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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末を使用してネットワーク最適化のための無線測定収集を行うＭＤＴ（Ｍｉｎｉ
ｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ）をサポートする移動通信システムにお
ける無線測定収集方法であって、
　前記無線端末が、ネットワークから測定構成を受信するステップＡと、
　前記無線端末が、前記測定構成に基づいて、コネクテッド状態における記録型のＭＤＴ
測定処理を開始するステップＢと、
　前記無線端末が、ハンドオーバを行っても、前記コネクテッド状態における記録型のＭ
ＤＴ測定処理を継続するステップＣと、を含み、
　前記コネクテッド状態における記録型のＭＤＴ測定処理において、前記無線端末は、
　前記コネクテッド状態において、前記測定構成に応じて無線環境の測定を行い、
　前記コネクテッド状態において、前記ネットワークへの報告のために、前記無線環境の
測定の結果を記録する、
　ことを特徴とする無線測定収集方法。
【請求項２】
　前記ステップＢにおいて、前記無線端末は、前記コネクテッド状態において、前記ネッ
トワークからの報知情報の受信に応じて前記記録型のＭＤＴ測定処理を開始することを特
徴とする請求項１に記載の無線測定収集方法。
【請求項３】
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　前記ステップＡにおいて、前記無線端末は、前記コネクテッド状態における前記記録型
のＭＤＴ測定処理向けの前記測定構成を受信し、
　前記コネクテッド状態における前記記録型のＭＤＴ測定処理向けの前記測定構成は、測
定エリアを示すパラメータを含むことを特徴とする請求項１に記載の無線測定収集方法。
【請求項４】
　無線端末を使用してネットワーク最適化のための無線測定収集を行うＭＤＴ（Ｍｉｎｉ
ｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ）をサポートする移動通信システムにお
ける無線端末であって、
　ネットワークから測定構成を受信する受信部と、
　前記測定構成に基づいて、コネクテッド状態における記録型のＭＤＴ測定処理を開始す
る制御部と、を備え、
　前記制御部は、ハンドオーバを行っても、前記コネクテッド状態における記録型のＭＤ
Ｔ測定処理を継続し、
　前記コネクテッド状態における記録型のＭＤＴ測定処理において、前記制御部は、
　前記コネクテッド状態において、前記測定構成に応じて無線環境の測定を行い、
　前記コネクテッド状態において、前記ネットワークへの報告のために、前記無線環境の
測定の結果を記録する、
　ことを特徴とする無線端末。
【請求項５】
　無線端末を使用してネットワーク最適化のための無線測定収集を行うＭＤＴ（Ｍｉｎｉ
ｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ）をサポートする移動通信システムにお
ける無線端末のプロセッサであって、
　ネットワークから測定構成を受信する処理Ａと、
　前記測定構成に基づいて、コネクテッド状態における記録型のＭＤＴ測定処理を開始す
る処理Ｂと、
　ハンドオーバを行っても、前記コネクテッド状態における記録型のＭＤＴ測定処理を継
続する処理Ｃと、を実行し、
　前記コネクテッド状態における記録型のＭＤＴ測定処理において、前記プロセッサは、
　前記コネクテッド状態において、前記測定構成に応じて無線環境の測定を行い、
　前記コネクテッド状態において、前記ネットワークへの報告のために、前記無線環境の
測定の結果を記録する、
　ことを特徴とするプロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線環境の測定及び収集を行う無線測定収集方法及び無線端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムでは、無線基地局の周辺にビルが建設されたり、当該無線基地局の周
辺基地局の設置状況が変化したりすると、当該無線基地局に係る無線環境が変化する。こ
のため、従来では、オペレータにより、測定機材を搭載した測定用車両を使用して、無線
環境を測定及び収集するドライブテストが行われている。
【０００３】
　このような無線環境の測定及び収集は、例えば無線基地局のカバレッジの最適化に貢献
できるが、工数が多く、且つ費用が高いという課題がある。そこで、移動通信システムの
標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）では、ユー
ザが所持する無線端末を使用して、無線環境の測定及び収集を自動化する技術であるＭＤ
Ｔ（Minimization of Drive Test）の仕様策定が進められている（非特許文献１、及び非
特許文献２参照）。
【０００４】
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　ＭＤＴには、即座報告型（Immediate）と記録型（Logged）とがある。即座報告型のＭ
ＤＴ（以下、適宜Immediate MDTと称する）は、コネクテッド状態の無線端末が、測定を
行い、測定の結果（以下、適宜「測定結果」と称する）を位置情報と共にネットワークに
報告するものである。ここでコネクテッド状態は、無線端末が通信実行中の状態である。
記録型のＭＤＴ（以下、適宜Logged MDTと称する）は、無線端末が、設定された条件を満
たすときに測定を行い、測定結果を位置情報及び時間情報と共にＭＤＴデータとして記録
し、後でネットワークに報告するために保持するものである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP TR 36.805 V9.0.0 “Study on Minimization of drive-tests in 
Next Generation Networks”, 2009-12
【非特許文献２】3GPP TS 37.320 v0.7.0, “Radio measurement collection for Minimi
zation of Drive Tests (MDT)”, 2010-07
【発明の概要】
【０００６】
　ところで、Immediate MDTにおいて、無線端末は、測定結果を必ずしもネットワークに
報告できるとは限らない。例えば、サービング無線基地局に輻輳が生じていたり、無線環
境が劣化していたりすると、無線端末は、測定結果をネットワークに報告できない。測定
結果をネットワークに報告できないケースにおいて、無線端末が直ちに測定結果を削除し
てしまうと、無線端末のリソースの無駄遣いになるだけでなく、最適化に必要な測定結果
を十分に収集できなくなる可能性がある。
【０００７】
　また、３ＧＰＰリリース１０（以下、Rel-10）UMTS/LTEに準拠する無線基地局はＭＤＴ
をサポートし得るが、例えば、GSM（登録商標）やCDMA2000等の他のＲＡＴ（Radio Acces
s Technology）、Rel-10以前のUMTS/LTEに準拠する無線基地局はＭＤＴをサポートしない
。即座報告型の測定処理を行っている無線端末が、ＭＤＴをサポートしない無線基地局へ
のハンドオーバを行う場合には、即座報告型の測定処理が中止される。このようなケース
では、ハンドオーバ中やハンドオーバ後における測定結果及び位置情報を収集できないた
め、最適化に必要な測定結果及び位置情報を十分に収集できない問題がある。
【０００８】
　そこで、本発明は、即座報告型のＭＤＴにおいて測定結果を報告できないケースに適切
に対処できる無線測定収集方法及び無線端末を提供する。
【０００９】
　また、本発明は、最適化に必要な測定結果及び位置情報を十分に収集できるようにする
無線測定収集方法及び無線端末を提供する。
【００１０】
　本発明に係る無線測定収集方法の特徴は、コネクテッド状態の無線端末が、無線基地局
によって設定された測定構成に従って即座報告型の測定処理を行うステップと、前記無線
端末が、所定時間に対応するタイマを起動するステップと、前記無線端末が、前記タイマ
の満了前に前記測定の結果を報告可能になった場合に、前記測定の結果を前記無線基地局
に報告するステップと、前記無線端末が、前記タイマの満了前に前記測定の結果を報告可
能にならない場合に、前記タイマが満了した際に前記測定の結果をタイムスタンプと共に
記録するステップとを備えることを要旨とする。
【００１１】
　このような特徴によれば、無線端末は、タイマが満了するまでは測定結果の報告を試み
ることができる。また、タイマが満了するまでに測定結果を報告できない場合には当該測
定結果を記録するため、当該測定結果を後でネットワークに報告することができる。従っ
て、上記特徴によれば、即座報告型のＭＤＴにおいて測定結果を報告できないケースに適
切に対処できる。
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【００１２】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記起動するステップでは、前記測定を行った際に前記タイマを起動することを要旨
とする。
【００１３】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記タイムスタンプは、前記測定を行った際の時刻を示すことを要旨とする。
【００１４】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記報告するステップでは、前記測定の結果を、前記測定に対応する位置情報と共に
報告することを要旨とする。
【００１５】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記記録するステップでは、前記測定の結果を、前記タイムスタンプと前記測定に対
応する位置情報と共に記録することを要旨とする。
【００１６】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記無線端末が、前記タイマが満了した以降に、前記即座報告型の測定処理から記録
型の測定処理に切り替えるステップをさらに備えることを要旨とする。
【００１７】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記無線端末が、前記記録するステップで記録された前記測定の結果及び前記タイム
スタンプを報告可能になった場合に、前記記録するステップで記録された前記測定の結果
と、時間情報と、前記タイムスタンプとを報告するステップをさらに備えることを要旨と
する。
【００１８】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記時間情報は、測定時刻と報告時刻との間の相対時間を示す情報と、報告時刻に対
応する、前記無線端末内部で管理された絶対時間を示す情報とを含むことを要旨とする。
【００１９】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記測定の結果及び前記時間情報を受信した無線基地局が、前記時間情報に基づいて
、前記測定時刻を算出するステップをさらに備え、前記測定時刻を算出するステップでは
、前記無線端末内部で管理された絶対時間を示す情報に換えて、ネットワーク側で管理さ
れた絶対時間を示す情報を用いて、当該ネットワーク側で管理された絶対時間を示す情報
と前記相対時間を示す情報とから前記測定時刻を算出することを要旨とする。
【００２０】
　本発明に係る無線測定収集方法の特徴は、コネクテッド状態の無線端末が、無線基地局
によって設定された測定構成に従って即座報告型の測定処理を行うステップと、前記無線
端末が、所定時間に対応するタイマを起動するステップと、前記無線端末が、前記タイマ
の満了前に前記測定の結果を報告可能になった場合に、前記測定の結果を前記無線基地局
に報告するステップと、前記無線端末が、前記タイマの満了前に前記測定の結果を報告可
能にならない場合に、前記タイマが満了した際に前記測定の結果を削除するステップとを
