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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソースで信号を送
信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用いられる無
線通信端末であって、
　前記無線通信基地局が提供する通信セルの測定結果に関する報告を作成する際に参照さ
れる制御情報を受信する受信部と、
　接続中の通信セルである自セルとの無線リンクの状態を監視する無線リンク監視部と、
　前記無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の受信に関する測定を行う測
定部と、
　前記自セルにおける無線リンク失敗が発生した際の測定結果を含む無線リンク失敗報告
を作成する報告作成部と、
　前記無線リンク失敗報告を送信する送信部と、を備え、
　無線リンク失敗発生後、前記無線通信基地局からの前記制御情報に、測定を一部の無線
リソースに制限する指示が含まれている場合、前記報告作成部は、前記無線リンク失敗が
発生した際の前記指示された無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を
作成する無線通信端末。
【請求項２】
　請求項１に記載の無線通信端末であって、
　前記一部の無線リソースは、前記無線通信基地局が前記自セルにおける下り信号を送信



(2) JP 5809647 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

しない又は送信電力を下げて送信するサブフレームである無線通信端末。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の無線通信端末であって、
　前記一部の無線リソースは、前記自セルに隣接した通信セルにおける下り信号が送信さ
れない又は低い送信電力で送信されるサブフレームである無線通信端末。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の無線通信端末であって、
　前記自セルに関する制御情報に、測定結果を一部の無線リソースに制限する指示が含ま
れている場合、前記報告作成部は、前記無線リンク失敗が発生した際の、前記自セルに隣
接した通信セルにおける前記一部の無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗
報告を作成する無線通信端末。
【請求項５】
　無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソースで信号を送
信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用いられる無
線通信端末であって、
　前記無線通信基地局から、測定する自セル又は隣接セルの無線リソースの制限に関する
制御情報を受信する受信部と、
　前記自セル又は隣接セルにおける参照信号を受信して、下り信号の受信に関する測定を
行う測定部と、
　前記測定した結果を含む無線リンク失敗報告を作成する報告作成部と、
　前記無線リンク失敗報告を送信する送信部と、を備え、
　前記無線通信基地局からの前記制御情報に、前記自セル又は隣接セルの測定を一部の無
線リソースに制限する指示が含まれている場合、前記報告作成部は、前記自セル又は隣接
セルの前記指示された無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を作成す
る無線通信端末。
【請求項６】
　請求項５に記載の無線通信端末であって、
　前記報告作成部は、前記一部の無線リソースに制限する指示に応じて前記自セル又は隣
接セルが測定された場合、前記指示に応じて測定した測定結果であることを示すフラグを
真にセットした無線リンク失敗報告を作成する無線通信端末。
【請求項７】
　無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソースで信号を送
信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用いられる前
記無線通信基地局であって、
　前記無線通信システムで用いられる無線通信端末より、前記一部の無線リソースに制限
した測定結果を含む無線リンク失敗報告を受信する受信部と、
　前記受信した無線リンク失敗報告が、前記一部の無線リソースに制限した測定結果であ
るか否かを判断する制御部と、
を備える無線通信基地局。
【請求項８】
　無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソースで信号を送
信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用いられる前
記無線通信基地局であって、
　前記無線通信システムで用いられる無線通信端末より、前記一部の無線リソースに制限
した自セル又は隣接セルにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を受信する受信部と
、
　前記受信した無線リンク失敗報告が、前記一部の無線リソースに制限した測定結果であ
るか否かを判断する制御部と、
を備える無線通信基地局。
【請求項９】
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　第一及び第二の無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソ
ースで信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システム
であって、
　前記第一の無線通信基地局は、
　当該無線通信基地局が提供する通信セルの測定結果に関する報告を無線通信端末が作成
する際に参照される制御情報を前記無線通信端末に送信し、
　前記無線通信端末は、
　前記制御情報を受信する受信部と、
　接続中の通信セルである自セルとの無線リンクの状態を監視する無線リンク監視部と、
　前記第一の無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の受信に関する測定を
行う測定部と、
　前記自セルにおける無線リンク失敗が発生した際の測定結果を含む無線リンク失敗報告
を作成する報告作成部と、
　前記無線リンク失敗報告を送信する送信部と、を備え、
　無線リンク失敗発生後、前記第一の無線通信基地局からの前記制御情報に、測定を一部
の無線リソースに制限する指示が含まれている場合、前記報告作成部は、前記無線リンク
失敗が発生した際の前記指示された無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗
報告を作成し、
　前記第二の無線通信基地局は、
　前記無線通信端末が作成した前記一部の無線リソースに制限した測定結果を含む無線リ
ンク失敗報告を、前記無線通信端末より受信する受信部と、
　前記受信した無線リンク失敗報告が、前記一部の無線リソースに制限した測定結果であ
るか否かを判断する制御部と、を備える無線通信システム。
【請求項１０】
　第一及び第二の無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソ
ースで信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システム
であって、
　前記第一の無線通信基地局は、
　当該無線通信基地局が提供するセルである自セル又は隣接セルを無線通信端末が測定す
る際の無線リソースの制限に関する制御情報を前記無線通信端末に送信し、
　前記無線通信端末は、
　前記制御情報を受信する受信部と、
　前記第一の無線通信基地局が提供する通信セルにおける参照信号を受信して、下り信号
の受信に関する測定を行う測定部と、
　前記測定した結果を含む無線リンク失敗報告を作成する報告作成部と、
　前記無線リンク失敗報告を送信する送信部と、を備え、
　前記第一の無線通信基地局からの前記制御情報に、前記自セル又は隣接セルの測定を一
部の無線リソースに制限する指示が含まれている場合、前記報告作成部は、前記指示され
た無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を作成し、
　前記第二の無線通信基地局は、
　前記無線通信端末が作成した前記一部の無線リソースに制限した測定結果を含む無線リ
ンク失敗報告を、前記無線通信端末より受信する受信部と、
　前記受信した無線リンク失敗報告が、前記一部の無線リソースに制限した測定結果であ
るか否かを判断する制御部と、を備える無線通信システム。
【請求項１１】
　無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソースで信号を送
信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムにおける無線通
信端末の報告方法であって、
　前記無線通信基地局が提供する通信セルの測定結果に関する報告を作成する際に参照さ
れる参照情報を受信し、
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　接続中の通信セルである自セルとの無線リンクの状態を監視し、
　前記無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の受信に関する測定を行い、
