
用することも可能である。
【０１２５】
　本出願は、２００９年３月３１日出願の日本特許出願（特願２００９－０８６９７２）
、に基づくものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
【０１２６】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
LSIとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを含
むように１チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、
システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
【０１２７】
　また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで
実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA（Field Programmable 
Gate Array）や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル
・プロセッサーを利用してもよい。
【０１２８】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０１２９】
　なお、上記実施の形態ではアンテナとして説明したが，アンテナポートでも同様に適用
できる。アンテナポート（antenna port）とは、1本または複数の物理アンテナから構成
される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アン
テナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがあ
る。例えばLTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規
定されず、基地局が異なるReference signalを送信できる最小単位として規定されている
。また、アンテナポートはPrecoding vectorの重み付けを乗算する最小単位として規定さ
れることもある。
【０１３０】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
　本出願は、２００９年３月３１日出願の日本特許出願２００９－０８６９７２に基づく
ものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　以上説明したように、本発明によれば、キャリアアグリゲーション時において、有用な
情報を測定結果報告に含めつつ、測定結果報告のサイズを大きくなりすぎないように調整
する効果を有し、高速にハンドオーバを行う場合において有用である。
【符号の説明】
【０１３２】



(26) JP WO2010/113490 A1 2010.10.7

10

１００、３００、５００、７００　　端末
２００、４００、４００Ａ、４００Ｂ、６００、６００Ａ、６００Ｂ　　基地局
１０１、２０１、　　受信部
１０３、７０３　　測定結果報告判定部
１０５、２０５、３０５、４０５、５０５、６０５、７０５、８０５　制御部
１０７　　セルのペア管理部
１０９　　測定結果報告作成部
１１１、２０７　　送信部
２０３　　ハンドオーバ判定処理部
５０７、６０７　　基地局配下セルリスト管理部
４０７、７０７、８０７　　自基地局配下セルリスト管理部
７０９　　周波数プライオリティ管理部
８０９　　プライオリティ管理部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月28日(2011.9.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信基地局の複数のキャリア周波数を使用することができる無線通信装
置と、無線通信装置が接続する無線通信基地局、及び無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　標準化団体3GPP（The 3rd Generation Partnership Project）は、W-CDMA（Wideband C
ode Division Multiple Access）方式の次世代の通信規格として、LTE（Long Term Evolu
tion）の標準化を進めている（例えば、非特許文献１～３参照）。
【０００３】
　LTEでは、ネットワーク（Evolved Universal Mobile Radio Access Network、以下E-UT
RANともいう）の基地局（E-UTRAN NodeB、以下eNBともいう）は、複数の通信セル（セル
ともいう）を持っており、端末（User Equipment、以下UEともいう）は、そのうちの一つ
のセルに属する。端末の状態は、アイドル状態（RRC_Idle）と呼ばれる基地局と無線ベア
ラ（Radio Bearer）を張っていない状態と、コネクテッド状態（RRC_Connected）と呼ば
れる基地局と無線ベアラを張っている状態がある。端末は、データの送受信を行う場合、
端末の状態をコネクテッド状態に変える必要がある。
【０００４】
　図２３は、端末がアイドル状態からコネクテッド状態に移行するためのシーケンス図で
ある。端末は、基地局と同期するために、ランダムアクセス手段（Random Access Channe
l Procedure、以下RACH procedureともいう)を用いる。図２３に示すように端末は、RACH
を基地局に対して送り、基地局はそのRACHに対する応答としてRACH応答メッセージ（RACH
 response）を端末に送る。以上の動作により、端末は基地局と同期することができ、共
通制御チャネル（Common Control Channel、以下CCCHともいう)を使用して無線資源制御
メッセージ（Radio Resource Control message、以下RRC messageともいう）を送受信す
るためのシグナリング無線ベアラ0番（Signaling Radio Bearer 0、以下SRB0ともいう)を
使用することができるようになる。
【０００５】
　そして、端末は、SRB0を用いて、RRC接続を確立するために、RRC接続要求（RRC Connec
tion Request）を基地局に送る。基地局は、個別制御チャネル（Dedicated Control Chan
nel、以下DCCHともいう)を使用してRRC messageと非アクセス層メッセージ(Non-Access S
tratum message、以下NAS messageともいう)を送受信するためのシグナリング無線ベアラ
１番 (Signaling Radio Bearer 1、以下SRB1ともいう)を確立するために、SRB0を使用し
て端末にRRC接続セットアップ（RRC Connection Setup）を送信する。端末は、RRC接続セ
ットアップを受信すると、SRB1を確立する。
【０００６】
　次に、端末は、RRC接続の確立が成功して完了したことを確認するために、SRB1を使用
して、RRC接続セットアップ完了（RRC Connection Setup Complete）を基地局に送る。基
地局は、ASセキュリティ（Access Stratum Security、AS Security）を有効にするために
、SRB1を利用して、セキュリティモードコマンド（Security Mode Command）を送り、そ
の後、端末から送られてくるセキュリティモード完了（Security Mode Complete）を受信
すると、AS Securityが端末と基地局の間で有効になる。
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　また、このとき、基地局は、緊急度が低いNAS message（例えば、service追加など）よ
りも緊急度の高いRRC message（例えば、Handover Command、 Measurement Report）の送
信を優先するために、SRB1よりも優先度を下げてNAS messageを送受信するためのシグナ
リング無線ベアラ２番（Signaling Radio Bearer 2、以下SRB2ともいう）を確立する。基
地局がRRC接続再設定（RRC Connection Reconfiguration）を端末に送信し、端末がRRC接
続再設定を受信すると、SRB2が確立される。端末は、RRC接続再設定が成功して完了した
ことを確認するために、SRB1を使用して、RRC接続再設定完了（RRC Connection Reconfig
uration Complete）を基地局に送信する。
　このRRC接続再設定には、端末と基地局間でデータを送受信するためのデータ無線ベア
ラ（Data Radio Bearer、以下DRBともいう）の設定情報が含まれており、端末は、RRC接
続再設定からDRBを確立する。以上のようにして、端末はコネクテッド状態に移行するこ
とができる。
【０００７】
　コネクテッド状態の端末がセルの外に移動する場合、通信断を防ぐために、端末が自セ
ルとの通信を他セルとの通信に切り替えるハンドオーバ(Handover、以下HOともいう)とい
う技術が使用される。図２４は、ハンドオーバの一例を示すシーケンス図である。端末は
、上記RRC Connection Reconfigurationに含まれている受信信号の測定（Measurement）
の設定（Measurement Configuration、以下MCともいう）を基に、受信電力、あるいは、
受信品質を測定し、測定結果報告（Measurement Report、以下MRともいう）を送るイベン
ト（例えば、受信電力が設定された閾値を越える）が発生すると測定結果を測定結果報告
(Measurement Report)として接続している基地局（以下、Source eNBともいう）に送る。
Source eNBはその測定結果報告（Measurement Report）を基にして、端末のハンドオーバ
先となる基地局（以下、Target eNBともいう）を決定し、ハンドオーバの要求とハンドオ
ーバに必要な情報をTarget eNBに伝えるために、ハンドオーバ要求（Handover Request）
をTarget eNBに送る。
【０００８】
　Target eNBは、ハンドオーバ要求を受信すると、測定の設定（Measurement Configurat
ion）、移動制御情報（Mobility Control Information）、無線資源の設定（Radio Resou
rce Configuration）、セキュリティの設定（Security Configuration）などを含めたハ
ンドオーバコマンド（Handover Command）を作成し、ハンドオーバ要求応答（Handover R
equest Ack）としてハンドオーバコマンドをSource eNBに送信する。Source eNBはTarget
 eNBからハンドオーバコマンドを受信すると、ハンドオーバコマンドをそのままUEに送る
。このとき、Source eNBは、UEにDL allocationをUEに送る。また、Source eNBは、まだU
Eに送っていないデータパケットのシーケンス番号（Sequence Number、以下SNともいう）
のうち、一番早く端末に送るデータパケットのSNをTarget eNBに転送し、UEに送るデータ
もTarget eNBに転送する。
　UEは、RACH procedureを用いてTarget eNBと同期を取り、Target eNBにハンドオーバ確
認（Handover Confirmation）を送り、ハンドオーバを完了する。以上のようにして、コ
ネクテッド状態のUEは、通信中の基地局から通信断なく他の基地局に通信を切り替えるこ
とができる。
【０００９】
　端末に受信電力、受信品質を測定させるMeasurementの設定は、測定を示す識別子であ
るMeasurement Identities（MeasID）、測定する対象を示すMeasurement Object（MeasOb
ject）、測定結果のフィルタリング（filtering）処理動作などを示すQuantity Configur
ation（QuantityConfig）、測定結果報告（Measurement Report）の設定を示すReporting
 Configuration（ReportConfig）、測定結果の値の設定を示すQuantity Configuration、
他の周波数・他のシステムを測定するためのデータを送受信しない期間を示すMeasuremen
t gapなどの情報を含んでいる。そして、このMeasurementの設定は、RRC Connection Rec
onfigurationに含まれて送られてくる。その中でも、MeasID、MeasObject、ReportConfig
は連携動作をする。
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【００１０】
　図２５は、端末におけるMeasurementの設定の一例を示す図である。図２５に示すよう
に、MeasIDは、測定を示す識別子であり、MeasObjectを示す識別子であるMeasObjectIDと
、ReportConfigを示す識別子であるReportConfigIDとの組み合わせによって構成されるMe
asurementを識別する。
【００１１】
　図２６は、MeasObjectの一例を示す図である。MeasObjectは、ダウンリンクのキャリア
周波数（EUTRA-DL-CarrierFreq）、測定する帯域幅（MeasurementBandwidth）、周波数オ
フセット（OffsetFreq）、隣接セルリストからの削除リスト（CellsToRemoveList）、隣
