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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャリア及び１つ又は複数の
副キャリアを用いた通信を行う移動通信方法であって、
　前記移動局が、測定ＩＤと測定対象キャリアと報告条件とをリンクして管理している場
合で、かつ、該報告条件が満たされたと判定した場合に、前記無線基地局に対して、該測
定対象キャリアにおける測定結果を含む測定報告を送信する工程Ａと、
　前記移動局が、第１測定ＩＤと第１キャリアを指定する第１測定対象キャリアと第１報
告条件とをリンクして管理している場合で、かつ、前記主キャリアが、該第１キャリアか
ら第２キャリアに変更になった場合で、かつ、該移動局が、該第２キャリアを指定する第
２測定対象キャリアを管理している場合に、該移動局は、該第１測定ＩＤのリンク先を、
該第１測定対象キャリアから該第２測定対象キャリアに変更する工程Ｂと、
　前記移動局が、第３測定ＩＤと第３キャリアを指定する第３測定対象キャリアと第３報
告条件とをリンクして管理している場合で、かつ、該第３キャリアが、前記副キャリアか
ら未設定キャリアに変更になった場合に、該第３測定ＩＤを解放する工程Ｃとを有するこ
とを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　移動局が、無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャリア及び１つ又は複数の
副キャリアを用いた通信を行う移動通信方法であって、
　前記移動局が、測定ＩＤと測定対象キャリアと報告条件とをリンクして管理している場
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合で、かつ、該報告条件が満たされたと判定した場合に、前記無線基地局に対して、該測
定対象キャリアにおける測定結果を含む測定報告を送信する工程Ａと、
　前記移動局が、第１測定ＩＤと第１キャリアを指定する第１測定対象キャリアと第１報
告条件とをリンクして管理している場合で、かつ、前記主キャリアが、前記第１キャリア
から第２キャリアに変更になった場合で、かつ、該移動局が、該第２キャリアを指定する
第２測定対象キャリアを管理していない場合に、該移動局は、該第１測定ＩＤを解放する
工程Ｂと、
　前記移動局が、第３測定ＩＤと第３キャリアを指定する第３測定対象キャリアと第３報
告条件とをリンクして管理している場合で、かつ、該第３キャリアが、前記副キャリアか
ら未設定キャリアに変更になった場合に、該第３測定ＩＤを解放する工程Ｃとを有するこ
とを特徴とする移動通信方法。
【請求項３】
　無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャリア及び１つ又は複数の副キャリア
を用いた通信を行うことができるように構成されている移動局であって、
　測定ＩＤと測定対象キャリアと報告条件とをリンクして管理している場合で、かつ、該
報告条件が満たされたと判定した場合に、前記無線基地局に対して、該測定対象キャリア
における測定結果を含む測定報告を送信するように構成されている送信部と、
　前記移動局において、第１測定ＩＤと第１キャリアを指定する第１測定対象キャリアと
第１報告条件とがリンクされて管理されている場合で、かつ、前記主キャリアが、該第１
キャリアから第２キャリアに変更になった場合で、かつ、該移動局において、該第２キャ
リアを指定する第２測定対象キャリアが管理されている場合に、該第１測定ＩＤのリンク
先を、該第１測定対象キャリアから該第２測定対象キャリアに変更するように構成されて
いる測定処理部とを具備し、
　前記測定処理部は、前記移動局において、第３測定ＩＤと第３キャリアを指定する第３
測定対象キャリアと第３報告条件とをリンクして管理されている場合で、かつ、該第３キ
ャリアが、前記副キャリアから未設定キャリアに変更になった場合に、該第３測定ＩＤを
解放するように構成されていることを特徴とする移動局。
【請求項４】
　無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャリア及び１つ又は複数の副キャリア
を用いた通信を行うことができるように構成されている移動局であって、
　測定ＩＤと測定対象キャリアと報告条件とをリンクして管理している場合で、かつ、該
報告条件が満たされたと判定した場合に、前記無線基地局に対して、該測定対象キャリア
における測定結果を含む測定報告を送信するように構成されている送信部と、
　前記移動局において、第１測定ＩＤと第１キャリアを指定する第１測定対象キャリアと
第１報告条件とがリンクされて管理されている場合で、かつ、前記主キャリアが、該第１
キャリアから第２キャリアに変更になった場合で、かつ、該移動局において、該第２キャ
リアを指定する第２測定対象キャリアが管理されていない場合に、該第１測定ＩＤを解放
するように構成されている測定処理部とを具備し、
　前記測定処理部は、前記移動局において、第３測定ＩＤと第３キャリアを指定する第３
測定対象キャリアと第３報告条件とをリンクして管理されている場合で、かつ、該第３キ
ャリアが、前記副キャリアから未設定キャリアに変更になった場合に、該第３測定ＩＤを
解放するように構成されていることを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）　Ｒｅｌｅａｓｅ-８/９方式の移
動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃ
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ｔ」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」と「ＭｅａｓＩＤ」とを含む「ＭｅａｓＣｏｎｆｉ
ｇ」を送信するように構成されている。
【０００３】
　ここで、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」は、ＲＡＴ及び周波数によって測定対象キャリアを
指定する情報であり、「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」は、Ａ１～Ａ５、Ｂ１～Ｂ２といっ
たイベントや、「Ｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ」等といった「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ」の送信トリガを指定する情報である。
【０００４】
　また、「ＭｅａｓＩｄ」は、図７に示すように、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」と「Ｒｅｐ
ｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」とをリンクする情報である。
【０００５】
　なお、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ」によって「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」に対応