　前記自セルにおける無線リンク失敗発生後、前記無線通信基地局からの前記制御情報に
、測定を一部の無線リソースに制限する指示が含まれている場合、前記無線リンク失敗が
発生した際の前記指示された無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を
作成し、
　前記無線リンク失敗報告を送信する、
　報告方法。
【請求項１２】
　無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソースで信号を送
信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムにおける無線通
信端末の報告方法であって、
　前記無線通信基地局から、測定する自セル又は隣接セルの無線リソースの制限に関する
制御情報を受信し、
　前記自セル又は隣接セルにおける参照信号を受信して、下り信号の受信に関する測定を
行い、
　前記測定した結果を含む無線リンク失敗報告を作成し、
　前記無線リンク失敗報告を送信し、
　前記無線通信基地局からの前記制御情報に、前記自セル又は隣接セルの測定を一部の無
線リソースに制限する指示が含まれている場合、前記自セル又は隣接セルの前記指示され
た無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を作成する、
　報告方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信基地局が特定のリソースにおいて、無線通信端末に送信するトラフ
ィック量を低減する又は無線信号の送信電力を低減する無線通信システム、当該無線通信
システムで用いられる無線通信端末及び無線通信基地局、並びに、無線通信端末の報告方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　標準化団体３ＧＰＰ（The 3rd Generation Partnership Project）は、ＬＴＥ（Long T
erm Evolution）方式と互換性のある次世代の通信規格として、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅ
ｄ（Long Term Evolution Advanced：ＬＴＥ－Ａ）の標準化を進めている。ＬＴＥでは、
ネットワーク（Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network（E-UTRAN））の
無線通信基地局（E-UTRAN NodeB：eNB）は、１つ以上の通信セルを提供する。無線通信端
末（User Equipment：UE）は、そのうちの１つの通信セルに属する。以下、無線通信基地
局（eNB）を単に「基地局」といい、通信セルを単に「セル」といい、無線通信端末（UE
）を単に「端末」という。
【０００３】
　ＬＴＥでは、ネットワークの自己最適化（Self Optimizing Network：SON）のために、
端末が無線リンク失敗（Radio Link Failure：RLF）時の情報を基地局に提供する。端末
は、無線リンク失敗（RLF）を、以下の３つの場合に検出する。
【０００４】
１．物理層から同期はずれ（out-of-sync）の指示を連続してN310回検出すると、所定時
間T310のカウントが開始される。そして、T310の期間中に、物理層から同期中（in-sync
）を連続してN311回検出しない場合、T310が満了し、端末はRLFを検出する。なお、T310
、N310、N311の値は、基地局から端末に通知される。それらの値が通知されない場合、端
末は予め設定されている値を使用する。
２．メディアアクセス制御（Media Access Control：MAC）層からランダムアクセス問題(
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Random Access Problem)が指示されたとき、端末はRLFを検出する。
３．最大再送回数に到達したことを無線リンク制御（Radio Link Control：RLC）層から
指示されたとき、端末はRLFを検出する。
【０００５】
　端末は、無線リンク失敗（RLF）を検出した際にＡＳセキュリティ（Access Stratum se
curity）を維持していると、ＲＲＣ接続再確立（Radio Resource Control Connection Re
-establishment：RRC Connection Re-establishment）を開始する。
【０００６】
　図１２は、端末がＲＲＣ接続再確立を行う際のタイミングチャートである。端末は、無
線リンク失敗（RLF）を検出すると、セル選択手段を用いて適切なセル（Suitable Cell）
を検出し、そのセルを選択する。次に、端末は、ＲＲＣ接続再確立要求メッセージ（RRC 
Connection Reestablishment Request）をセル選択で選択したセルの基地局に送信する。
基地局は、端末からＲＲＣ接続再確立要求メッセージを受信すると、端末のＲＲＣ接続再
確立要求を受け入れるかを判断する。基地局は、端末を受け入れると判断すると、ＲＲＣ
接続再確立メッセージ（RRC Connection Reestablishment）を端末に送信する。端末は、
ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージ（RRC Conn
ection Reestablishment Complete）を作成する。端末は、最後に発生したRLFに関連する
ＲＬＦ情報が有効であれば、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージにＲＬＦ情報有効フラグ（
rlf-InfoAvailable）を含め、それを真（true）にセットする。端末は、ＲＲＣ接続再確
立完了メッセージを基地局に送信する。以上のようにして、端末はＲＲＣ接続再確立を行
う。
【０００７】
　図１３は、端末が無線リンク失敗時の情報を基地局に提供する一例を示すタイミングチ
ャートである。端末が、ＲＬＦ情報有効フラグ（rlf-InfoAvailable）を含め、それを真
（true）にセットしたＲＲＣ接続再確立完了メッセージを基地局に送信する。基地局は、
ＲＬＦ情報有効フラグを真（true）にセットしたＲＲＣ接続再確立完了メッセージを受信
する。基地局は、端末から無線リンク失敗時の情報が必要であるかを判断する。基地局は
、端末からの情報が必要であると判断すると、端末に無線リンク失敗時の情報を送ること
を要求するために、ＲＬＦ報告要求フラグ（rlf-ReportReq）を真（true）にセットした
端末情報要求メッセージ（UEInformationRequest）を送信する。端末は、ＲＬＦ報告要求
フラグ（rlf-ReportReq）を真（true）にセットした端末報告要求メッセージを受信する
。端末は、ＲＬＦ報告（rlf-report）を作成し、ＲＬＦ報告（rlf-report）を含めた端末
情報応答メッセージ（UE Information Response）を作成し、基地局に送信する。
【０００８】
　図１４は、ＲＬＦ報告（rlf-report）の構成の一例を示す図である。図１４に示すよう
にＲＬＦ報告（rlf-report）は、最後に接続していた自セルの測定結果とRLF発生時の隣
接セルの測定結果により構成される。自セルの測定結果は、受信電力（Reference Signal
 Received Power：RSRP）又は受信品質（Reference Signal Received Quality：RSRQ）に
より構成される。一方、隣接セルの測定結果は、無線アクセス技術（Radio Access Techn
ology：RAT）毎にリスト化され、さらに周波数毎にリスト化される。各リストは、RLF発
生時の測定結果のベストセルから順番に並べられる。なお、端末は、測定が必要な無線ア
クセス技術の周波数に関しては、測定をするように設定される。そして、ＲＬＦ報告（rl
f-report）に含められる測定結果は、端末が測定（measurement）するように設定されて
いた無線アクセス技術の周波数のセルが対象となる。
【０００９】
　基地局あるいはネットワークは、この情報を基に、ネットワークの最適化を行うことが
できる。
【００１０】
　ＬＴＥ－Ａでは、セル間干渉制御（Inter-cell Interference Coordination：ICIC）の
方法として、時間領域におけるセル間の干渉を防止してリソースを保護する制御のために
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、オールモーストブランクサブフレーム（Almost Blank Subframe：ABS）が使用される。
当該制御では、基地局が信号を送信しない又は送信電力を低減した期間を設けることによ
り、他の基地局と端末の間の通信に与える干渉を低減する。
【００１１】
　ＡＢＳは以下の要素で特徴づけられる。
・ＡＢＳは、セル固有の参照信号（Cell Specific Reference Signal：CRS）を常に送信
する。
・ＡＢＳがマルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス単一周波数ネットワ
ーク（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network：MBSFN）サ
ブフレームと一致する場合、ＣＲＳはデータ領域において送信されない。