接セルへの追加変更リスト（CellsToAddModifyList）、ブラックリストセルリストからの
削除リスト（BlackListedCellsToRemoveList）、ブラックリストセルへの追加変更リスト
（BlackListedCellsToAddModifyList）からなる。ReportConfigは、測定結果報告のトリ
ガーの種類、トリガークオンティティ（Trigger Quantity）、レポートクオンティティ（
Report Quantity）、レポートするセルの最大数、レポートの周期、レポート量（report 
Amount）などにより構成される。
【００１２】
　測定結果報告（Measurement Report）の送り方としては、イベント発生時に送るもの（
event trigger reporting）、周期的に送るもの(periodic reporting)、イベント発生後
から周期的に送るもの(event trigger periodic reporting)がある。E-UTRANのイベント
の種類は、例えば、サービングセルが閾値よりも高い、サービングセルが閾値よりも低い
、隣接セルがサービングセルよりもよい、隣接セルが閾値よりもよい、サービングセルが
閾値１よりも悪く隣接セルが閾値２よりもよい、などの５種類がある。
【００１３】
　図２７は、Measurement Reportの一例を示す図である。図２７に示した Measurement R
eport の例では、MeasID、サービングセルの参照信号受信電力（Reference Signal Recei
ved Power、以下RSRPともいう）、サービングセルの参照信号受信品質（Reference Signa
l Received Quality、以下RSRQともいう）の情報が先頭部分に含まれており、その次の部
分には、隣接セル（Neighbourcell）の情報が含まれている。隣接セルの情報は、物理セ
ル識別子（Physical Cell Identity、以下PCIともいう）を記した後、オプションで、グ
ローバルセル識別子（Cell Global Identity、以下CGIともいう）、トラッキングエリア
コード（Tracking Area Code）、PLMN識別子リスト（Public Land Mobile Network Ident
ity List、以下PLMNリストともいう）の情報が含まれている。また、この隣接セルの情報
には、オプションとして、RSRP、RSRQの情報が含まれている。隣接セルが複数ある場合は
、複数の隣接セルの情報が含まれる。例えば、図２７に示すように、一つ目の隣接セルの
情報の後ろに、次の隣接セルの情報が含まれる。端末は、MeasIDで示されたMeasurement
を行い、Measurement Reportを基地局に送る。基地局は、Measurement Reportに基づいて
ハンドオーバを行うか否か（ハンドオーバを行うのであれば、どのセルへのハンドオーバ
を行うのか）を決定し、ハンドオーバを行う場合には、その手順を開始する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】3GPP TS36.331 v8.4.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Acces
s (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC)”
【非特許文献２】3GPP TS36.300 v8.7.0 “Evolved Universal Terrestrial Radio Acces
s (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Ove
rall description; Stage 2”
【非特許文献３】3GPP TS25.331 v8.5.0 “Radio Resource Control (RRC); Protocol sp
ecification”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１５】
　標準化団体3GPPは、LTEと互換性のある次世代の無線通信規格として、LTE-A（LTE-Adva
nced）の標準化を進めている。LTE-Aでは、端末が1つの基地局の複数のキャリア周波数を
使用するキャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation、Band Aggregationともいう)
の導入が考えられている。
【００１６】
　図２８は、キャリアアグリゲーションの概要例を示す図である。図２８（ａ）は、基地
局と端末間のコンポーネントキャリア周波数を示す図であり、図２８（ｂ）は、図２８（
ａ）で使用されるコンポーネントキャリアのうち、キャリアアグリゲーションに使用され
る部分を示す図である。図２８（ａ）および図２８（ｂ）に示すように、例えば３つのコ
ンポーネントキャリア（キャリア周波数がｆ１、ｆ２、ｆ３）のうち、キャリア周波数が
ｆ１とｆ２の２つのコンポーネントキャリアを、端末が使用する例が示されている。この
ように、複数のコンポーネントキャリアを使用することにより、端末と基地局間の通信の
スループットの向上が期待されている。
【００１７】
　しかしながら、上記従来の方法では、測定結果報告（Measurement Report）を送るイベ
ントの発生が自セルとの比較により決定されるので、キャリアアグリゲーションで複数の
キャリア周波数を使用する場合には、自セルが2つ存在することと等しくなる。そうする
と、一方の自セルにおいて測定結果報告（Measurement Report）を送るイベントが発生し
、端末が基地局に測定結果報告を送り、基地局がその測定結果報告を基にハンドオーバを
決定すると、他方の自セルの状況を全く考慮しないため、適切なハンドオーバが行われな
いという問題があった。
　そこで、基地局が端末に他方の自セルを基準とした測定結果報告の送信を要求する方法
を採用することも考えられるが、その場合には、基地局が他方の自セルの測定結果報告を
受信するまでに、基地局からのRRC Connection Reconfigurationの送信、端末からの他方
の自セルの測定結果報告の受信という動作が必要となるため、（ハンドオーバにかかる時
間をできる限り短くしたいという要求に反して）ハンドオーバにかかる時間が長くなって
しまうという問題があった。
【００１８】
　また、非特許文献３に開示された技術によると、UMTS（Universal Mobile Telecommuni
cation System）で用いられているAdditional measurement identitiesの導入が考えられ
る。UMTSでは、measurementの設定に、Additional measurement identitiesという設定項
目がある。Additional measurement identitiesは、他のmeasurementの参照リストを示し
ており、このmeasurementが測定結果報告（Measurement Report）を送る際には、参照さ
れたmeasurementの測定結果（reporting quantity）も含めるものである。しかしながら
、非特許文献３に開示された技術を用いた上述の方法では、独立したmeasurement設定に
対するmeasurement結果が、複数、測定結果報告（Measurement Report）に含まれてしま
う。そのため、測定結果報告（Measurement Report）のサイズが大きくなり、トラフィッ
ク量が多くなってしまう。
【００１９】
　本発明の目的は、複数のコンポーネントキャリアを利用して通信する無線通信システム
において、無線通信装置が無線通信基地局に送信する測定結果報告のサイズを小さくし、
トラフィック量を少なくできる無線通信装置、無線通信基地局及び無線通信システムを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の無線通信装置は、無線通信基地局から参照信号及び測定設定を含む制御情報を
受信する受信部と、前記測定設定に基づきセル毎に測定した参照信号の測定結果に基づき
、測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と
、前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
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と、前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御
する制御部と、前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、前
記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無線通
信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまと
めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又は前記複
数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果
報告作成部を制御するかを判断する。
【００２１】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部
を備え、前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルについて、セル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよ
う前記測定結果報告作成部を制御し、前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前
記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御す
るか、又はセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果
報告作成部を制御するかを判断する。
【００２２】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にある自基地局セルリスト及び自装置が接続していない
他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリストを管理する基地局配下セル管理部を
備え、前記制御部は、前記参照信号の測定結果、並びに前記基地局配下セル管理部が管理
する基地局セルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記複数のセルのうち少な
くとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記
測定結果報告作成部を制御するか、又は前記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて
前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する。
【００２３】
　また、本発明の無線通信装置は、無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する
受信部と、所定の測定設定に基づき測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報告
を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、前記無線通信
基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部と、前記制御情
報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御する制御部と、
前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、前記測定結果報告
判定部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無線通信
を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめ
た値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定する。
【００２４】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部
を備え、前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルについて、セル毎の前記測定結果と前記制御情報に基づき、前記測定結果
報告判定部を制御し、前記測定結果報告判定部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続
している無線通信基地局の配下にないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前記
測定結果をまとめた値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否
かを判定し、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下のセル
について、セル毎の前記測定結果に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送
信するか否かを判定する。
【００２５】
　上記無線通信装置において、前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接