付けられている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」における測定のみを行うように構成されている
。
【０００６】
　ここで、ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ-８/９方式の移動通信システムでは、「Ｉｎｔｅｒ-
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ（異周波ハンドオーバ）」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ（異周波再接続）」が生じた場合に
、移動局ＵＥは、自律的に、「ＭｅａｓＩｄ」リンク先を切り替えるように構成されてい
る。
【０００７】
　例えば、図７及び図８に示すように、「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏ
ｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」によ
って、サービングセル（Ｓｅｒｖｉｎｇ）が、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」によって指
定されている「Ｆ１」内のセルから、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃２」によって指定されて
いる「Ｆ２」内のセルに変更になった場合、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃１」及び「
ＭｅａｓＩｄ＃２」のリンク先を「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」から「ＭｅａｓＯｂｊｅ
ｃｔ＃２」に変更し、「ＭｅａｓＩｄ＃３」及び「ＭｅａｓＩｄ＃４」のリンク先を「Ｍ
ｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃２」から「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」に変更するように構成され
ている。
【０００８】
　また、図７及び図９に示すように、「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖ
ｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」によっ
て、サービングセル（Ｓｅｒｖｉｎｇ）が、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」によって指定
されている「Ｆ１」内のセルから、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」が未設定の「Ｆ４」内のセ
ルに変更になった場合、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」にリンクされてい
た「ＭｅａｓＩｄ＃１」及び「ＭｅａｓＩｄ＃２」を解放するように構成されている。
【０００９】
　その後、無線基地局ｅＮＢが、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ」又は「Ｒｅ-ｅ
ｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」直後の「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ」によって、「Ｆ４」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃４」を追加し
、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃４」に「ＭｅａｓＩｄ」をリンクするように構成されている
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１　ｖ９.２.０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
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　ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ-８/９方式の後継方式であるＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式（
ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ-１０方式）では、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢとの間で、
搬送周波数（ＥＡＲＦＣＮ：Ｅ-ＵＴＲＡ　Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｎｕｍｂｅｒ）の異なるＰＣＣ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）及び１つ又は複数のＳＣＣ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍ
ｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を用いてＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｉｇａｔｉｏ
ｎ）通信を行うことができるように構成されている。
【００１２】
　かかるＣＡ通信では、ＰＣＣ及びＳＣＣの各々においてサービングセルが存在するため
、上述の「ＭｅａｓＩｄ」の切り替え方法及び解放方法を適用することができないという
問題点があった。
【００１３】
　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、ＣＡ通信において、適切
に「ＭｅａｓＩｄ」の切り替え及び解放を行うことができる移動通信方法及び移動局を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の第１の特徴は、移動局が、無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャ
リア及び１つ又は複数の副キャリアを用いた通信を行う移動通信方法であって、前記移動
局が、測定ＩＤと測定対象キャリアと報告条件とをリンクして管理している場合で、かつ
、該報告条件が満たされたと判定した場合に、前記無線基地局に対して、該測定対象キャ
リアにおける測定結果を含む測定報告を送信する工程Ａと、前記主キャリア及び前記副キ
ャリアの組み合わせに変更があった場合、前記移動局が、前記測定対象キャリアによって
指定されているキャリアの種別に応じて、前記測定ＩＤを解放するか否かについて判定す
る工程Ｂとを有することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第２の特徴は、無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャリア及び１
つ又は複数の副キャリアを用いた通信を行うことができるように構成されている移動局で