備えることを要旨とする。
【００２１】
　このような特徴によれば、無線端末は、タイマが満了するまでは測定結果の報告を試み
ることができる。また、タイマが満了するまでに測定結果を報告できない場合には当該測
定結果を削除するため、無線端末の負荷を軽減できる。従って、上記特徴によれば、即座
報告型のＭＤＴにおいて測定結果を報告できないケースに適切に対処できる。
【００２２】
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　本発明に係る無線端末の特徴は、記憶部と、無線基地局との無線通信を行うように構成
された無線通信部と、前記記憶部及び前記無線通信部を制御するように構成された制御部
とを備え、前記制御部は、コネクテッド状態において、前記無線基地局によって設定され
た測定構成に従って即座報告型の測定処理を行い、所定時間に対応するタイマを起動し、
前記タイマの満了前に前記測定の結果を報告可能になった場合に、前記測定の結果を前記
無線基地局に報告し、前記タイマの満了前に前記測定の結果を報告可能にならない場合に
、前記タイマが満了した際に前記測定の結果をタイムスタンプと共に記録するように構成
されることを要旨とする。
【００２３】
　本発明に係る無線端末の特徴は、記憶部と、無線基地局との無線通信を行うように構成
された無線通信部と、前記記憶部及び前記無線通信部を制御するように構成された制御部
とを備え、前記制御部は、コネクテッド状態において、前記無線基地局によって設定され
た測定構成に従って即座報告型の測定処理を行い、所定時間に対応するタイマを起動し、
前記タイマの満了前に前記測定の結果を報告可能になった場合に、前記測定の結果を前記
無線基地局に報告し、前記タイマの満了前に前記測定の結果を報告可能にならない場合に
、前記タイマが満了した際に前記測定の結果を削除するように構成されることを要旨とす
る。
【００２４】
　本発明に係る無線測定収集方法の特徴は、コネクテッド状態の無線端末が、ＭＤＴをサ
ポートする第１の無線基地局と即座報告型の測定処理を行うステップと、前記無線端末が
、ＭＤＴをサポートしていない第２の無線基地局へのハンドオーバのトリガに応じて、前
記即座報告型の測定処理から記録型の測定処理に切り替えるステップと、前記無線端末が
、前記記録型の測定処理に切り替えた後、前記記録型の測定処理を行うステップとを備え
ることを要旨とする。なお、第１の無線基地局とは、ＭＤＴをサポートするＲＡＴに属す
る、ＭＤＴをサポートする無線基地局である。第２の無線基地局とは、ＭＤＴをサポート
していないＲＡＴに属する無線基地局、及びＭＤＴをサポートするＲＡＴに属するＭＤＴ
をサポートしていない無線基地局である。
【００２５】
　このような特徴によれば、無線端末は、ＭＤＴをサポートしていない無線基地局へのハ
ンドオーバのトリガに応じて、即座報告型の測定処理から記録型の測定処理に切り替える
。これにより、ＭＤＴをサポートしていない無線基地局へのハンドオーバ時にも測定処理
を継続できるため、ハンドオーバ中やハンドオーバ後における測定処理も収集可能になり
、最適化に必要な測定結果を十分に収集できるようになる。
【００２６】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記即座報告型の測定処理を行うステップは、前記第１の無線基地局によって設定さ
れた測定構成に従って無線環境の測定を行うステップと、測定結果及び位置情報を前記第
１の無線基地局に報告するステップとを備え、前記記録型の測定処理を行うステップは、
前記第１の無線基地局によって設定された測定構成、又は予め前記無線端末に設定された
測定構成に従って、無線環境の測定を行うステップと、測定結果及び位置情報を記録する
ステップとを備えることを要旨とする。なお、第１の無線基地局によって設定された測定
構成とは、即座報告型の測定処理に対応する測定構成であってもよく、第１の無線基地局
がネットワークの絶対時間とともに改めて設定した測定構成であってもよい。
【００２７】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記無線端末が、前記記録型の測定処理を開始した後、前記第２の無線基地局から、
ＭＤＴをサポートする第３の無線基地局へのハンドオーバを行うステップと、前記記録す
るステップで記録された前記測定結果及び位置情報と、時間情報とを前記第３の無線基地
局に報告するステップとをさらに備え、前記第３の無線基地局は、前記第１の無線基地局
、又は前記第１の無線基地局とは異なる無線基地局であることを要旨とする。
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【００２８】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記第３の無線基地局に報告される前記時間情報は、測定時刻と報告時刻との間の相
対時間を示す情報と、報告時刻に対応する、前記無線端末内部で管理している絶対時間を
示す情報とを含むことを要旨とする。
【００２９】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記無線端末が、前記第２の無線基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを判定す
るステップをさらに備え、前記切り替えるステップでは、前記第２の無線基地局がＭＤＴ
をサポートしないと判定された場合に、前記即座報告型の測定処理から前記記録型の測定
処理に切り替えることを要旨とする。
【００３０】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記ハンドオーバのトリガは、前記無線端末が前記第１の無線基地局からハンドオー
バを指示されたことであることを要旨とする。
【００３１】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記無線端末が、前記第２の無線基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを示す情
報を前記第１の無線基地局から受信するステップをさらに備え、前記判定するステップで
は、前記受信するステップで受信した情報に基づいて、前記第２の無線基地局がＭＤＴを
サポートしているか否かを判定することを要旨とする。
【００３２】
　本発明に係る無線測定収集方法の他の特徴は、上記特徴に係る無線測定収集方法におい
て、前記無線端末が、前記第２の無線基地局が報知する情報を受信するステップをさらに
備え、前記第２の無線基地局が報知する情報は、前記第２の無線基地局がＭＤＴをサポー
トしているか否かを示す情報を含み、前記判定するステップでは、前記受信するステップ
で受信した情報に基づいて、前記第２の無線基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを
判定することを要旨とする。
【００３３】
　本発明に係る無線端末の特徴は、コネクテッド状態において、ＭＤＴをサポートする第
１の無線基地局と即座報告型の測定処理を行うように構成された第１の測定処理部と、コ
ネクテッド状態において、記録型の測定処理を行うように構成された第２の測定処理部と
、ＭＤＴをサポートしていない第２の無線基地局へのハンドオーバのトリガに応じて、前
記即座報告型の測定処理から前記記録型の測定処理に切り替えるように構成された測定制
御部とを備えることを要旨とする。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態～第３実施形態に係る移動通信システムの全体概
略構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態～第３実施形態に係る無線基地局の構成を示すブ
ロック図である。
【図３】図３は、本発明の第１実施形態～第３実施形態に係る無線端末の構成を示すブロ
ック図である。
【図４】図４は、Immediate MDTからLogged MDT in connectedへの切り替える場合におけ
る無線端末ＵＥの動作を説明するためのタイムチャートである。
【図５】図５は、本発明の第１実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図であ
る。
【図６】図６は、本発明の第２実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図であ
る。
【図７】図７は、本発明の第３実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図であ
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る。
【図８】図８は、本発明の第４実施形態に係る移動通信システムの全体概略構成を示す図
である。
【図９】図９は、無線端末が、ＭＤＴをサポートする無線基地局とImmediate MDTを実行
中に、ＭＤＴをサポートしない無線基地局へのハンドオーバを行うケースについて説明す
るための図である。
【図１０】図１０は、本発明の第４実施形態に係る無線基地局の構成を示すブロック図で
ある。
【図１１】図１１は、本発明の第４実施形態に係る無線端末の構成を示すブロック図であ
る。
【図１２】図１２は、本発明の第４実施形態に係る、Immediate MDTからLogged MDT in c
onnectedへの切り替え時及び切り替え後の無線端末の動作を説明するためのタイムチャー
トである。
【図１３】図１３は、本発明の第４実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図
である。
【図１４】図１４は、本発明の第４実施形態の変更例に係る無線測定収集方法を示すシー
ケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図面を参照して、本発明の第１実施形態～第４実施形態、及びその他の実施形態を説明
する。以下の各実施形態における図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の
符号を付す。
【００３６】
　以下においては、３ＧＰＰで仕様が策定されているＬＴＥ（Long Term Evolution）に
基づいて構成される移動通信システムを主として説明する。ただし、ＬＴＥに限らず、Ｗ
－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）に基づいて構成される移動通信
システム等についても本発明を適用できることに留意されたい。
【００３７】
　（１）第１実施形態
　以下、第１実施形態について、（１．１）移動通信システムの概要、（１．２）無線基
地局の構成、（１．３）無線端末の構成、（１．４）無線測定収集方法、（１．５）第１
実施形態の効果の順に説明する。
【００３８】
　（１．１）移動通信システムの概要
　図１は、第１実施形態に係る移動通信システム１の全体概略構成を示す図である。
【００３９】
　図１に示すように、移動通信システム１は、無線端末ＵＥ（User Equipment）、複数の
無線基地局ｅＮＢ（evolved Node-B）、保守監視装置ＯＡＭ（Operation and Maintenanc
e）、及び複数の移動管理装置ＭＭＥ（Mobility Management Entity）／ゲートウェイ装
置Ｓ－ＧＷ（Serving Gateway）を有する。
【００４０】
　複数の無線基地局ｅＮＢは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved-UMTS Terrestrial Radio Acces
s　Network）を構成する。各無線基地局ｅＮＢは、無線端末ＵＥにサービスを提供すべき
通信エリアであるセルを形成する。無線端末ＵＥは、ユーザが所持する無線通信装置であ
り、ユーザ装置とも称される。
【００４１】
　隣接する各無線基地局ｅＮＢは、基地局間通信を提供する論理的な通信路であるＸ２イ
ンターフェースを介して互いに通信可能である。複数の無線基地局ｅＮＢのそれぞれは、
