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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つ以上のキャリアを用いて移動局と通信を行う無線基地局であって、
　前記移動局に対して、無線品質の測定を指示する制御信号を送信するように構成されて
いる測定指示部と、
　前記移動局から、前記２つ以上のキャリア内の各キャリアに関する測定結果と前記２つ
以上のキャリア以外のキャリアに関する測定結果を受信するように構成されている受信部
と、
　前記測定結果に基づいて、前記移動局に対して、前記移動局との通信状態の変更を指示
するように構成されているハンドオーバ制御部とを具備し、
　前記ハンドオーバ制御部は、前記２つ以上のキャリアの各キャリアに関する測定結果と
、前記２つ以上のキャリア以外のキャリアに関する測定結果とに基づいて、前記移動局に
対して、前記移動局との通信状態の変更を行うか否かについて判定するように構成されて
おり、
　前記ハンドオーバ制御部は、
　　前記測定結果を受信した前記２つ以上のキャリア内のキャリアにおける隣接セルが、
プライマリセルが属する無線基地局と同じ無線基地局に属する場合に、前記隣接セルをプ
ライマリセルに変更するという通信状態の変更を行うように構成されており、
　　前記測定結果を受信した前記２つ以上のキャリア内のキャリアにおける隣接セルが、
プライマリセルが属する無線基地局と同じ無線基地局に属さず、かつ、測定結果を受信し
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た前記２つ以上のキャリア以外のキャリアにおける、最も無線品質の良いセルが、前記隣
接セルが属する無線基地局に属する場合に、前記隣接セルをプライマリセルに変更し、か
つ、前記測定結果を受信した前記２つ以上のキャリア以外のキャリアにおける、最も無線
品質の良いセルをセカンダリセルに設定するという通信状態の変更を行うように構成され
ており、
　　前記測定結果を受信した隣接セルが、プライマリセルが属する無線基地局と同じ無線
基地局に属さず、かつ、測定結果を受信した前記２つ以上のキャリア以外のキャリアにお
ける、最も無線品質の良いセルが、前記隣接セルが属する無線基地局に属さない場合に、
前記隣接セルをプライマリセルに変更し、かつ、前記測定結果を受信した前記２つ以上の
キャリア以外のキャリアにおける元のセカンダリセルを削除するという通信状態の変更を
行うように構成されていることを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局及び通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域符号分割多重接続（ＷＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）方式や、高速下りリンクパケットアクセ
ス（ＨＳＤＰＡ：Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）方式や、高速上りリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｐｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式等の後継となる通信方式、すなわち、ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式が、
ＷＣＤＭＡの標準化団体３ＧＰＰで検討され、仕様化作業が行われた。
【０００３】
　また、前記ＬＴＥ方式の後継の通信方式として、ＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式が、３
ＧＰＰで検討されている。ＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式の要求条件は、非特許文献１に
まとめられている。
【０００４】
　ＬＴＥ-ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、その要求条件として、「キャリアアグリゲーショ
ン（Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）」を行うことが合意されている。「キャ
リアアグリゲーション」が行われる場合、移動局ＵＥは、同時に複数のキャリアを用いて
下りリンクの信号を受信したり、同時に複数のキャリアを用いて上りリンクの信号を送信
したりすることができる。キャリアアグリゲーションが行われる場合の各キャリアは、コ
ンポーネントキャリア（Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）と呼ばれる。
【０００５】
　ところで、複数のセルを具備する移動通信システムでは、移動局ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザ装置）は、１つのセルから他のセルに移動するときに、セルを切
り替えて通信を継続するように構成されている。かかるセルの切り替えを「ハンドオーバ
」という。
【０００６】
　一般的に、移動通信システムでは、移動局ＵＥが、隣接セルに移動し、かかる移動局Ｕ
Ｅにおいて、隣接セルからの信号の無線品質が、サービングセル（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｃｅ
ｌｌ）からの信号の無線品質よりも強くなった場合に、当該移動局ＵＥは、隣接セルにハ
ンドオーバを行うように構成されている。
【０００７】
　なお、前記信号の無線品質として、例えば、信号の受信電力が用いられる。ここで、前
記信号の受信電力は、より具体的には、例えば、隣接セル又はサービングセルから送信さ
れる、下りリンクの参照信号（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の受信電力（ＲＳＲ
Ｐ：Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）である（ＲＳ
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ＲＰの定義については、ＴＳ３６．２１４、Ｖ８．３．０を参照）。なお、前記信号の無
線品質として、前記ＲＳＲＰの代わりに、下りリンクの参照信号の受信品質（ＲＳＲＱ：
Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）や下りリンク
の参照信号のＳＩＲ（ＲＳ－ＳＩＲ）、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ）、ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）等
が用いられることもある。
【０００８】
　図１及び図２を参照して、かかるハンドオーバ手順の一例について、具体的に説明する
。以下の説明では、信号の受信電力（ＲＳＲＰ）が、前記信号の無線品質として用いられ
る。
【０００９】
　図１に示すように、ステップＳ１において、移動局ＵＥは、サービングセル及び隣接セ
ルからの信号の受信電力を測定する。また、移動局ＵＥは、検知していない隣接セルを検
知するために、前記測定と並行して、セルサーチを行ってもよい。本処理における、セル
サーチ、及び、サービングセル及び隣接セルの無線品質（受信電力）の測定は、総称して
、メジャメント（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）と呼ばれてもよい。
【００１０】
　ステップＳ２において、移動局ＵＥは、隣接セルからの信号の受信電力が、以下の（式
１）を満たすか否かについて判定する。
【００１１】
　隣接セルからの信号の受信電力　＋　ヒステリシス　＞　サービングセルからの信号の
受信電力　…　（式１）
　かかる（式１）が満たされていると判定された場合、ステップＳ２において、移動局Ｕ
Ｅは、上述の測定結果を報告するためのイベントＡ３を、ネットワークに対して通知する
。
【００１２】
　具体的には、移動局ＵＥは、図２に示すように、サービングセル（セルＡ）及び監視対
象である周辺セル（セルＢ）からの信号の受信電力を測定し、予め通知されている「ヒス
テリシス［ｄＢ］」及び「ＴＴＴ（Ｔｉｍｅ　Ｔｏ　Ｔｒｉｇｇｅｒ）［ｍｓ］」を用い
て、上述の測定結果を通知するか否かについて判定する。
【００１３】
　つまり、図２において、所定期間「ＴＴＴ」以上、セルＢからの信号の受信電力（無線
品質）が、「ヒステリシス」以上、セルＡからの信号の受信電力（無線品質）よりも上回
っている状態が継続している場合、移動局ＵＥは、上述の測定結果（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ）を通知するべきであると判定する。
【００１４】
　ここで、「ヒステリシス」は、セル境界でサービングセルから隣接セルへのハンドオー
バが頻繁に生じないために設けられる値であり、正の値でもよく、負の値でもよいが、一
般的には負の値が設定される。
【００１５】
　そして、ステップＳ３において、ネットワークは、イベントＡ３の通知を受信すると、
かかる移動局ＵＥが、受信したイベントＡ３に係るセルに対してハンドオーバすべきであ
ることを決定する。
【００１６】
　なお、（式１）は、以下の（式２）のような形がとられる場合もある。（式２）の場合
、ヒステリシスとオフセットの両方が、ヒステリシス的に動作する。
【００１７】
　隣接セルからの信号の受信電力　―　ヒステリシス　＞　サービングセルからの信号の
受信電力　＋　オフセット　…　（式２）
　キャリアアグリゲーションを行う場合、一般に、移動局ＵＥは、各コンポーネントキャ
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リアに関して、上述したサービングセル及び隣接セルからの信号の受信電力の測定やＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信を行う。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.９１３　Ｖ８.０.１
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００　Ｖ８.５.０（２００８-０５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　上述したように、キャリアアグリゲーションを行う場合には、各コンポーネントキャリ
アに関して、上述したサービングセル及び隣接セルからの信号の無線品質の測定やＭｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信が行われる。
【００２０】
　しかしながら、各コンポーネントキャリアに関して、上述したサービングセル及び隣接
セルからの信号の無線品質の測定やＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信が行わ
れる場合、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの数が、コンポーネントキャリア数分
だけ増えるため、制御信号のオーバヘッドが増大し、結果として、システムの効率が劣化
するという問題がある。
【００２１】
　より具体的に、図３を用いて、前記課題を説明する。図３においては、横軸は、移動局
ＵＥの位置を示す軸であり、縦軸は、周波数或いはキャリアを示す軸である。
【００２２】
　すなわち、図３の「コンポーネントキャリアが２つの場合」においては、上段のセルが
、コンポーネントキャリア＃１のセル（Ｃｅｌｌ＃１-Ａ、Ｃｅｌｌ＃１-Ｂ、Ｃｅｌｌ＃
１-Ｃ、Ｃｅｌｌ＃１-Ｄ）を示し、下段のセルが、コンポーネントキャリア＃２のセル（
Ｃｅｌｌ＃２-Ａ、Ｃｅｌｌ＃２-Ｂ、Ｃｅｌｌ＃２-Ｃ、Ｃｅｌｌ＃２-Ｄ）を示す。
【００２３】
　例えば、図３に示すように、コンポーネントキャリアが１つである場合に比べて、コン
ポーネントキャリアが２つである場合に、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの数が
２倍になる。
【００２４】
　また、一般に、キャリアアグリゲーションが行われる複数のセルは、同一の無線基地局
内に閉じており、複数の無線基地局からのセルを用いたキャリアアグリゲーションは行わ
れない。
【００２５】
　この場合、無線基地局間のハンドオーバを行う場合には、適切にハンドオーバを行わな
ければ、通信品質が劣化する、或いは、通信品質を最適化できないという問題がある。
【００２６】
　より具体的には、無線基地局間のハンドオーバを行う場合には、キャリアアグリゲーシ
ョンを行っている全てのコンポーネントキャリアを考慮したハンドオーバが必要となるた
め、各コンポーネントキャリアに関して、信号の無線品質の測定及びＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信を行った場合に、その他のコンポーネントキャリアの通信品質
が劣化し、結果として、システムの効率利用が困難となるという課題がある。
【００２７】
　さらに、より具体的に、図４を用いて、前記課題を説明する。図４においても、横軸は
、移動局ＵＥの位置を示す軸であり、縦軸は、周波数或いはキャリアを示す軸である。ま
た、Ｃｅｌｌ＃１-Ａ、Ｃｅｌｌ＃１-Ｂ、Ｃｅｌｌ＃２-Ａ、Ｃｅｌｌ＃２-Ｂが、無線基
地局＃ａに属しているセルであり、Ｃｅｌｌ＃１-Ｃ、Ｃｅｌｌ＃１-Ｄ、Ｃｅｌｌ＃２-
Ｃが、無線基地局＃ｂに属しているセルである。
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【００２８】
　図４に示す例では、コンポーネントキャリア＃１に関する無線基地局＃ａから無線基地
局＃ｂへのハンドオーバポイントは、Ｐｏｉｎｔ１０であり、コンポーネントキャリア＃
２に関する無線基地局＃ａから無線基地局＃ｂへのハンドオーバポイントは、Ｐｏｉｎｔ
２０であるため、コンポーネントキャリア＃１とコンポーネントキャリア＃２とで、無線
基地局間のハンドオーバを行うポイントが異なる。
【００２９】
　この場合、Ｐｏｉｎｔ１０において、移動局ＵＥがンポーネントキャリア＃１に関する
ハンドオーバ（Ｃｅｌｌ＃１-ＢからＣｅｌｌ＃１-Ｃへのハンドオーバ）を行う場合に、
Ｃｅｌｌ＃２-Ｂとの接続が削除される必要がある。
【００３０】
　この場合、Ｃｅｌｌ＃２-Ｂとの接続が削除される代わりに、Ｃｅｌｌ＃２-Ｃとの接続
が追加されてもよいが、Ｃｅｌｌ＃２-Ｃの無線品質が良くない場合には、逆に、通信品
質が劣化してしまう場合がある。
【００３１】
　或いは、Ｐｏｉｎｔ１０において、移動局ＵＥがンポーネントキャリア＃１に関するハ
ンドオーバ（Ｃｅｌｌ＃１-ＢからＣｅｌｌ＃１-Ｃへのハンドオーバ）を行う代わりに、
Ｃｅｌｌ＃１-Ｂとの接続が削除され、Ｃｅｌｌ＃２-Ｂとの接続が継続されてもよい。
【００３２】
　しかしながら、Ｃｅｌｌ＃１-Ｂとの接続が維持されるべきか、Ｃｅｌｌ＃２-Ｂとの接
続が削除されるべきかは、例えば、無線品質で判断されるべきだが、各コンポーネントキ
ャリアに関して、サービングセル及び隣接セルからの信号の無線品質の測定やＭｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信が行われる場合には、適切なタイミングで関連する複
数のコンポーネントキャリアの無線品質の測定を行うことは困難である。
【００３３】
　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、キャリアアグリゲーショ
ン時において、効率的にハンドオーバを行うことにより、システムの効率化、及び、接続
性の安定性を実現することができる無線基地局及び通信制御方法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】
【００３４】
　本実施形態の第１の特徴は、２つ以上のキャリアを用いて移動局と通信を行う無線基地
局であって、前記移動局に対して、通信中のセル又は隣接セルの無線品質の測定を指示す
る制御信号を送信するように構成されている測定指示部と、前記移動局から、前記２つ以
上のキャリア内の各キャリアに関する測定結果を受信するように構成されている受信部と
、前記測定結果に基づいて、前記移動局に対して、前記移動局との通信状態の変更を指示
するように構成されているハンドオーバ制御部とを具備し、前記ハンドオーバ制御部は、
前記測定結果を受信したキャリアに関する測定結果と、前記キャリア以外のキャリアに関