あって、測定ＩＤと測定対象キャリアと報告条件とをリンクして管理している場合で、か
つ、該報告条件が満たされたと判定した場合に、前記無線基地局に対して、該測定対象キ
ャリアにおける測定結果を含む測定報告を送信するように構成されている送信部と、前記
主キャリア及び前記副キャリアの組み合わせに変更があった場合、前記測定対象キャリア
によって指定されているキャリアの種別に応じて、前記測定ＩＤを解放するか否かについ
て判定するように構成されている測定処理部とを具備することを要旨とする。
【００１６】
　本発明の第３の特徴は、移動局が、無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャ
リア及び１つ又は複数の副キャリアを用いた通信を行う移動通信方法であって、前記主キ
ャリア及び前記副キャリアの組み合わせに変更があった場合、前記移動局が、該副キャリ
アに係る構成情報を解放する工程を有することを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第４の特徴は、無線基地局との間で、搬送波周波数が異なる主キャリア及び１
つ又は複数の副キャリアを用いた通信を行うことができるように構成されている移動局で
あって、前記主キャリア及び前記副キャリアの組み合わせに変更があった場合、該副キャ
リアに係る構成情報を解放するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、本発明によれば、ＣＡ通信において、適切に「ＭｅａｓＩｄ」の
切り替え及び解放を行うことができる移動通信方法及び移動局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動局における測定設定が変化する様子を説明す
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局における測定設定が変化する様子を説明す
るための図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る移動局の動作を示すフローチャートである。
【図７】従来の移動局における測定設定が変化する様子を説明するための図である。
【図８】従来の移動局における測定設定が変化する様子を説明するための図である。
【図９】従来の移動局における測定設定が変化する様子を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式（
ＬＴＥ　Ｒｅｌｅａｓｅ-１０方式）の移動通信システムである。
【００２１】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥは、搬送波周波数（ＥＡＲＦＣＮ
）が異なるＰＣＣ及び１つ又は複数のＳＣＣを用いたＣＡ通信を行うことができるように
構成されている。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、ＣＡ通信において、ＥＡ
ＲＦＣＮ＃１乃至ＥＡＲＦＣＮ＃５のＣＣを用いることができるように構成されている。
【００２３】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、図１に示すように、移動局ＵＥは、ＥＡＲＦ
ＣＮ＃１のＣＣを「ＰＣＣ」とし、ＥＡＲＦＣＮ＃２のＣＣを「ＳＣＣ＃１」とし、ＥＡ
ＲＦＣＮ＃３のＣＣを「ＳＣＣ＃２」として、ＣＡ通信を行っている。
【００２４】
　ここで、移動局ＵＥのＰＣＣにおけるサービングセルは、「Ｐｃｅｌｌ」であり、移動
局ＵＥのＳＣＣ＃１におけるサービングセルは、「Ｓｃｅｌｌ＃１」であり、移動局ＵＥ
のＳＣＣ＃２におけるサービングセルは、「Ｓｃｅｌｌ＃２」である。
【００２５】
　図２に示すように、移動局ＵＥは、再接続処理部１１と、ハンドオーバ処理部１２と、
測定処理部１３と、送信部１４とを具備している。
【００２６】
　再接続処理部１１は、移動局ＵＥの再接続（例えば、Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ）係る処理を行うように構成されている。
【００２７】
　ハンドオーバ処理部１２は、移動局ＵＥのハンドオーバ（例えば、Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ）係る処理を行うように構成されている。
【００２８】
　測定処理部１３は、「ＭｅａｓＩｄ」と「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」と「ＲｅｐｏｒｔＣ
ｏｎｆｉｇ」とをリンクして管理している場合に、かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によ
って指定されている測定対象キャリアにおける測定処理を行うように構成されている。
【００２９】
　また、測定処理部１３は、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更があった場合、「Ｍｅ
ａｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されているＣＣの種別に応じて、「ＭｅａｓＩｄ」を解
放するか否かについて判定するように構成されている。具体的な判定方法については、後
述する。
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【００３０】
　送信部１４は、「ＭｅａｓＩｄ」と「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎ
ｆｉｇ」とをリンクして管理している場合で、かつ、「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」が満
たされたと判定した場合に、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」にお
ける測定結果を含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を送信するように構成さ
れている。
【００３１】
　以下、図３乃至図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、「Ｉｎ
ｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」等によって、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更
があった場合の移動局ＵＥの動作について説明する。
【００３２】
　図３に示すように、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥは、「ｔｒｉｇｇｅｒ　ｔ
ｙｐｅ」が「Ｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ」である「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」にリンクされ
ている全ての「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００３３】
　ステップＳ１０２において、移動局ＵＥは、変更後のＰＣＣ（Ｔ-ＰＣＣ）を指定する