Ｓ１インターフェースを介して、ＥＰＣ（Evolved Packet Core）、具体的には、ＭＭＥ
（Mobility Management Entity）／Ｓ－ＧＷ（Serving Gateway）と通信可能である。ま
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た、各無線基地局ｅＮＢは、オペレータによって運営される保守監視装置ＯＡＭと通信可
能である。
【００４２】
　（１．２）無線基地局の構成
　図２は、無線基地局ｅＮＢの構成を示すブロック図である。
【００４３】
　図２に示すように、無線基地局ｅＮＢは、アンテナ１１０１、無線通信部１１１０、ネ
ットワーク通信部１１２０、記憶部１１３０、及び制御部１１４０を有する。
【００４４】
　アンテナ１１０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部１１１０は、例えば
無線周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ１１
０１を介して無線信号を送受信する。また、無線通信部１１１０は、送信信号の変調と受
信信号の復調とを行う。ネットワーク通信部１１２０は、他のネットワーク装置（保守監
視装置ＯＡＭや他の無線基地局ｅＮＢ等）との通信を行う。記憶部１１３０は、例えばメ
モリを用いて構成され、無線基地局ｅＮＢの制御等に用いられる各種の情報を記憶する。
制御部１１４０は、例えばＣＰＵを用いて構成され、無線基地局ｅＮＢが備える各種の機
能を制御する。
【００４５】
　制御部１１４０は、測定設定部１１４１及び収集処理部１１４２を有する。
【００４６】
　測定設定部１１４１は、コネクテッド状態の無線端末ＵＥに測定構成を設定する。具体
的には、測定設定部１１４１は、測定構成を含むMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージ
を生成する。測定構成は、測定すべき無線環境の種別を示すパラメータと、報告トリガの
種別を示すパラメータとを含む。測定すべき無線環境の種別は、例えば、参照信号受信電
力（ＲＳＲＰ）及び参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）、又は、パワーヘッドルーム（ＰＨ）
である。報告トリガの種別は、例えば、定期的、サービングセルのＲＳＲＰ及び／又はＲ
ＳＲＱが閾値よりも低下したこと、又は、無線リンク障害である。そして、測定設定部１
１４１は、当該MEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信するよう無
線通信部１１１０を制御する。
【００４７】
　収集処理部１１４２は、測定結果を収集する処理を行う。
【００４８】
　Immediate MDTにおいて、収集処理部１１４２は、無線端末ＵＥから受信したMEASUREME
NT REPORTメッセージに含まれる、位置情報が付された測定結果を取得し、当該測定結果
及び位置情報にタイムスタンプを付加する。そして、収集処理部１１４２は、測定結果、
位置情報、タイムスタンプの組を保守監視装置ＯＡＭに送信するようネットワーク通信部
１１２０を制御する。なお、収集処理部１１４２は、これらの情報を保守監視装置ＯＡＭ
に送信するケースに限らず、当該情報の内容を解釈し、自局のパラメータの最適化に使用
してもよい。また、Immediate MDTにおいて、収集処理部１１４２は、上りリンクの信号
強度又は信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）を測定してもよい。
【００４９】
　Logged MDTにおいて、収集処理部１１４２は、ＭＤＴデータを保持していることを示す
ログ保持情報を含むRRCConnectionSetupCompleteメッセージを無線端末ＵＥから受信した
場合であって、当該ＭＤＴデータを収集すると決定した場合に、UEInformationRequestメ
ッセージを生成し、生成したUEInformationRequestメッセージを無線端末ＵＥに送信する
よう無線通信部１１１０を制御する。
【００５０】
　収集処理部１１４２は、UEInformationRequestメッセージに応じて無線端末ＵＥから送
信（報告）されたUEInformationResponseメッセージを無線通信部１１１０が受信すると
、受信したUEInformationResponseメッセージに含まれるＭＤＴデータを取得する。そし
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て、収集処理部１１４２は、当該ＭＤＴデータを保守監視装置ＯＡＭに送信するようネッ
トワーク通信部１１２０を制御する。なお、収集処理部１１４２は、ＭＤＴデータを保守
監視装置ＯＡＭに送信するケースに限らず、当該ＭＤＴデータの内容を解釈し、自局のパ
ラメータの最適化に使用してもよい。
【００５１】
　（１．３）無線端末の構成
　図３は、無線端末ＵＥの構成を示すブロック図である。
【００５２】
　図３に示すように、無線端末ＵＥは、アンテナ１２０１、無線通信部１２１０、ユーザ
インターフェイス部１２２０、ＧＰＳ受信機１２３０、バッテリ１２４０、記憶部１２５
０、及び制御部１２６０を有する。ただし、無線端末ＵＥは、ＧＰＳ受信機１２３０を有
していなくてもよい。
【００５３】
　アンテナ１２０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部１２１０は、例えば
無線周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ１２
０１を介して無線信号を送受信する。また、無線通信部１２１０は、送信信号の変調と受
信信号の復調とを行う。ユーザインターフェイス部１２２０は、ユーザとのインターフェ
イスとして機能するディスプレイやボタン等である。バッテリ１２４０は、無線端末ＵＥ
の各ブロックに供給される電力を蓄える。記憶部１２５０は、例えばメモリを用いて構成
され、無線端末ＵＥの制御等に用いられる各種の情報を記憶する。制御部１２６０は、例
えばＣＰＵを用いて構成され、無線端末ＵＥが備える各種の機能を制御する。
【００５４】
　制御部１２６０は、Immediate MDT処理部１２６１、Logged MDT処理部１２６２、タイ
マ管理部１２６３、及びＭＤＴ制御部１２６４を有する。
【００５５】
　Immediate MDT処理部１２６１は、コネクテッド状態において無線基地局ｅＮＢとImmed
iate MDTを行う。具体的には、Immediate MDT処理部１２６１は、コネクテッド状態にお
いて、測定構成を含むMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージを無線通信部１２１０が受
信すると、受信したMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージに含まれる測定構成を設定（
すなわち、記憶部１２５０に記憶）する。測定構成は、測定すべき無線環境の種別を示す
パラメータと、報告トリガの種別を示すパラメータとを含む。
【００５６】
　また、Immediate MDT処理部１２６１は、測定すべき無線環境の種別を示すパラメータ
に従って、無線環境の測定を行うとともに、測定を行った際の位置を示す位置情報を生成
する。位置情報は、サービングセルのＥＣＧＩ（E-UTRAN Cell Global Identifier）を含
む。また、無線端末ＵＥが測位機能を有している場合、位置情報は、ＧＮＳＳ（Global N
avigation Satellite System）位置情報をさらに含む。一方、無線端末ＵＥが測位機能を
有していない場合、位置情報は、隣接セルからの受信状態に関するＲＦ（Radio frequenc
y）フィンガープリントをさらに含む。
【００５７】
　タイマ管理部１２６３は、予め定められた一定時間を計時するためのタイマを管理する
。具体的には、タイマ管理部１２６３は、Immediate MDT処理部１２６１が測定を行った
際にタイマを起動する。また、タイマ管理部１２６３は、タイマを起動した後、タイマが
満了したか否かを監視する。
【００５８】
　Immediate MDT処理部１２６１は、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢ
に送信可能である場合に、報告トリガの種別を示すパラメータに従って、位置情報が付さ
れた測定結果を含むMEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢに送信するよう無
線通信部１２１０を制御する。なお、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢ
に送信可能である場合とは、無線基地局ｅＮＢから上りリンクの無線リソースが割り当て
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られた場合であって、上りリンクの無線品質が所定レベル以上である場合を意味する。ま
た、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢに送信不能である場合とは、無線
基地局ｅＮＢから上りリンクの無線リソースが割り当てられない場合、又は、上りリンク
の無線品質が所定レベル未満である場合を意味する。Immediate MDT処理部１２６１は、
タイマが満了するまで定期的にMEASUREMENT REPORTメッセージの送信を試みる。
【００５９】
　Logged MDT処理部１２６２は、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢに送
信できないままタイマが満了すると、測定を行った際の時刻を示すタイムスタンプを取得
する。具体的には、無線端末ＵＥは、現時刻から、タイマと対応する一定時間を引いた時
刻（すなわち、測定を行った際の時刻）を測定時の時刻として、当該時刻を示すタイムス
タンプを取得する。そして、無線端末ＵＥは、測定結果、位置情報、及びタイムスタンプ
の組をＭＤＴデータとして記録する。
【００６０】
　Logged MDT処理部１２６２は、コネクテッド状態においてLogged MDT（以下、適宜Logg
ed MDT in connectedと称する）を行う。Logged MDT処理部１２６２は、無線基地局ｅＮ
Ｂによって設定された測定構成、又は予め無線端末ＵＥに設定されている測定構成に従っ
て測定を行い、測定結果及び位置情報を記録する。例えば、Logged MDT処理部１２６２は
、MEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージに含まれる、測定すべき無線環境の種別を示す
パラメータに従って、ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱ、又は、ＰＨの測定を行う。また、Logged M
DT処理部１２６２は、測定を行った際の位置を示す位置情報と、測定を行った際の時刻に
関するタイムスタンプとを生成する。そして、無線端末ＵＥは、測定結果、位置情報、及
びタイムスタンプの組をＭＤＴデータとして記録（記憶部１２５０に記憶）する。
【００６１】
　なお、Logged MDT in connected で収集したログ（ＭＤＴデータ）のレポート方法手順
には、現在3GPPで規定されているImmediate MDTと同様に、無線端末ＵＥがMDTをサポート
している基地局に移った際、通常のRRM measurement reportと同じように送信する手法と
、Logged MDT in idleと同様に、RRCconnectionsetupcomplete messageに1bitのログ保持
情報を含めて、ネットワークの判断でログを吸い上げる方法の、両方などが考えられる。
【００６２】
　ＭＤＴ制御部１２６４は、Immediate MDT処理部１２６１及びLogged MDT処理部１２６
２を制御する。具体的には、ＭＤＴ制御部１２６４は、MEASUREMENT REPORTメッセージを