する測定結果とに基づいて、前記移動局に対して、前記移動局との通信状態の変更を行う
か否かについて判定するように構成されていることを要旨とする。
【００３５】
　本実施形態の第２の特徴は、２つ以上のキャリアを用いて移動局と通信を行う無線基地
局における通信制御方法であって、前記移動局に対して、通信中のセル又は隣接セルの無
線品質の測定を指示する制御信号を送信する第１ステップと、前記移動局から、前記２つ
以上のキャリア内の各キャリアに関する測定結果を受信する第２ステップと、前記測定結
果に基づいて、前記移動局に対して、前記移動局との通信状態の変更を指示する第３ステ
ップとを備え、前記第３ステップにおいて、前記測定結果を受信したキャリアに関する測
定結果と、前記キャリア以外のキャリアに関する測定結果とに基づいて、前記移動局に対
して、前記移動局との通信状態の変更を行うか否かについて判定することを要旨とする。
【発明の効果】
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【００３６】
　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、効率的
にハンドオーバを行うことにより、システムの効率化、及び、接続性の安定性を実現する
ことができる無線基地局及び通信制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図２】従来の移動通信システムについて説明するための図である。
【図３】従来の移動通信システムおける課題について説明するための図である。
【図４】従来の移動通信システムおける課題について説明するための図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成図の一例を示す図である
。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成図の一例を示す図である
。
【図７】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成図の一例を示す図である
。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成図の一例を示す図である
。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移動局ＵＥの機能ブロック図である。
【図１０】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢの機能ブロック図である。
【図１１】本発明の第１の実施形態の移動局ＵＥにおける通信制御方法を示すフローチャ
ート図である。
【図１２】本発明の第１の実施形態の無線基地局ｅＮＢにおける通信制御方法を示すフロ
ーチャート図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態の効果を説明するための図である。
【図１４】本発明の第１の実施形態の効果を説明するための図である。
【図１５】本発明の第１の実施形態の無線基地局ｅＮＢにおける通信制御方法を示すフロ
ーチャート図である。
【図１６】本発明の第１の実施形態の無線基地局ｅＮＢにおける通信制御方法を示すフロ
ーチャート図である。
【図１７】本発明の第１の実施形態の無線基地局ｅＮＢにおける通信制御方法を示すフロ
ーチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　以下、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、図面を参照しつつ説
明する。本実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を
用い、繰り返しの説明は省略する。
【００３９】
　本実施形態に係る移動通信システムは、例えば、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式が適用
されるシステムである。すなわち、本実施形態に係る移動通信システムは、無線基地局ｅ
ＮＢと、無線基地局ｅＮＢと通信する移動局ＵＥとを具備し、無線基地局ｅＮＢと移動局
ＵＥは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式を用いて、通信を行う。なお、移動局ＵＥは、ユ
ーザ装置と呼ばれてもよい。
【００４０】
　ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式が適用される場合には、「キャリアアグリゲーション（
Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）」が適用されてもよい。すなわち、上りリン
ク又は下りリンクにおいて、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（コンポーネントキ
ャリア）」を複数用いた通信が行われる。
【００４１】



(7) JP 5444378 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

　なお、以下の説明における「キャリアアグリゲーションを行って通信を行っているセル
」すなわち「キャリアアグリゲーションにより通信中のセル（サービングセル）」は、「
プライマリセル(Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ、Ｐｃｅｌｌ)」又は「セカンダリセル（Ｓｅ
ｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｅｌｌ、Ｓｃｅｌｌ）」と呼ばれてもよい。
【００４２】
　ここで、プライマリセルとは、キャリアアグリゲーションにより通信を行っているサー
ビングセルの内、最も重要なセルのことであり、それ以外のセルが、セカンダリセルとな
る。すなわち、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間では、１つのプライマリセル及び１
つ以上のセカンダリセルにより、キャリアアグリゲーションによる通信が行われる。
【００４３】
　また、プライマリセルが属する周波数は、「プライマリコンポーネントキャリア（Ｐｒ
ｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）」と呼ばれてもよい。また、セカン
ダリセルが属する周波数は、「セカンダリコンポーネントキャリア（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）」と呼ばれてもよい。
【００４４】
　ここで、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」とは、ＬＴＥ方式における１つのシ
ステムキャリアに相当する。すなわち、ＬＴＥ方式では、１つの「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　
Ｃａｒｒｉｅｒ」で通信が行われていたが、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、２つ以
上の「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」で通信が行われてもよい。
【００４５】
　図５乃至図８に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、８００Ｍｚ帯（
第１周波数帯域。図中ではＦ１）内のキャリア（コンポーネントキャリア）が用いられる
セル（第１通信エリア）と、２ＧＨｚ帯（第２周波数帯域。図中ではＦ２）内のキャリア
（コンポーネントキャリア）が用いられるセル（第２通信エリア）とが、地理的に重複し
ている。なお、図６、７、８においては、少なくとも一部で地理的に重複している。
【００４６】
　また、図５乃至図８には示されていないが、前記第１周波数帯域と第２周波数帯域に加
えて、第３周波数帯域が存在してもよい。第３周波数帯域は、例えば、１.７ＧＨｚ帯で
あってもよい。
【００４７】
　また、いずれかの周波数帯域に複数のコンポーネントキャリアが設定されていてもよい
。全ての周波数帯域を用いてキャリアアグリゲーションを行う必要はなく、その内の一部
の周波数帯域を用いてキャリアアグリゲーションが行われてもよい。また、ある周波数帯
域に複数のコンポーネントキャリアが設定されている場合に、その内の一部のコンポーネ
ントキャリアを用いてキャリアアグリゲーションが行われてもよい。
【００４８】
　以下の説明では、第１周波数帯域のコンポーネントキャリア（以下、第１キャリアと呼
ぶ）と、第２周波数帯域のコンポーネントキャリア（以下、第２キャリアと呼ぶ）とを用
いて、キャリアアグリゲーションが行われると想定する。
【００４９】
　また、第３周波数帯域のコンポーネントキャリア（以下、第３キャリア）に関しては、
キャリアアグリゲーションは行われないが、移動局ＵＥは、第３キャリアに含まれるセル
のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔを行うと想定する。
【００５０】
　なお、第３キャリアに含まれるセルのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔを行うことにより、例え
ば、第３キャリアのセルの無線品質が良くなった場合に、かかるセルにハンドオーバを行
う、或いは、かかるセルとキャリアアグリゲーションを行うといったことが考えられる。
【００５１】
　なお、移動局ＵＥは、例えば、第３キャリアのセルをＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔすること
を指示されていない場合には、第３キャリアのセルのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔを行わなく
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てもよい。
【００５２】
　なお、図５乃至図８に示す「Ｆ１：８００ＭＨｚ」及び「Ｆ２：２ＧＨｚ」は、一例で
あり、その他の周波数帯域のキャリア（コンポーネントキャリア）、例えば、３．５ＧＨ
ｚ帯のキャリアや２.６ＧＨｚ帯のキャリアが用いられてもよい。また、２つのキャリア
ではなく、３つ以上のキャリアが用いられてもよい。
【００５３】
　ところで、かかる第１周波数帯域や第２周波数帯域は、周波数バンド（Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｂａｎｄ）と呼ばれてもよい。ＬＴＥ方式或いはＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式に
おける周波数バンドは、３ＧＰＰ　ＴＳ３６.１０１の「５.５　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂ
ａｎｄｓ」に規定されている。
【００５４】
　例えば、Ｂａｎｄ１における上りリンクの周波数は、１９２０ＭＨｚから１９８０ＭＨ
ｚであり、Ｂａｎｄ１９における上りリンクの周波数は、８３０ＭＨｚから８４５ＭＨｚ
である。
【００５５】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、下りリンクにおいて、各移動局ＵＥで共有さ
れる「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」及び「物理下りリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）」が用いられる。
【００５６】
　「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」を介して、ユーザデータ、すなわち、
通常のデータ信号が伝送される。
【００５７】
　また、「物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」を介して、「物理下りリンク共
有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」を用いて通信を行う移動局ＵＥのＩＤやユーザデータのトラ
ンスポートフォーマットの情報（すなわち、下りスケジューリング情報）や、「物理上り
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」を用いて通信を行う移動局ＵＥのＩＤやユーザデー
タのトランスポートフォーマットの情報（すなわち、上りスケジューリンググラント）等
の制御信号が通知される。
【００５８】
　「物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」は、「下りＬ１/Ｌ２制御チャネル（
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｌ１/Ｌ２　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」と呼ばれてもよい
。また、「下りスケジューリング情報」や「上りスケジューリンググラント」は、まとめ
て、「下りリンク制御情報（ＤＣＩ）」と呼ばれてもよい。
【００５９】
　また、下りリンクにおいては、報知情報が、論理チャネルとしての「ＢＣＣＨ：Ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ」にマッピングされて送信される。
【００６０】
　ここで、「ＢＣＣＨ」を介して送信される情報の一部は、トランスポートチャネルであ
る「ＢＣＨ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ」にマッピングされ、「ＢＣＨ」にマ
ッピングされた情報は、物理チャネルである「Ｐ-ＢＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａ
ｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ」を介して、該当するセル内の移動局ＵＥに送信される。
【００６１】
　また、「ＢＣＣＨ」を介して送信される情報の一部は、トランスポートチャネルである
「ＤＬ-ＳＣＨ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ」にマッピングされ
、「ＤＬ-ＳＣＨ」にマッピングされた情報は、物理チャネルである「物理下りリンク共
有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」を介して、該当するセル内の移動局ＵＥに送信される。
【００６２】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、上りリンクにおいて、各移動局ＵＥで共有し



(9) JP 5444378 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

て使用される「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」及び「物理上りリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）」が用いられる。
【００６３】
　かかる「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」により、ユーザデータ、すなわ
ち、通常のデータ信号が伝送される。
【００６４】
　また、「物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）」により、「物理下りリンク共有
チャネル（ＰＤＳＣＨ）」のスケジューリング処理や適応変復調及び符号化処理（ＡＭＣ
Ｓ：　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ
）に用いるための下りリンクの品質情報（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）、及び、「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」における送
達確認情報（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が伝送される
。
【００６５】
　かかる下りリンクの品質情報は、「ＣＱＩ」や「ＰＭＩ（Ｐｒｅ-ｃｏｄｉｎｇ　Ｍａ
ｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」や「ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」をまと
めたインディケータである「ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）」と呼ばれてもよい。
【００６６】
　また、かかる送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示す肯定応答
（ＡＣＫ：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）又は送信信号が適切に受信されなかったこ
とを示す否定応答（ＮＡＣＫ：Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）の
何れかで表現される。
【００６７】
　図９に示すように、移動局ＵＥは、第１キャリア測定部１０２Ａと、第２キャリア測定
部１０２Ｂと、第３キャリア測定部１０２Ｃと、判定部１０４と、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６と、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部１０８とを具
備している。
【００６８】
　第１キャリア測定部１０２Ａと、第２キャリア測定部１０２Ｂと、第３キャリア測定部
１０２Ｃと、判定部１０４と、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６と、
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部１０８とは、互いに接続されている。
【００６９】
　第１キャリア測定部１０２Ａ、第２キャリア測定部１０２Ｂ、第３キャリア測定部１０
２Ｃは、まとめて、キャリア測定部１０２と呼ばれてもよい。
【００７０】
　第１キャリア測定部１０２Ａは、第１キャリアのセルに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
を行う。
【００７１】
　ここで、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔとは、隣接セルのセルサーチ、及び、隣接セル又
はサービングセルの無線品質の測定を指す。
【００７２】
　前記無線品質とは、例えば、ＲＳＲＰやＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ
　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ）やＲＳ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の
ＳＩＲであってもよい。或いは、前記無線品質とは、ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌ
ｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）やＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）であってもよい。
【００７３】
　そして、第１キャリア測定部１０２Ａは、前記第１キャリアのセルに関する無線品質の
測定結果、すなわち、ＲＳＲＰやＲＳＲＱ、ＲＳのＳＩＲ等を、判定部１０４及びＭｅａ
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ｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６に送付する。
【００７４】
　第２キャリア測定部１０２Ｂは、第２キャリアのセルに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
を行う。そして、第２キャリア測定部１０２Ｂは、前記第２キャリアのセルに関する無線
品質の測定結果、すなわち、ＲＳＲＰやＲＳＲＱ、ＲＳのＳＩＲ等を、判定部１０４及び
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６に送付する。
【００７５】
　第３キャリア測定部１０２Ｃは、第３キャリアのセルに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
を行う。そして、第３キャリア測定部１０２Ｃは、前記第３キャリアのセルに関する無線
品質の測定結果、すなわち、ＲＳＲＰやＲＳＲＱ、ＲＳのＳＩＲ等を、判定部１０４及び
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６に送付する。
【００７６】
　判定部１０４は、第１キャリア測定部１０２Ａより、前記第１キャリアのセルに関する
無線品質の測定結果を受け取り、第２キャリア測定部１０２Ｂより、前記第２キャリアの
セルに関する無線品質の測定結果を受け取り、第３キャリア測定部１０２Ｃより、前記第
３キャリアのセルに関する無線品質の測定結果を受け取る。
【００７７】
　そして、判定部１０４は、第１キャリアに関して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔを送信するか否かを判定する。
【００７８】
　以下に、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか否かを判
定する処理の例を示す。なお、以下の例では、隣接セル又はサービングセルの無線品質と
して、セルからの信号の受信電力、すなわち、ＲＳＲＰが測定される場合を示す。
【００７９】
　例えば、判定部１０４は、第１キャリアに関して、イベントＡ３の判定を行ってもよい
。すなわち、判定部１０４は、隣接セルからの信号の受信電力（ＲＳＲＰ）が、以下の（
式３）を満たすか否かについて判定し、かかる（式３）が満たされていると判定された場
合、当該イベントＡ３の測定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとして、無線
基地局ｅＮＢに通知すると判定してもよい。
【００８０】
　隣接セルからの信号の受信電力　＋　ヒステリシス　＞　サービングセルからの信号の
受信電力　…　（式３）
　判定部１０４は、無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定した場合に、その判定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０
６に通知する。
【００８１】
　なお、上述した「無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定する」という動作は、「イベント（この場合、イベントＡ３）がトリガーされる
」と表現されてもよい。
【００８２】
　或いは、例えば、判定部１０４は、第１キャリアに関して、イベントＡ１の判定を行っ
てもよい。すなわち、判定部１０４は、サービングセルからの信号の受信電力が、以下の
（式４）を満たすか否かについて判定し、かかる（式４）が満たされていると判定された
場合、当該イベントＡ１の測定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとして、無
線基地局ｅＮＢに通知すると判定してもよい。
【００８３】
　サービングセルからの信号の受信電力　　＞　第１の閾値　…　（式４）
　判定部１０４は、無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定した場合に、その判定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０
６に通知する。
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【００８４】
　なお、上述した「無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定する」という動作は、「イベント（この場合、イベントＡ１）がトリガーされる
」と表現されてもよい。
【００８５】
　或いは、例えば、判定部１０４は、第１キャリアに関して、イベントＡ２の判定を行っ
てもよい。すなわち、判定部１０４は、サービングセルからの信号の受信電力が、以下の
（式５）を満たすか否かについて判定し、かかる（式５）が満たされていると判定された
場合、当該イベントＡ２の測定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとして、無
線基地局ｅＮＢに通知すると判定してもよい。
【００８６】
　サービングセルからの信号の受信電力　　＜　第２の閾値　…　（式５）
　判定部１０４は、無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定した場合に、その判定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０
６に通知する。
【００８７】
　なお、上述した「無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定する」という動作は、「イベント（この場合、イベントＡ２）がトリガーされる
」と表現されてもよい。
【００８８】
　或いは、例えば、判定部１０４は、第１キャリアに関して、イベントＡ４の判定を行っ
てもよい。すなわち、判定部１０４は、サービングセルからの信号の受信電力が、以下の
（式６）を満たすか否かについて判定し、かかる（式６）が満たされていると判定された
場合、当該イベントＡ４の測定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとして、無
線基地局ｅＮＢに通知すると判定してもよい。
【００８９】
　隣接セルからの信号の受信電力　　＞　第５の閾値　…　（式６）
　判定部１０４は、無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定した場合に、その判定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０
６に通知する。
【００９０】
　なお、上述した「無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定する」という動作は、「イベント（この場合、イベントＡ４）がトリガーされる
」と表現されてもよい。
【００９１】
　或いは、例えば、判定部１０４は、第１キャリアに関して、イベントＡ５の判定を行っ
てもよい。すなわち、判定部１０４は、サービングセルからの信号の受信電力及び隣接セ
ルからの信号の電力が、以下の（式７）を満たすか否かについて判定し、かかる（式７）
が満たされていると判定された場合、当該イベントＡ５の測定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとして、無線基地局ｅＮＢに通知すると判定してもよい。
【００９２】
　サービングセルからの信号の受信電力　　＜　第３の閾値　、かつ、
　隣接セルからの信号の受信電力　　＞　第４の閾値　…　（式７）
　判定部１０４は、無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定した場合に、その判定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０
６に通知する。
【００９３】
　なお、上述した「無線基地局ｅＮＢにＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを通知す
ると判定する」という動作は、「イベント（この場合、イベントＡ５）がトリガーされる
」と表現されてもよい。



(12) JP 5444378 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

【００９４】
　ここで、判定部１０４は、イベントＡ１乃至Ａ５の代わりに、イベントＡ１乃至Ａ５以
外のイベント、すなわち、イベントＢ１、Ｂ２等に関して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒ
ｅｐｏｒｔを送信するか否かを判定してもよい。
【００９５】
　或いは、判定部１０４は、上記以外のイベントに関しても、同様にそのイベントの判定
を行い、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか否かの判定を行ってもよい
。
【００９６】
　また、判定部１０４は、周期的にＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信すると
判定してもよい。すなわち、判定部１０４は、周期的に、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｐｏｒｔ送信部１０６に対して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信を指示し
てもよい。
【００９７】
　或いは、判定部１０４は、上述したようなイベントの判定に基づくＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信の判定を行い、かつ、そのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔの送信タイミングを起点として、周期的にＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの
送信を行うと判定してもよい。
【００９８】
　すなわち、判定部１０４は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６に対
して、上述したようなイベントの判定に基づくＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの
送信を指示し、かつ、そのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信タイミングを起
点として、周期的にＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信を指示してもよい。
【００９９】
　また、判定部１０４は、第２キャリアに関して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔを送信するか否かを判定し、その判定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送
信部１０６に通知する。
【０１００】
　なお、第２キャリアに関する、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか否
かの判定、及び、その判定結果のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６へ
の通知の処理は、第１キャリアに関する処理と同様であるため、その説明を省略する。
【０１０１】
　また、判定部１０４は、第３キャリアに関して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔを送信するか否かを判定し、その判定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送
信部１０６に通知する。
【０１０２】
　なお、第３キャリアに関する、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか否
かの判定、及び、その判定結果のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６へ
の通知の処理は、第１キャリアに関する処理と同様であるため、その説明を省略する。
【０１０３】
　なお、上述した例において、判定部１０４は、１つのキャリアに関して、Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信を行うか否かを判定しているが、代わりに、２つ以上の
キャリアに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信を行うか否かを判定して
もよい。
【０１０４】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、第１キャリア測定部１０２Ａ