続している無線通信基地局の配下にある自基地局セルリスト及び自装置が接続していない
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他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリストを管理する基地局配下セル管理部を
備え、前記制御部は、前記制御情報、並びに前記基地局配下セル管理部が管理する自基地
局セルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記測定結果報告判定部を制御し、
前記測定結果報告判定部は，前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測
定結果をまとめた値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否か
を判定する。
【００２６】
　本発明の無線通信基地局は、上記無線通信装置の前記送信部から送信される前記測定結
果報告を受信する受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線
通信装置の通信先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハ
ンドオーバ判定処理部と、を備える。
【００２７】
　本発明の無線通信システムは、無線通信基地局から参照信号及び所定の測定設定を含む
制御情報を受信する受信部と、前記所定の測定設定に基づき周波数毎に測定した参照信号
の測定結果に基づき、測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測
定結果報告判定部と、前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する
測定結果報告作成部と、前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結
果報告作成部を制御する制御部と、前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送
信部と、を有し、前記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通
信基地局との無線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する
前記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御
するか、又は前記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成す
るよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信装置と、前期無線通信装
置の前記送信部から送信される前記測定結果報告を受信する受信部と、前記受信部で受信
した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信先を、通信先のセルから他のセ
ルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定処理部と、を有する無線通信基
地局と、を備える。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明に係る無線通信装置、無線通信基地局及び無線通信システムによれば、無線通信
装置がサイズを抑えて作成した測定結果報告に含まれる情報だけで、無線通信基地局がハ
ンドオーバをするか否かを決定できるので、無線通信装置と無線通信基地局との間のトラ
フィック量を抑えながら、無線通信基地局はハンドオーバを迅速に判断することができる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施の形態において、基地局と複数の端末との間の通信で使用されるコ
ンポーネントキャリアを示す図
【図２】図１において、基地局が管理する複数のセルを示す模式図
【図３】実施の形態１に係る無線通信システムの概要を説明するための図
【図４】実施の形態１に係る端末１００の構成を示すブロック部
【図５】実施の形態１の通信システムにおいて、キャリアアグリゲーション時のMeasObje
ctの一例を示す図
【図６】実施の形態1の通信システムにおいて、キャリアアグリゲーション時のMeasObjec
tの他の例を示す図
【図７】実施の形態１において、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法
を示すフロー図
【図８】実施の形態１に係る通信システムにおけるセルのペアの一例を示す図
【図９】実施の形態1において、セルのペア毎ではない場合の測定結果報告（Measurement
 Report）の一例を示す図
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【図１０】実施の形態1において、セルのペア毎の場合の測定結果報告（Measurement Rep
ort）の一例を示す図
【図１１】実施の形態1において、測定結果をセルのペアで表すものと、測定結果を個別
で表すものとが混在する場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図
【図１２】実施の形態1において、セルのペアのPCIが統一されていない場合の測定結果報
告（Measurement Report）の例を示す図
【図１３】実施の形態１に係る基地局２００の構成を示すブロック図
【図１４】実施の形態２に係る端末３００の構成を示すブロック図
【図１５】実施の形態2の無線通信システムにおいて、セルのペアの一例を示す図
【図１６】実施の形態２に係る基地局４００の構成を示すブロック図
【図１７】実施の形態３に係る端末５００の構成を示すブロック図
【図１８】実施の形態３の無線通信システムにおいて、セルのペアの一例を示す図
【図１９】実施の形態３に係る基地局６００の構成を示すブロック図
【図２０】実施の形態４に係る端末７００の構成を示すブロック図
【図２１】実施の形態１において、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方
法を示すフロー図
【図２２】実施の形態４に係る基地局８００の構成を示すブロック図
【図２３】端末がアイドル状態からコネクテッド状態に移行するためのシーケンス図
【図２４】ハンドオーバの一例のシーケンス図
【図２５】端末におけるMeasurementの設定の一例を示す図
【図２６】MeasObjectの一例を示す図
【図２７】測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図
【図２８】図２８（ａ）は、基地局と端末間のコンポーネントキャリア周波数を示す図、
図２８（ｂ）は、図２８（ａ）で使用されるコンポーネントキャリアのうち、キャリアア
グリゲーションに使用される部分を示す図
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態の無線通信装置及び無線通信基地局について、図面を参照し
て詳細に説明する。以下では、無線通信装置（以下、「端末」という）と無線通信基地局
（以下、「基地局」という）からなる無線通信システムを例として説明する。なお、１つ
の基地局は複数の通信セル（「エリア」ともいう）を構成するものとする。以下、通信セ
ルを単に「セル」という。なお、以下の実施の形態において、同一機能を有する構成には
、同一符号を付し、重複する説明は省略する。
　ここで、本発明の実施の形態において、「セル」とは、１つの基地局から地理的エリア
に対して送られる識別子から、端末によってユニークに識別されることができる無線ネッ
トワークオブジェクトである。
【００３１】
　なお、以下の各実施の形態では、3GPPで規格化されている移動通信技術であるLong　Te
rm Evolution (LTE)、System Architecture Evolution (SAE)に基づいて説明する。しか
し、本発明は、3GPPで規定されている上記の規格に限らず、無線LAN（Wireless Local Ar
ea Network）、IEEE802.16、IEEE802.16eまたはIEEE802.16m等のWiMAX（Worldwide Inter
operability for MicrowaveAccess）、3GPP2、Long Term Evolution Advanced(LTE-A)、
あるいは第四世代移動通信技術等の無線アクセス技術に適用することができる。
【００３２】
　また、以下の実施の形態では、基地局と端末が、複数の周波数（例えば、２つの周波数
ｆ１とｆ２）を利用して通信できる無線通信システムを例として説明する。この場合、１
つの基地局によって、複数の周波数において、複数のセルが構成される。
【００３３】
　図１及び図２を参照して、キャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation、Band Ag
gregationともいう)について説明する。図１及び図２では、本発明の実施の形態に係る無
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線通信システムにおける基地局と端末との位置関係を示す。図１は、基地局と複数の端末
との間の通信で使用されるコンポーネントキャリアの一例を示す図であり、図２は、図１
において、基地局が管理する複数のセルを示す模式図である。図１及び図２に示すように
、無線通信システムは、携帯電話機や携帯端末などの端末（UE）と、この端末と通信する
基地局（eNB）で構成されている。
　基地局は、複数の周波数において、複数のセル（例えば、周波数ｆ１に対応する３つの
セルとｆ２に対応する３つのセル）を管理しており、端末は、複数のセルのコンポーネン
トキャリアを同時に使用することができる。この複数のコンポーネントキャリアを同時に
使用することをキャリアアグリゲーションという。例えば、同じ基地局に属する複数の異
なるキャリア周波数のコンポーネントキャリアを同時に使用する場合、同じ基地局の同じ
エリアに属する複数の異なるキャリア周波数のコンポーネントキャリアを同時に使用する
場合もあれば、同じ基地局の違うエリアに属する複数の異なるキャリア周波数のコンポー
ネントキャリアを同時に使用する場合もある。また、基地局が異なる周波数では、異なる
サイズのセルを管理する場合においても同様にキャリアアグリゲーションを行う。
　さらに、同じ基地局の違うエリアに属する複数の同じキャリア周波数のコンポーネント
キャリアを使用する場合がある。
　以下の実施の形態では、キャリアアグリゲーションの一例として、二つのコンポーネン
トキャリア（キャリア周波数ｆ１とｆ２）を使用する場合について説明するが、本発明の
範囲はこれに限定されるものではない。例えば、三つ以上のコンポーネントキャリアを使
用してもよい。また、基地局装置のセル内に存在する端末は、キャリアアグリゲーション
をして二つのコンポーネントキャリアを使用するだけでなく、場合によっては（状況に応
じて）、一つのコンポーネントキャリアだけを使用してもよい。
【００３４】
（実施の形態１）
　図１から図１３を参照して、本発明の実施の形態１に係る無線通信システムについて説
明する。本発明の実施の形態１に係る無線通信システムは、端末１００及び基地局２００
から構成される。
【００３５】
　本実施の形態１に係る無線通信システムにおいて、端末１００は、ダウンリンクで基地
局２００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基づいて導出さ
れる測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンクで基地局２０
０に報告する機能を備えている。また、基地局２００は、無線資源（例えば、周波数領域
、時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末１００から報告された測定
結果報告（Measurement Report）から、他のセルへのハンドオーバが必要と判断する場合
はハンドオーバ処理を行う機能を備えており、端末１００のための無線アクセスネットワ
ークのアクセスポイントの役割を有しているともいえる。
【００３６】
　ここで、図３を参照し、本実施の形態の無線通信システムの概要を説明する。図３は、
実施の形態１に係る無線通信システムの概要を説明するための図である。
　ステップＳ１１では、基地局２００は、測定設定（Measurement Configuration）を端
末１００に送信する。そして、ステップＳ１２へ遷移する。
　ステップＳ１２では、端末１００は、基地局２００から送信された測定設定（Measurem
ent Configuration）を基に、あるいは、別の情報（例えば、セルのペア情報、基地局配
下のセルリスト情報）を加味して、セルの参照信号の測定を行う。そして、ステップS１
３へ遷移する。
【００３７】
　ステップＳ１３では、端末１００は、参照信号を測定（measurement）し、定められた
計算式に基づいて導出される測定結果（以下、参照信号の測定結果、あるいは、測定結果
ともいう）が測定設定を基に決められる基地局２００への報告基準を満足するか否かを判
定する。そして、参照信号の測定結果が測定設定を基に決められる基地局２００への報告
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基準を満足する場合、ステップＳ１４へ遷移する。参照信号の測定結果が測定設定を基に
決められる基地局２００への報告基準を満足しない場合、終了する。
【００３８】
　ステップＳ１４では、端末１００は、参照信号の測定結果が測定設定を基に決められる
基地局２００への報告基準を満足するので、Measurement Configuration、又は端末１０