無線基地局ｅＮＢに送信できないままタイマが満了したケースにおいて、タイマが満了し
た際、又は、タイマが満了した後に、Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り
替える。
【００６３】
　図４は、Immediate MDTからLogged MDT in connectedへの切り替える場合における無線
端末ＵＥの動作を説明するためのタイムチャートである。
【００６４】
　図４に示すように、時刻ｔ０において、Immediate MDT処理部１２６１は、無線環境の
測定を行うとともに、測定を行った際の位置を示す位置情報を生成する。また、タイマ管
理部１２６３は、タイマを起動する。
【００６５】
　時刻ｔ１において、無線リンクの障害（RLF）又は上りリンク（UL）の問題が生じる。
その際、Immediate MDT処理部１２６１は、測定結果及び位置情報を無線基地局に報告で
きない状態を検知する。
【００６６】
　時刻ｔ２において、タイマが満了すると、ＭＤＴ制御部１２６４は、時刻ｔ０において
得られた測定結果及び位置情報をＭＤＴデータ（ログ）として記録するよう制御する。ま
た、ＭＤＴ制御部１２６４は、Logged MDT in connectedを開始するようLogged MDT処理
部１２６２を制御する。Logged MDT処理部１２６２は、無線基地局ｅＮＢによって設定さ
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れた測定構成、又は、予め設定されている測定構成に従ってLogged MDT in connectedを
開始する。また、Logged MDT処理部１２６２は、タイマ満了時における、無線端末ＵＥ内
部で管理する絶対時間を示す情報（すなわち時刻ｔ２を示す情報）を記録する。
【００６７】
　時刻ｔ３において、無線端末ＵＥは、ＭＤＴをサポートしている無線基地局（セル）へ
のハンドオーバを行う。
【００６８】
　時刻ｔ４において、Logged MDT処理部１２６２は、ＭＤＴをサポートしている無線基地
局に対し、測定結果の報告を行う。ここで、Logged MDT処理部１２６２は、時刻ｔ０にお
いて測定を行った際の測定結果、位置情報、及び時刻情報を報告する。当該時刻情報は、
測定を行った際の時刻ｔ０を示すタイムスタンプと、無線端末ＵＥ内部で管理する現在の
絶対時間（Day, Hour, Min, Sec）を示す情報（すなわち時刻ｔ４に対応する時間情報）
と、時刻ｔ４と時刻ｔ０との間の相対時間を示す情報とを含む。Logged MDT in connecte
dが無線基地局eNBによって設定された測定構成ではなかった場合、無線端末UE内部で管理
している絶対時間は、十分信頼できるものではない。そこで、基地局は無線端末UEの報告
時刻t４とネットワークの絶対時間との間のギャップを計算し、報告t０を信頼性のある情
報に書き換える。このように、報告を受けた無線基地局は、報告時の絶対時間と相対時間
とタイマ時間とから、測定時に対応する時間情報（Day, Hour, Min, Sec）を、ネットワ
ークの絶対時間に則した形で算出することができる。
【００６９】
　（１．４）無線測定収集方法
　図５は、第１実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図である。
【００７０】
　図５に示すように、ステップＳ１１０１において、無線端末ＵＥは、コネクテッド状態
であり、無線基地局ｅＮＢのセルをサービングサービングセルとしている。
【００７１】
　ステップＳ１１０２において、無線基地局ｅＮＢは、測定構成を含むMEASUREMENT CONF
IGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥは、MEASUREMENT CONFIGU
RATIONメッセージを受信する。ここで、測定構成は、測定すべき無線環境の種別を示すパ
ラメータと、報告トリガの種別を示すパラメータとを含む。無線環境とは、例えば、参照
信号受信電力（ＲＳＲＰ）及び参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）、又は、パワーヘッドルー
ム（ＰＨ）である。また、ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを測定する場合、報告トリガの種別は、
定期的、サービングセルのＲＳＲＰ及び／又はＲＳＲＱが閾値よりも低下したこと、又は
、無線リンク障害である。
【００７２】
　ステップＳ１１０３において、無線端末ＵＥは、受信したMEASUREMENT CONFIGURATION
メッセージに含まれる測定構成を設定し、Immediate MDTを開始する。
【００７３】
　ステップＳ１１０４において、無線端末ＵＥは、測定すべき無線環境の種別を示すパラ
メータに従って、無線環境の測定を行う。なお、無線基地局ｅＮＢは、上りリンクの信号
強度又は信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）を測定してもよい。また、無線端末ＵＥは、測定
を行った際の位置を示す位置情報を生成する。位置情報は、サービングセルのＥＣＧＩ（
E-UTRAN Cell Global Identifier）を含む。また、無線端末ＵＥが測位機能を有している
場合、位置情報は、ＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System）位置情報をさらに
含む。一方、無線端末ＵＥが測位機能を有していない場合、位置情報は、隣接セルからの
受信状態に関するＲＦ（Radio frequency）フィンガープリントをさらに含む。無線端末
ＵＥは、測定結果及び位置情報を一時的に記憶する。さらに、無線端末ＵＥは、一定時間
を計時するためのタイマを起動する。
【００７４】
　ステップＳ１１０６において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
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基地局ｅＮＢに送信可能である場合（ステップＳ１１０５；ＹＥＳ）に、報告トリガの種
別を示すパラメータに従って、位置情報が付された測定結果を含むMEASUREMENT REPORTメ
ッセージを無線基地局ｅＮＢに送信する。このようにして測定結果の報告が完了すると、
無線端末ＵＥは、測定結果及び位置情報を削除可能である。
【００７５】
　なお、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢに送信可能である場合とは、
無線基地局ｅＮＢから上りリンクの無線リソースが割り当てられた場合であって、上りリ
ンクの無線品質が所定レベル以上である場合を意味する。無線基地局ｅＮＢは、MEASUREM
ENT REPORTメッセージを受信する。また、無線基地局ｅＮＢは、MEASUREMENT REPORTメッ
セージに含まれる、位置情報が付された測定結果を記憶し、位置情報が付された測定結果
を保守監視装置ＯＡＭに送信する。
【００７６】
　ステップＳ１１０７において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
基地局ｅＮＢに送信不能である場合（ステップＳ１１０５；ＮＯ）に、タイマが満了した
か否かを確認する。無線端末ＵＥは、タイマが満了していない場合（ステップＳ１１０７
；ＮＯ）に、処理をステップＳ１１０５に戻す。一方、無線端末ＵＥは、タイマが満了し
た場合（ステップＳ１１０７；ＹＥＳ）に、処理をステップＳ１１０８に進める。
【００７７】
　ステップＳ１１０８において、無線端末ＵＥは、測定を行った際の時刻を示すタイムス
タンプを取得する。具体的には、無線端末ＵＥは、現時刻から、タイマと対応する一定時
間を引いた時刻（すなわち、測定を行った際の時刻）を測定時の時刻として、当該時刻を
示すタイムスタンプを取得する。そして、無線端末ＵＥは、測定結果、位置情報、及びタ
イムスタンプの組をＭＤＴデータとして記録する。また、無線端末ＵＥは、Immediate MD
TからLogged MDT in connectedに切り替える。具体的には、Logged MDT in connectedに
おいて、無線端末ＵＥは、ステップＳ１１０２で受信したMEASUREMENT CONFIGURATIONメ
ッセージに含まれる、測定すべき無線環境の種別を示すパラメータに従って、ＲＳＲＰ及
びＲＳＲＱ、又は、ＰＨの測定を行う。また、無線端末ＵＥは、Logged MDT in connecte
dにおいて、測定を行った際の位置を示す位置情報と、測定を行った際の時刻を示すタイ
ムスタンプとを生成し、測定結果、位置情報、及びタイムスタンプの組をＭＤＴデータと
して記録する。なお、測定すべき無線環境は、予め無線端末ＵＥに設定されていた測定構
成に従ってもよい。また、即座型報告の測定処理に対応する測定構成の場合以外は、even
t trigger base measurementやperiodic base measurement など全てのtrigger typeをサ
ポートする事が可能である。
【００７８】
　（１．５）第１実施形態の効果
　以上説明したように、第１実施形態によれば、コネクテッド状態の無線端末ＵＥは、無
線基地局ｅＮＢによって設定された測定構成に従って無線環境の測定を行うとともにタイ
マを起動する。無線端末ＵＥは、タイマの満了前に測定結果を報告可能になった場合には
、測定結果を位置情報と共に無線基地局ｅＮＢに報告し、タイマの満了前に測定結果を報
告可能にならない場合には、タイマが満了した際に測定結果を位置情報及びタイムスタン
プと共に記録する。
【００７９】
　これにより、無線端末ＵＥは、タイマが満了するまでは測定結果及び位置情報の報告を
試みることができる。また、タイマが満了するまでに測定結果を報告できない場合には当
該測定結果を位置情報及びタイムスタンプと共に記録するため、当該測定結果を位置情報
及びタイムスタンプと共に後でネットワークに報告することができる。
【００８０】
　また、上りリンク（UL）の混雑や、下りリンク（DL）は問題なく動作しているがULに問
題があり長時間Immediate MDTが出来ない場合でも、複数の測定結果をUEに保存できるた
め、ネットワークは測定結果をもれなく取得することが可能である。
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【００８１】
　（２）第２実施形態
　上述した第１実施形態では、無線端末ＵＥは、タイマの満了前に測定結果を報告可能に
ならない場合には、タイマが満了した際に測定結果を位置情報及びタイムスタンプと共に
記録し、Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替えていた。
【００８２】
　第２実施形態では、無線端末ＵＥは、タイマの満了前に測定結果を報告可能にならない
場合には、タイマが満了した際に測定結果を位置情報及びタイムスタンプと共に記録した
後、報告が可能になった場合に当該測定結果を位置情報及び当該タイムスタンプと共に報
告する。
【００８３】
　図６は、第２実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図である。ここでは、
第１実施形態との相違点を主として説明する。
【００８４】
　図６に示すように、ステップＳ１１０１において、無線端末ＵＥは、コネクテッド状態
であり、無線基地局ｅＮＢのセルをサービングサービングセルとしている。
【００８５】
　ステップＳ１１０２において、無線基地局ｅＮＢは、測定構成を含むMEASUREMENT CONF
IGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥは、MEASUREMENT CONFIGU
RATIONメッセージを受信する。
【００８６】
　ステップＳ１１０３において、無線端末ＵＥは、受信したMEASUREMENT CONFIGURATION