・ＡＢＳがプライマリー同期信号（Primary Synchronization Signal：PSS）、セカンダ
リー同期信号（Secondary Synchronization Signal：SSS）、物理報知チャネル（Physica
l Broadcast CHannel：PBCH）、報知情報タイプ１（System Information Block Type 1：
SIB1）、ページング（Paging）又は位置参照信号（Positioning Reference Signal：PRS
）とタイミングが一致したら、それらを送信する。
・ＡＢＳはチャネル状態情報参照信号（Channel State Information Reference Signal：
CSI-RS）を送信することができる。
【００１２】
　MBSFNサブフレームがＡＢＳのパターンに含まれるとき、MBSFNサブフレームは、時間領
域セル間干渉制御に使用できる。このような特徴を持つＡＢＳの使用方法の一例を以下に
示す。
【００１３】
　図１５（ａ）及び（ｂ）は、ＡＢＳを使用する一例を説明する図である。図１５に示す
ように、セルのカバレッジエリアが広いマクロセルを中心としたセル配置に加えて、大容
量のトラヒックが集中して発生する屋内施設等のローカルエリアを効率的にカバーするた
めに、セルのカバレッジエリアが狭い低送信電力セル（Low Power Node：LPN）をマクロ
セル内に配置するネットワークが検討されている。低送信電力セルは、中継基地局（Rela
y Node：RN）が管理するセル、マクロセルと同じ機能を有し送信電力が低いピコセル、及
び、基地局間のインタフェース（Ｘ２インタフェース）を持たず特定のメンバーだけが接
続することができるＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セル等である。
【００１４】
　図１５（ａ）は、同一周波数上において、マクロセルのカバレッジ内に、ピコセルが配
置されている例である。例えば、時間領域セル間干渉制御は、ピコセルの端に位置するピ
コセルに接続中の端末によって使用される。例えば、マクロセルの負荷をピコセルに分散
させるために使用される。ピコセルの特定のサブフレームをマクロセルからの干渉から保
護するために、マクロセルによってＡＢＳが使用される。ピコセルに接続している端末は
、移動制御のための無線リソース測定（Radio Resource Measurement：RRM）、無線リン
ク監視（Radio Link Monitoring：RLM）、及び、チャネル状況情報測定（Channel State 
Information measurement：CSI measurement）をその保護されたリソースを使用して行う
。端末は、測定リソース制限（Measurement Resource Restriction）を通知してもらうこ
とにより、保護されたリソースを知ることが出来る。これにより、マクロセルからの干渉
が低減されるタイミングで測定することにより、マクロセルからの強い干渉下にあるピコ
セルの測定精度を高くできる。すなわち、マクロセルのＡＢＳの期間においては、ピコセ
ルの範囲を広げることができ、ピコセルへの接続を維持しやすくなり、負荷分散を行うこ
とができる。
【００１５】
　また、隣接セルに接続中の端末も、ピコセルを測定リソース制限（Measurement Resour
ce Restriction）を用いて測定することにより、マクロセルからの強い干渉下にあるピコ
セルの測定精度を高くできるため、ピコセルへの接続の切替（ハンドオーバ）が行われや
すくなり、負荷分散を行うことができる。
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【００１６】
　図１５（ｂ）は、同一周波数上において、マクロセルのカバレッジ内に、ＣＳＧセルが
配置されている例である。例えば、時間領域セル間干渉制御は、ＣＳＧセルの端に位置す
るマクロセルに接続中の端末によって使用される。例えば、ＣＳＧセルに接続することを
許されていない端末が、マクロセルとの接続を維持するために使用される。
【００１７】
　ＣＳＧセルがＡＢＳを使用することにより、干渉を緩和することで、特定のマクロセル
のサブフレームを干渉から守ることができる。ＣＳＧセルに接続することを許されていな
い端末は、保護されたリソースを測定リソース制限として通知され、ＣＳＧセルからの干
渉が低減されるタイミングで、測定することによりＣＳＧセルからの強い干渉下において
、マクロセルに接続し続けることができる。測定内容は、ＲＲＭ、ＲＬＭ及びＣＳＩがあ
る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】3GPP TS36.300 v10.2.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Acc
ess (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN)”
【非特許文献２】3GPP TS36.331 v10.0.0, “Evolved Universal Terrestrial Radio Acc
ess (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC)”
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　ＡＢＳを使用する環境下において、ＡＢＳのサブフレームで測定した値とＡＢＳではな
いサブフレームで測定した値とでは、測定の精度が異なる。したがって、従来のＲＬＦ報
告（rlf-report）では、基地局が端末の状況を把握する精度が低くなることがあるという
問題がある。
【００２０】
　本発明の目的は、ＡＢＳを使用する環境であっても、無線通信端末における無線リンク
失敗が発生した状況を外部の機器が正確に把握できる無線通信端末、無線通信基地局及び
無線通信システム、並びに、報告方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソース
で信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用
いられる無線通信端末であって、前記無線通信基地局が提供する通信セルの測定結果に関
する報告を作成する際に参照される制御情報を受信する受信部と、接続中の通信セルであ
る自セルとの無線リンクの状態を監視する無線リンク監視部と、前記無線通信基地局が提
供する通信セルにおける下り信号の受信に関する測定を行う測定部と、前記自セルにおけ
る無線リンク失敗が発生した際の測定結果を含む無線リンク失敗報告を作成する報告作成
部と、前記無線リンク失敗報告を送信する送信部と、を備え、無線リンク失敗発生後、前
記無線通信基地局からの前記制御情報に、測定を一部の無線リソースに制限する指示が含
まれている場合、前記報告作成部は、前記無線リンク失敗が発生した際の前記指示された
無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を作成する無線通信端末を提供
する。
【００２２】
　本発明は、無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソース
で信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用
いられる無線通信端末であって、前記無線通信基地局から、測定する自セル又は隣接セル
の無線リソースの制限に関する制御情報を受信する受信部と、前記自セル又は隣接セルに
おける参照信号を受信して、下り信号の受信に関する測定を行う測定部と、前記測定した
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結果を含む無線リンク失敗報告を作成する報告作成部と、前記無線リンク失敗報告を送信
する送信部と、を備え、前記無線通信基地局からの前記制御情報に、前記自セル又は隣接
セルの測定を一部の無線リソースに制限する指示が含まれている場合、前記報告作成部は
、前記自セル又は隣接セルの前記指示された無線リソースにおける測定結果を含む無線リ
ンク失敗報告を作成する無線通信端末を提供する。
【００２３】
　本発明は、無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソース
で信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用
いられる前記無線通信基地局であって、前記無線通信システムで用いられる無線通信端末
より、前記一部の無線リソースに制限した測定結果を含む無線リンク失敗報告を受信する
受信部と、前記受信した無線リンク失敗報告が、前記一部の無線リソースに制限した測定
結果であるか否かを判断する制御部と、を備える無線通信基地局を提供する。
【００２４】
　本発明は、無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソース
で信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムで用
いられる前記無線通信基地局であって、前記無線通信システムで用いられる無線通信端末
より、前記一部の無線リソースに制限した自セル又は隣接セルにおける測定結果を含む無
線リンク失敗報告を受信する受信部と、前記受信した無線リンク失敗報告が、前記一部の
無線リソースに制限した測定結果であるか否かを判断する制御部と、を備える無線通信基