「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」を管理しているか否かについて判定する。
【００３４】
　かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」を管理していると判定された場合、本動作は、ステッ
プＳ１０３Ａに進み、かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」を管理していないと判定された場
合、本動作は、ステップＳ１０３Ｂに進む。
【００３５】
　以下、移動局ＵＥによって管理されている「ＭｅａｓＩｄ」の各々に関して、ステップ
Ｓ１０３Ａ～Ｓ１０７Ａの動作、或いは、ステップＳ１０３Ｂ～Ｓ１０７Ｂの動作を行う
。
【００３６】
　ステップＳ１０３Ａにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」は、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定しているか否
かについて判定する。
【００３７】
　変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していると判定された場合、本動作は、ステップ
Ｓ１０４Ａに進み、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していないと判定された場合、
本動作は、ステップＳ１０５Ａに進む。
【００３８】
　ステップＳ１０４Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」のリンク先を、
Ｓ-ＰＣＣを指定している「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」から、Ｔ-ＰＣＣを指定している「Ｍ
ｅａｓＯｂｊｅｃｔ」に変更する。
【００３９】
　ステップＳ１０５Ａにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」は、変更前のＳＣＣを指定しているか否かについて判定
する。
【００４０】
　ＳＣＣを指定していると判定された場合、本動作は、ステップＳ１０６Ａに進み、ＳＣ
Ｃを指定していないと判定された場合、本動作は、ステップＳ１０７Ａに進む。
【００４１】
　ステップＳ１０６Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００４２】
　ステップＳ１０７Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」のリンク先を変
更することなく維持する。なお、ステップＳ１０７Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「
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ＭｅａｓＩｄ」を解放してもよい。
【００４３】
　ステップＳ１０８Ａにおいて、移動局ＵＥは、全ての「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステ
ップＳ１０３Ａ～Ｓ１０７Ａの処理が行われたか否かについて判定する。
【００４４】
　ステップＳ１０３Ａ～Ｓ１０７Ａの処理が行われたと判定された場合、本動作は、終了
し、ステップＳ１０３Ａ～Ｓ１０７Ａの処理が行われていないと判定された場合、移動局
ＵＥは、ステップＳ１０３Ａに戻り、次の「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステップＳ１０３
Ａ～Ｓ１０７Ａの処理を行う。
【００４５】
　一方、ステップＳ１０３Ｂにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリン
クされている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」は、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定してい
るか否かについて判定する。
【００４６】
　変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していると判定された場合、本動作は、ステップ
Ｓ１０４Ｂに進み、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していないと判定された場合、
本動作は、ステップＳ１０５Ｂに進む。
【００４７】
　ステップＳ１０４Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００４８】
　ステップＳ１０５Ｂにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」は、変更前のＳＣＣを指定しているか否かについて判定
する。
【００４９】
　ＳＣＣを指定していると判定された場合、本動作は、ステップＳ１０６Ｂに進み、ＳＣ
Ｃを指定していないと判定された場合、本動作は、ステップＳ１０７Ｂに進む。
【００５０】
　ステップＳ１０６Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００５１】
　ステップＳ１０７Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」のリンク先を変
更することなく維持する。なお、ステップＳ１０７Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「
ＭｅａｓＩｄ」を解放してもよい。
【００５２】
　ステップＳ１０８Ｂにおいて、移動局ＵＥは、全ての「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステ
ップＳ１０３Ｂ～Ｓ１０７Ｂの処理が行われたか否かについて判定する。
【００５３】
　ステップＳ１０３Ｂ～Ｓ１０７Ｂの処理が行われたと判定された場合、本動作は、終了
し、ステップＳ１０３Ｂ～Ｓ１０７Ｂの処理が行われていないと判定された場合、移動局
ＵＥは、ステップＳ１０３Ｂに戻り、次の「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステップＳ１０３
Ｂ～Ｓ１０７Ｂの処理を行う。
【００５４】
　ここで、図４及び図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、「Ｉ
ｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」等によって、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変
更があった場合の移動局ＵＥによる「ＭｅａｓＩｄ」の切り替え方法及び解放方法の一例
について説明する。
【００５５】
　例えば、図４に示すＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせから、図５に示すＰＣＣ及びＳＣＣ
の組み合わせに変更になったケースについて説明する。なお、かかるケースでは、移動局
ＵＥにおいて、変更後のＰＣＣ（Ｔ-ＰＣＣ）を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」