及び第２キャリア測定部１０２Ｂ及び第３キャリア測定部１０２Ｃより、それぞれ、第１
キャリアのセルに関する無線品質の測定結果及び第２キャリアのセルに関する無線品質の
測定結果及び第３キャリアのセルに関する無線品質の測定結果を受け取る。
【０１０５】
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　また、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、判定部１０４より、第
１キャリア又は第２キャリア又は第３キャリアに関する、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｐｏｒｔを送信するか否かの判定結果を受け取る。
【０１０６】
　そして、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、判定部１０４より受
け取った、第１キャリアに関する、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか
否かの判定結果に基づき、無線基地局ｅＮＢに、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔを送信する。
【０１０７】
　また、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、判定部１０４より受け
取った、第２キャリアに関する、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか否
かの判定結果に基づき、無線基地局ｅＮＢに、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔを送信する。
【０１０８】
　また、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、判定部１０４より受け
取った、第３キャリアに関する、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか否
かの判定結果に基づき、無線基地局ｅＮＢに、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔを送信する。
【０１０９】
　なお、上述した例では、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、１つ
のキャリアに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信しているが、代わりに
、複数のキャリアに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信してもよい。
【０１１０】
　ここで、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、かかるＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信する場合に、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外のキャリアに関する
無線品質の測定結果を、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含めてもよい。
【０１１１】
　すなわち、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、かかるＭｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信する場合に、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアとは異なるキャリアに
関する無線品質の測定結果を、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含めても
よい。
【０１１２】
　言い換えれば、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔには、判定部１０４がＭ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア
とは異なるキャリアに関する無線品質の測定結果が含まれてもよい。
【０１１３】
　例えば、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、第１キャリアに関す
るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信する場合に、第２キャリアに関する無線
品質の測定結果を、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含めてもよい。
【０１１４】
　或いは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、第１キャリアに関す
るＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信する場合に、第２キャリア及び第３キャ
リアに関する無線品質の測定結果を、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含
めてもよい。
【０１１５】
　ここで、上述した、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地
局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外のキャリア（以下、その他のキャリアと呼ぶ
）に関する測定結果とは、具体的には、かかるその他のキャリアにおける、無線品質が良
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いセルのＩＤとその無線品質であってもよい。
【０１１６】
　ここで、前記無線品質が良いセルは、１個であってもよいし、２個以上であってもよい
。２個以上の無線品質が良いセルが通知される場合には、無線品質が良い順に通知されて
もよい。すなわち、４個の無線品質が良いセルが通知される場合には、無線品質が良い順
に、上位４個のセルのＩＤとその無線品質が通知されてもよい。
【０１１７】
　なお、かかる４個のセルは、前記その他のキャリアが複数存在する場合に、その１つの
キャリアの４個のセルであってもよいし、全てのキャリアの中の４個のセルであってもよ
い。或いは、かかる４個のセルは、前記その他のキャリアが複数存在する場合に、その複
数のキャリアの中の一部の複数のキャリアの中の４個のセルであってもよい。
【０１１８】
　或いは、上述した、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地
局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外のキャリア（以下、その他のキャリアと呼ぶ
）に関する測定結果とは、具体的には、かかるその他のキャリアにおける、キャリアアグ
リゲーションが行われているセルとその無線品質であってもよい。
【０１１９】
　なお、かかるキャリアアグリゲーションが行われているセルは、移動局ＵＥと無線基地
局ｅＮＢでリンク（接続）が構築されているセルであってもよい。すなわち、かかるキャ
リアアグリゲーションが行われているセルは、キャリアアグリゲーションが行われている
キャリアの通信中のセルであってもよい。
【０１２０】
　或いは、上述した、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地
局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外のキャリア（以下、その他のキャリアと呼ぶ
）に関する測定結果とは、具体的には、キャリアアグリゲーションが行われているキャリ
アに関する測定結果であってもよい。なお、かかるキャリアアグリゲーションが行われて
いるキャリアが複数存在する場合は、かかるその他のキャリアは、その一部のキャリアで
あってもよいし、全てのキャリアであってもよい。
【０１２１】
　或いは、上述した、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地
局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外のキャリア（以下、その他のキャリアと呼ぶ
）に関する測定結果とは、具体的には、かかるその他のキャリアにおける、キャリアアグ
リゲーションが行われているセルとその無線品質と、それ以外の無線品質が良いセルのＩ
Ｄとその無線品質であってもよい。
【０１２２】
　ここで、前記無線品質が良いセルは、１個であってもよいし、２個以上であってもよい
。２個以上の無線品質が良いセルが通知される場合には、無線品質が良い順に通知されて
もよい。
【０１２３】
　前記セルのＩＤとは、Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ（ＰＣＩ）であってもよい。
前記無線品質とは、ＲＳＲＰやＲＳＲＱ、或いは、ＲＳのＳＩＲであってもよい。或いは
、前記無線品質とは、ＣＱＩやＣＳＩであってもよい。
【０１２４】
　また、前記その他のキャリアにおける前記無線品質が良いセルの数は、無線基地局ｅＮ
Ｂから移動局ＵＥに指定されてもよい。前記その他のキャリアにおける前記無線品質が良
いセルの数は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部１０８を経由して、無線基地局ｅ
ＮＢより、移動局ＵＥに通知されてもよい。
【０１２５】
　無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、前記無線品質が良いセルの数を指定するこ
とにより、不要なセルの情報が削減されるため、制御信号（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒ
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ｅｐｏｒｔ）のオーバヘッドが削減される。
【０１２６】
　また、前記その他のキャリアは、無線基地局ｅＮＢから移動局ＵＥに指定されてもよい
。例えば、前記その他のキャリアの識別情報が、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部
１０８を経由して、無線基地局ｅＮＢより、移動局ＵＥに通知されてもよい。
【０１２７】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、第１のキャリアに関するＭｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信する場合に、第２のキャリアに関する無線品質の測
定結果を含めるように指示してもよい。
【０１２８】
　ここでは、第２のキャリアが、前記その他のキャリアに対応する。或いは、無線基地局
ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、第１のキャリアに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｐｏｒｔを送信する場合に、第２のキャリアと第３のキャリアに関する無線品質の測定結
果を含めるように指示してもよい。ここでは、第２のキャリアと第３のキャリアが、前記
その他のキャリアに対応する。
【０１２９】
　なお、上述した、キャリアアグリゲーションが行われているキャリアの通信中であるセ
ルに関しては、無線基地局ｅＮＢからの指示に関係なく、そのセルのＩＤと無線品質が、
前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含まれてもよい。
【０１３０】
　また、キャリアアグリゲーションが行われているキャリア（コンポーネントキャリア）
に関しては、無線基地局ｅＮＢからの指示に関係なく、そのキャリアにおける、無線品質
が良いセルのＩＤとその無線品質が、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含ま
れてもよい。
【０１３１】
　無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、その他のキャリアを指定することにより、
無線基地局ｅＮＢは、無線基地局ｅＮＢが必要とするキャリアに関する無線品質の測定結
果を効率的に取得することが可能となる。
【０１３２】
　すなわち、多くのキャリアに関する無線品質の測定結果ではなく、無線基地局ｅＮＢが
必要とするキャリアに関する無線品質の測定結果が、移動局ＵＥより通知されるため、制
御信号（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ）のオーバヘッドが削減される。
【０１３３】
なお、前記その他のキャリアは、キャリアアグリゲーションが行われているキャリアであ
ってもよいし、キャリアアグリゲーションが行われていないキャリアであってもよいし、
キャリアアグリゲーションが行われているキャリアとキャリアアグリゲーションが行われ
ていないキャリアの両方であってもよい。
【０１３４】
　例えば、キャリアアグリゲーションが行われているキャリアとは、上述した例において
は、第１キャリアと第２キャリアであり、キャリアアグリゲーションが行われていないキ
ャリアとは、上述した例においては、第３キャリアである。
【０１３５】
　また、前記その他のキャリアは、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔを指示しているキャリアに含まれるキャリアであってもよい。
【０１３６】
　なお、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、上りリンクのデータ信号とし
て、移動局ＵＥから無線基地局ｅＮＢに送信される。前記上りリンクのデータ信号とは、
より具体的には、論理チャネルの観点では、ＤＣＣＨであってもよい。
【０１３７】
　また、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、第１キャリアを用いて、移動
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局ＵＥから無線基地局ｅＮＢに送信されてもよいし、或いは、第２キャリアを用いて、移
動局ＵＥから無線基地局ｅＮＢに送信されてもよい。或いは、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔは、第１キャリアと第２キャリアの両方を用いて、移動局ＵＥから無線
基地局ｅＮＢに送信されてもよい。
【０１３８】
　上述したように、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６が、Ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信する場合に、判定部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外のキャリアに関す
る無線品質の測定結果を、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含めることに
より、無線基地局ｅＮＢは、複数のキャリアの状況を考慮して、より適切なタイミングで
、移動局ＵＥに対してハンドオーバを指示することが可能となり、スループットの増大及
びＭｏｂｉｌｉｔｙ特性の安定化を実現することが可能となり、結果として、システムの
効率化、及び、接続性の安定性を実現することができる。
【０１３９】
　なお、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、上述したように、判定
部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定
したキャリア以外のキャリア（その他のキャリア）に関する無線品質の測定結果を、Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含めて、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを
送信する場合に、前記その他のキャリアに関するＴｉｍｅ-ｔｏ-ｔｒｉｇｇｅｒをリセッ
トしてもよい。
【０１４０】