地局を提供する。
【００２５】
　本発明は、第一及び第二の無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部
の無線リソースで信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通
信システムであって、前記第一の無線通信基地局は、当該無線通信基地局が提供する通信
セルの測定結果に関する報告を無線通信端末が作成する際に参照される参照情報を前記無
線通信端末に送信し、前記無線通信端末は、前記制御情報を受信する受信部と、接続中の
通信セルである自セルとの無線リンクの状態を監視する無線リンク監視部と、前記第一の
無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の受信に関する測定を行う測定部と
、前記自セルにおける無線リンク失敗が発生した際の測定結果を含む無線リンク失敗報告
を作成する報告作成部と、前記無線リンク失敗報告を送信する送信部と、を備え、無線リ
ンク失敗発生後、前記第一の無線通信基地局からの前記制御情報に、測定を一部の無線リ
ソースに制限する指示が含まれている場合、前記報告作成部は、前記無線リンク失敗が発
生した際の前記指示された無線リソースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を作
成し、前記第二の無線通信基地局は、前記無線通信端末が作成した前記一部の無線リソー
スに制限した測定結果を含む無線リンク失敗報告を、前記無線通信端末より受信する受信
部と、前記受信した無線リンク失敗報告が、前記一部の無線リソースに制限した測定結果
であるか否かを判断する制御部と、を備える無線通信システムを提供する。
【００２６】
　本発明は、第一及び第二の無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部
の無線リソースで信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通
信システムであって、前記第一の無線通信基地局は、当該無線通信基地局が提供するセル
である自セル又は隣接セルを無線通信端末が測定する際の無線リソースの制限に関する制
御情報を前記無線通信端末に送信し、前記無線通信端末は、前記制御情報を受信する受信
部と、前記第一の無線通信基地局が提供する通信セルにおける参照信号を受信して、下り
信号の受信に関する測定を行う測定部と、前記測定した結果を含む無線リンク失敗報告を
作成する報告作成部と、前記無線リンク失敗報告を送信する送信部と、を備え、前記第一
の無線通信基地局からの前記制御情報に、前記自セル又は隣接セルの測定を一部の無線リ
ソースに制限する指示が含まれている場合、前記報告作成部は、前記指示された無線リソ
ースにおける測定結果を含む無線リンク失敗報告を作成し、前記第二の無線通信基地局は
、前記無線通信端末が作成した前記一部の無線リソースに制限した測定結果を含む無線リ
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ンク失敗報告を、前記無線通信端末より受信する受信部と、前記受信した無線リンク失敗
報告が、前記一部の無線リソースに制限した測定結果であるか否かを判断する制御部と、
を備える無線通信システムを提供する。
【００２７】
　本発明は、無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソース
で信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムにお
ける無線通信端末の報告方法であって、前記無線通信基地局が提供する通信セルの測定結
果に関する報告を作成する際に参照される参照情報を受信し、接続中の通信セルである自
セルとの無線リンクの状態を監視し、前記無線通信基地局が提供する通信セルにおける下
り信号の受信に関する測定を行い、前記自セルにおける無線リンク失敗発生後、前記無線
通信基地局からの前記制御情報に、測定を一部の無線リソースに制限する指示が含まれて
いる場合、前記無線リンク失敗が発生した際の前記指示された無線リソースにおける測定
結果を含む無線リンク失敗報告を作成し、前記無線リンク失敗報告を送信する、報告方法
を提供する。
【００２８】
　本発明は、無線通信基地局が提供する通信セルにおける下り信号の一部の無線リソース
で信号を送信しない又は送信電力を下げて送信する制御が行われる無線通信システムにお
ける無線通信端末の報告方法であって、前記無線通信基地局から、測定する自セル又は隣
接セルの無線リソースの制限に関する制御情報を受信し、前記自セル又は隣接セルにおけ
る参照信号を受信して、下り信号の受信に関する測定を行い、前記測定した結果を含む無
線リンク失敗報告を作成し、前記無線リンク失敗報告を送信し、前記無線通信基地局から
の前記制御情報に、前記自セル又は隣接セルの測定を一部の無線リソースに制限する指示
が含まれている場合、前記自セル又は隣接セルの前記指示された無線リソースにおける測
定結果を含む無線リンク失敗報告を作成する、報告方法を提供する。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係る無線通信端末、無線通信基地局及び無線通信システム、並びに、報告方法
によれば、ＡＢＳを使用する環境であっても、無線通信端末における無線リンク失敗が発
生した状況を外部の機器が正確に把握できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】第１の実施形態の無線通信システムにおいて端末がＲＬＦ報告を送る際のタイミ
ングチャート
【図２】第１の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図
【図３】第１の実施形態の無線通信システムを構成する基地局のブロック図
【図４】第１の実施形態の端末の動作の一例を示すフローチャート
【図５】第２の実施形態の無線通信システムにおいて端末がＲＬＦ報告を送る際のタイミ
ングチャート
【図６】第２の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図
【図７】第２の実施形態の無線通信システムを構成する基地局のブロック図
【図８】第２の実施形態の端末の動作の一例を示すフローチャート
【図９】第３の実施形態の無線通信システムにおいて端末がＲＬＦ報告を送る際のタイミ
ングチャート
【図１０】第３の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図
【図１１】第３の実施形態の端末の動作の一例を示すフローチャート
【図１２】端末がＲＲＣ接続再確立を行う際のタイミングチャート
【図１３】端末が無線リンク失敗時の情報を基地局に提供する一例を示すタイミングチャ
ート
【図１４】ＲＬＦ報告（rlf-report）の構成の一例を示す図
【図１５】（ａ）及び（ｂ）は、ＡＢＳを使用する一例を説明する図
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【図１６】第４の実施形態の無線通信システムにおいて端末が測定結果記録報告を送る際
のタイミングチャート
【図１７】第４の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図
【図１８】第４の実施形態の無線通信システムを構成する基地局のブロック図
【図１９】第４の実施形態の端末の動作の一例を示すフローチャート
【図２０】第４の実施形態の端末の動作の一例を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明に係る無線通信システムの実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する
。以下説明する実施形態の無線通信システムは、少なくとも１つの無線通信端末と、無線
通信ネットワークを介して無線通信端末と通信可能な少なくとも１つの無線通信基地局と
から構成される。以下の説明では、無線通信端末を単に「端末」という。端末は、例えば
携帯電話機である。また、無線通信基地局を単に「基地局」という。基地局は、例えば、
マクロセルを管理するマクロ基地局、ピコセルを管理するピコ基地局、基地局から離れた
エリアに設置される張り出し基地局（Remote Radio Head：RRH）、基地局と無線で接続さ
れる中継装置（リレーノード又はリピーター）、及びＣＳＧセルを管理するＣＳＧ基地局
等を総称した、端末が無線で接続可能な基地局である。
【００３２】
　無線通信システムは、３ＧＰＰ（The 3rd Generation Partnership Project）で規格化
されているＬＴＥ又はＬＴＥ－Ａの移動通信技術を利用する。但し、無線通信システムが
利用する移動通信技術は、上記規格に限られず、無線ＬＡＮ（Wireless Local Area Netw
ork）、ＩＥＥＥ８０２.１６、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅ若しくはＩＥＥＥ８０２.１６ｍ等
のＷｉＭＡＸ（Worldwide Interoperability for Microwave Access）、３ＧＰＰ２、Ｓ
ＡＥ（System Architecture Evolution）、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunicat
ions System）、又は第四世代移動通信規格であっても良い。
【００３３】
　各無線通信基地局は、少なくとも１つの通信セルを構成する。通信セルは、地理的エリ
アに対して割り当てられた識別子又は当該地理的エリアで用いられる周波数の相違に基づ
いて、端末がユニークに識別できる無線ネットワークオブジェクトをいう。以下の説明で
は、通信セルを単に「セル」という。１つの無線通信基地局によって、１つ以上のキャリ
ア周波数の各々につき、１つ以上のセルが構成される。なお、上記構成は基本概念であり
、無線通信基地局が他の無線通信基地局と協調して１つのセルを構成しても良い。また、
端末は、無線通信基地局が構成する少なくとも１つのセルを利用して通信する。
【００３４】
　以下、第１～第４の実施形態の無線通信システムについて順に説明する。なお、第１～
第４の実施形態において、同一機能を有する構成には同一符号を付し、重複する説明は省
略する。
【００３５】
（第１の実施形態）
　図１～図４を参照して、第１の実施形態の無線通信システムについて説明する。第１の
実施形態の無線通信システムは、上記説明した端末及び基地局から構成される。端末は、
ダウンリンクで基地局からセル毎に送信された参照信号を受信して、定められた計算式に
基づいて導出される測定結果を基地局に報告する機能を有する。また端末は、ＲＬＦが発
生した際に、ＲＬＦ報告を基地局に送る機能を有する。各基地局は、各端末に対して無線
リソース（例えば、周波数領域、又は時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行
う。さらに、基地局は、端末のための無線アクセスネットワークのアクセスポイントの役
割を有する。
【００３６】
　図１は、第１の実施形態の無線通信システムにおいて端末がＲＬＦ報告を送る際のタイ
ミングチャートである。図１に示すように、端末が接続している基地局（第１の基地局）
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は、端末に対してＲＲＣ接続再設定メッセージ（RRC Connection Reconfiguration）を送
信する。ＲＲＣ接続再設定メッセージは、制御情報、測定設定（Measurement Configurat
ion：MC）を含む。制御情報は、必要な場合には、自セルの測定用及び無線リンク監視用
の測定リソース制限（Measurement Resource Restriction）を含む。測定リソース制限は
、端末が測定するリソースを特定することにより、測定精度を高めるための情報である。
例えば、測定リソース制限は、測定精度を高めるという目的に応じた方法である。また、
例えば、測定リソース制限により指示される特定のリソースは、端末が測定するセルの受
ける干渉が低いリソースである。また、例えば、測定リソース制限により指示される特定
のリソースは、隣接セルにおいて送信される信号が低減されるリソース（ＡＢＳ）である
。また、例えば、測定リソース制限により指示される特定のリソースは、測定精度を高め
るために、隣接セルで送信される信号が低減されないリソース（ＡＢＳ以外）である。
【００３７】
　端末は、基地局からのＲＲＣ接続再設定メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再設定完
了メッセージ（RRC Connection Reconfiguration Complete）を基地局に送信する。また
、端末は、基地局からの制御情報及び測定設定に基づいて測定（Measurement）及び無線
リンク監視を行う。端末は無線リンク失敗（RLF）を検出すると、セル選択手段を用いて
適切なセル（Suitable Cell）を検出し、そのセルを選択する。次に、端末は、ＲＲＣ接
続再確立要求メッセージ（RRC Connection Reestablishment Request）をセル選択で選択
したセルの基地局（第２の基地局）に対して、送信する。
【００３８】
　基地局は、端末からＲＲＣ接続再確立要求メッセージを受信すると、端末のＲＲＣ接続
再確立要求を受け入れるかを判断する。基地局は、端末を受け入れると判断すると、ＲＲ
Ｃ接続再確立メッセージ（RRC Connection Reestablishment）を端末に送信する。端末は
、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージ（RRC Co
nnection Reestablishment Complete）を作成する。端末は、最後に発生した無線リンク
失敗（RLF）に関連するＲＬＦ情報が有効であれば、ＲＲＣ接続再確立メッセージに、Ｒ
ＬＦ情報有効フラグ（rlf-InfoAvailable）を含め、それを真（true）にセットする。端
末は、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを基地局に送信する。
【００３９】
　以上のようにして、端末は、ＲＲＣ接続再確立を完了する。一方、基地局は、端末から
ＲＬＦ情報有効フラグを真（true）にセットしたＲＲＣ接続再確立完了メッセージを受信
する。基地局は、端末から無線リンク失敗時の情報が必要であるかを判断する。基地局は
、端末からの情報が必要であると判断すると、端末に無線リンク失敗時の情報を送ること
を要求するために、ＲＬＦ報告要求フラグ（rlf-ReportReq）を真（true）にセットした
端末情報要求メッセージ（UEInformationRequest）を送信する。端末は、ＲＬＦ報告要求
フラグを真にセットした端末情報要求メッセージを受信する。端末は、第１の基地局から
受信した制御情報に自セルの測定用の測定リソース制限（Measurement Resource Restric
tion）が含まれている場合、測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含むＲＬＦ
報告（rlf-report）を作成する。端末は、ＲＬＦ報告を含めた端末情報応答メッセージ（
UEInformationResponse）を作成し、基地局に送信する。
【００４０】
　なお、ＲＬＦ報告には、測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値に追加して、
測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含める。こうすることで、測定リソース
制限を用いる場合の測定結果と測定リソース制限を用いない場合の測定結果を比較するこ
とができるため、測定リソース制限を用いることによる利得を算出することができ、ネッ
トワークを最適化することができる。
【００４１】
　また、ＲＬＦ報告には、測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含める場合、
測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値を含めなくても良い。こうすることで、
実際に端末が使用していた状況を基地局が把握することができるため、ネットワークを最
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適化することができる。また、測定リソース制限を用いない場合の自セルの測定結果と測
定リソース制限を用いる場合の自セルの測定結果の両方をＲＬＦ報告に含める場合と比較
して、ＲＬＦ報告のサイズを小さくすることができる。
【００４２】
　なお、測定リソース制限を用いて自セルを測定した値をＲＬＦ報告に含めるとき、フラ
グを用いて、測定リソース制限を用いて測定した値であることを通知してもよい。こうす
ることで、基地局は、測定リソース制限を用いて測定した値であることを明示的に知るこ
とができるため、どの状況を測定したかを容易に知ることができる。なお、このフラグ（
以下「測定リソース制限フラグ」という）は１ビットの指示でもよい。なお、測定設定情
報を基地局間で交換することにより、基地局は測定リソース制限を用いて測定した値かど
うかを把握してもよい。こうすることで、無線リソースにおけるシグナリングの追加を抑
えることができる。
【００４３】
　上記説明は一例であり、上記以外の方法でＲＬＦ報告を送っても良い。例えば、端末は
、ＲＬＦを検出した後にアイドル状態（Idle）に移行する。その後、新たに接続を確立す
る際に、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージ（RRC Connection Setup Complete）に
ＲＬＦ情報有効フラグ（rlf-InfoAvailable）を真（true）にセットして含め、基地局に
送信しても良い。こうすることで、基地局は、端末がＲＬＦ報告を保持していることを知
ることができるため、ＲＬＦ報告要求（rlf-ReportReq）を真にセットした端末情報要求
メッセージを端末に送信し、端末からＲＬＦ報告（rlf-report）を含む端末情報応答メッ
セージを得ることができる。
【００４４】
　上記説明したシステムにおいて、第１の基地局と第２の基地局は同一の基地局でもよい
。また、端末によるＲＬＦ報告（rlf-report）の送信先は、第２の基地局に限らず、当該
端末が通信可能な他の基地局であっても良い。
【００４５】
［第１の実施形態の端末の構成］
　図２は、第１の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図である。図２
に示すように、第１の実施形態の端末は、受信部１０１と、制御部１０３と、送信部１０