メッセージに含まれる測定構成を設定し、Immediate MDTを開始する。
【００８７】
　ステップＳ１１０４において、無線端末ＵＥは、測定すべき無線環境の種別を示すパラ
メータに従って、無線環境の測定を行う。また、無線端末ＵＥは、測定を行った際の位置
を示す位置情報を生成する。無線端末ＵＥは、測定結果及び位置情報を一時的に記憶する
。さらに、無線端末ＵＥは、一定時間を計時するためのタイマを起動する。
【００８８】
　ステップＳ１１０６において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
基地局ｅＮＢに送信可能である場合（ステップＳ１１０５；ＹＥＳ）に、報告トリガの種
別を示すパラメータに従って、位置情報が付された測定結果を含むMEASUREMENT REPORTメ
ッセージを無線基地局ｅＮＢに送信する。このようにして測定結果の報告が完了すると、
無線端末ＵＥは、測定結果及び位置情報を削除可能である。
【００８９】
　ステップＳ１１０７において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
基地局ｅＮＢに送信不能である場合（ステップＳ１１０５；ＮＯ）に、タイマが満了した
か否かを確認する。無線端末ＵＥは、タイマが満了していない場合（ステップＳ１１０７
；ＮＯ）に、処理をステップＳ１１０５に戻す。一方、無線端末ＵＥは、タイマが満了し
た場合（ステップＳ１１０７；ＹＥＳ）に、処理をステップＳ１１０８に進める。
【００９０】
　ステップＳ１１０８において、無線端末ＵＥは、測定を行った際の時刻を示すタイムス
タンプを取得する。そして、無線端末ＵＥは、測定結果、位置情報、及びタイムスタンプ
の組をＭＤＴデータとして記録する。
【００９１】
　ステップＳ１２０１において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
基地局ｅＮＢに送信可能であるか否かを確認する。なお、無線基地局ｅＮＢから上りリン
クの無線リソースが割り当てられた場合であって、上りリンクの無線品質が所定レベル以
上である場合には、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢに送信可能である
。
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【００９２】
　ステップＳ１２０２において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
基地局ｅＮＢに送信可能である場合（ステップＳ１２０１；ＹＥＳ）に、ステップＳ１１
０８で記録した測定結果、位置情報、及びタイムスタンプを含むMEASUREMENT REPORTメッ
セージを無線基地局ｅＮＢに送信する。このようにして報告が完了すると、無線端末ＵＥ
は、ステップＳ１１０８で記録したＭＤＴデータ（測定結果、位置情報、及びタイムスタ
ンプ）を削除可能である。
【００９３】
　以上説明したように、第２実施形態によれば、タイマの満了後に、MEASUREMENT REPORT
メッセージを無線基地局ｅＮＢに送信可能である場合に、記録した測定結果、位置情報、
及びタイムスタンプを含むMEASUREMENT REPORTメッセージを無線基地局ｅＮＢに送信する
。これにより、第１実施形態と比較して、無線端末ＵＥが測定結果、位置情報、及びタイ
ムスタンプを保持する負荷を軽減できる。
【００９４】
　（３）第３実施形態
　上述した第１実施形態では、無線端末ＵＥは、タイマの満了前に測定結果を報告可能に
ならない場合には、タイマが満了した際に測定結果を位置情報及びタイムスタンプと共に
記録し、Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替えていた。また、上述した
第２実施形態では、無線端末ＵＥは、タイマの満了前に測定結果を報告可能にならない場
合には、タイマが満了した際に測定結果を位置情報及びタイムスタンプと共に記録し、報
告が可能になった場合に当該測定結果を位置情報及び当該タイムスタンプと共に報告して
いた。
【００９５】
　第３実施形態では、無線端末ＵＥは、タイマの満了前に測定結果を報告可能にならない
場合には、タイマが満了した際に測定結果及び位置情報を削除する。
【００９６】
　図７は、第３実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図である。ここでは、
第１実施形態及び第２実施形態との相違点を主として説明する。
【００９７】
　図７に示すように、ステップＳ１１０１において、無線端末ＵＥは、コネクテッド状態
であり、無線基地局ｅＮＢのセルをサービングサービングセルとしている。
【００９８】
　ステップＳ１１０２において、無線基地局ｅＮＢは、測定構成を含むMEASUREMENT CONF
IGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥは、MEASUREMENT CONFIGU
RATIONメッセージを受信する。
【００９９】
　ステップＳ１１０３において、無線端末ＵＥは、受信したMEASUREMENT CONFIGURATION
メッセージに含まれる測定構成を設定し、Immediate MDTを開始する。
【０１００】
　ステップＳ１１０４において、無線端末ＵＥは、測定すべき無線環境の種別を示すパラ
メータに従って、無線環境の測定を行う。また、無線端末ＵＥは、測定を行った際の位置
を示す位置情報を生成する。無線端末ＵＥは、測定結果及び位置情報を一時的に記憶する
。さらに、無線端末ＵＥは、一定時間を計時するためのタイマを起動する。
【０１０１】
　ステップＳ１１０６において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
基地局ｅＮＢに送信可能である場合（ステップＳ１１０５；ＹＥＳ）に、報告トリガの種
別を示すパラメータに従って、位置情報が付された測定結果を含むMEASUREMENT REPORTメ
ッセージを無線基地局ｅＮＢに送信する。このようにして測定結果の報告が完了すると、
無線端末ＵＥは、測定結果及び位置情報を削除可能である。
【０１０２】
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　ステップＳ１１０７において、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージを無線
基地局ｅＮＢに送信不能である場合（ステップＳ１１０５；ＮＯ）に、タイマが満了した
か否かを確認する。無線端末ＵＥは、タイマが満了していない場合（ステップＳ１１０７
；ＮＯ）に、処理をステップＳ１１０５に戻す。一方、無線端末ＵＥは、タイマが満了し
た場合（ステップＳ１１０７；ＹＥＳ）に、処理をステップＳ１３０１に進める。
【０１０３】
　ステップＳ１３０１において、無線端末ＵＥは、ステップＳ１１０４で得られた測定結
果及び位置情報を削除する。
【０１０４】
　以上説明したように、第３実施形態によれば、タイマが満了した際に、測定結果及び位
置情報を削除する。これにより、第１実施形態及び第２実施形態と比較して、無線端末Ｕ
Ｅが測定結果、位置情報、及びタイムスタンプを保持する負荷を軽減できる。
【０１０５】
　（４）第４実施形態
　図面を参照して、本発明の第４実施形態について、（４．１）移動通信システムの概要
、（４．２）無線基地局の構成、（４．３）無線端末の構成、（４．４）無線測定収集方
法、（４．５）第４実施形態の効果、（４．６）第４実施形態の変更例の順に説明する。
以下の第４実施形態における図面において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号
を付す。
【０１０６】
　以下においては、３ＧＰＰで仕様が策定されているＬＴＥ（Long Term Evolution）に
基づいて構成される移動通信システムを主として説明する。ただし、ＬＴＥに限らず、Ｗ
－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access）に基づいて構成される移動通信
システム等についても本発明を適用できることに留意されたい。
【０１０７】
　（４．１）移動通信システムの概要
　図８は、第４実施形態に係る移動通信システム１の全体概略構成を示す図である。
【０１０８】
　図８に示すように、移動通信システム１は、無線端末ＵＥ（User Equipment）、複数の
無線基地局ｅＮＢ（evolved Node-B）、保守監視装置ＯＡＭ（Operation and Maintenanc
e）、複数の移動管理装置ＭＭＥ（Mobility Management Entity）／ゲートウェイ装置Ｓ
－ＧＷ（Serving Gateway）、複数のホーム無線基地局ＨｅＮＢ（Home evolved Node-B）
、ホーム無線基地局ゲートウェイＨｅＮＢ　ＧＷ（Home evolved Node-B Gateway）を有
する。
【０１０９】
　無線基地局ｅＮＢ、ホーム無線基地局ＨｅＮＢ、及びホーム無線基地局ゲートウェイＨ
ｅＮＢ　ＧＷは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access　Network）
を構成する。各無線基地局ｅＮＢ及び各ホーム無線基地局ＨｅＮＢは、無線端末ＵＥにサ
ービスを提供すべき通信エリアであるセルを管理する。
【０１１０】
　無線端末ＵＥは、ユーザが所持する無線通信装置であり、ユーザ装置とも称される。第
４実施形態では、無線端末ＵＥは、Rel-10に準拠して構成される。
【０１１１】
　隣接する各無線基地局ｅＮＢは、基地局間通信を提供する論理的な通信路であるＸ２イ
ンターフェースを介して互いに通信可能である。複数の無線基地局ｅＮＢのそれぞれは、
Ｓ１インターフェースを介して、ＥＰＣ（Evolved Packet Core）、具体的には、ＭＭＥ
／Ｓ－ＧＷと通信可能である。また、各無線基地局ｅＮＢは、オペレータによって運営さ
れる保守監視装置ＯＡＭと通信可能である。
【０１１２】
　各ホーム無線基地局ＨｅＮＢは、Ｓ１インターフェース及びホーム無線基地局ゲートウ
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ェイＨｅＮＢ　ＧＷを介して、ＥＰＣ、具体的には、ＭＭＥ／Ｓ－ＧＷと通信可能である
。
【０１１３】
　なお、無線端末ＵＥは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（あるいはＵＴＲＡＮ）とは異なる無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）に準拠する無線基地局と通信可能に構成されてもよい。
【０１１４】
　複数の無線基地局ｅＮＢのうち、Rel-10に準拠する無線基地局ｅＮＢの中には、ＭＤＴ
をサポートするものがある。一方、ホーム無線基地局ＨｅＮＢや、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（ある
いはＵＴＲＡＮ）とは異なるＲＡＴに準拠する無線基地局は、ＭＤＴをサポートしない。
【０１１５】
　ここで、図９を用いて、無線端末ＵＥが、ＭＤＴをサポートする無線基地局ｅＮＢとIm
mediate MDTを実行中に、ＭＤＴをサポートしない無線基地局へのハンドオーバを行うケ
ースについて説明する。
【０１１６】
　図９に示すように、無線端末ＵＥは、ハンドオーバ前においては、Immediate MDTを行
う。すなわち、無線環境を測定し、測定結果及び位置情報を無線基地局ｅＮＢに報告する
。
【０１１７】
　無線端末ＵＥが、ＭＤＴをサポートしない無線基地局へのハンドオーバを行うと、その
ようなImmediate MDTが中止される。この場合、ＭＤＴをサポートする無線基地局ｅＮＢ
のセルエッジ周辺における測定レポートが十分に収集できなくなり、ＭＤＴをサポートす
る無線基地局ｅＮＢのカバレッジ等を最適化できない可能性がある。
【０１１８】
　また、ＭＤＴをサポートしない無線基地局のセルでの測定が十分に行われないため、Ｍ