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が管理されている。
【００５６】
　かかるケースでは、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃１」がリンクされている「Ｍｅａ
ｓＯｂｊｅｃｔ＃１」が、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定しているため、「Ｍｅａ
ｓＩｄ＃１」のリンク先を、Ｓ-ＰＣＣを指定している「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」か
ら、Ｔ-ＰＣＣを指定している「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」に変更する。
【００５７】
　同様に、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃２」がリンクされている「ＭｅａｓＯｂｊｅ
ｃｔ＃１」が、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定しているため、「ＭｅａｓＩｄ＃２
」のリンク先を、Ｓ-ＰＣＣを指定している「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」から、Ｔ-ＰＣ
Ｃを指定している「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」に変更する。
【００５８】
　また、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃３」及び「ＭｅａｓＩｄ＃４」がリンクされて
いる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃２」が、変更前のＳＣＣを指定しているため、「Ｍｅａｓ
Ｉｄ＃３」及び「ＭｅａｓＩｄ＃４」を解放する。
【００５９】
　同様に、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃５」及び「ＭｅａｓＩｄ＃６」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」が、変更前のＳＣＣを指定しているため、「Ｍｅａ
ｓＩｄ＃５」及び「ＭｅａｓＩｄ＃６」を解放する。
【００６０】
　また、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃７」がリンクされている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃ
ｔ＃４」が、Ｎｏｎ-Ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣを指定しているため、「ＭｅａｓＩｄ
＃７」のリンク先を変更することなく維持する。
【００６１】
　なお、かかる場合であっても、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃７」を解放してもよい
。
【００６２】
　なお、「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」等の際に新たに「ＭｅａｓＣｏｎｆ
ｉｇ」が通知された場合は、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＣｏｎｆｉｇ」を、上に詳
細に説明した手順を行った後に適用する。
【００６３】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈ
ａｎｄｏｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎ
ｔ」等によって、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更があった場合に、移動局ＵＥは、
「ＭｅａｓＩｄ」のリンク先のＣＣの種別に基づいて、適切に「ＭｅａｓＩｄ」の切り替
え及び解放を行うことができる。
【００６４】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　以下、図６を参照して、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムについて、上
述の第１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００６５】
　ここで、図６を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、「Ｉｎｔｅｒ
-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-
ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」等によって、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更があっ
た場合の移動局ＵＥの動作について説明する。
【００６６】
　図６に示すように、ステップＳ２０１において、移動局ＵＥは、「ｔｒｉｇｇｅｒ　ｔ
ｙｐｅ」が「Ｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ」である「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」にリンクされ
ている全ての「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
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【００６７】
　ステップＳ２０２において、移動局ＵＥは、変更後のＰＣＣ（Ｔ-ＰＣＣ）を指定する
「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」を管理しているか否かについて判定する。
【００６８】
　かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」を管理していると判定された場合、本動作は、ステッ
プＳ２０３Ａに進み、かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」を管理していないと判定された場
合、本動作は、ステップＳ２０３Ｂに進む。
【００６９】
　以下、移動局ＵＥによって管理されている「ＭｅａｓＩｄ」の各々に関して、ステップ
Ｓ２０３Ａ～Ｓ２１０Ａの動作、或いは、ステップＳ２０３Ｂ～Ｓ２１０Ｂの動作を行う
。
【００７０】
　ステップＳ２０３Ａにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」は、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定しているか否
かについて判定する。
【００７１】
　変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していると判定された場合、本動作は、ステップ