５とを備える。制御部１０３は、測定設定管理部１１１と、測定管理部１１３と、ＲＬＭ
制御部１１５と、再接続制御部１１７と、ＲＬＦ報告作成部１１９と、ＲＬＦ報告管理部
１２１と、を有する。また、測定管理部１１３は、自セル測定部１３１と、制限自セル測
定部１３３と、隣接セル測定部１３５とを有する。
【００４６】
　受信部１０１は、制御部１０３からの指示に応じて、端末が使用中のセルのダウンリン
クを介して、報知情報又は個別制御情報等を受信する。受信部１０１は、受信した報知情
報及び個別制御情報等を制御部１０３へ出力する。
【００４７】
　受信部１０１は、制御部１０３の測定管理部１１３が有する自セル測定部１３１からの
指示に応じて、自セルのセル固有参照信号（Cell specific Reference Signal：CRS）又
は受信信号強度（Received Signal Strength Indication：RSSI）等を受信する。受信部
１０１は、受信したＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を自セル測定部１３１に出力する。また、受信
部１０１は、制御部１０３の測定管理部１１３が有する制限自セル測定部１３３からの指
示に応じて、特定のリソースにおいて、自セルのＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を受信する。受信
部１０１は、受信したＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を制限自セル測定部１３３に出力する。また
、受信部１０１は、制御部１０３の測定管理部１１３が有する隣接セル測定部１３５から
の指示に応じて、隣接セルのＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を受信する。受信部１０１は、受信し
たＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を周波数及びＰＣＩと一緒に隣接セル測定部１３５に出力する。
さらに、受信部１０１は、制御部１０３のＲＬＭ制御部１１５から自セルのＣＲＳの測定
を指示されると、自セルのＣＲＳを受信し、ＲＬＭ制御部１１５に出力する。また、受信
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部１０１は、ＲＬＭ制御部１１５から特定のリソースにおいて自セルのＣＲＳの測定を指
示されると、当該リソースにおいて自セルのＣＲＳを受信し、ＲＬＭ制御部１１５に出力
する。
【００４８】
　制御部１０３は、個別制御情報等から、測定設定（Measurement Configuration：MC）
、自セルの物理セル識別子（Physical Cell ID：PCI）及び自セルの周波数等を測定設定
管理部１１１に出力する。制御部１０３は、個別制御情報等に自セル用の測定リソース制
限が含まれる場合、自セル用の測定リソース制限を測定設定管理部１１１に出力する。制
御部１０３は、個別制御情報に対する応答メッセージを送信部１０５に出力する。制御部
１０３は、個別制御情報等に自セル用の測定リソース制限が含まれる場合、自セル用の測
定リソース制限及びＲＬＭに必要な設定をＲＬＭ制御部１１５に出力する。制御部１０３
は、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信すると、当該メッセージを再接続制御部１１７に
出力する。制御部１０３は、ＲＬＦ報告要求フラグ（rlf-ReportReq）が真（true）にセ
ットされた端末情報要求メッセージ（UEInformationRequest）が入力されると、ＲＬＦ報
告管理部１２１にＲＬＦ報告の送信を指示する。
【００４９】
　測定設定管理部１１１は、自セルのＰＣＩ、自セルの周波数及び自セルの測定に必要な
設定等を自セル測定部１３１に出力する。測定設定管理部１１１は、自セル用の測定リソ
ース制限（Measurement Resource Restriction）が入力される場合、自セル用の測定リソ
ース制限、自セルのＰＣＩ、自セルの周波数及び自セルの測定に必要な情報等を制限自セ
ル測定部１３３に出力する。測定設定管理部１１１は、測定設定に含まれる隣接セルの測
定に必要な設定を測定管理部１１３の隣接セル測定部１３５に出力する。
【００５０】
　測定管理部１１３は、自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを、測定リソース制限を用いずに
測定したＲＳＲＰ及びＲＳＲＱと、測定リソース制限を用いて測定されたＲＳＲＰ及びＲ
ＳＲＱとを区別して管理する。測定管理部１１３は、自セル測定部１３１から入力された
ＲＳＲＰ及び受信信号強度（Received Signal Strength Indication：RSSI）からＲＳＲ
Ｑを算出し、測定リソース制限を用いずに測定した自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして
管理する。測定管理部１１３は、制限自セル測定部１３３から入力されたＲＳＲＰ及びＲ
ＳＳＩからＲＳＲＱを算出し、測定リソース制限を用いて測定した自セルのＲＳＲＰ及び
ＲＳＲＱとして管理する。測定管理部１１３は、隣接セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを各周
波数のＰＣＩ毎に管理する。測定管理部１１３は、管理している値及び測定設定から、隣
接セルの測定が必要であると判断すると、隣接セル測定部１３５に隣接セルの測定を指示
する。測定管理部１１３は、隣接セル測定部１３５から入力されたＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、
ＰＣＩ及び周波数などにより、当該周波数のＰＣＩを持つセルのＲＳＲＱを算出し、ＲＳ
ＲＰ及びＲＳＲＱを管理する。
【００５１】
　なお、同一周波数において、特定のリソースに制限せずに測定した自セルのＲＳＳＩと
隣接セルで共通の値を使用するかもしれない。また、自セルのＲＳＳＩは、特定のリソー
スに制限せずに測定した自セルのＲＳＳＩと測定リソース制限を用いて測定した自セルの
ＲＳＳＩで共通の値を使用するかもしれない。
【００５２】
　測定管理部１１３は、ＲＬＦ報告作成部１１９から保持している情報の出力を指示され
ると、保持している各セルのＲＳＲＰ、ＲＳＲＱをＲＬＦ報告作成部１１９に出力する。
このとき、自セルに関して、測定リソース制限を用いて測定したＲＳＲＰ又はＲＳＲＱが
ある場合、当該情報もＲＬＦ報告作成部１１９に出力する。但し、ＲＳＲＱの測定は必須
ではないため、自セル測定部１３１、制限自セル測定部１３３、隣接セル測定部１３５は
、ＲＳＳＩを測定管理部１１３に入力しないかもしれない。したがって、測定管理部１１
３は、ＲＬＦ報告作成部１１９に出力する一部又は全部のセルのＲＳＲＰのみをＲＬＦ報
告作成部１１９に出力するかもしれない。
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【００５３】
　自セル測定部１３１は、測定設定管理部１１１から入力された周波数のＰＣＩをもつセ
ルのＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを測定するため、ＣＲＳ又はＲＳＳＩの測定を受信部１０１に
指示する。自セル測定部１３１は、受信部１０１から入力されたＣＲＳ又はＲＳＳＩの値
からフェージングの影響等を取り除くため、受信部１０１から入力された値に対してレイ
ヤー３フィルタリング等を行い、算出したＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを測定管理部１１３に出
力する。
【００５４】
　制限自セル測定部１３３は、測定設定管理部１１１から入力された自セル用の測定リソ
ース制限において指示されたリソースで、入力された周波数のＰＣＩをもつセルのＲＳＲ
Ｐ又はＲＳＳＩを測定するため、当該リソースにおけるＣＲＳ又はＲＳＳＩの測定を受信
部１０１に指示する。制限自セル測定部１３３は、受信部１０１から入力されたＣＲＳ又
はＲＳＳＩに対してレイヤー３フィルタリング等を行い、算出したＲＳＲＰ又はＲＳＳＩ
を測定管理部１１３に出力する。
【００５５】
　隣接セル測定部１３５は、測定管理部１１３から隣接セルの測定を指示されると、測定
設定に指示されている周波数のセルのＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを測定するため、ＣＲＳ又は
ＲＳＳＩの測定を受信部１０１に指示する。隣接セル測定部１３５は、受信部１０１から
周波数、ＰＣＩ及びＣＲＳ又はＲＳＳＩを入力される。隣接セル測定部１３５は、当該周
波数のＰＣＩをもつセル毎に、レイヤー３フィルタリング等を行い算出したＲＳＲＰ又は
ＲＳＳＩを周波数及びＰＣＩと一緒に測定管理部１１３に出力する。
【００５６】
　ＲＬＭ制御部１１５は、無線リンク監視（Radio Link Monitoring：RLM）を行うために
、ＣＲＳの測定を受信部１０１に出力する。ＲＬＭ制御部１１５は、自セル用の測定リソ
ース制限が入力されると、入力された測定リソース制限において指示されたリソースで、
無線リンクを監視するために、当該リソースにおけるＣＲＳの測定を受信部１０１に指示
する。ＲＬＭ制御部１１５は、受信部１０１から入力されたＣＲＳ及びＲＬＭの監視に必
要な設定に基づいて、自セルの無線リンクを監視する。ＲＬＭ制御部１１５は、ＲＬＦが