０が事前に保持している測定結果報告（Measurement Report）の作成方法に基づき、測定
結果報告（Measurement Report）を作成する。そして、ステップＳ１５へ遷移する。
【００３９】
　ステップＳ１５では、端末１００は、ステップＳ１４で作成した測定結果報告（Measur
ement Report）を、基地局２００に送信する。そして、ステップＳ１６へ遷移する。
　ステップＳ１６では、基地局２００は、端末１００から送信された測定結果報告（Meas
urement Report）に基づき、ハンドオーバするか否かを判定する。
【００４０】
［端末１００の構成］
　ここで、図４を参照し、本実施の形態における端末１００の構成を説明する。図４は実
施の形態１に係る端末１００の構成示すブロック図である。端末１００は、受信部１０１
と、測定結果報告判定部１０３と、制御部１０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信
部１１１と、を備えている。
【００４１】
　受信部１０１は、制御部１０５から送られてくる指示に応じて、接続している基地局２
００、あるいは他の基地局２００から送信されるシステム情報、個別制御情報などを受信
する機能を備えている。受信部１０１は、測定結果報告判定部１０３から送られてくる指
示に応じて、接続している基地局２００、あるいは、他の基地局２００から送信される参
照信号を受信する機能を備えている。そして、受信部は、システム情報、個別制御情報な
どの制御情報を制御部に出力し、参照信号を測定結果報告判定部１０３へ出力する。
【００４２】
　測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力される様々な測定結果の出力指示
を個々に管理する機能を備えている。制御部１０５から入力される測定結果の出力指示は
、例えば、周期的な測定結果の出力指示、イベント発生時の測定結果の出力指示、イベン
ト発生後の周期的な測定結果の出力指示、特定の周波数の測定結果の出力指示、特定のセ
ルの測定結果の出力指示がある。測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５からの指示
に応じて、参照信号の受信指示を受信部１０１へ出力する。測定結果報告判定部１０３は
、入力される参照信号の測定結果が制御部１０５の指示に該当するか否かを判定し、該当
すると判定した場合は、指示に応じた測定結果を測定結果報告作成部１０９へ出力するよ
うに構成されている。
【００４３】
　測定結果報告判定部１０３は、制御部から入力されたセルのペアに関する情報及び測定
設定（Measurement Configuration）に基づいて、セルのペアで測定結果を平均した値で
イベント判定を行うか、セル個別の測定結果でイベント判定を行うかを判断する。そして
、測定結果報告判定部１０３は、セルのペアでイベント判定するものに関しては、セルの
ペアで測定結果を平均した値でイベント判定を行い、セル個別の測定結果でイベント判定
するものに関しては、セル個別の測定結果でイベント判定を行う。つまり、測定結果報告
判定部１０３は、セルのペアに関する情報と測定設定（Measurement Configuration）か
ら、セルのペアで測定結果を平均した値でイベント判定するか、あるいは、セル個別の測
定結果でイベント判定するかと判断する機能を備えている。
【００４４】
　測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均した値が、測定結果を基地
局２００へ送信する基準を満たす場合、セルのペアで測定結果を平均した値を測定結果と
して、測定結果報告作成部１０９に出力する。このとき、セルのペアであることなど、測
定結果を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力してもよい。このよ
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うにすることで、測定結果に測定結果がセルのペアかセル個別かという情報が含まれない
場合、測定結果報告を作成する際に、セルのペアの測定結果であることを容易に判断する
ことができる。
【００４５】
　測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均しないものは、セル個別の
測定結果に基づいて、イベント判定を行い、セルの測定結果を基地局２００へ送信する基
準を満たすと、測定結果を測定結果報告作成部１０９に出力する。このとき、測定結果報
告を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力してもよい。このように
することで、測定結果に測定結果がセル個別かセルのペアかという情報が含まれない場合
、測定結果報告を作成する際に、セル個別の測定結果であることを容易に判断することが
できる。
【００４６】
　測定結果報告判定部１０３は、測定結果報告作成部１０９に測定結果及び測定結果報告
を作成するのに必要な情報を出力した後も、測定設定（Measurement Configuration）に
基づいて測定（measurement）を行う。なお、測定結果報告判定部１０３は、測定結果及
び測定結果を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力せずに制御部１
０５に出力しても良い。
【００４７】
　制御部１０５は、受信部１０３に基地局２００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を備えている。制御部１０５は、受信部１０１から出力された制御情
報、あるいは事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Configuratio
n）を、測定結果報告判定部１０３に出力し、測定結果報告判定部１０３に測定設定（Mea
surement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている。
【００４８】
　ここで、キャリアアグリゲーション時の測定設定（Measurement Configuration）の例
として、キャリアアグリゲーション時のMeasObjectの例を図５に示す。図５は、実施の形
態１の通信システムにおけるキャリアアグリゲーション時のMeasObjectの一例を示す図で
ある。図５に示すように、通常のMeasObjectは、１つのキャリア周波数だけを対象にする
が、使用中のキャリア周波数の数を加えることにより複数のキャリア周波数を測定の対象
とすることができる。
【００４９】
　図６に、実施の形態1の通信システムにおけるキャリアアグリゲーション時のMeasObjec
tの他の例を示す。図６に示すように、図５に示す例では、それぞれのキャリア周波数ご
とに隣接セルリスト（Neighbour Cells）、ブラックリストセル（blacklisted Cells）の
情報を含んでいたが、キャリア周波数間でセルの識別子などを関連付けることにより、一
方のキャリア周波数の隣接セルリスト、ブラックリストセルの情報を共有することができ
る。
【００５０】
　制御部１０５は、セルのペア管理部１０７を保持しており、基地局２００から送信され
たセルのペアに関する情報、又は、予め、セルのペアに関する情報を管理している。制御
部１０５は、キャリアアグリゲーション時に、セルのペア管理部１０７で管理するセルの
ペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断する場合、測定結果報告判定部にセ
ルのペアに関する情報を出力する。
【００５１】
　ここで、制御部１０５がセルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断す
る一例を示す。例えば、隣接するキャリア周波数を使用してキャリアアグリゲーションを
している場合には、セルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断し、それ
以外の場合には、セル個別の測定結果でイベント判定を行うと判断する。さらに、例えば
、キャリアアグリゲーションに使用しているキャリア周波数の差がx MHz（例えば x = 20
）以内の場合は、セルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断し、それ以
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外の場合には、セル個別の測定結果でイベント判定を行うと判断する。さらに、例えば、
８００MHz帯や２GHz帯など同じ周波数帯でキャリアアグリゲーションをしている場合には
、セルのペアで測定結果を平均し、イベント判定を行うと判断し、８００MHz帯と２GHz帯
とを混在してキャリアアグリゲーションをしている場合には、セル個別の測定結果でイベ
ント判定を行うと判断する。このようにすることで、セルのペアを作成する際に、品質を
安定化させることができる。このセルのペアは、測定結果をセルのペア毎に足し算（平均
）し、測定結果報告のサイズを小さくさせるために使用される。
【００５２】
　なお、制御部１０５は、測定結果報告判定部１０３から、測定結果、測定結果を作成す
るのに必要な情報が入力されると、測定結果報告作成部１０９に測定結果、測定結果を作
成するのに必要な情報を出力する。
【００５３】
　ここで、図７を参照して、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法を説
明する。図７は、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法を示すフロー図
である。
　ステップＳ２１では、測定結果報告判定部１０３には、制御部１０５からセルのぺアに
関する情報が入力される。そして、ステップＳ２２へ遷移する。
　ステップＳ２２では、測定結果報告判定部１０３には、制御部１０５から測定設定（Me
asurement Configuration）が入力される。そして、ステップＳ２３へ遷移する。
【００５４】
　ステップＳ２３では、測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力されたセル
のペアに関する情報及び測定設定（Measurement Configuration）に基づいて、セルのペ
アで測定結果を平均した値でイベント判定をするか、否かを判定する。セルのペアで測定
結果を平均した値でイベント判定をする場合、ステップＳ２６へ遷移し、セル個別の測定
結果でイベント判定をする場合、ステップＳ２４へ遷移する。
　ステップ２４では、測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力された測定設
定（Measurement Configuration）に基づき、測定（measurement）を行う。そして、ステ
ップＳ２５へ遷移する。
　ステップＳ２５では、測定結果報告判定部１０３は、セル個別の測定結果が基地局２０
０へ送信する基準を満たすか否かを判定する。満たす場合は、ステップＳ２８へ遷移し、
満たさない場合は、ステップＳ２４へ戻る。
【００５５】
　ステップＳ２６では、測定結果報告判定部１０３は、制御部１０５から入力されたたセ
ルのペアに関する情報及び測定設定（Measurement Configuration）に基づき、測定（mea
surement）を行う。そして、ステップＳ２７へ遷移する。
　ステップＳ２７では、測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均した
値が、測定結果を基地局２００へ送信する基準を満たすか否かを判定する。満たす場合は
、ステップＳ２８へ遷移し、満たさない場合は、ステップＳ２６へ戻る。
【００５６】
　ステップＳ２８では、測定結果報告判定部１０３は、セルのペアで測定結果を平均した
値を測定結果として、測定結果報告作成部１０９に出力する。なお、上記例では、セルの
ペアの測定結果を平均した値でイベント判定を行う例を示したが、測定結果のイベント判
定はセル個別の測定結果で行い、測定結果報告は、セルのペア情報を基に、セルのペアで
測定結果を平均した値で作成するようにしてもよい。なお、上記例では、セルのペアの測
定結果を平均した値でイベント判定を行う例を示したが、測定結果のイベント判定はセル
個別の測定結果で行い、セルのペアの両方のセルで測定結果報告を送ると判定されても、
測定結果報告には、測定結果（品質）のよいほうのセルの測定結果だけを含めるようにし
てもよい。
【００５７】
＜実施の形態１：セルのペアの例＞
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　ここで、図８を参照し、セルのペアの例を説明する。図８は、実施の形態１に係る通信
システムにおけるセルのペアの一例を示す図である。セルのPCIは、キャリア周波数間で
は同じ範囲の数字が独立に割り当てられる。なお、説明の簡略化のため、同じ基地局で異
なるキャリア周波数の同じエリアのセルは、同じPCIをもつものとする。そこで、セルの
ペアとして、基地局２００Aに属しているキャリア周波数ｆ１のセル１とキャリア周波数
ｆ２のセル１をペアとする。同様に、セル2同士、セル３同士、基地局２００Bに属してい
るセル４同士、セル５同士、セル６同士をペアとする。ここで、セルのペアに関する情報
の取得方法の例を示す。同じ基地局で、同じエリアのセル同士の場合、キャリア周波数が
近ければ、セルの特性も似たものとなるため、２つの測定結果が大きくずれる確率が低い
ことを利用して、測定結果報告のサイズを小さくすることができる。また、PCIの割り当
てを同じ基地局２００で異なるキャリア周波数において、同じエリアのセルは同じPCIを
もつことにより、基地局２００から端末１００にセルのペア情報を送信しなくて良いとい