ＤＴをサポートしない無線基地局のカバレッジ等を最適化できない可能性がある。
【０１１９】
　そこで、第４実施形態では、無線端末ＵＥは、ＭＤＴをサポートする無線基地局ｅＮＢ
からＭＤＴをサポートしない無線基地局へのハンドオーバに応じて、Immediate MDTからL
ogged MDTに切り替える。
【０１２０】
　（４．２）無線基地局の構成
　図１０は、無線基地局ｅＮＢの構成を示すブロック図である。ここでは、Rel-10に準拠
する無線基地局ｅＮＢであって、ＭＤＴをサポートする無線基地局ｅＮＢを説明する。
【０１２１】
　図１０に示すように、無線基地局ｅＮＢは、アンテナ２１０１、無線通信部２１１０、
ネットワーク通信部２１２０、記憶部２１３０、及び制御部２１４０を有する。
【０１２２】
　アンテナ２１０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部２１１０は、例えば
無線周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ２１
０１を介して無線信号を送受信する。また、無線通信部２１１０は、送信信号の変調と受
信信号の復調とを行う。ネットワーク通信部２１２０は、他のネットワーク装置（保守監
視装置ＯＡＭや他の無線基地局ｅＮＢ等）との通信を行う。記憶部２１３０は、例えばメ
モリを用いて構成され、無線基地局ｅＮＢの制御等に用いられる各種の情報を記憶する。
制御部２１４０は、例えばＣＰＵを用いて構成され、無線基地局ｅＮＢが備える各種の機
能を制御する。
【０１２３】
　制御部２１４０は、測定設定部２１４１、収集処理部２１４２、及びハンドオーバ制御
部２１４３を有する。
【０１２４】
　測定設定部２１４１は、無線端末ＵＥに測定構成を設定する。具体的には、測定設定部
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２１４１は、測定構成を含むMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージを生成する。測定構
成は、測定すべき無線環境の種別を示すパラメータと、報告トリガの種別を示すパラメー
タとを含む。測定すべき無線環境の種別は、例えば、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）及び
参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）、又は、パワーヘッドルーム（ＰＨ）である。報告トリガ
の種別は、例えば、定期的、サービングセルのＲＳＲＰ及び／又はＲＳＲＱが閾値よりも
低下したこと、又は、無線リンク障害である。そして、測定設定部２１４１は、当該MEAS
UREMENT CONFIGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信するよう無線通信部２１１０を
制御する。
【０１２５】
　収集処理部２１４２は、測定結果を収集する処理を行う。
【０１２６】
　Immediate MDTにおいて、収集処理部２１４２は、無線端末ＵＥから受信したMEASUREME
NT REPORTメッセージに含まれる測定結果及び位置情報を取得し、当該測定結果及び位置
情報にタイムスタンプを付加する。そして、収集処理部２１４２は、測定結果、位置情報
、タイムスタンプの組を保守監視装置ＯＡＭに送信するようネットワーク通信部２１２０
を制御する。なお、収集処理部２１４２は、これの情報を保守監視装置ＯＡＭに送信する
ケースに限らず、当該情報の内容を解釈し、自局のパラメータの最適化に使用してもよい
。また、Immediate MDTにおいて、収集処理部２１４２は、上りリンクの信号強度又は信
号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）を測定してもよい。
【０１２７】
　Logged MDTにおいて、収集処理部２１４２は、ログデータを保持していることを示すロ
グ保持情報を含むRRCConnectionSetupCompleteメッセージを無線端末ＵＥから受信した場
合であって、当該ログデータを収集すると決定した場合に、UEInformationRequestメッセ
ージを生成し、生成したUEInformationRequestメッセージを無線端末ＵＥに送信するよう
無線通信部２１１０を制御する。
【０１２８】
　収集処理部２１４２は、UEInformationRequestメッセージに応じて無線端末ＵＥから送
信（報告）されたUEInformationResponseメッセージを無線通信部２１１０が受信すると
、受信したUEInformationResponseメッセージに含まれるログデータを取得する。そして
、収集処理部２１４２は、当該ログデータを保守監視装置ＯＡＭに送信するようネットワ
ーク通信部２１２０を制御する。なお、収集処理部２１４２は、ログデータを保守監視装
置ＯＡＭに送信するケースに限らず、当該ログデータの内容を解釈し、自局のパラメータ
の最適化に使用してもよい。
【０１２９】
　ハンドオーバ制御部２１４３は、ハンドオーバに関する各種の制御を行う。ハンドオー
バ制御部２１４３は、ターゲット基地局へのハンドオーバを決定した場合に、HANDOVER R
EQUESTメッセージをターゲット基地局に送信するようネットワーク通信部２１２０を制御
する。ハンドオーバ制御部２１４３は、ネットワーク通信部２１２０がHANDOVER REQUEST
メッセージに対するHANDOVER REQUEST ACKメッセージを受信した場合に、モビリティ制御
情報を含むRRC CONNECTION RECONFIGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信するよう無
線通信部２１１０を制御する。
【０１３０】
　さらに、ハンドオーバ制御部２１４３は、無線端末ＵＥとImmediate MDTを実行中に、R
RC CONNECTION RECONFIGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信する場合に、ターゲッ
ト基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを示す情報をRRC CONNECTION RECONFIGURATI
ONメッセージに含めて送信する。ＭＤＴをサポートしているか否かを示す情報とは、ＭＤ
Ｔをサポートしていれば“１”、ＭＤＴをサポートしていれば“０”といった１ビットの
情報（フラグ）であってもよい。また、ＭＤＴをサポートしていればオプションビットを
セットする仕様であってもよい。
【０１３１】
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　（４．３）無線端末の構成
　図１１は、無線端末ＵＥの構成を示すブロック図である。
【０１３２】
　図１１に示すように、無線端末ＵＥは、アンテナ２２０１、無線通信部２２１０、ユー
ザインターフェイス部２２２０、ＧＰＳ受信機２２３０、バッテリ２２４０、記憶部２２
５０、及び制御部２２６０を有する。ただし、無線端末ＵＥは、ＧＰＳ受信機２２３０を
有していなくてもよい。
【０１３３】
　アンテナ２２０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部２２１０は、例えば
無線周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ２２
０１を介して無線信号を送受信する。また、無線通信部２２１０は、送信信号の変調と受
信信号の復調とを行う。ユーザインターフェイス部２２２０は、ユーザとのインターフェ
イスとして機能するディスプレイやボタン等である。バッテリ２２４０は、無線端末ＵＥ
の各ブロックに供給される電力を蓄える。記憶部２２５０は、例えばメモリを用いて構成
され、無線端末ＵＥの制御等に用いられる各種の情報を記憶する。制御部２２６０は、例
えばＣＰＵを用いて構成され、無線端末ＵＥが備える各種の機能を制御する。
【０１３４】
　制御部２２６０は、Immediate MDT処理部２２６１、Logged MDT処理部２２６２、及び
ＭＤＴ制御部２２６３を有する。Immediate MDT処理部２２６１は第１の測定処理部に相
当し、Logged MDT処理部２２６２は第２の測定処理部に相当し、ＭＤＴ制御部２２６３は
測定制御部に相当する。
【０１３５】
　Immediate MDT処理部２２６１は、コネクテッド状態において無線基地局ｅＮＢとImmed
iate MDTを行う。具体的には、Immediate MDT処理部２２６１は、コネクテッド状態にお
いて、測定構成を含むMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージを無線通信部２１０２２１
０が受信すると、受信したMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージに含まれる測定構成を
設定（すなわち、記憶部２２５０に記憶）する。測定構成は、測定すべき無線環境の種別
を示すパラメータと、報告トリガの種別を示すパラメータとを含む。
【０１３６】
　また、Immediate MDT処理部２２６１は、測定すべき無線環境の種別を示すパラメータ
に従って、無線環境の測定を行うとともに、測定を行った際の位置に関する位置情報を生
成する。位置情報は、サービングセルのＥＣＧＩ（E-UTRAN Cell Global Identifier）を
含む。また、無線端末ＵＥが測位機能を有している場合、位置情報は、ＧＮＳＳ（Global
 Navigation Satellite System）位置情報をさらに含む。一方、無線端末ＵＥが測位機能
を有していない場合、位置情報は、隣接セルからの受信状態に関するＲＦ（Radio freque
ncy）フィンガープリントをさらに含む。
【０１３７】
　そして、Immediate MDT処理部２２６１は、報告トリガの種別を示すパラメータに従っ
て、位置情報が付された測定結果を含むMEASUREMENT REPORTメッセージをソース基地局ｅ
ＮＢに送信するよう無線通信部２１０２２１０を制御する。
【０１３８】
　Logged MDT処理部２２６２は、コネクテッド状態においてLogged MDT（以下、適宜Logg
ed MDT in connectedと称する）を行う。Logged MDT処理部２２６２は、無線基地局ｅＮ
Ｂによって設定された測定構成に従って測定を行い、測定結果及び位置情報を記録する。
具体的には、Logged MDT処理部２２６２は、MEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージに含
まれる、測定すべき無線環境の種別を示すパラメータに従って、ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱ、
又は、ＰＨの測定を行う。また、Logged MDT処理部２２６２は、測定を行った際の位置に
関する位置情報と、測定を行った際の時刻に関するタイムスタンプとを生成する。そして
、無線端末ＵＥは、測定結果、位置情報、及びタイムスタンプの組をログデータとして記
録（記憶部２２５０に記憶）する。
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【０１３９】
　ＭＤＴ制御部２２６３は、Immediate MDT処理部２２６１及びLogged MDT処理部２２６
２を制御する。ＭＤＴ制御部２２６３は、無線基地局ｅＮＢからターゲット基地局へのハ
ンドオーバのトリガに応じて、Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替える
。具体的には、ＭＤＴ制御部２２６３は、無線基地局ｅＮＢからのRRC CONNECTION RECON
FIGURATIONメッセージを無線通信部２１０２２１０が受信したこと、すなわち、無線基地
局ｅＮＢからハンドオーバを指示されたことをハンドオーバのトリガとして、Immediate 
MDTからLogged MDT in connectedに切り替える。