発生したと判定すると、再接続制御部１１７にＲＬＦの発生を支持する。
【００５７】
　再接続制御部１１７は、ＲＬＭ制御部１１５からＲＬＦの発生を通知されると、ＲＬＦ
報告作成部１１９にＲＬＦ報告の作成を指示する。再接続制御部１１７は、セル選択を行
うため、受信部１０１に測定する周波数及びＣＲＳの測定を指示する。再接続制御部１１
７は、受信部１０１から入力された値を基に、接続するセルの選択を行う。再接続制御部
１１７は、選択したセルに対して送信するＲＲＣ接続再確立要求メッセージを作成する。
再接続制御部１１７は、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再確立完
了メッセージを作成する。このとき、再接続制御部１１７は、ＲＬＦ報告作成部１１９か
らＲＬＦ情報が有効であることを入力されると、ＲＬＦ情報有効フラグを真にセットした
ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを作成する。再接続制御部１１７は、送信部１０５にＲ
ＲＣ接続再確立要求メッセージ又はＲＲＣ接続再確立完了メッセージの送信を指示する。
【００５８】
　ＲＬＦ報告作成部１１９は、再接続制御部１１７からＲＬＦ報告の作成を指示されると
、測定管理部１１３に、保持している情報の出力を指示する。ＲＬＦ報告作成部１１９は
、測定管理部１１３から入力された情報を基にＲＬＦ報告を作成する。ＲＬＦ報告は、測
定リソース制限を用いずに測定した自セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ、測定リソース制限を
用いて測定された自セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ、又は、隣接セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲ
Ｑにより構成される。こうすることで、測定リソース制限を用いる場合の測定結果と測定
リソース制限を用いない場合の測定結果を比較することができるため、測定リソース制限
を用いることによる利得を算出することができ、ネットワークを最適化することができる
。
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【００５９】
　なお、ＲＬＦ報告作成部１１９は、測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含
める場合、測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値を含めないでもよい。こうす
ることで、実際に端末が使用していた状況を基地局が把握することができるため、ネット
ワークを最適化することができる。また、測定リソース制限を用いない場合の自セルの測
定結果と測定リソース制限を用いる場合の自セルの測定結果の両方をＲＬＦ報告に含める
場合と比較して、ＲＬＦ報告のサイズを小さくすることができる。
【００６０】
　ＲＬＦ報告作成部１１９は、自セルの測定リソース制限を用いて測定された自セルのＲ
ＳＲＰ又はＲＳＲＱをＲＬＦ報告に含める場合、測定リソース制限フラグを真（true）に
セットしてもよい。なお、測定リソース制限フラグは１ビットで構成してもよい。こうす
ることで、基地局は、測定リソース制限を用いて測定した値であることを明示的に知るこ
とができるため、どの状況を測定したかを容易に知ることができる。なお、ネットワーク
が測定リソース制限を使用した値かを別の方法により知ることが出来る場合、測定リソー
ス制限フラグをメッセージ構成に含めない。ＲＬＦ報告作成部１１９は、ＲＬＦ報告を作
成すると、ＲＬＦ報告を作成したことを再接続制御部１１７に出力し、ＲＬＦ報告をＲＬ
Ｆ報告管理部１２１に出力する。
【００６１】
　ＲＬＦ報告管理部１２１は、制御部１０３からＲＬＦ報告を基地局に送るように指示さ
れると、ＲＬＦ報告作成部１１９から入力されたＲＬＦ報告を含めた端末情報応答メッセ
ージを作成する。ＲＬＦ報告管理部１２１は、端末情報応答メッセージの送信を送信部１
０５に指示する。
【００６２】
　送信部１０５は、個別制御情報に対する応答メッセージ、ＲＲＣ接続再確立要求メッセ
ージ、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージ、又は、ＲＬＦ報告を含む端末情報応答メッセー
ジを送信する。
【００６３】
［第１の実施形態の基地局の構成］
　図３は、第１の実施形態の無線通信システムを構成する基地局のブロック図である。図
３に示すように、第１の実施形態の基地局は、受信部１５１と、制御部１５３と、送信部
１５５とを備える。制御部１５３は、測定設定制御部１６１と、再接続制御部１６３と、
ＲＬＦ制御部１６５とを有する。
【００６４】
　受信部１５１は、端末から送信された個別制御情報に対する応答メッセージ、ＲＲＣ接
続再確立要求メッセージ、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージ、又は端末情報応答メッセー
ジを受信して制御部１５３へ出力する。
【００６５】
　制御部１５３は、端末が自セルの測定及びＲＬＭを特定のリソースにおいて行うと判断
すると、自セル用の測定リソース制限を含む個別制御情報を作成する。制御部１５３は、
測定設定制御部１６１から入力される測定設定を含む個別制御情報を作成する。制御部１
５３は、個別制御情報の送信を送信部１５５に指示する。制御部１５３は、ＲＲＣ接続再
確立要求メッセージが入力されると、再接続制御部１６３へ出力する。制御部１５３は、
ＲＲＣ再接続再確立完了メッセージにＲＬＦ情報有効フラグが含まれ、真（true）にセッ
トされている場合、ＲＬＦ制御部１６５に端末がＲＬＦ情報を保持していることを出力す
る。
【００６６】
　制御部１５３の測定設定制御部１６１は、移動制御のための測定設定（Measurement Co
nfiguration）を作成する。測定設定は、測定対象（MeasObject）、報告設定（ReportCon
fig）、測定識別子（MeasID）、測定結果報告のフィルタリングパラメータ（Quantitycon
fig）、他の周波数や他のシステムを端末が測定するためのデータを送受信しない期間を
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示すMeasurement gap、及び隣接セルの測定開始が要求される自セルの閾値（S-measure）
等により構成される。測定設定制御部１６１は、制御部１５３に作成した測定設定を出力
する。制御部１５３は、ＲＬＦ報告が含まれた端末情報応答メッセージを受信すると、Ｒ
ＬＦ報告をＲＬＦ制御部１６５へ出力する。
【００６７】
　再接続制御部１６３は、ＲＲＣ接続再確立要求メッセージが入力されると当該メッセー
ジに記載の端末の接続を再確立できるかを判断する。再接続制御部１６３は、当該端末の
接続を再確立できると判断すると、ＲＲＣ接続再確立メッセージを作成し、送信部１５５
へ出力する。
【００６８】
　ＲＬＦ制御部１６５は、端末がＲＬＦ情報を保持していることを通知されると、ＲＬＦ
情報を収集するかを判断する。ＲＬＦ制御部１６５は、端末のＲＬＦ情報を収集すると判
断すると、ＲＬＦ報告要求フラグ（rlf-ReportReq）を真（true）にセットした端末情報
要求メッセージ（UEInformationRequest）を作成し、送信部１５５へ出力する。ＲＬＦ制
御部１６５は、ＲＬＦ報告を受信すると、当該報告に含まれる自セルの測定結果が測定リ
ソース制限で測定した値であるか否かを判断する。判断方法は、端末がＲＬＦ時に接続し
ていた基地局から測定設定を取得し判断してもよいし、端末が測定リソース制限フラグを
含めている場合、そのフラグにより判断してもよい。ＲＬＦ制御部１６５は、ＲＬＦ報告
を基にネットワークの最適化を行う。なお、ＲＬＦ報告をネットワーク内で共有すること
により、ネットワークの最適化を行っても良い。
【００６９】
　送信部１５５は、個別制御情報、ＲＲＣ接続再確立メッセージ又は端末情報要求メッセ
ージ等を端末に送信する。
【００７０】
　次に、第１の実施形態の端末の動作について説明する。図４は、第１の実施形態の端末
の動作の一例を示すフローチャートである。
【００７１】
　端末は、個別制御情報に自セル用の測定リソース制限が含まれているかを判定する（ス
テップＳ１０１）。端末は、個別制御情報に自セル用の測定リソース制限が含まれていな
い場合（Noの場合）、ステップＳ１０２へ移行する。一方、端末は、個別制御情報に自セ
ル用の測定リソース制限が含まれている場合（Yesの場合）、ステップＳ１０３へ移行す
る。
【００７２】
　ステップＳ１０２では、端末は、測定リソース制限を用いずに自セルの測定を行う。な
お、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ１０２の自セルの測定を繰り返す一方
で、ステップＳ１０４へ移行する。ステップＳ１０３では、端末は、測定リソース制限を
用いて自セルの測定を行う。なお、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ１０３
の自セルの測定を繰り返す一方で、ステップＳ１０４へ移行する。
【００７３】
　ステップＳ１０４では、端末は測定設定に従い、隣接セルの測定を行う。なお、端末は
、図中に点線で示すように、ステップＳ１０４の隣接セルの測定を繰り返す一方で、ステ
ップＳ１０５へ移行する。ステップＳ１０５で端末がＲＬＦを検出すると、当該端末は、