う効果を有する。なお、セルのサイズが異なっていても、基地局からの方向が同じならば
、同じエリアとみなしてもよい。なお、セルのペアとするPCIを基地局２００から端末１
００に制御情報として送ることで、基地局２００が望むセルのペアにより端末１００に測
定させても良い。この場合、PCIの割り当ては上記と異なっていても良い。なお、また、
基地局２００から端末１００にセルのペアとなる情報をyビット（例えば、y=1）で送って
も良い。
【００５８】
　また、リモートラジオヘッド（remote radio head）のように一つの基地局が、アンテ
ナを遠方に置くことで、カバレッジを広くする場合において、異なる地点にあるアンテナ
間において同一周波数で同じセルＩＤを使用する場合、端末は意識せずに、それらのセル
の測定結果を足し算（あるいは、平均）して、基地局に報告する。また、タイミング、あ
るいは、基地局から送られてくる情報を元に、端末がリモートラジオヘッドの存在を認識
する場合、端末は意識的に、同一周波数のアンテナ毎のセルの測定結果を足し算（あるい
は、平均）して、基地局に報告することができる。
【００５９】
　また、リモートラジオヘッド（remote radio head）のように一つの基地局が、アンテ
ナを遠方に置くことで、カバレッジを広くする場合において、異なる地点にあるアンテナ
間において同一周波数で異なるセルＩＤを使用する場合、端末は、基地局から送られてく
る情報を元にリモートラジオヘッドであると認識し、末は意識的に、同一周波数のアンテ
ナ毎のセルの測定結果を足し算（あるいは、平均）して、基地局に報告することができる
。
【００６０】
　このようにすることで、アンテナ間で協調中継をする場合に、同時に使用するセルの測
定結果を足し算（あるいは、平均）することで、より正確な測定結果を基地局に送ること
ができる。上記は、基地局がアンテナを遠隔地に配置し、同一基地局が複数の地点のアン
テナを管理する場合を示したが、基地局間でも同様のことができる。また、基地局間での
協調がある場合、セルのペアは、異なる基地局間で異なる周波数間でもよい。
【００６１】
　測定結果報告作成部１０９は、測定結果報告判定部１０３又は制御部１０５から入力さ
れた測定結果及び測定結果を作成するのに必要な情報から測定結果報告（Measurement Re
port）を作成する。そして、測定結果報告作成部１０９は、作成した測定結果報告（Meas
urement Report）を送信部１１１へ出力する。
【００６２】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例１＞
　ここで、図９を参照して、セルのペア毎ではない場合の測定結果報告（Measurement Re
port）の一例を説明する。図９は、実施の形態1の通信システムにおける、セルのペア毎
ではない場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図である。図９に示す
ように、各キャリア周波数（Carrier freq）の区切りをつけることで、２つのキャリア周
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波数のセルを１つの測定結果報告（Measurement Report）に入れることができる。これに
より、基地局側では、１つの測定結果報告（Measurement Report）からハンドオーバを判
断することができる。なお、基地局が２つの測定結果報告（Measurement Report）からハ
ンドオーバを判断する機能を備えている場合、キャリア周波数毎に測定結果報告（Measur
ement Report）を作成してもよい。
【００６３】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例２＞
　図１０を参照して、セルのペア毎の場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例
を説明する。図１０は、実施の形態1の通信システムにおける、セルのペア毎の場合の測
定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図である。図１０に示すように、セルの
ペアにしたキャリア周波数を明記する。なお、イベント判定はセル個別の測定結果で行い
、測定結果報告のサイズを小さくするために、測定結果報告は、セルのペアで測定結果を
平均した値で記述する場合、どちらのキャリア周波数のセルでイベントが発生したかがわ
かるように、最初に測定結果報告（Measurement Report）に記述されるキャリア周波数の
セルでイベントが発生したと決めておいても良い。
【００６４】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例３＞
　図１１を参照して、測定結果をセルのペアで表すものと、測定結果を個別で表すものが
混在する場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を説明する。図１１は、実施
の形態1の通信システムにおける、測定結果をセルのペアで表すものと、測定結果を個別
で表すものが混在する場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示す図である
。図１１に示す測定結果報告（Measurement Report）のように、図９に示す測定結果報告
（Measurement Report）の例と図１０に示す測定結果報告（Measurement Report）の例と
を組み合わせることが可能である。
【００６５】
＜測定結果報告（Measurement Report）の例４＞
　図１２を参照して、セルのペアのPCIが統一されていない場合の測定結果報告（Measure
ment Report）の一例を説明する。図１２は、実施の形態1の通信システムにおける、セル
のペアのPCIが統一されていない場合の測定結果報告（Measurement Report）の一例を示
す図である。図１２に示すように１つのNeighbour cellの情報にPhysical cell identity
が２つ含まれる。このPCIの記入の順番は、先に記述しているCarrier freqの順番に合わ
せて記述する。このようにすることで、周波数とPCIのマッピングを行うことができる。
【００６６】
　なお、図９～図１２を参照して説明したセルのペアに関する測定結果報告（Measuremen
t Report）の各例では、global cell identityをオプションとして含めているが、セルの
ペアで測定結果を表す場合、global cell identityをフォーマットから外して、フォーマ
ットサイズを小さくしても良い。なお、global cell identityに限らず、Optionのものを
フォーマットからはずして、フォーマットサイズをより小さくしても良い。なお、セルの
ペアで測定結果を平均する場合は、測定結果をRSRPで示し、セルのペアで測定結果を平均
しない場合は、測定結果をRSRQで示して、セルのペアか否かという情報を含めてもよい。
図９～図１２に示す各測定結果報告（Measurement Report）に、どのフォーマットを使用
するかを判断するためのビットを含めても良い。
【００６７】
　送信部１１１は、測定結果報告作成部１０９から入力された測定結果報告（Measuremen
t Report）を基地局２００に送信する。
【００６８】
［基地局２００の構成］
　次に、図１３を参照し、基地局２００の構成を説明する。図１３は、実施の形態１に係
る基地局２００の構成を示すブロック図である。基地局２００は、受信部２０１と、ハン
ドオーバ判定処理部２０３と、制御部２０５と、送信部２０７と、を備える。
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【００６９】
　受信部２０１は、端末１００から受信した測定結果報告（Measurement Report）をハン
ドオーバ判定処理部２０３へ出力する。
【００７０】
　ハンドオーバ判定処理部２０３は、受信部２０１から入力された測定結果報告（Measur
ement Report）に基づき、基地局２００以外の他の基地局にハンドオーバ（Intra-freque
ncy Handover）するか否かを判定する。つまり、ハンドオーバ判定処理部２０３は、測定
結果報告（Measurement Report）がセルのペアで記載されている場合、二つのコンポーネ
ントキャリアを使用する他の基地局に、同じ周波数を使用するハンドオーバ（Intra-freq
uency Handover）、あるいは、以前とは異なる周波数を使用するハンドオーバ（Inter-fr
equency Handover）をするか否か、を判定する。
【００７１】
　制御部２０５は、測定設定（Measurement Configuration）を端末１００に伝えるため
の制御情報、参照信号のスケジュール情報を、送信部２０７へ出力する。また、端末１０
０がキャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオーバ判定処理部２０３に端末１
００がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。
【００７２】
　送信部２０７は、スケジュール情報に基づいて参照信号、制御情報等を、端末１００に
送信する。
　なお、本実施の形態では測定結果報告（Measurement Report）をセルのペアで平均した
値で記述する例を記載したが、平均以外の手法で複数の結果を１つ又は少なくとも元の結
果の数より少ない数に集約することにより、情報量を削減する他の方法であっても良い。
【００７３】
（実施の形態２）
　図１４から図１６を参照して、本発明の実施の形態２に係る無線通信システムについて
説明する。本発明の実施の形態２に係る無線通信システムは、端末３００及び基地局４０
０から構成される。
【００７４】
　本実施の形態２に係る無線通信システムにおいて、端末３００は、ダウンリンクで基地
局４００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基づいて導出さ
れる測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンクで基地局４０
０に報告する機能を備えている。また、基地局４００は、無線資源（例えば、周波数領域
、時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末３００から報告された測定
結果報告（Measurement Report）から、他のセルへのハンドオーバが必要と判断する場合
はハンドオーバ処理を行う機能を備えており、端末３００のための無線アクセスネットワ
ークのアクセスポイントの役割を有しているともいえる。
【００７５】
　なお、本実施の形態では、上述した実施の形態１に、サービングセルが属する基地局配
下のセルに関する測定結果は、セルのペアで平均せずに、個別で送ることにより、端末の
基地局内移動に追随して、適したセルを使用する無線通信システムについて説明する。
【００７６】
［端末３００の構成］
　図１４を参照し、本実施の形態に係る端末３００の構成を説明する。図１４は、実施の
形態２に係る端末３００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態２に係る端
末３００が、実施の形態１に係る端末１００と異なる点は、制御部の構成である。そのた
め、実施の形態１に係る端末１００の構成要素と同一の端末３００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
　実施の形態２に係る端末３００は、受信部１０１と、測定結果報告判定部１０３と、制
御部３０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信部１１１と、を備えている。ここで、
制御部３０５の構成について説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略
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する。
【００７７】
　制御部３０５は、受信部１０１に基地局２００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を備えている。制御部３０５は、受信部１０１から出力された制御情
報、又は事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Configuration）
を、測定結果報告判定部１０３に出力し、測定結果報告判定部１０３に測定設定（Measur
ement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている。なお、
測定設定（Measurement Configuration）の例は、図５及び図６で示した実施の形態1にお
ける測定設定（Measurement Configuration）の例と同じであるため、その説明を省略す
る。
【００７８】
　制御部３０５は、セルのペア管理部３０７を備える。セルのペア管理部３０７では、基
地局２００からセルのペアに関する情報が送られる、あるいは、事前に組み込まれている
セルのペアに関する情報を管理している。
　制御部３０５は、自基地局配下セルリスト管理部３０９を備えている。自基地局配下セ
ルリスト管理部３０９では、基地局４００から送られる端末３００が接続している自基地
局配下のセルのリストに関する情報を管理している。このセルのリストの情報は、例えば
、セルのPCIのリストで構成され、基地局が端末に送るシステム情報（System Informatio