　すなわち、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、Ｔｉｍｅ-ｔｏ-ｔ
ｒｉｇｇｅｒが起動されている場合に、Ｔｉｍｅ-ｔｏ-ｔｒｉｇｇｅｒの値を初期値に戻
してもよい。
【０１４１】
　すなわち、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、Ｔｉｍｅ-ｔｏ-ｔ
ｒｉｇｇｅｒが起動されている場合に、Ｔｉｍｅ-ｔｏ-ｔｒｉｇｇｅｒの値を０に戻して
もよい。
【０１４２】
　また、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６は、上述したように、判定
部１０４がＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定
したキャリア以外のキャリア（その他のキャリア）に関する無線品質の測定結果を、Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含めて、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを
送信する場合に、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するタイミングを
起点として、その他のキャリアに関する周期的なＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
の送信を行ってもよい。
【０１４３】
　上述した、Ｔｉｍｅ-ｔｏ-ｔｒｉｇｇｅｒのリセットや、周期的なＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信を行うことにより、その他のキャリアに関するＭｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの送信が低減されるため、結果として、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　ｒｅｐｏｒｔによるオーバヘッドを低減することが可能となる。
【０１４４】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部１０８は、無線基地局ｅＮＢより、Ｍｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔに関連する制御信号を受信し、その制御信号に含まれる情報を、第１キャリ
ア測定部１０２Ａ、第２キャリア測定部１０２Ｂ、第３キャリア測定部１０２Ｃ、判定部
１０４、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６に通知する。
【０１４５】
　例えば、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部１０８は、上述のその他のキャリアに
おける無線品質が良いセルの数を、無線基地局ｅＮＢより受信し、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６に通知してもよい。
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【０１４６】
　また、例えば、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部１０８は、上述のその他のキャ
リアの識別情報を、無線基地局ｅＮＢより受信し、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔ送信部１０６に通知してもよい。
【０１４７】
　図１０に示すように、無線基地局ｅＮＢは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号送信部２
０２と、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ受信部２０４と、ハンドオーバ制御部２
０６とを具備している。Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号送信部２０２と、Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ受信部２０４と、ハンドオーバ制御部２０６とは、互いに接続
されている。
【０１４８】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号送信部２０２は、移動局ＵＥに対して、Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔに関連する制御信号を送信する。
【０１４９】
　かかる制御信号には、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔが行われるキャリアの識別情報（ＩＤ）
や、測定帯域幅、イベントの識別情報、周期的なＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
の送信の有無、イベントの判定に用いられるヒステリシスやＴＴＴ等が含まれてもよい。
かかる制御信号により指定されるキャリアに関して、移動局ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔの処理を行う。
【０１５０】
　また、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号送信部２０２は、移動局ＵＥに対して、前記制
御信号に含まれる情報の一部として、上述のその他のキャリアにおける無線品質が良いセ
ルの数を、移動局ＵＥに対して送信してもよい。
【０１５１】
　また、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号送信部２０２は、上述のその他のキャリアを、
移動局ＵＥに対して指定してもよい。すなわち、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号送信部
２０２は、上述のその他のキャリアの識別情報を、移動局ＵＥに対して送信してもよい。
【０１５２】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ受信部２０４は、移動局ＵＥより送信されたＭ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０１５３】
　ここで、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔには、上述したように、移動局
ＵＥにおいてＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判
定したキャリア以外のキャリア（その他のキャリア）に関する無線品質の測定結果が含ま
れていてもよい。
【０１５４】
　なお、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに含まれる、その他のキャリアに関する
無線品質の測定結果に関する説明は、移動局ＵＥに関する説明と同一であるため、省略す
る。
【０１５５】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｏｒｔ受信部２０４は、移動局ＵＥより通知されたＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを、ハンドオーバ制御部２０６に通知する。
【０１５６】
　ハンドオーバ制御部２０６は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｏｒｔ受信部２０４より
、移動局ＵＥより通知されたＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受け取る。かかる
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔには、上述したように、移動局ＵＥにおいてＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以
外のキャリア（その他のキャリア）に関する無線品質の測定結果が含まれていてもよい。
【０１５７】
　ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに基づい
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て、移動局ＵＥに対してハンドオーバを指示するべきか否かを判定し、前記移動局ＵＥに
対してハンドオーバを指示するべきだと判定した場合に、移動局ＵＥに対して、ハンドオ
ーバを指示する制御信号（ハンドオーバコマンド）を送信する。
【０１５８】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
に基づいて、移動局ＵＥとの通信状態を変更するか否かを判定し、かかる移動局ＵＥとの
通信状態を変更するべきであると判定した場合に、かかる移動局ＵＥに対して、かかる移
動局ＵＥとの通信状態を変更することを指示する制御信号（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｍｅｓｓａｇｅ）を送信する。
【０１５９】
　ここで、「移動局ＵＥとの通信状態を変更する」とは、例えば、以下の制御の内の少な
くとも１つであってもよい。
【０１６０】
（１）　移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っているセルとの通信状態を削除す
る。
【０１６１】
（２）　移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っているセルの内、セカンダリセル
との通信状態を削除する。
【０１６２】
（３）　移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っているセルの内、プライマリセル
との通信状態を削除する。
【０１６３】
（４）　移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っているセルの内、プライマリセル
とセカンダリセルとを入れ替える。
【０１６４】
（５）　移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っていないセルを、セカンダリセル
として追加する（すなわち、移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っていないセル
との通信状態を確立する）。
【０１６５】
（６）　移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っていないセルを、プライマリセル
として追加する（すなわち、移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っていないセル
との通信状態を確立する）。
【０１６６】
（７）　移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っていないセルを、プライマリセル
又はセカンダリセルとして追加し、移動局ＵＥとキャリアアグリゲーションを行っている
プライマリセル又はセカンダリセルとの通信状態を削除する（すなわち、ハンドオーバを
行う）。
【０１６７】
　ここで、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔに含まれる、移動局ＵＥにおいてＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局
ｅＮＢに通知すると判定したキャリアに関する情報に加えて、移動局ＵＥにおいてＭｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外
のキャリア（その他のキャリア）に関する情報に基づいて、ハンドオーバを行うか否かを
判定してもよい。
【０１６８】
　或いは、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔに含まれる、移動局ＵＥにおいてＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局
ｅＮＢに通知すると判定したキャリアに関する情報に加えて、移動局ＵＥにおいてＭｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリア以外
のキャリア（その他のキャリア）に関する情報に基づいて、前記移動局ＵＥとの通信状態
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を変更するべきか否かを判定してもよい。
【０１６９】
　例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
により指定されている、ハンドオーバ先の候補となるセルが、現在のサービングセルと同
じ基地局に属するセルである場合には、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに
基づいて、移動局ＵＥに対して、ハンドオーバを指示する。
【０１７０】
　この場合、ハンドオーバ制御部２０６は、キャリアアグリゲーションを行っている、そ
の他のキャリアにおける通信中のセル、すなわち、サービングセルとの通信状態を維持し
てもよい。
【０１７１】
　すなわち、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔにより指定されている、ハンドオーバ先の候補となるセルに対してハンドオーバを行う
ことを、移動局ＵＥに対して指示する。
【０１７２】
　また、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔにより指定されている、ハンドオーバ先の候補となるセルが、現在のサービングセ
ルと異なる基地局に属するセルである場合には、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアに関する無
線品質の測定結果と、その他のキャリアに関する無線品質の測定結果とに基づいて、移動
局ＵＥに対して、ハンドオーバを指示するか否かを判定する。
【０１７３】
　そして、ハンドオーバ制御部２０６は、上述の判定により、ハンドオーバを指示すると
判定した場合には、かかるハンドオーバを行うことを、移動局ＵＥに対して指示する。
【０１７４】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
により指定されている、ハンドオーバ先の候補となるセルが、現在のサービングセルと異
なる基地局に属するセルである場合には、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアに関する無線品質
の測定結果と、その他のキャリアに関する無線品質の測定結果とに基づいて、移動局ＵＥ
との通信状態を変更するか否かを判定する。
【０１７５】
　そして、ハンドオーバ制御部２０６は、上述の判定により、移動局ＵＥとの通信状態を
変更すると判定した場合には、かかる通信状態の変更を行うことを、移動局ＵＥに対して
指示する。
【０１７６】
　以下に、ハンドオーバ制御部２０６の具体的な動作を示す。
【０１７７】
　例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
により指定されている、ハンドオーバ先の候補となるセルの無線品質と、その他のキャリ
アにおける、キャリアアグリゲーションにより通信中のセルの無線品質とに基づいて、ハ
ンドオーバを行うか否か、あるいは、移動局ＵＥとの通信状態を変更するか否かを判定し
てもよい。
【０１７８】
　ここで、前記ハンドオーバ先の候補となるセルとは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔにより指定されている、最も無線品質の良いセルであってもよい。ここで、前記Ｍ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔが、同周波のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔである場合、前記ハンドオーバ先の候補となるセルは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｐｏｒｔが通知されたキャリアにおける、最も無線品質の良いセルであってもよい。また