Ｓ２０４Ａに進み、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していないと判定された場合、
本動作は、ステップＳ２０５Ａに進む。
【００７２】
　ステップＳ２０４Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」のリンク先を、
Ｓ-ＰＣＣを指定している「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」から、Ｔ-ＰＣＣを指定している「Ｍ
ｅａｓＯｂｊｅｃｔ」に変更する。
【００７３】
　ステップＳ２０５Ａにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されているＣＣが、ＳＣＣからＮｏｎ-ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣに変更になったか否かについて判定する。
【００７４】
　ＳＣＣからＮｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣに変更になったと判定された場合、本
動作は、ステップＳ２０６Ａに進み、ＳＣＣからＮｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣに
変更になっていないと判定された場合、本動作は、ステップＳ２０７Ａに進む。
【００７５】
　ステップＳ２０６Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００７６】
　ステップＳ２０７Ａにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されているＣＣが、Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒｅｄ　ＣＣからＳＣＣに変更になったか否かについて判定する。
【００７７】
　Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣからＳＣＣに変更になったと判定された場合、本
動作は、ステップＳ２０８Ａに進み、Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣからＳＣＣに
変更になっていないと判定された場合、本動作は、ステップＳ２０９Ａに進む。
【００７８】
　ステップＳ２０８Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００７９】
　ステップＳ２０９Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」のリンク先を変
更することなく維持する。なお、ステップＳ２０９Ａにおいて、移動局ＵＥは、かかる「
ＭｅａｓＩｄ」を解放してもよい。
【００８０】
　ステップＳ２１０Ａにおいて、移動局ＵＥは、全ての「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステ
ップＳ２０３Ａ～Ｓ２１０Ａの処理が行われたか否かについて判定する。
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【００８１】
　ステップＳ２０３Ａ～Ｓ２１０Ａの処理が行われたと判定された場合、本動作は、終了
し、ステップＳ２０３Ａ～Ｓ２１０Ａの処理が行われていないと判定された場合、移動局
ＵＥは、ステップＳ２０３Ａに戻り、次の「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステップＳ２０３
Ａ～Ｓ２１０Ａの処理を行う。
【００８２】
　一方、ステップＳ２０３Ｂにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリン
クされている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」は、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定してい
るか否かについて判定する。
【００８３】
　変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していると判定された場合、本動作は、ステップ
Ｓ２０４Ｂに進み、変更前のＰＣＣ（Ｓ-ＰＣＣ）を指定していないと判定された場合、
本動作は、ステップＳ２０５Ｂに進む。
【００８４】
　ステップＳ２０４Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００８５】
　ステップＳ２０５Ｂにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されているＣＣが、ＳＣＣからＮｏｎ-ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣに変更になったか否かについて判定する。
【００８６】
　ＳＣＣからＮｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣに変更になったと判定された場合、本
動作は、ステップＳ２０６Ｂに進み、ＳＣＣからＮｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣに
変更になっていないと判定された場合、本動作は、ステップＳ２０７Ｂに進む。
【００８７】
　ステップＳ２０６Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００８８】
　ステップＳ２０７Ｂにおいて、移動局ＵＥは、該当する「ＭｅａｓＩｄ」がリンクされ
ている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されているＣＣが、Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒｅｄ　ＣＣからＳＣＣに変更になったか否かについて判定する。
【００８９】
　Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣからＳＣＣに変更になったと判定された場合、本
動作は、ステップＳ２０８Ｂに進み、Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣからＳＣＣに
変更になっていないと判定された場合、本動作は、ステップＳ２０９Ｂに進む。
【００９０】
　ステップＳ２０８Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」を解放する。
【００９１】
　ステップＳ２０９Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＩｄ」のリンク先を変
更することなく維持する。なお、ステップＳ２０９Ｂにおいて、移動局ＵＥは、かかる「
ＭｅａｓＩｄ」を解放してもよい。
【００９２】
　ステップＳ２１０Ｂにおいて、移動局ＵＥは、全ての「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステ
ップＳ２０３Ｂ～Ｓ２１０Ｂの処理が行われたか否かについて判定する。
【００９３】
　ステップＳ２０３Ｂ～Ｓ２１０Ｂの処理が行われたと判定された場合、本動作は、終了
し、ステップＳ２０３Ｂ～Ｓ２１０Ｂの処理が行われていないと判定された場合、移動局