n）の中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示すフラグをつけて端末に伝え
られる。この情報により、制御部３０５は、セルが自基地局に属するかどうかを判断する
ことができる。制御部３０５は、端末が属している基地局配下のセルに関しては、セル個
別の測定結果に基づいて、イベント判定を行うと判断し、それ以外のセルに関しては、実
施の形態１と同様に、セルのペアで測定結果を平均しその値でイベント判定を行うか否か
を判断する。制御部３０５は、測定結果報告判定部１０３に、セルのペアで測定結果を平
均しイベント判定するものに関して、セルのペアに関する情報として出力する機能を備え
ている。
【００７９】
＜実施の形態２：セルのペアの例＞
　ここで、図１５を参照し、セルのペアの例を説明する。図１５は、本実施の形態におい
て、セルのペアの一例を示す図である。セルのPCIは、キャリア周波数間では同じ範囲の
数字が独立に割り当てられる。ここでは、説明の簡略化のため、同じ基地局で異なるキャ
リア周波数の同じエリアのセルは、同じPCIをもつものとする。
　図１５に示すように、基地局４００Ａがサービングの基地局の場合、基地局４００Ａの
セルは、各セルの測定結果を送るために、セルをペアにしない。また、基地局４００Ｂは
サービングの基地局でないので、基地局４００Ｂに属するキャリア周波数ｆ１のセル４と
キャリア周波数ｆ２のセル４をペアとする。同様に、セル５同士、セル６同士をペアとす
る。このように、端末３００が属さない基地局のセルのペアに関する情報及び端末３００
が属する基地局のセルの個別の情報に基づき、図１５に示すようなセルの組み合わせを測
定結果報告作成部１０９は作成する。
【００８０】
　上述したように、端末３００は、自基地局に関して、基地局内でハンドオーバさせるた
めに、セルの個別の情報を送り、他基地局に関しては、基地局間でハンドオーバさせるた
めに、セルのペアに関する情報を含むセルの組み合わせの情報を送信する。そのため、端
末３００は、測定結果報告（Measurement Report）のサイズを小さくでき、効率よく測定
結果報告（Measurement Report）を基地局４００へ送信することができる。
【００８１】
[基地局４００の構成]
　次に、図１６を参照し、基地局４００の構成を説明する。図１６は、実施の形態2に係
る基地局４００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態２に係る基地局４０
０が、実施の形態１に係る基地局２００と異なる点は、制御部の構成である。そのため、
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実施の形態１に係る基地局２００の構成要素と同一の基地局４００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【００８２】
　実施の形態２に係る基地局４００は、受信部２０１と、ハンドオーバ判定処理部２０３
と、制御部４０５と、送信部２０７と、を備えている。ここで、制御部４０５の構成につ
いて説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略する。
【００８３】
　制御部４０５は、測定設定（Measurement Configuration）を端末３００に伝えるため
の制御情報、参照信号のスケジュール情報を、送信部２０７へ出力する。また、端末３０
０がキャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオーバ判定処理部２０３に端末３
００がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。制御部４０５は、自基地局
配下のセルのリストの情報を端末３００に送信するため、自基地局配下セルリスト管理部
４０７から自基地局配下のセルのリストの情報を取り出す。そして、制御部４０５は、自
基地局配下のセルのリストの情報を含む制御情報を作成して、送信部２０７へ出力する。
ここで、自基地局配下のセルのリストの情報は、例えば、基地局４００が端末３００に送
るSystem Informationの中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示すフラグ
をつけて端末３００に伝えられる。また、System Informationの中に自基地局配下のPCI
リストとして加えて端末３００に伝えても良い。また、個別制御情報として、自基地局配
下のPCIリストとして送信しても良い。
【００８４】
（実施の形態３）
　図１７から図１９を参照して、本発明の実施の形態３に係る無線通信システムについて
説明する。本発明の実施の形態３に係る無線通信システムは、端末５００及び基地局６０
０から構成される。
【００８５】
　本実施の形態３に係る無線通信システムでは、基地局配下のセルのリストから、端末が
ハンドオーバ先として要求するセルのペアを作成し、測定結果を平均して、測定結果報告
（Measurement Report）のサイズを小さくしつつ、適したセルを基地局に伝えることがで
きる。
【００８６】
　本実施の形態３に係る無線通信システムにおいて、端末５００は、ダウンリンクで基地
局６００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基づいて導出さ
れる測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンクで基地局６０
０に報告する機能を備えている。また、基地局６００は、無線資源（例えば、周波数領域
、時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末５００から報告された測定
結果報告（Measurement Report）から、他のセルへのハンドオーバが必要と判断する場合
はハンドオーバ処理を行う機能を備えており、端末５００のための無線アクセスネットワ
ークのアクセスポイントの役割を有しているともいえる。
【００８７】
［端末５００の構成］
　図１７を参照し、本実施の形態に係る端末５００の構成を説明する。図１７は、実施の
形態３に係る端末５００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態３に係る端
末５００が、実施の形態１に係る端末１００と異なる点は、制御部の構成である。そのた
め、実施の形態１に係る端末１００の構成要素と同一の端末５００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【００８８】
　実施の形態３に係る端末５００は、受信部１０１と、測定結果報告判定部１０３と、制
御部５０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信部１１１と、を備えている。ここで、
制御部５０５の構成について説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略
する。
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【００８９】
　制御部５０５は、受信部１０１に基地局６００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を備えている。また、制御部５０５は、受信部１０１から送られてき
た制御情報、あるいは事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Conf
iguration）を測定結果報告判定部１０３に出力し、測定結果報告判定部に測定設定（Mea
surement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている。なお
、測定設定（Measurement Configuration）の例は、図５及び図６で示した実施の形態1に
おける測定設定（Measurement Configuration）の例と同じであるため、その説明を省略
する。
【００９０】
　制御部５０５は、基地局配下セルリスト管理部５０７を備えている。基地局配下セルリ
スト管理部５０７では、基地局６００から送られる端末５００が接続している自基地局配
下のセルのリストと他基地局配下のセルのリストを管理している。このセルのリストの情
報は、例えば、セルのPCIのリストで構成され、基地局６００が端末５００に送るシステ
ム情報（System Information）の中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示
すフラグをつけて端末に伝えられる。この情報により、制御部５０５は、セルがどの基地
局に属するかを判断することができる。
【００９１】
　制御部５０５は、基地局６００から送られてくる基地局配下のセルのリストを元に、端
末５００にとって良い組み合わせのセルのペアを作成する。例えば、セルのリストに含ま
れるセルの並び方が、隣接するセルの情報も同時に含んでおり、隣接するセル間で移動す
るような状況において、無駄なハンドオーバを避けることができるようなセルのペアを作
成する。また、例えば、端末が移動してきたセルの履歴を利用して、どのセルが隣接して
いるかを知り、セル間を何度も移動するような状況において、無駄なハンドオーバを避け
るためことができるようなセルのペアを作成する。また、例えば、端末が移動してきたセ
ルの履歴を利用して、品質の良かったセルのペアを選択する。上述のようにペアを選択す
ることで、端末５００にとって良い組み合わせのセルのペアを測定することができ、端末
５００にとってよいペアにハンドオーバする確率を高くすることができる。
　制御部５０５は、以上のように作成したセルのペアを、セルのペアに関する情報として
測定結果報告判定部に出力する。
【００９２】
＜実施の形態３：セルのペアの例＞
　ここで、図１８を参照し、セルのペアの例を説明する。図１８は、本実施の形態におい
て、セルのペアの一例を示す図である。セルのPCIは、キャリア周波数間では同じ範囲の
数字が独立に割り当てられる。ここでは、説明の簡略化のため、同じ基地局で異なるキャ
リア周波数の同じエリアのセルは、同じPCIをもつものとする。
【００９３】
　図１８に示すように、基地局６００Ａで、セル１とセル２が隣接する場合、キャリア周
波数ｆ１のセル１とキャリア周波数ｆ２のセル２をセルのペアとする。また、基地局６０
０Ｂで、セル４とセル５が隣接する場合、キャリア周波数ｆ１のセル４とキャリア周波数
ｆ２のセル５をセルのペアとする。
【００９４】
　なお、基地局６００Ａ及び基地局６００Ｂの両方のセルのペアを、測定結果報告（Meas
urement Report）に含んでも良いし、片方の基地局のセルのペアを含んでも良い。また、
１つの基地局内でセルのペアを１つだけではなく、２つ以上入れてもよい。また、セルの
ペアは異なるキャリア周波数のセル同士だけではなく、同じキャリア周波数のセル同士で
もよい。また、セルのペアは、同一基地局が管理している複数のアンテナのセル同士でも
よい。また、セルのペアは、協調している異なる基地局のセル同士でもよい。このとき、
どの基地局が協調しているのかを示すか、あるいは、基地局配下のセルリストを、協調し
ている基地局配下のセルリストとすることにより、実施できる。
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【００９５】
　上述したように、端末５００は、品質の良いセルを選択して組み合わせることで、測定
結果報告（Measurement Report）のサイズ小さくしつつ、効率よく測定結果報告（Measur
ement Report）を基地局へ送信することができる。なお、端末５００は、自基地局配下の
セルに関しては、セルのペアにせず、個別に測定結果を送ることにより、基地局内で適し
たハンドオーバを行うにしても良い。
【００９６】
[基地局６００の構成]
　次に、図１９を参照し、基地局６００の構成を説明する。図１９は、実施の形態３に係
る基地局６００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態３に係る基地局６０
０が、実施の形態１に係る基地局２００と異なる点は、制御部の構成である。そのため、
実施の形態１に係る基地局２００の構成要素と同一の基地局６００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【００９７】
　実施の形態３に係る基地局６００は、受信部２０１と、ハンドオーバ判定処理部２０３
と、制御部６０５と、送信部２０７と、を備えている。ここで、制御部６０５の構成につ
いて説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略する。
【００９８】
　制御部６０５は、測定設定（Measurement Configuration）を端末５００に伝えるため
の制御情報、参照信号のスケジュール情報を、送信部２０７に出力する。制御部６０５は
、基地局配下のセルのリストの情報を端末５００に送るため、基地局配下セルリスト管理
部６０７から基地局配下のセルのリストの情報を取り出す。そして、制御部６０５は、基
地局配下のセルのリストの情報を含む制御情報を作成し、送信部２０７へ出力する。ここ
で、基地局配下のセルのリストの情報は、例えば、基地局６００が端末５００に送るSyst
em Informationの中のNeighbour cell listに同じ基地局であることを示すフラグをつけ
て端末５００に伝えられる。また、System Informationの中に基地局配下のPCIリストと
して加えて端末に伝えられる。また、個別制御情報として、基地局配下のPCIリストとし
て送られる。 制御部は、端末がキャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオー
バ判定処理部に端末がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。
【００９９】
　なお、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端
末が判断する方法を示したが、実施の形態２のように、自基地局配下のセルに関しては、
セルのペアにせず、個別に測定結果を送ることにより、基地局内で適したハンドオーバを
行えるようにしてもよい。
　なお、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端
末が判断する方法を示したが、実施の形態１の方法のセルのペアに加えて、自基地局内の
よい組み合わせのセルのペアを含めてもよい。
【０１００】
　なお、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端
末が判断する方法を示したが、実施の形態１の方法のセルのペアに加えて、セルのペアと
して、自基地局内のよい組み合わせと他基地局内の良い組み合わせを含めてもよい。なお
、上記実施の形態においては、セルのペアとして、基地局内のよい組み合わせを端末が判
断する方法を示したが、自基地局内のセルは、実施の形態３の自基地局内のよい組み合わ
せのセルのペアを用い、他基地局のセルは、実施の形態１の方法のセルのペアを用いても
よい。
【０１０１】
　なお、上記実施の形態において、端末がセルのペアで測定結果を平均し、測定結果報告
を作成する場合は、測定結果報告を判定する際にもセルのペアで測定結果を平均し、イベ
ント判定を行う例を示したが、イベント判定時には個別にイベント判定を行い、イベント
判定後に、基地局配下のセルのリストと測定結果から、受信電力、あるいは、受信品質が
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高い同じ基地局配下のセルを選択し、測定結果を平均させるセルのペアを作成してもよい
。このようにすることで、端末にとって、受信品質のよいセルのペアを測定結果報告のサ
イズを小さくしつつ、基地局に伝えることができる。
　なお、上記実施の形態において、測定結果のイベント判定はセル個別の測定結果で行い
、測定結果報告は、受信品質がよいセルのペアを作成し、セルのペアの情報と、測定結果
のよいセルの測定結果を含めるようにしてもよい。
【０１０２】
（実施の形態４）
　図２０から図２２を参照して、本発明の実施の形態４に係る無線通信システムについて
説明する。本発明の実施の形態４に係る無線通信システムは、端末７００及び基地局８０
０から構成される。
【０１０３】
　本実施の形態に係る無線通信システムでは、周波数プライオリティと自基地局配下のセ
ルのリストから、プライオリティの高い周波数に属するセルと自基地局配下のセルのみを
測定結果報告（Measurement Report）に含めることで、測定結果報告（Measurement Repo
rt）のサイズを小さくしつつ、基地局内ハンドオーバ、基地局間ハンドオーバに必要な情
報を基地局に伝えることができる。
【０１０４】
　本発明の実施の形態４に係る無線通信システムにおいて、端末７００は、ダウンリンク
を介して基地局８００からセル毎に送信された参照信号を受信し、定められた計算式に基
づいて導出される測定結果を測定結果報告（Measurement Report）として、アップリンク
を介して基地局８００に報告する。基地局８００は、無線資源（例えば、周波数領域、時
間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行い、端末７００から報告された測定結果
報告（Measurement Report）から、基地局８００以外の他の基地局へのハンドオーバが必
要と判断する場合はハンドオーバ処理を行う。また、基地局８００は、端末７００のため
の無線アクセスネットワークのアクセスポイントの役割を有する。
【０１０５】
［端末７００の構成］
　図２０を参照し、本実施の形態に係る端末７００の構成を説明する。図２０は、実施の
形態４に係る端末７００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態４に係る端
末７００が、実施の形態１に係る端末１００と異なる点は、測定結果報告判定部及び制御
部の構成である。そのため、実施の形態１に係る端末１００の構成要素と同一の端末７０
０の構成要素に対しては、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する
。
【０１０６】
　実施の形態４に係る端末７００は、受信部１０１と、測定結果報告判定部７０３と、制
御部７０５と、測定結果報告作成部１０９と、送信部１１１と、を備えている。ここで、
制御部７０５の構成について説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略
する。
【０１０７】
　図２６に示すように１つの周波数のMeasObjectを端末に送り、他の周波数では、測定結
果報告（Measurement Report）が発生しないようにしても良い。また、図５や図６のよう
に複数の周波数を含みながら、初めに記載した周波数に優先度を設けても良い。また、優
先度の高い周波数にプライオリティフラグをつけても良い。上述したように、周波数プラ
イオリティの情報を設け、その周波数のセルで測定結果報告（Measurement Report）を構
成するで、測定結果報告（Measurement Report）のサイズを小さくすることができる。
【０１０８】
　測定結果報告判定部７０３は、制御部７０５から入力される測定結果の出力指示、例え
ば、周期的な測定結果の出力指示、イベント発生時の測定結果の出力指示、イベント発生
後の周期的な測定結果の出力指示、特定の周波数の測定結果の出力指示、特定のセルの測
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定結果の出力指示などの制御部７０５からの指示を個々に管理する機能を備えている。
【０１０９】
　測定結果報告判定部７０３は、制御部７０５からの指示に応じて、参照信号の受信指示
を受信部１０１へ出力する。測定結果報告判定部７０３は、入力される参照信号の測定結
果が制御部７０５からの指示に該当する場合、その指示に応じた測定結果を測定結果報告
作成部１０９へ出力するように構成されている。
【０１１０】
　図２１は、キャリアアグリゲーション時の測定結果報告の判定方法を示すフロー図であ
る。ステップＳ３１では、測定結果報告判定部７０３には、制御部７０５から、自基地局
配下のセルのリスト、周波数プライオリティに関する情報、測定設定（Measurement Conf
iguration）が入力される。そして、ステップＳ３２へ遷移する。
【０１１１】
　ステップＳ３２では、測定結果報告判定部７０３は、これらの自基地局配下のセルのリ
スト、周波数プライオリティに関する情報と測定設定（Measurement Configuration）に
基づいて、自基地局配下のセルのリストに含まれるセルに関しては、測定設定（Measurem
ent Configuration）に基づいて、複数のキャリア周波数において測定し、自基地局配下
のセルのリストに含まれないセルに関しては、測定設定（Measurement Configuration）
に基づいて、周波数プライオリティの高い周波数のみを測定する。そして、測定結果報告
判定部は、測定したセルの測定結果でイベント判定を行う。このようにすることで、測定
結果報告のサイズを小さく抑えながら、自基地局配下のセルへのハンドオーバ、他基地局
配下のセルへのハンドオーバを可能とする。そして、ステップＳ３３へ遷移する。
【０１１２】
　ステップＳ３３では、測定結果報告判定部７０３は、セルの測定結果が測定結果を基地
局８００へ送信する基準を満たすか否かを判定する。セルの測定結果が測定結果を基地局
８００へ送信する基準を満たす場合、ステップＳ３４へ遷移し、セルの測定結果が測定結
果を基地局８００へ送信する基準を満たさない場合、ステップＳ３２へ戻る。
　ステップＳ３４では、測定結果報告判定部７０３は、セルの測定結果を測定結果報告作
成部１０９へ出力する。
【０１１３】
　なお、測定結果報告判定部７０３は、測定結果報告作成部１０９に測定結果と測定結果
報告を作成するのに必要な情報を出力した後も、測定設定（Measurement Configuration
）に基づいて測定（measurement）を行う。なお、測定結果報告判定部７０３は、測定結
果と測定結果を作成するのに必要な情報を測定結果報告作成部１０９に出力せずに制御部
７０５に出力してもよい。
【０１１４】
　制御部７０５は、受信部１０１に基地局８００から送られてくるシステム情報などの受
信の指示を行う機能を供えている。また、制御部７０５は、受信部１０１から出力された
制御情報、あるいは事前に組み込まれた制御情報に基づく測定設定（Measurement Config
uration）を測定結果報告判定部７０３に出力し、測定結果報告判定部７０３に測定設定
（Measurement Configuration）に基づいた測定結果の出力指示を行う機能を備えている
。
【０１１５】
　制御部７０５は、周波数プライオリティ管理部７０９を備え、基地局８００から送られ
る周波数プライオリティの情報を管理している。周波数プライオリティの情報は、例えば
、RRCConnectionSetup時などに、明示的に基地局から端末に送ってもよいし、図２６のよ
うに１つの周波数のMeasObjectを端末に送り、他の周波数では、Measurement Reportが発
生しないようにしてもよいし、図５や図６のように複数の周波数を含みながら、初めに記
載した周波数に優先度を設けてもよいし、優先度の高い周波数にプライオリティフラグを
つけてもよい。以上のように周波数プライオリティを設け、その周波数のセルで測定結果
報告（Measurement Report）を構成することにより、測定結果報告（Measurement Report
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）のサイズを小さくすることができる。
【０１１６】
　制御部７０５は、自基地局配下セルリスト管理部７０７を備え、基地局８００から送ら
れる自基地局配下のセルのリストを管理している。制御部７０５は、周波数プライオリテ
ィ情報と自基地局配下のセルのリストから測定設定（Measurement Configuration）が正
しいか否かを判断する。すなわち、自基地局配下のセルのリストに含まれるセルに関して
は、複数のキャリア周波数で測定を行い、自基地局配下のセルのリストに含まれないセル
に関しては、周波数プライオリティが高いセルにおいて測定（measurement）されるよう
にする。
【０１１７】
　なお、測定設定（Measurement Configuration）は、測定を行う各キャリア周波数にお
いて設定し、測定結果報告判定部に、周波数プライオリティ情報と、自基地局配下のセル
のリストを出力することにより、測定結果報告判定部で、自基地局配下のセルのリストに
含まれるセルに関しては、複数のキャリア周波数で測定を行い、自基地局配下のセルのリ
ストに含まれないセルに関しては、周波数プライオリティが高いセルにおいて測定（meas
urement）するようにしてもよい。このようにすることで、周波数プライオリティが高い
セルだけではなく、自基地局内ハンドオーバを適切に行うための情報を端末７００から基
地局８００に送ることができる。
【０１１８】
　制御部７０５は、測定結果報告判定部７０３から、測定結果、あるいは、測定結果を報
告する旨の情報を受け取ると、測定結果報告作成部１０９に測定結果報告を送るイベント
が発生したセルの周波数、つまり、周波数プライオリティが高い周波数を測定結果報告作
成部に出力する。このようにすることで、周波数プライオリティを考えた測定結果報告（
Measurement Report）を作成することができる。
【０１１９】
[基地局８００の構成]
　次に、図２２を参照し、基地局８００の構成を説明する。図２２は、実施の形態４に係
る基地局８００の構成を示すブロック図である。ここで、実施の形態４に係る基地局８０
０が、実施の形態１に係る基地局２００と異なる点は、制御部の構成である。そのため、
実施の形態１に係る基地局２００の構成要素と同一の基地局８００の構成要素に対しては
、同一の参照番号をそれぞれ付して、その詳細な説明は省略する。
【０１２０】
　実施の形態４に係る基地局８００は、受信部２０１と、ハンドオーバ判定処理部２０３
と、制御部８０５と、送信部２０７と、を備えている。ここで、制御部８０５の構成につ
いて説明し、それ以外の構成については、その詳細な説明を省略する。
【０１２１】
　制御部８０５は、端末７００がmeasurementをする周波数のプライオリティの情報を管
理する周波数プライオリティ管理部８０９と、自基地局配下のセルのリストを管理する自
基地局配下セルのリスト管理部８０７とを有する。
【０１２２】
　制御部８０５は、周波数のプライオリティの情報に基づいた測定設定（Measurement Co
nfiguration）を作成し、制御情報として送信部２０７へ出力する。なお、測定設定（Mea
surement Configuration）は、自基地局配下セルも考慮して作成しても良い。また、制御
部８０５は、周波数のプライオリティの情報を、明示的に端末７００に送信するために、
制御情報を作成して、送信部２０７へ出力しても良い。
【０１２３】
　制御部８０５は、自基地局配下のセルのリストの情報を端末７００に送信するために、
自基地局配下セルリスト管理部８０７から自基地局配下のセルのリストの情報を取り出し
て、制御情報を作成し、送信部２０７へ出力する。なお、制御部８０５は、端末７００が
キャリアアグリゲーションをしている場合、ハンドオーバ判定処理部２０３に端末７００