【０１４０】
　ＭＤＴ制御部２２６３は、RRC CONNECTION RECONFIGURATIONメッセージに含まれる、タ
ーゲット基地局がMDTをサポートしているか否かを示す情報に基づき、ターゲット基地局
がMDTをサポートしているか否かを判定する。例えば、ＭＤＴ制御部２２６３は、ターゲ
ット基地局から報知されるシステム情報や、ソース基地局から通知されるターゲット基地
局情報などから、ターゲット基地局がMDTをサポートしているか否かを判定する。ターゲ
ット基地局がMDTをサポートしていると判定した場合、ＭＤＴ制御部２２６３は、Immedia
te MDTを継続する。一方、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしていないと判定した場
合、無線端末ＵＥは、Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替える。
【０１４１】
　図１２は、Immediate MDTからLogged MDT in connectedへの切り替え時及び切り替え後
の無線端末ＵＥの動作を説明するためのタイムチャートである。
【０１４２】
　図１２に示すように、時刻ｔ１において、無線端末ＵＥは、ＭＤＴをサポートしていな
い無線基地局（セル）へのハンドオーバを行う。ここで、ＭＤＴ制御部２２６３は、Logg
ed MDT in connectedを開始するまでの一定時間を計時するためのタイマを起動する。な
お、当該タイマは、ＭＤＴをサポートしていない無線基地局（セル）へのハンドオーバを
行った直後に、ハンドオーバ元の無線基地局（セル）等へ再度ハンドオーバを行う可能性
を考慮したものである。
【０１４３】
　時刻ｔ２において、Logged MDT in connectedを開始するまでの一定時間を計時するた
めのタイマが満了すると、ＭＤＴ制御部２２６３は、Logged MDT in connectedを開始す
るようLogged MDT処理部２２６２に指示する。Logged MDT処理部２２６２は、無線基地局
ｅＮＢによって設定された測定構成、又は、予め設定されている測定構成に従ってLogged
 MDT in connectedを開始する。
【０１４４】
　時刻ｔ３において、Logged MDT処理部２２６２は、測定トリガに対応するイベントの発
生を検知すると、無線環境の測定を行う。また、Logged MDT処理部２２６２は、イベント
発生時（すなわち測定時）の位置に関する位置情報を取得し、無線環境の測定結果と、位
置情報とを記録する。さらに、Logged MDT処理部２２６２は、無線端末ＵＥ内部で管理す
る絶対時間を示す情報（すなわち時刻ｔ３を示す情報）を記録する。
【０１４５】
　時刻ｔ４において、無線端末ＵＥは、ＭＤＴをサポートしていない無線基地局（セル）
から、ＭＤＴをサポートしている無線基地局（セル）へのハンドオーバを行う。
【０１４６】
　時刻ｔ５において、Logged MDT処理部２２６２は、ＭＤＴをサポートしている無線基地
局に対し、測定結果の報告を行う。Logged MDT in connected で収集したログのレポート
方法手順には、現在3GPPで規定されているImmediate MDTと同様に、無線端末ＵＥがMDTを
サポートしている基地局に移った際、通常のRRM measurement reportと同じように送信す
る手法と、Logged MDT in idleと同様に、RRCconnectionsetupcomplete messageに1bitの
ログ保持情報を含めて、ネットワークの判断でログを吸い上げる方法の、両方などが考え
られる。ここで、Logged MDT処理部２２６２は、時刻ｔ３において測定を行った際の測定
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結果、位置情報、及び時刻情報を報告する。時刻情報は、無線端末ＵＥ内部で管理する現
在の絶対時間（Day, Hour, Min, Sec）を示す情報（すなわち時刻ｔ５に対応する時間情
報）と、時刻ｔ５と時刻ｔ３との間の相対時間を示す情報とを含む。ここで、Logged MDT
 in connectedが無線基地局eNBによって設定された測定構成ではなかった場合、無線端末
UE内部で管理している絶対時間は、十分信頼できるものではない。そこで、基地局は無線
端末UEの報告時刻t5とネットワークの絶対時間よりギャップを計算し、報告t3を信頼性の
ある情報に書き換える。このように、報告を受けた無線基地局は、報告時の絶対時間と相
対時間とから、測定時に対応する時間情報（Day, Hour, Min, Sec）を、ネットワークの
絶対時間に則した形で算出することができる。
【０１４７】
　（４．４）無線測定収集方法
　図１３は、第４実施形態に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図である。ここでは
、ＭＤＴをサポートする無線基地局ｅＮＢから他の無線基地局へのハンドオーバを行うケ
ースについて説明する。また、当該ＭＤＴをサポートする無線基地局ｅＮＢをソース基地
局ｅＮＢと称し、当該他の無線基地局をターゲット基地局と称する。
【０１４８】
　図１３に示すように、ステップＳ２１０１において、無線端末ＵＥは、コネクテッド状
態であり、ソース基地局ｅＮＢのセルをサービングサービングセルとしている。
【０１４９】
　ステップＳ２１０２において、ソース基地局ｅＮＢは、MEASUREMENT CONFIGURATIONメ
ッセージを無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥは、MEASUREMENT CONFIGURATIONメッ
セージを受信する。
【０１５０】
　ステップＳ２１０３において、無線端末ＵＥは、受信したMEASUREMENT CONFIGURATION
メッセージに含まれる測定構成を記憶し、Immediate MDTを開始する。測定構成は、測定
すべき無線環境の種別を示すパラメータと、報告トリガの種別を示すパラメータとを含む
。
【０１５１】
　ステップＳ２１０４において、無線端末ＵＥは、測定すべき無線環境の種別を示すパラ
メータに従って、無線環境の測定を行う。無線環境とは、例えば、参照信号受信電力（Ｒ
ＳＲＰ）及び参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）、又は、パワーヘッドルーム（ＰＨ）である
。なお、ソース基地局ｅＮＢは、上りリンクの信号強度又は信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ
）を測定してもよい。また、無線端末ＵＥは、測定を行った際の位置に関する位置情報を
生成する。位置情報は、サービングセルのＥＣＧＩ（E-UTRAN Cell Global Identifier）
を含む。また、無線端末ＵＥが測位機能を有している場合、位置情報は、ＧＮＳＳ（Glob
al Navigation Satellite System）位置情報をさらに含む。一方、無線端末ＵＥが測位機
能を有していない場合、位置情報は、隣接セルからの受信状態に関するＲＦ（Radio freq
uency）フィンガープリントをさらに含む。
【０１５２】
　ステップＳ２１０５において、無線端末ＵＥは、報告トリガの種別を示すパラメータに
従って、位置情報が付された測定結果を含むMEASUREMENT REPORTメッセージをソース基地
局ｅＮＢに送信する。例えば、ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを測定する場合、報告トリガの種別
は、定期的、サービングセルのＲＳＲＰ及び／又はＲＳＲＱが閾値よりも低下したこと、
又は、無線リンク障害である。ソース基地局ｅＮＢは、MEASUREMENT REPORTメッセージを
受信する。また、ソース基地局ｅＮＢは、MEASUREMENT REPORTメッセージに含まれる、位
置情報が付された測定結果を記憶する。ソース基地局ｅＮＢは、位置情報が付された測定
結果を保守監視装置ＯＡＭに送信する。
【０１５３】
　ステップＳ２１０６において、ソース基地局ｅＮＢは、MEASUREMENT REPORTメッセージ
に含まれる測定結果に応じて、ターゲット基地局へのハンドオーバを決定する。
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【０１５４】
　ステップＳ２１０７において、ソース基地局ｅＮＢは、HANDOVER REQUESTメッセージを
ターゲット基地局に送信する。ターゲット基地局は、HANDOVER REQUESTメッセージに応じ
て、無線端末ＵＥの受け入れ可否を判定する。
【０１５５】
　ステップＳ２１０８において、ターゲット基地局は、無線端末ＵＥの受け入れを許可す
ると判定した場合に、その旨のHANDOVER REQUEST ACKメッセージをソース基地局ｅＮＢに
送信する。ソース基地局ｅＮＢは、HANDOVER REQUEST ACKメッセージを受信する。
【０１５６】
　ステップＳ２１０９において、ソース基地局ｅＮＢは、モビリティ制御情報を含むRRC 
CONNECTION RECONFIGURATIONメッセージを無線端末ＵＥに送信する。無線端末ＵＥは、RR
C CONNECTION RECONFIGURATIONメッセージを受信し、ソース基地局ｅＮＢによってターゲ
ット基地局へのハンドオーバを指示される。第４実施形態では、本ステップにおいてソー
ス基地局ｅＮＢは、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを示す情報をRR
C CONNECTION RECONFIGURATIONメッセージに含めて送信する。ＭＤＴをサポートしている
か否かを示す情報とは、ＭＤＴをサポートしていれば“１”、ＭＤＴをサポートしていれ
ば“０”といった１ビットの情報（フラグ）であってもよい。また、ＭＤＴをサポートし
ていればオプションビットをセットする仕様であってもよい。
【０１５７】
　ステップＳ２１１０において、無線端末ＵＥは、RRC CONNECTION RECONFIGURATIONメッ
セージに含まれるターゲット基地局情報等に基づき、ターゲット基地局がＭＤＴをサポー
トしているか否かを判定する。
【０１５８】
　ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしていると判定した場合、ステップＳ１１１にお
いて、無線端末ＵＥは、Immediate MDTを継続する。Immediate MDTを継続する場合、無線
端末ＵＥは、ハンドオーバ後においてMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージをターゲッ
ト基地局から受信する。
【０１５９】
　一方、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしていないと判定した場合、ステップＳ２
１１２において、無線端末ＵＥは、Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替
える。具体的には、Logged MDT in connectedにおいて、無線端末ＵＥは、ステップＳ２
１０２で受信したMEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージに含まれる、測定すべき無線環
境の種別を示すパラメータに従って、ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱ、又は、ＰＨの測定を行う。
また、無線端末ＵＥは、測定を行った際の位置に関する位置情報と、測定を行った際の時
刻に関するタイムスタンプとを生成する。そして、無線端末ＵＥは、測定結果、位置情報
、及びタイムスタンプの組をログデータとして記録する。無線端末ＵＥは、そのようなロ
グデータを定期的に記録してもよい。なお、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局からさら