ＵＥは、ステップＳ２０３Ｂに戻り、次の「ＭｅａｓＩｄ」に対して、ステップＳ２０３
Ｂ～Ｓ２１０Ｂの処理を行う。
【００９４】
　なお、「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」等の際に新たに「ＭｅａｓＣｏｎｆ
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ｉｇ」が通知された場合は、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＣｏｎｆｉｇ」を、上に詳
細に説明した手順を行った後に適用する。
【００９５】
（本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム）
　以下、本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形
態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００９６】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｈａｎ
ｄｏｖｅｒ」や「Ｉｎｔｅｒ-ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｒｅ-ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ」
等によって、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更があった場合、移動局ＵＥは、ＳＣＣ
に係る他の構成情報を解放するように構成されている。
【００９７】
　すなわち、移動局ＵＥは、ＳＣＣに係るＬ１/Ｌ２の設定情報「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕ
ｒｃｅＣｏｎｆｉｇＤｅｄｉｃａｔｅｄ」や「ＲａｄｉｏＲｅｓｏｕｒｃｅＣｏｎｆｉｇ
Ｃｏｍｍｏｎ」、ＳＣＣに係る報知情報「ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」等、変
更があったＳＣＣに係る設定情報を解放する。
【００９８】
　或いは、移動局ＵＥは、ＳＣＣに係る構成情報の全てを解放するように構成されていて
もよい。
【００９９】
　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。
【０１００】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢとの間で、搬送波周波数
が異なるＰＣＣ（主キャリア）及び１つ又は複数のＳＣＣ（副キャリア）を用いたＣＡ通
信を行う移動通信方法であって、移動局ＵＥが、「ＭｅａｓＩｄ（測定ＩＤ）」と「Ｍｅ
ａｓＯｂｊｅｃｔ（測定対象キャリア）」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ（報告条件）」
とをリンクして管理している場合で、かつ、「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」が満たされた
と判定した場合に、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」における測定
結果を含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（測定報告）」を送信する工程Ａと
、ＳＣＣ及びＰＣＣの組み合わせに変更があった場合、移動局ＵＥが、「ＭｅａｓＯｂｊ
ｅｃｔ」によって指定されているＣＣの種別に応じて、「ＭｅａｓＩｄ」を解放するか否
かについて判定する工程Ｂとを有することを要旨とする。
【０１０１】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、移動局ＵＥが、「ＭｅａｓＩｄ＃
１（第１測定ＩＤ）」と「Ｆ１（第１キャリア）」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃
１（第１測定対象キャリア）」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ＃１（第１報告条件）」と
をリンクして管理している場合で、かつ、ＰＣＣが、「Ｆ１」から「Ｆ３（第２キャリア
）」に変更になった場合で、かつ、移動局ＵＥが、「Ｆ３」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊ
ｅｃｔ＃３（第２測定対象キャリア）」を管理している場合に、移動局ＵＥは、「Ｍｅａ
ｓＩｄ＃１」のリンク先を、「ＭｅａｓＩｄ＃１」から「ＭｅａｓＩｄ＃３」に変更して
もよい。
【０１０２】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、移動局ＵＥが、「ＭｅａｓＩｄ＃
１」と「Ｆ１」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ
＃１」とをリンクして管理している場合で、かつ、ＰＣＣが、「Ｆ１」から「Ｆ３」に変
更になった場合で、かつ、「Ｆ３」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」を管理して
いない場合に、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃１」を解放してもよい。
【０１０３】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、「ＭｅａｓＩｄ＃５/＃６」がリ
ンクされている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」が、「ＳＣＣ」を指定している場合、移動
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局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃５/＃６」を解放してもよい。
【０１０４】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によっ
て指定されていたＳＣＣが、ＳＣＣ及びＰＣＣの組み合わせの変更後も、ＳＣＣとして継
続される場合、移動局ＵＥは、かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」にリンクされている「Ｍ
ｅａｓＩｄ」のリンク先を変更することなく維持してもよい。
【０１０５】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、「ＭｅａｓＩｄ＃７」がリンクさ
れている「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃４」が、ＰＣＣ及びＳＣＣ以外のキャリア（Ｎｏｎ-
ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣ）を指定している場合、移動局ＵＥは、「ＭｅａｓＩｄ＃７
」のリンク先を変更することなく維持してもよい。