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がキャリアアグリゲーションをしていることを通知する。
【０１２４】
　以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定され
るものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが
可能である。例えば、以上の説明では、第１～3の実施の形態を別々に説明したが、本発
明の範囲はこれに限定されるものではなく、これらの実施の形態は互いに組み合わせて使
用することも可能である。
【０１２５】
　また、上記各実施の形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路である
LSIとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部または全てを含
むように１チップ化されてもよい。ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、
システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
【０１２６】
　また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで
実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA（Field Programmable 
Gate Array）や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル
・プロセッサーを利用してもよい。
【０１２７】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０１２８】
　なお、上記実施の形態ではアンテナとして説明したが，アンテナポートでも同様に適用
できる。アンテナポート（antenna port）とは、1本または複数の物理アンテナから構成
される、論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アン
テナを指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがあ
る。例えばLTEにおいては、アンテナポートが何本の物理アンテナから構成されるかは規
定されず、基地局が異なるReference signalを送信できる最小単位として規定されている
。また、アンテナポートはPrecodingvectorの重み付けを乗算する最小単位として規定さ
れることもある。
【０１２９】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
　本出願は、２００９年３月３１日出願の日本特許出願２００９－０８６９７２に基づく
ものであり、その内容はここに参照として取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１３０】
　以上説明したように、本発明によれば、キャリアアグリゲーション時において、有用な
情報を測定結果報告に含めつつ、測定結果報告のサイズを大きくなりすぎないように調整
する効果を有し、高速にハンドオーバを行う場合において有用である。
【符号の説明】
【０１３１】
１００、３００、５００、７００　　端末
２００、４００、４００Ａ、４００Ｂ、６００、６００Ａ、６００Ｂ　　基地局
１０１、２０１、　　受信部
１０３、７０３　　測定結果報告判定部
１０５、２０５、３０５、４０５、５０５、６０５、７０５、８０５　制御部
１０７　　セルのペア管理部
１０９　　測定結果報告作成部
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１１１、２０７　　送信部
２０３　　ハンドオーバ判定処理部
５０７、６０７　　基地局配下セルリスト管理部
４０７、７０７、８０７　　自基地局配下セルリスト管理部
７０９　　周波数プライオリティ管理部
８０９　　プライオリティ管理部
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する受信部と、
　所定の測定設定に基づき測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報告を前記無
線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、
　前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
と、
　前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御す
る制御部と、
　前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、
　前記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無
線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果を
まとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又は前
記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定
結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下に
あるセルについて、セル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記
測定結果報告作成部を制御し、
　前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下に
ないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめて前記測定結果
報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又はセル毎の前記測定結果を
含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する
無線通信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、
　前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下にある自基地局セ
ルリスト及び自装置が接続していない他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリス
トを管理する基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記参照信号の測定結果、並びに前記基地局配下セル管理部が管理する
自基地局セルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記複数のセルのうち少なく
とも２つのセルに関する前記測定結果をまとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測
定結果報告作成部を制御するか、又は前記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前
記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信
装置。
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【請求項４】
　無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する受信部と、
　所定の測定設定に基づき測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報告を前記無
線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、
　前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
と、
　前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御す
る制御部と、
　前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を備え、
　前記測定結果報告判定部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信
基地局との無線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前
記測定結果をまとめた値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか
否かを判定する無線通信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の
配下にあるセルのリストを管理する自基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下に
あるセルについて、セル毎の前記測定結果と前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判
定部を制御し、
　記測定結果報告判定部は、前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地
局の配下にないセルについて、少なくとも２つのセルに関する前記測定結果をまとめた値
に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定し、前記複数
のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下のセルについて、セル毎の前
記測定結果に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否かを判定す
る無線通信装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の無線通信装置であって、
　前記制御部は、更に、
　前記複数のセルのうち、自装置が接続している無線通信基地局の配下にある自基地局セ
ルリスト及び自装置が接続していない他の無線通信基地局の配下にある他基地局セルリス
トを管理する基地局配下セル管理部を備え、
　前記制御部は、前記制御情報、並びに前記基地局配下セル管理部が管理する自基地局セ
ルのリスト及び他基地局セルのリストに基づき、前記測定結果報告判定部を制御し、
　前記測定結果報告判定部は，前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記
測定結果をまとめた値に基づき、前記測定結果報告を前記無線通信基地局に送信するか否
かを判定する無線通信装置。
【請求項７】
　請求項１又は請求項４に記載の無線通信装置から送信される前記測定結果報告を受信す
る受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信
先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定
処理部と、を備える無線通信基地局。
【請求項８】
　請求項２又は請求項５に記載の無線通信装置から送信される前記測定結果報告を受信す
る受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信
先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定
処理部を備える無線通信基地局。
【請求項９】
　請求項３又は請求項６に記載の無線通信装置から送信される前記測定結果報告を受信す
る受信部と、前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信
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先を、通信先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定
処理部を備える無線通信基地局。
【請求項１０】
　無線通信基地局から参照信号及び制御情報を受信する受信部と、
　所定の測定設定に基づき周波数毎に測定した参照信号の測定結果に基づき、測定結果報
告を前記無線通信基地局へ送信するか否かを判定する測定結果報告判定部と、
　前記無線通信基地局へ報告するための前記測定結果報告を作成する測定結果報告作成部
と、
　前記制御情報に基づき、前記測定結果報告判定部及び前記測定結果報告作成部を制御す
る制御部と、
　前記測定結果報告を前記無線通信基地局へ送信する送信部と、を有し、
　前記制御部は、前記無線通信基地局の複数のセルを使用して前記無線通信基地局との無
線通信を行う場合、前記複数のセルのうち少なくとも２つのセルに関する前記測定結果を
まとめて前記測定結果報告を作成するよう前記測定結果報告作成部を制御するか、又は前
記複数のセルのセル毎の前記測定結果を含めて前記測定結果報告を作成するよう前記測定
結果報告作成部を制御するかを判断する無線通信装置と、
　前期無線通信装置の前記送信部から送信される前記測定結果報告を受信する受信部と、
　前記受信部で受信した前記測定結果報告に基づき、前記無線通信装置の通信先を、通信
先のセルから他のセルへ変更するか否かを判断する判定するハンドオーバ判定処理部と、
を有する無線通信基地局と、
を備える無線通信システム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】
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