に次のターゲット基地局にハンドオーバする際に、当該さらに次のターゲット基地局がＭ
ＤＴをサポートしている場合に、記録しているログデータを当該さらに次のターゲット基
地局に報告してもよい。
【０１６０】
　なお、Logged MDT in connected で収集したログのレポート方法手順には、現在3GPPで
規定されているImmediate MDTと同様に、無線端末ＵＥがMDTをサポートしている基地局に
移った際、通常のRRM measurement reportと同じように送信する手法と、Logged MDT in 
idleと同様に、RRCconnectionsetupcomplete messageに1bitのログ保持情報を含めて、ネ
ットワークの判断でログを吸い上げる方法の、両方などが考えられる。
【０１６１】
　ステップＳ２１１３において、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局との接続処理を行う
。具体的には、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局との同期の確立や、各種のネゴシエー
ションを行う。当該接続処理が完了すると、ハンドオーバが完了する。
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【０１６２】
　（４．５）第４実施形態の効果
　以上説明したように、第４実施形態によれば、無線端末ＵＥは、ＭＤＴをサポートして
いないターゲット基地局へのハンドオーバのトリガに応じて、Immediate MDTからLogged 
MDT in connectedに切り替える。これにより、測定処理を継続できるため、ハンドオーバ
中やハンドオーバ後における無線環境を測定でき、最適化に必要な測定結果及び位置情報
を十分に収集できるようになる。
【０１６３】
　また、第４実施形態では、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしな
いと判定した場合に、Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替える。これに
より、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしないことを確認した上でLogged MDT in co
nnectedに切り替えることができ、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートする場合にはImm
ediate MDTを継続することができる。
【０１６４】
　さらに、第４実施形態では、無線端末ＵＥがソース基地局ｅＮＢからハンドオーバを指
示されたことをハンドオーバのトリガとしてImmediate MDTからLogged MDT in connected
に切り替える。これにより、無線端末ＵＥがソース基地局ｅＮＢからハンドオーバを指示
されたことに応じてImmediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替えることができ
るため、ハンドオーバ中やハンドオーバ後における無線環境をより確実に測定できる。
【０１６５】
　第４実施形態では、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしているか
否かを示す情報をソース基地局ｅＮＢから受信し、当該受信した情報に基づいてImmediat
e MDTからLogged MDT in connectedに切り替える。これにより、ターゲット基地局がImme
diate MDTをサポートしているか否かをより確実に判定することができる。
【０１６６】
　（４．６）第４実施形態の変更例
　上述した第４実施形態では、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートし
ているか否かを示す情報をソース基地局ｅＮＢから受信し、当該受信した情報に基づいて
Immediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替えていた。
【０１６７】
　本変更例では、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局が報知する情報を受信し、当該受信
した情報に基づいてImmediate MDTからLogged MDT in connectedに切り替える。
【０１６８】
　図１４は、本変更例に係る無線測定収集方法を示すシーケンス図である。ここでは、上
述した第４実施形態との相違点を主として説明する。
【０１６９】
　ステップＳ２２０１において、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局が報知する情報（す
なわち、報知情報）を受信する。なお、ターゲット基地局は、当該報知情報を周期的に報
知している。当該報知情報は、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）及びシステム情報ブロック
（ＳＩＢ）を含む。ＳＩＢは、ターゲット基地局が準拠するリリース（バージョン）の情
報を含む。
【０１７０】
　ステップＳ２１１０において、無線端末ＵＥは、ＳＩＢに含まれる情報に基づき、ター
ゲット基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを判定する。具体的には、無線端末ＵＥ
は、ターゲット基地局が準拠するリリース（バージョン）の情報から、ターゲット基地局
がＭＤＴをサポートしているか否かを判定する。この場合、ターゲット基地局がRel-10以
降のリリース（バージョン）に準拠していれば、ターゲット基地局がImmediate MDTをサ
ポートしているとみなす。
【０１７１】
　その他の処理については、上述した第４実施形態と同様である。
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【０１７２】
　本変更例によれば、無線端末ＵＥは、ターゲット基地局が報知するＳＩＢに含まれる情
報に基づいてターゲット基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを判定する。これによ
り、ターゲット基地局がＭＤＴをサポートしているか否かを判定する精度は第１第４実施
形態よりも低下するものの、ＳＩＢに含まれる既存の情報を利用することができ、既存シ
ステムに対する変更を最小限に留めることができる。
【０１７３】
　（５）その他の実施形態
　上記のように、本発明は各実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及
び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には
様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【０１７４】
　上述した第１実施形態～第３実施形態では、無線端末ＵＥは、測定を行った際にタイマ
を起動していたが、タイマの起動タイミングは他のタイミングでもよい。例えば、無線端
末ＵＥは、測定結果を無線基地局ｅＮＢに報告できないことを検知した際にタイマを起動
してもよい。あるいは、無線端末ＵＥは、測定を行ったタイミングから、測定結果を無線
基地局ｅＮＢに報告できない期間が一定時間継続したことを検知した際にタイマを起動し
てもよい。
【０１７５】
　上述した第４実施形態では、無線端末ＵＥは、Immediate MDTからLogged MDT in conne
ctedに切り替えた後、Immediate MDT向けの測定構成に従ってLogged MDT in connectedを
行っていた。すなわち、図１３において、無線端末ＵＥは、ステップＳ２１１２でLogged
 MDT in connectedに切り替えた後、ステップＳ２１０３で設定した測定構成を用いてLog
ged MDT in connectedを行っていた。しかしながら、無線端末ＵＥは、Immediate MDTか
らLogged MDT in connectedに切り替えた後、予め設定された測定構成の規定に応じて自
動的にImmediate MDT向けの測定構成を生成してもよい。
【０１７６】
　あるいは、ソース基地局ｅＮＢは、ステップＳ２１０９でRRC CONNECTION RECONFIGURA
TIONメッセージを無線端末ＵＥに送信する際に、Logged MDT in connected向けの測定構
成を送信してもよい。当該Logged MDT in connected向けの測定構成は、測定対象（measu
rements to be logged）、測定トリガ（triggering of logging event）、測定期間（tot
al duration of logging）、タイムスタンプ（network absolute time stamp）、測定エ
リア（measurements area）、絶対時間（absolute time）を含んでもよい。
【０１７７】
　この場合、無線端末ＵＥは、Logged MDT in connectedに切り替えた後、測定期間にお
いて、MEASUREMENT CONFIGURATIONメッセージに従って無線環境の測定を行うとともに、
当該測定結果を含むログデータを保持する。具体的には、無線端末ＵＥは、Logged MDT i
n connected向けの測定構成の設定時に測定期間のタイマ（duration timer）を起動し、
当該タイマが満了するとログデータの記録を終了する。
【０１７８】
　そして、無線端末ＵＥは、MEASUREMENT REPORTメッセージの受信をサポートする無線基
地局に接続した際に、ログデータを保持していることを示すログ保持情報（Availability
 Indicatorと称される）を当該無線基地局に送信する。具体的には、無線端末ＵＥは、接
続の確立が完了したことを示すRRCConnectionSetupCompleteメッセージにログ保持情報を
含めて送信する。当該無線基地局は、受信したログ保持情報に基づいて、ログデータの報
告を要求する要求メッセージであるUEInformationRequestメッセージを無線端末ＵＥに送
信する。無線端末ＵＥは、UEInformationRequestメッセージを受信すると、保持している
ログデータを含むUEInformationResponseメッセージをネットワークに送信する。
【０１７９】
　上述した第４実施形態では、無線端末ＵＥがソース基地局ｅＮＢからハンドオーバを指
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示されたことをハンドオーバのトリガとしてImmediate MDTからLogged MDT in connected
に切り替えていた。しかしながら、無線端末ＵＥからソース基地局ｅＮＢへMEASUREMENT 
REPORTメッセージを送信したことをハンドオーバのトリガとして、Immediate MDTからLog
ged MDT in connectedに切り替えてもよい。
【０１８０】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。
【０１８１】
　なお、米国仮出願第６１／３８５０７３号（２０１０年９月２１日出願）及び米国仮出
願第６１／３８５０８５号（２０１０年９月２１日出願）の全内容が、参照により、本願
明細書に組み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【０１８２】
　以上のように、本発明に係る無線測定収集方法及び無線端末によれば、即座報告型のＭ
ＤＴにおいて測定結果を報告できないケースに適切に対処できると共に、最適化に必要な
測定結果及び位置情報を十分に収集できるため、移動体通信などの無線通信において有用
である。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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