【０１０６】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂにおいて、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によっ
て指定されていたＰＣＣ及びＳＣＣ以外のキャリア（Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　Ｃ
Ｃ）が、ＳＣＣ及びＰＣＣの組み合わせの変更後に、ＳＣＣとなる場合、移動局ＵＥは、
かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」にリンクされている「ＭｅａｓＩｄ」を解放してもよい
。
【０１０７】
　本実施形態の第２の特徴は、無線基地局ｅＮＢとの間で、搬送波周波数が異なるＰＣＣ
及び１つ又は複数のＳＣＣを用いたＣＡ通信を行うことができるように構成されている移
動局ＵＥであって、「ＭｅａｓＩｄ」と「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏ
ｎｆｉｇ」とをリンクして管理している場合で、かつ、「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ」が
満たされたと判定した場合に、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」に
おける測定結果を含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を送信するように構成
されている送信部１４と、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更があった場合、「Ｍｅａ
ｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されているＣＣの種別に応じて、「ＭｅａｓＩｄ」を解放
するか否かについて判定するように構成されている測定処理部１３とを具備することを要
旨とする。
【０１０８】
　本実施形態の第２の特徴において、移動局ＵＥにおいて、「ＭｅａｓＩｄ＃１」と「Ｆ
１」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ＃１」とが
リンクされて管理されている場合で、かつ、ＰＣＣが、「Ｆ１」から「Ｆ３」に変更にな
った場合で、かつ、移動局ＵＥにおいて、「Ｆ３」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃
３」が管理されている場合に、測定処理判定部１３は、「ＭｅａｓＩｄ＃１」のリンク先
を、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」から「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」に変更するように
構成されていてもよい。
【０１０９】
　本実施形態の第２の特徴において、移動局ＵＥにおいて、「ＭｅａｓＩｄ＃１」と「Ｆ
１」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃１」と「ＲｅｐｏｒｔＣｏｎｆｉｇ＃１」とが
リンクされて管理されている場合で、かつ、ＰＣＣが、「Ｆ１」から「Ｆ３」に変更にな
った場合で、かつ、移動局ＵＥにおいて、「Ｆ３」を指定する「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃
３」が管理されていない場合に、測定処理部１３は、「ＭｅａｓＩｄ＃１」を解放するよ
うに構成されていてもよい。
【０１１０】
　本実施形態の第２の特徴において、「ＭｅａｓＩｄ＃５/＃６」がリンクされている「
ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ＃３」が、「ＳＣＣ」を指定している場合、測定処理部１３は、「
ＭｅａｓＩｄ＃５/＃６」を解放するように構成されていてもよい。
【０１１１】
　本実施形態の第２の特徴において、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されていた
ＳＣＣが、ＳＣＣ及びＰＣＣの組み合わせの変更後も、ＳＣＣとして継続される場合、測
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定処理部１３は、かかる「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」にリンクされている「ＭｅａｓＩｄ」
のリンク先を変更することなく維持するように構成されていてもよい。
【０１１２】
　本実施形態の第２の特徴において、「ＭｅａｓＩｄ＃７」がリンクされている「Ｍｅａ
ｓＯｂｊｅｃｔ＃４」が、ＰＣＣ及びＳＣＣ以外のキャリア（Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ｅｄ　ＣＣ）を指定している場合、測定処理部１３は、「ＭｅａｓＩｄ＃７」のリンク先
を変更することなく維持するように構成されていてもよい。
【０１１３】
　本実施形態の第２の特徴において、「ＭｅａｓＯｂｊｅｃｔ」によって指定されていた
ＰＣＣ及びＳＣＣ以外のキャリア（Ｎｏｎ-ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ＣＣ）が、ＳＣＣ及
びＰＣＣの組み合わせの変更後に、ＳＣＣとなる場合、測定処理部１３は、かかる「Ｍｅ
ａｓＯｂｊｅｃｔ」にリンクされている「ＭｅａｓＩｄ」を解放するように構成されてい
てもよい。
【０１１４】
　本実施形態の第３の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢとの間で、搬送波周波数
が異なるＰＣＣ及び１つ又は複数のＳＣＣを用いたＣＡ通信を行う移動通信方法であって
、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更があった場合、移動局ＵＥが、ＳＣＣに係る構成
情報を解放する工程を有することを要旨とする。
【０１１５】
　本実施形態の第４の特徴は、無線基地局ｅＮＢとの間で、搬送波周波数が異なるＰＣＣ
及び１つ又は複数のＳＣＣを用いたＣＡ通信を行うことができるように構成されている移
動局ＵＥであって、ＰＣＣ及びＳＣＣの組み合わせに変更があった場合、ＳＣＣに係る構
成情報を解放するように構成されていてもよい。
【０１１６】
　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。
【０１１７】
　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。
【０１１８】
　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。
【０１１９】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１２０】
ｅＮＢ…無線基地局
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ＵＥ…移動局
１１…再接続処理部
１２…ハンドオーバ処理部
１３…測定処理部
１４…送信部

【図１】

【図２】

【図３】
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