、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔが、異周波のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒ
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ｅｐｏｒｔである場合、前記ハンドオーバ先の候補となるセルは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　ｒｅｐｏｒｔが通知されたキャリアとは異なるキャリアにおける、最も無線品質の良
いセルであってもよい。
【０１７９】
　なお、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとは、イベントＡ１であってもよい
し、イベントＡ３であってもよいし、イベントＡ５であってもよい。あるいは、前記Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、前記イベントＡ１、Ａ３、Ａ５以外のイベント、
例えば、イベントＡ２やＡ４、Ａ６等であってもよい。
【０１８０】
　すなわち、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔにより指定されている、ハンドオーバ先の候補となるセルの無線品質が、その他のキャ
リアにおける、キャリアアグリゲーションにより通信中のセルの無線品質よりも良い場合
に、ハンドオーバを行うと判定し、それ以外の場合に、ハンドオーバを行わないと判定し
てもよい。
【０１８１】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
により指定されている、ハンドオーバ先の候補となるセルの無線品質が、所定の第１閾値
よりも大きく、かつ、その他のキャリアにおける、キャリアアグリゲーションにより通信
中のセルの無線品質が所定の第２閾値よりも小さい場合に、ハンドオーバを行うと判定し
、それ以外の場合に、ハンドオーバを行わないと判定してもよい。
【０１８２】
　また、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、
無線品質の良いセルの無線品質と、その他のキャリアにおける、無線品質の良いセルの無
線品質とに基づいて、ハンドオーバを行うか否かを判定してもよい。
【０１８３】
　すなわち、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔにより指定されている、無線品質の良いセルの無線品質が、その他のキャリアにおける
、キャリアアグリゲーションにより通信中のセルの無線品質よりも良い場合に、ハンドオ
ーバを行うと判定し、それ以外の場合に、ハンドオーバを行わないと判定してもよい。
【０１８４】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
により指定されている、無線品質の良いセルの無線品質が、所定の第１閾値よりも大きく
、かつ、その他のキャリアにおける、キャリアアグリゲーションにより通信中のセルの無
線品質が所定の第２閾値よりも小さい場合に、ハンドオーバを行うと判定し、それ以外の
場合に、ハンドオーバを行わないと判定してもよい。
【０１８５】
　また、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、
無線品質の良いセルの無線品質と、その他のキャリアにおける、無線品質の良いセルの無
線品質とに基づいて、その他のキャリアを、キャリアアグリゲーションが行われるキャリ
アから削除するか否かを判定してもよい。
【０１８６】
　すなわち、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、無線
品質の良いセルの無線品質が、その他のキャリアにおける、無線品質の良いセルの無線品
質よりも良い場合に、その他のキャリアを、キャリアアグリゲーションが行われるキャリ
アから削除するか否かを判定してもよい。
【０１８７】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍｅ
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ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、無線品
質の良いセルの無線品質が所定の第１閾値よりも大きく、その他のキャリアにおける、無
線品質の良いセルの無線品質が所定の第２閾値よりも小さい場合に、その他のキャリアを
、キャリアアグリゲーションが行われるキャリアから削除するか否かを判定してもよい。
【０１８８】
　ここで、「その他のキャリアを、キャリアアグリゲーションが行われるキャリアから削
除する」とは、前記その他のキャリアにおける、キャリアアグリゲーションにより通信中
のセルとの通信状態を削除することを意味してもよい。
【０１８９】
　また、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、
無線品質の良いセルの無線品質と、その他のキャリアにおける、無線品質の良いセルの無
線品質とに基づいて、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
を無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアを、キャリアアグリゲーションが行わ
れるキャリアから削除するか否かを判定してもよい。
【０１９０】
　すなわち、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、無線
品質の良いセルの無線品質が、その他のキャリアにおける、無線品質の良いセルの無線品
質よりも良くない場合に、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏ
ｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアを、キャリアアグリゲーションが
行われるキャリアから削除するか否かを判定してもよい。
【０１９１】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、無線品
質の良いセルの無線品質が、所定の第１閾値よりも小さく、その他のキャリアにおける、
無線品質の良いセルの無線品質が、所定の第２閾値よりも大きい場合に、移動局ＵＥにお
いてかかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定
したキャリアを、キャリアアグリゲーションが行われるキャリアから削除するか否かを判
定してもよい。
【０１９２】
　ここで、「移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基
地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアを、キャリアアグリゲーションが行われるキャ
リアから削除する」とは、前記キャリアにおける、キャリアアグリゲーションにより通信
中のセルとの通信状態を削除することを意味してもよい。
【０１９３】
　また、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける、
無線品質の良いセルの無線品質と、その他のキャリアにおける、無線品質の良いセルの無
線品質の少なくとも１つに基づいて、その他のキャリアを、キャリアアグリゲーションが
行われるキャリアに追加するか否かを判定してもよい。
【０１９４】
　或いは、例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、移動局ＵＥにおいてかかるＭｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局ｅＮＢに通知すると判定したキャリアにおける
、ハンドオーバ先の候補となるセルの無線品質と、その他のキャリアにおける、無線品質
の良いセルの情報の少なくとも１つに基づいて、その他のキャリアを、キャリアアグリゲ
ーションが行われるキャリアに追加するか否かを判定してもよい。
【０１９５】
　より具体的には、ハンドオーバ制御部２０６は、その他のキャリアにおける、最も無線
品質の良いセルが、前記ハンドオーバ先の候補となるセルと同じ無線基地局に属する場合
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に、その他のキャリアにおける前記最も無線品質の良いセルを、キャリアアグリゲーショ
ンが行われるセルとして設定すると判定してもよい。ここで、あるセルを、キャリアアグ
リゲーションが行われるセルとして設定する、という動作は、例えば、前記あるセルとの
通信状態を確立する、という動作であってもよい。
【０１９６】
　この場合に、前記移動局との間で、複数のセルとの通信状態が確立される場合には、キ
ャリアアグリゲーションが行われている状態となる。前記通信状態は、単純に、通信、あ
るいは、接続(接続状態)、すなわち、Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎと呼ばれてもよい。
【０１９７】
　さらに、具体的に、ハンドオーバ制御部２０６における通信制御方法を以下に説明する
。
【０１９８】
　例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、図１５に示すような通信制御方法を行ってもよ
い。
【０１９９】
　以下の説明において、プライマリコンポーネントキャリアは、「ＰＣＣ」と記載し、プ
ライマリセルは、「Ｐｃｅｌｌ」と記載する。また、セカンダリコンポーネントキャリア
は、「ＳＣＣ」と記載し、セカンダリセルは、「Ｓｃｅｌｌ」と記載する。
【０２００】
　また、以下の説明において、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥが、キャリアアグリゲーシ
ョンを用いて通信を行う場合には、１つのＰｃｅｌｌと１つ以上のＳｃｅｌｌとの通信状
態が確立されていると想定する。
【０２０１】
　ステップＳ３００２の時点で、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢは、キャリアアグリゲー
ションにより通信を行っている状態である。
【０２０２】
　ステップＳ３００２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥより、ＰＣＣに関する
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０２０３】
　ここで、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとは、例えば、ＰＣＣにおける同
周波のイベントＡ３であってもよい。或いは、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔとは、例えば、Ｐｃｅｌｌと、Ｐｃｅｌｌとは異なる周波数のイベントＡ３であっても
よい。
【０２０４】
　無線基地局ｅＮＢが、イベントＡ３のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信す
る場合、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知される隣接セルは、サー
ビングセルであるＰｃｅｌｌよりも無線品質が良いセルであり、言い換えれば、最も無線
品質の良いセルである。
【０２０５】
　ステップＳ３００４において、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知
された隣接セルが、Ｐｃｅｌｌと同じ無線基地局に属するか否かが判定される。
【０２０６】
　前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知された隣接セルが、Ｐｃｅｌｌ
と同じ無線基地局に属する場合（ステップＳ３００４：ＹＥＳ）、前記隣接セルにハンド
オーバを行う（ステップＳ３００６）。すなわち、ハンドオーバ制御部２０６は、前記Ｕ
Ｅに対して、前記隣接セルにハンドオーバを行うことを指示し、また、前記ハンドオーバ
を行うための処理を行う。
【０２０７】
　ここで、前記隣接セルにハンドオーバを行うとは、すなわち、前記隣接セルをＰｃｅｌ
ｌとして設定するということを意味する。或いは、前記隣接セルにハンドオーバを行うと



(23) JP 5444378 B2 2014.3.19

10

20

30

40

50

は、前記隣接セルに関して、Ｐｃｅｌｌとしての通信状態を確立するということを意味す
る。
【０２０８】
　前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知された隣接セルが、Ｐｃｅｌｌ
と同じ無線基地局に属さない場合（ステップＳ３００４：ＮＯ）、ステップＳ３００８に
おいて、Ｓｃｅｌｌと同じ周波数において最も無線品質が良いセルが、前記Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知された隣接セルと同じ無線基地局に属するかを判定
する。
【０２０９】
　前記Ｓｃｅｌｌと同じ周波数において最も無線品質が良いセルが、前記Ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知された隣接セルと同じ無線基地局に属する場合（ステ
ップＳ３００８：ＹＥＳ）、ステップＳ３０１０において、前記隣接セルにハンドオーバ
を行い、かつ、前記Ｓｃｅｌｌと同じ周波数において最も無線品質が良いセルとの通信状
態を確立する。
【０２１０】
　ここで、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、ＰＣＣに関するＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔであるため、前記Ｓｃｅｌｌと同じ周波数は、Ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信したキャリア以外のキャリアである。
【０２１１】
　一方、前記Ｓｃｅｌｌと同じ周波数において最も無線品質が良いセルが、前記Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知された隣接セルと同じ無線基地局に属さない場
合（ステップＳ３００８：ＹＥＳ）、ステップＳ３０１２において、前記隣接セルにハン
ドオーバを行い、かつ、前記Ｓｃｅｌｌとの通信状態を削除する。
【０２１２】
　例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、図１６に示すような通信制御方法を行ってもよ
い。
【０２１３】
　以下の説明において、プライマリコンポーネントキャリアは、「ＰＣＣ」と記載し、プ
ライマリセルは、「Ｐｃｅｌｌ」と記載する。また、セカンダリコンポーネントキャリア
は、「ＳＣＣ」と記載し、セカンダリセルは、「Ｓｃｅｌｌ」と記載する。
【０２１４】
　また、以下の説明において、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥが、キャリアアグリゲーシ
ョンを用いて通信を行う場合には、１つのＰｃｅｌｌと１つ以上のＳｃｅｌｌの通信状態
が確立されていると想定する。
【０２１５】
　ステップＳ３１０２の時点で、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢは、キャリアアグリゲー
ションにより通信を行っている状態である。
【０２１６】
　ステップＳ３１０２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥより、ＳＣＣに関する
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０２１７】
　ここで、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとは、例えば、ＳＣＣにおける同
周波のイベントＡ６であってもよい。或いは、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔとは、例えば、Ｓｃｅｌｌと、Ｓｃｅｌｌとは異なる周波数のイベントＡ３であっても
よい。
【０２１８】
　無線基地局ｅＮＢが、イベントＡ６のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信す
る場合、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知される隣接セルは、Ｓｃ
ｅｌｌが属する周波数において、サービングセルであるＳｃｅｌｌよりも無線品質が良い
セルであり、言い換えれば、最も無線品質の良いセルである。
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【０２１９】
　無線基地局ｅＮＢが、イベントＡ３のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信す
る場合、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知される隣接セルは、サー
ビングセルであるＳｃｅｌｌよりも無線品質が良いセルであり、言い換えれば、そのキャ
リアにおいて最も無線品質の良いセルである。
【０２２０】
　ステップＳ３１０４において、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知
された隣接セルが、Ｐｃｅｌｌと同じ無線基地局に属するか否かが判定される。
【０２２１】
　前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知された隣接セルが、Ｐｃｅｌｌ
と同じ無線基地局に属する場合（ステップＳ３１０４：ＹＥＳ）、前記隣接セルにハンド
オーバを行う（ステップＳ３１０６）。
【０２２２】
　すなわち、ハンドオーバ制御部２０６は、前記ＵＥに対して、Ｓｃｅｌｌが属する周波
数において、前記隣接セルにハンドオーバを行うことを指示し、また、前記ハンドオーバ
を行うための処理を行う。
【０２２３】
　ここで、前記隣接セルにハンドオーバを行うとは、すなわち、前記隣接セルをＳｃｅｌ
ｌとして設定するということを意味する。
【０２２４】
　また、前記ハンドオーバは、前記Ｓｃｅｌｌが属する周波数における同周波のハンドオ
ーバである。或いは、前記隣接セルにハンドオーバを行うとは、前記隣接セルに関して、
Ｓｃｅｌｌとしての通信状態を確立するということを意味する。
【０２２５】
　前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知された隣接セルが、Ｐｃｅｌｌ
と同じ無線基地局に属さない場合（ステップＳ３１０４：ＮＯ）、ステップＳ３１０８に
おいて、前記Ｓｃｅｌｌとの通信状態を削除する。
【０２２６】
　例えば、ハンドオーバ制御部２０６は、図１７に示すような通信制御方法を行ってもよ
い。
【０２２７】
　以下の説明において、プライマリコンポーネントキャリアは、ＰＣＣと記載し、プライ
マリセルは、「Ｐｃｅｌｌ」と記載する。また、セカンダリコンポーネントキャリアは、
「ＳＣＣ」と記載し、セカンダリセルは、「Ｓｃｅｌｌ」と記載する。
【０２２８】
　また、以下の説明において、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥが、キャリアアグリゲーシ
ョンを用いて通信を行う場合には、１つのＰｃｅｌｌと１つ以上のＳｃｅｌｌの通信状態
が確立されていると想定する。
【０２２９】
　ステップＳ３２０２の時点で、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢは、キャリアアグリゲー
ションにより通信を行っている状態である。
【０２３０】
　ステップＳ３２０２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥより、Ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０２３１】
　ここで、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔとは、例えば、ＰＣＣにおける同
周波のイベントＡ３であってもよい。或いは、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒ
ｔとは、例えば、Ｐｃｅｌｌと、Ｐｃｅｌｌとは異なる周波数のイベントＡ３であっても
よい。
【０２３２】
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　無線基地局ｅＮＢが、イベントＡ３のＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信す
る場合、前記Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔにより通知される隣接セルは、サー
ビングセルであるＰｃｅｌｌよりも無線品質が良いセルであり、言い換えれば、最も無線
品質の良いセルである。
【０２３３】
　ステップＳ３２０４において、無線基地局ｅＮＢは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔにより通知された、最も無線品質の良いセルにハンドオーバを行う。すなわち、無
線基地局ｅＮＢは、前記最も無線品質の良いセルを、Ｐｃｅｌｌとして設定する。
【０２３４】
　ここで、前記最も無線品質の良いセルを、Ｐｃｅｌｌとして設定するという処理とは、
前記最も無線品質の良いセルに関して、Ｐｃｅｌｌとしての接続状態を確立する、という
処理あってもよい。
【０２３５】
　ステップＳ３２０６において、キャリアアグリゲーションが行われているキャリアにお
いて最も無線品質が良いセルが、前記新しいＰｃｅｌｌと同じ無線基地局に属するか否か
を判定する。
【０２３６】
　ここで、前記最も無線品質が良いセルとは、本処理が適用される前の状態で、Ｐｃｅｌ
ｌであるセルであってもよいし、Ｓｃｅｌｌであるセルであってもよいし、Ｐｃｅｌｌで
もＳｃｅｌｌでもないセルであってもよい。ここで、Ｐｃｅｌｌとは、ＰＣＣにおけるサ
ービングセルであり、Ｓｃｅｌｌとは、ＳＣＣにおけるサービングセルである。
【０２３７】
　また、上記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアは、ステップＳ３２０４
においてＰｃｅｌｌに設定されたセルが属するキャリア以外であってもよい。すなわち、
上記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアは、ステップＳ３２０４において
Ｐｃｅｌｌに設定されたセルが属するキャリア以外であり、かつ、キャリアアグリゲーシ
ョンが行われているキャリアである。
【０２３８】
　前記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアにおいて最も無線品質が良いセ
ルが、前記新しいＰｃｅｌｌと同じ無線基地局に属する場合（ステップＳ３２０６：ＹＥ
Ｓ）、前記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアで最も無線品質が良いセル
との通信状態を確立する（ステップＳ３２０８）。
【０２３９】
　すなわち、前記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアで最も無線品質が良
いセルを、Ｓｃｅｌｌに設定する。言い換えれば、前記キャリアアグリゲーションが行わ
れているキャリアで最も無線品質が良いセルに関して、Ｓｃｅｌｌとしての接続状態を確
立する。
【０２４０】
　ここで、ハンドオーバ制御部２０６は、前記キャリアアグリゲーションが行われている
キャリアで最も無線品質が良いセルを、Ｓｃｅｌｌに設定する場合に、現在、Ｓｃｅｌｌ
であるセルとの接続状態を削除し、同時に、ＰｃｅｌｌでもＳｃｅｌｌでもないセルをＳ
ｃｅｌｌに設定してもよい。
【０２４１】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、前記キャリアアグリゲーションが行われている
キャリアで最も無線品質が良いセルを、Ｓｃｅｌｌに設定する場合に、現在、Ｓｃｅｌｌ
であるセルとの接続状態を削除し、同時に、ステップＳ３２０２の時点でＰｃｅｌｌであ
ったセルをＳｃｅｌｌに設定してもよい。
【０２４２】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、前記キャリアアグリゲーションが行われている
キャリアで最も無線品質が良いセルを、Ｓｃｅｌｌに設定する場合に、新しいＳｃｅｌｌ
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として、Ｐｃｅｌｌ又はＳｃｅｌｌ又はそれ以外のセルを、Ｓｃｅｌｌに設定してもよい
。
【０２４３】
　或いは、ハンドオーバ制御部２０６は、前記キャリアアグリゲーションが行われている
キャリアで最も無線品質が良いセルを、Ｓｃｅｌｌに設定する場合に、ステップＳ３２０
２の時点でＳｃｅｌｌであったセルを、そのまま新しいＳｃｅｌｌとして、Ｓｃｅｌｌに
設定してもよい。この場合、ステップＳ３２０２の時点でＳｃｅｌｌであったセルが、前
記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアで最も無線品質が良いセルであり、
Ｓｃｅｌｌは維持されることになる。
【０２４４】
　一方、前記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアにおいて最も無線品質が
良いセルが、前記新しいＰｃｅｌｌと同じ無線基地局に属さない場合（ステップＳ３２０
６：ＮＯ）、前記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアで最も無線品質が良
いセルとの通信状態を確立しない（ステップＳ３２１０）。
【０２４５】
　この場合、前記キャリアアグリゲーションが行われているキャリアにおいては、Ｓｃｅ
ｌｌが存在しないことになる。すなわち、ステップＳ３２０２の時点で、Ｓｃｅｌｌとし
て設定されていたセルの接続状態は、削除される。
【０２４６】
　なお、上述した例において、キャリアアグリゲーションが行われているキャリアが複数
存在する場合には、図１７に示す処理を、各キャリアアグリゲーションが行われているキ
ャリアのそれぞれに関して適用されてもよい。
【０２４７】
　また、ステップＳ３２０６、３２０８、３２１０の処理は、キャリアアグリゲーション
が行われているキャリアに関して行われているが、加えて、キャリアアグリゲーションが
行われていないキャリアに関して行われてもよい。
【０２４８】
　なお、上述した処理において、セルとの接続状態を確立する場合に、前記セルの無線品
質が、所定の閾値以上である場合にのみ、前記セルとの接続状態を確立し、前記セルの無
線品質が、所定の閾値未満である場合には、上述した処理により、前記セルとの接続状態
を確立すると判定した場合でも、前記セルとの接続状態を確立しないと判定してもよい。
【０２４９】
　図１１を用いて、本発明に係る移動局ＵＥにおける通信制御方法を説明する。
【０２５０】
ステップＳ３０２において、移動局ＵＥは、２つ以上のキャリアに関して、通信中のセル
又は隣接セルの無線品質を測定する。なお、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢより、かか
る２つ以上のキャリアに関するＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔを指示される。
【０２５１】
　ステップＳ３０４において、移動局ＵＥ（判定部１０４）は、かかる２つ以上のキャリ
アの中の各キャリアに関して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信するか否か
を判定する。
【０２５２】
　なお、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、上述したように、無線基地局
ｅＮＢより指定されるイベント（イベントＡ１、Ａ２等）によりその送信がトリガーされ
てもよいし、周期的な送信が行われてもよい。
【０２５３】
　移動局ＵＥが、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信すると判定した場合（ス
テップＳ３０４：ＹＥＳ）、ステップＳ３０６において、移動局ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局に送信すると判定したキャリア以外のキャリア（そ
の他のキャリア）に関する測定結果をＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔに含めて、Ｍｅａｓｕｒｅ
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ｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信する。
【０２５４】
　また、移動局ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを送信しないと判定した
場合（ステップＳ３０４：ＮＯ）、処理を終了する。
【０２５５】
　なお、上述した、無線基地局ｅＮＢから移動局ＵＥへのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔの指示
において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢより、その他のキャリアの識別情報や、その
他のキャリアに関する測定結果に含まれるセルの数が指定されてもよい。
【０２５６】
　図１２を用いて、本発明に係る無線基地局ｅＮＢにおける通信制御方法を説明する。
【０２５７】
　ステップＳ４０２において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに関して、通信中のセル
又は隣接セルの無線品質を測定すること（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ）を指示する。
【０２５８】
　なお、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、２つ以上のキャリアに関するＭｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔを指示してもよい。
【０２５９】
　ステップＳ４０４において、移動局ＵＥより送信されたＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｐｏｒｔを受信する。
【０２６０】
　ここで、かかるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔには、移動局ＵＥにおいてＭｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局に送信すると判定したキャリア以外のキ
ャリア（その他のキャリア）に関する測定結果が含まれていてもよい。
【０２６１】
　すなわち、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥにおいてＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔを無線基地局に送信すると判定したキャリア以外のキャリアに関する測定結果が含
まれたＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを受信する。
【０２６２】
　なお、ステップＳ４０２における、無線基地局ｅＮＢから移動局ＵＥへのＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔの指示において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、その他のキャリ
アの識別情報や、その他のキャリアに関する測定結果に含まれるセルの数を指定してもよ
い。
【０２６３】
　以下に、移動局ＵＥが、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔの中に、Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔを無線基地局に送信すると判定したキャリア以外のキャリア（
その他のキャリア）に関する測定結果を含めることの効果を説明する。
【０２６４】
　例えば、図１３を用いて、かかる効果を説明する。同図においては、横軸は、移動局Ｕ
Ｅの位置を示す軸であり、縦軸は、周波数或いはキャリアを示す軸である。また、図１３
においては、移動局ＵＥは、Ｃｅｌｌ＃１-ＡとＣｅｌｌ＃２-Ａとキャリアアグリゲーシ
ョンを行っている。
【０２６５】
　そして、移動局ＵＥは、図１３の左方向から右方向に移動を行うため、近い将来におい
て、Ｃｅｌｌ＃１-Ａ/Ｃｅｌｌ＃２-Ａから、Ｃｅｌｌ＃１-Ｂ/Ｃｅｌｌ＃２-Ｂにハンド
オーバを行うと想定される。
【０２６６】
　ここで、本発明に係る移動局ＵＥは、コンポーネントキャリア＃２に関してＭｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔが送信される場合に、そのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔ内に、コンポーネントキャリア＃１における無線品質の測定結果を通知する。
【０２６７】
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　なお、上述の例においては、コンポーネントキャリア＃１に関するＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、まだ送信されていないとする。
【０２６８】
　この場合、無線基地局ｅＮＢは、コンポーネントキャリア＃２に関するハンドオーバ（
Ｃｅｌｌ＃２-ＡからＣｅｌｌ＃２-Ｂへのハンドオーバ）を指示する場合に、前記コンポ
ーネントキャリア＃１における無線品質の測定結果に基づいて、コンポーネントキャリア
＃１に関するハンドオーバ（Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバ）も
同時に指示することが可能となる。
【０２６９】
　前記コンポーネントキャリア＃１における無線品質の測定結果が存在しない場合、無線
基地局ｅＮＢは、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバが適切であるか
否かを判定できないため、上述のような処理を行うことができない。
【０２７０】
　結果として、本発明による移動局ＵＥにより、コンポーネントキャリア＃１に関するＭ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは不要となり、制御信号のオーバヘッドが削減され
る。
【０２７１】
　或いは、例えば、図１４を用いて、かかる効果を説明する。
【０２７２】
　図１４においては、横軸は、移動局ＵＥの位置を示す軸であり、縦軸は、周波数或いは
キャリアを示す軸である。また、図１４においては、移動局ＵＥは、Ｃｅｌｌ＃１-Ａと
Ｃｅｌｌ＃１-Ｂとキャリアアグリゲーションを行っている。また、Ｃｅｌｌ＃１-ＡとＣ
ｅｌｌ＃２-Ａは、無線基地局ｅＮＢ＃ａに属し、Ｃｅｌｌ＃１-ＢとＣｅｌｌ＃２-Ｂは
、無線基地局ｅＮＢ＃ｂに属する。
【０２７３】
　そして、移動局ＵＥは、図１４の左方向から右方向に移動を行うため、近い将来におい
て、Ｃｅｌｌ＃１-Ａ/Ｃｅｌｌ＃２-Ａから、Ｃｅｌｌ＃１-Ｂ/Ｃｅｌｌ＃２-Ｂにハンド
オーバを行うと想定される。
【０２７４】
　但し、図１４においては、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１-Ｂへハンドオーバを行う
ポイント（ポイント１０）と、Ｃｅｌｌ＃２-ＡからＣｅｌｌ＃２-Ｂへハンドオーバを行
うポイント（ポイント２０）とが、地理的に異なる。
【０２７５】
　ここで、本発明に係る移動局ＵＥは、コンポーネントキャリア＃１に関するＭｅａｓｕ
ｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔが送信される場合に、そのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔ内に、コンポーネントキャリア＃２における無線品質の測定結果を通知する。
【０２７６】
　なお、上述の例においては、コンポーネントキャリア＃２に関するＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、まだ送信されていないとする。この場合、無線基地局ｅＮＢは、
かかるコンポーネントキャリア＃２における無線品質の測定結果に基づいて、さまざまな
判定を行い、かつ、その判定に基づいた制御を行うことが可能となる。
【０２７７】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、かかるコンポーネントキャリア＃２における無線品質の
測定結果において、Ｃｅｌｌ＃２-Ａの無線品質が極めて良い場合に、Ｃｅｌｌ＃１-Ａか
らＣｅｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバを指示せず、Ｃｅｌｌ＃１-Ａをキャリアアグリゲー
ションにより通信中であるセルのリストから削除するという処理を行ってもよい。
【０２７８】
　これは、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバは、無線基地局間のハ
ンドオーバであるため、Ｃｅｌｌ＃２-Ａを削除する必要があるが、Ｃｅｌｌ＃１-Ａから
Ｃｅｌｌ＃１-Ｂにハンドオーバを行うよりも、Ｃｅｌｌ＃２-Ａとの通信を継続した方が
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、通信品質的に良いためである。
【０２７９】
　なお、通信品質的に良いとは、例えば、スループットが高いという意味であってもよく
、或いは、Ｍｏｂｉｌｉｔｙ特性という点では、接続性が安定しているという意味であっ
てもよい。
【０２８０】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、かかるコンポーネントキャリア＃２における無線品質の
測定結果において、Ｃｅｌｌ＃２-Ａの無線品質が悪い場合に、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅ
ｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバを指示し、かつ、Ｃｅｌｌ＃２-Ａをキャリアアグリゲーシ
ョンにより通信中であるセルのリストから削除するという処理を行ってもよい。
【０２８１】
　これは、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバは、無線基地局間のハ
ンドオーバであるため、Ｃｅｌｌ＃２-Ａを削除する必要があり、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣ
ｅｌｌ＃１-Ｂにハンドオーバを行う方が、Ｃｅｌｌ＃２-Ａとの通信を継続するよりも、
通信品質的に良いためである。
【０２８２】
　なお、通信品質的に良いとは、例えば、スループットが高いという意味であってもよく
、或いは、Ｍｏｂｉｌｉｔｙ特性という点では、接続性が安定しているという意味であっ
てもよい。
【０２８３】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、かかるコンポーネントキャリア＃２における無線品質の
測定結果において、Ｃｅｌｌ＃２-Ａの無線品質が比較的悪く、かつ、Ｃｅｌｌ＃２-Ｂの
無線品質が比較的良い場合に、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバを
指示し、かつ、Ｃｅｌｌ＃２-ＡからＣｅｌｌ＃２-Ｂへのハンドオーバを指示するという
処理を行ってもよい。
【０２８４】
　これは、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１-Ｂへのハンドオーバは、無線基地局間のハ
ンドオーバであるため、Ｃｅｌｌ＃２-Ａを削除する必要があり、ハンドオーバ先の無線
基地局Ｃｅｌｌ＃２-Ｂの無線品質が比較的良いため、Ｃｅｌｌ＃１-ＡからＣｅｌｌ＃１
-Ｂへのハンドオーバに加えて、Ｃｅｌｌ＃２-ＡからＣｅｌｌ＃２-Ｂへのハンドオーバ
を同時に指示した方が通信品質的に良いためである。
【０２８５】
　なお、通信品質的に良いとは、例えば、スループットが高いという意味であってもよく
、或いは、Ｍｏｂｉｌｉｔｙ特性という点では、接続性が安定しているという意味であっ
てもよい。
【０２８６】
　上述した例においては、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔが行われているキャリアのそれぞれに
関して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔが送信される場合を示したが、Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔが行われている複数のキャリアに関して、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｐｏｒｔが送信される場合に関しても同様に、本発明に係る移動局、無線基地局、通信制
御方法が適用されてもよい。
【０２８７】
　上述した例においては、キャリアアグリゲーションが行われているキャリアの数が２で
あり、キャリアアグリゲーションが行われていないが、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔが行われ
ているキャリアの数が１である場合を示したが、上記キャリアの数は一例であり、上記以
外のキャリア数である場合にも、本発明に係る移動局、無線基地局、通信制御方法が適用
されてもよい。
【０２８８】
　また、上述した例においては、移動局ＵＥは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ
を送信する場合に、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔが送信されると判定されたキ
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ャリア以外のキャリアに関する無線品質の測定結果を、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐ
ｏｒｔに含めるが、代わりに、移動局ＵＥは、ハンドオーバの完了を通知する制御信号を
送信する場合に、その他のキャリアに関する無線品質の測定結果を、前記制御信号に含め
てもよい。
【０２８９】
　この場合、その他のキャリアは、上述した例と同様に、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅ
ｐｏｒｔが送信されると判定されたキャリア以外のキャリアであってもよいし、ハンドオ
ーバが行われるキャリア以外のキャリアであってもよい。
【０２９０】
　前記制御信号は、ハンドオーバコンプリートであってもよい。ハンドオーバコンプリー
トに、その他のキャリアに関する無線品質の測定結果が含められる処理の詳細は、Ｍｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔに、その他のキャリアに関する無線品質の測定結果が含
められる処理の詳細と同様であるため、省略する。
【０２９１】
　なお、移動局ＵＥがハンドオーバコンプリートを送信する場合、例えば、無線基地局ｅ
ＮＢからのハンドオーバの指示は、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ制御信号受信部１０８が受信
し、ハンドオーバコンプリートは、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔ送信部１０６
が送信してもよい。
【０２９２】
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｒｅｐｏｒｔは、ハンドオーバ元の無線基地局に送信される
が、ハンドオーバコンプリートは、ハンドオーバ先の無線基地局に送信される。
【０２９３】
　よって、ハンドオーバコンプリートに、その他のキャリアに関する無線品質の測定結果
が含められることにより、ハンドオーバ先の無線基地局は、ハンドオーバ後すぐに、無線
品質の良いセルを用いたキャリアアグリゲーションを設定することが可能となる。
【０２９４】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【０２９５】
　本実施形態の第１の特徴は、２つ以上のキャリアを用いて移動局と通信を行う無線基地
局であって、前記移動局に対して、通信中のセル又は隣接セルの無線品質の測定を指示す
る制御信号を送信するように構成されている測定指示部と、前記移動局から、前記２つ以
上のキャリア内の各キャリアに関する測定結果を受信するように構成されている受信部と
、前記測定結果に基づいて、前記移動局に対してハンドオーバを行うことを指示するよう
に構成されているハンドオーバ制御部とを具備し、前記ハンドオーバ制御部は、該無線基
地局に通知されると判定されたキャリアに関する測定結果と、前記キャリア以外のキャリ
アに関する測定結果とに基づいて、前記移動局に対してハンドオーバを行うか否かについ
て判定するように構成されていることを要旨とする。
【０２９６】
　本実施形態の第２の特徴は、２つ以上のキャリアを用いて移動局と通信を行う無線基地
局における通信制御方法であって、前記移動局に対して、通信中のセル又は隣接セルの無
線品質の測定を指示する制御信号を送信する第１ステップと、　前記移動局から、前記２
つ以上のキャリア内の各キャリアに関する測定結果を受信する第２ステップと、前記測定
結果に基づいて、前記移動局に対してハンドオーバを行うことを指示する第３ステップと
を備え、前記第３ステップにおいて、該無線基地局に通知されると判定されたキャリアに
関する測定結果と、前記キャリア以外のキャリアに関する測定結果とに基づいて、前記移
動局に対してハンドオーバを行うか否かについて判定することを要旨とする。
【０２９７】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢの動作は、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄが適
用されるシステム以外の移動局や無線基地局及び制御局に適用されてもよい。例えば、Ｌ
ＴＥやＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００やＷｉＭＡＸにおける移動局や無線基地局及び制御
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局に適用されてもよい。
【０２９８】
　例えば、ＷＣＤＭＡシステムにおいて通信を行う移動局は、Ｉｎｔｅｒ－ＲＡＴ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔにより、ＬＴ
Ｅ－Ａｄｖａｎｃｅｄシステムの２つ以上のキャリアのＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔを行う場
合に、上述の移動局ＵＥの動作が適用されてもよい。また、この場合、制御局（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）が、本発明に係る無線基地局ｅＮＢの動作
を行う。すなわち、前記制御局に、上述の無線基地局ｅＮＢの動作が適用されてもよい。
【０２９９】
　或いは、例えば、ＬＴＥシステムにおいて通信を行う移動局は、２つ以上のキャリアの
Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔを行う場合に、上述の移動局ＵＥの動作が適用されてもよい。ま
た、この場合、ＬＴＥシステムの無線基地局ｅＮＢに、上述の無線基地局ｅＮＢの動作が
適用されてもよい。
【０３００】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ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。
【０３０１】
　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。
【０３０２】
　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内に設けられていてもよい。
【０３０３】
　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、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。
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