ＲＬＦ報告が有効であるか否かを判定する（ステップＳ１０６）。ＲＬＦ報告が有効であ
ると判定した場合（Yesの場合）、ステップＳ１０８へ移行する。一方、端末は、ＲＬＦ
情報が有効ではないと判定した場合（Noの場合）、ステップＳ１０７へ移行する。
【００７４】
　ステップＳ１０７では、端末は、セル選択を行い、適切なセルに接続を再確立する。な
お、端末は適切なセルと接続を再確立できない場合、アイドル状態となる。ステップＳ１
０８では、端末は、セル選択を行い、適切なセルに接続を再確立する。このとき、ＲＲＣ
接続再確立完了メッセージに真にセットしたＲＬＦ情報有効フラグを含めて送信し、ステ
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ップＳ１０９に移行する。なお、端末は適切なセルと接続を再確立できない場合、アイド
ル状態となる。
【００７５】
　ステップＳ１０９では、端末は、基地局からＲＬＦ情報要求フラグを真にセットした端
末情報要求メッセージを受信し、ステップＳ１１０へ移行する。なお、端末が基地局から
ＲＬＦ情報要求フラグを真にセットした端末情報要求メッセージを受信しない場合、ステ
ップＳ１０９以降は発生しない。
【００７６】
　ステップＳ１１０では、端末は、測定リソース制限のリソースで測定した値を保持して
いるか否かを判定する。端末が測定リソース制限のリソースで測定した値を保持している
場合（Yesの場合）、ステップＳ１１２へ移行する。一方、端末が測定リソース制限のリ
ソースで測定した値を保持していない場合（Noの場合）、ステップＳ１１１へ移行する。
【００７７】
　ステップＳ１１１では、端末は、測定リソース制限を用いずに測定した値でＲＬＦ報告
を作成し、ステップＳ１１３へ移行する。ステップＳ１１２では、端末は、測定リソース
制限を用いて測定した値を含めたＲＬＦ報告を作成し、ステップＳ１１３へ移行する。な
お、端末は自セルに対して測定リソース制限を用いて測定した値と測定リソース制限を用
いずに測定した値の両方を含めても良い。なお、端末は自セルに対して測定リソース制限
を用いて測定した値のみを含めても良い。また、端末は測定リソース制限を用いて測定し
たことを基地局に伝えるために、測定リソース制限フラグを含め、真（true）にセットし
たＲＬＦ報告を作成しても良い。
【００７８】
　ステップＳ１１３では、端末は、ＲＬＦ報告を基地局に送信する。
【００７９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、端末は、測定リソース制限を用いて測定し
た自セルの値をＲＬＦ報告に含める。このため、当該ＲＬＦ報告を受け取った基地局は、
ＡＢＳを使用する環境下においても、端末におけるＲＬＦが発生した自セルの状況を正確
に把握できる。
【００８０】
（第２の実施形態）
　図５～図８を参照して、第２の実施形態の無線通信システムについて説明する。本実施
形態の無線通信システムでは、隣接セルの測定値として測定リソース制限を用いて測定し
た値をＲＬＦ報告に含む点が第１の実施形態と異なる。この点以外は第１の実施形態と同
様であり、図６～図８において、第１の実施形態における該当図と共通する構成要素又は
ステップには同じ符号が付されている。
【００８１】
　図５は、第２の実施形態の無線通信システムにおいて端末がＲＬＦ報告を送る際のタイ
ミングチャートである。図５に示すように、端末が接続している基地局（第１の基地局）
は、端末に対してＲＲＣ接続再設定メッセージ（RRC Connection Reconfiguration）を送
信する。ＲＲＣ接続再設定メッセージは、制御情報、測定設定（Measurement Configurat
ion：MC）を含む。制御情報は、必要な場合には、自セルの測定用及び無線リンク監視用
の測定リソース制限（Measurement Resource Restriction）を含む。また、測定設定は、
必要な場合には、測定リソース制限と測定リソース制限を適用する隣接セルのリストを含
む。測定リソース制限は周波数毎に設定される。なお、測定リソース制限は、一つの周波
数において、複数のパターン存在し、各パターンに隣接セルリストを付随させてもよい。
こうすることで、より細かく隣接セルの測定精度を高くすることができる。
【００８２】
　端末は、基地局からのＲＲＣ接続再設定メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再設定完
了メッセージ（RRC Connection Reconfiguration Complete）を基地局に送信する。また
、端末は、基地局からの制御情報及び測定設定に基づいて測定（Measurement）及び無線
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リンク監視を行う。端末は無線リンク失敗（RLF）を検出すると、セル選択手段を用いて
適切なセル（Suitable Cell）を検出し、そのセルを選択する。次に、端末は、ＲＲＣ接
続再確立要求メッセージ（RRC Connection Reestablishment Request）をセル選択で選択
したセルの基地局（第２の基地局）に対して、送信する。
【００８３】
　基地局は、端末からＲＲＣ接続再確立要求メッセージを受信すると、端末のＲＲＣ接続
再確立要求を受け入れるかを判断する。基地局は、端末を受け入れると判断すると、ＲＲ
Ｃ接続再確立メッセージ（RRC Connection Reestablishment）を端末に送信する。端末は
、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージ（RRC Co
nnection Reestablishment Complete）を作成する。端末は、最後に発生した無線リンク
失敗（RLF）に関連するＲＬＦ情報が有効であれば、ＲＲＣ接続再確立メッセージに、Ｒ
ＬＦ情報有効フラグ（rlf-InfoAvailable）を含め、それを真（true）にセットする。端
末は、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを基地局に送信する。
【００８４】
　以上のようして、端末は、ＲＲＣ接続再確立を完了する。一方、基地局は、端末からＲ
ＬＦ情報有効フラグを真（true）にセットしたＲＲＣ接続再確立完了メッセージを受信す
る。基地局は、端末から無線リンク失敗時の情報が必要であるかを判断する。基地局は、
端末からの情報が必要であると判断すると、端末に無線リンク失敗時の情報を送ることを
要求するために、ＲＬＦ報告要求フラグ（rlf-ReportReq）を真（true）にセットした端
末情報要求メッセージ（UEInformationRequest）を送信する。端末は、ＲＬＦ報告要求フ
ラグを真にセットした端末情報要求メッセージを受信する。端末は、制御情報に自セルの
測定用の測定リソース制限（Measurement Resource Restriction）が含まれている場合、
測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含むＲＬＦ報告（rlf-Report）を作成す
る。また、端末は、測定設定に測定リソース制限が含まれる場合、測定リソース制限を用
いて隣接セルを測定した値を含むＲＬＦ報告（rlf-Report）を作成する。端末は、ＲＬＦ
報告を含めた端末情報応答メッセージ（UEInformationResponse）を作成し、基地局に送
信する。
【００８５】
　なお、ＲＬＦ報告には、測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値に追加して、
測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含める。さらに、測定リソース制限を用
いずに隣接セルを測定した値に追加して、測定リソース制限を用いて隣接セルを測定した
値を含める。こうすることで、測定リソース制限を用いる場合の測定結果と測定リソース
制限を用いない場合の測定結果を比較することができるため、測定リソース制限を用いる
ことによる利得を算出することができ、ネットワークを最適化することができる。
【００８６】
　また、ＲＬＦ報告には、測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含める場合、
測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値を含めなくても良い。さらに、ＲＬＦ報
告には、測定リソース制限を用いて隣接セルを測定した値を含める場合、当該隣接セルに
対しては、測定リソース制限を用いずに測定した値を含めなくても良い。こうすることで
、実際に端末が使用していた状況を基地局が把握することができるため、ネットワークを
最適化することができる。また、測定リソース制限を用いない場合の自セル又は隣接セル
の測定結果と測定リソース制限を用いる場合の自セル又は隣接セルの測定結果の両方をＲ
ＬＦ報告に含める場合と比較して、ＲＬＦ報告のサイズを小さくすることができる。
【００８７】
　なお、測定リソース制限を用いて自セル又は隣接セルを測定した値をＲＬＦ報告に含め
るとき、セル毎に、フラグを用いて、測定リソース制限を用いて測定した値であることを
通知してもよい。なお、フラグは１ビットで構成してもよい。こうすることで、基地局は
、測定リソース制限を用いて測定した値であることを明示的に知ることができるため、ど
の状況を測定したかを容易に知ることができる。なお、測定リソース制限を用いて測定し
た測定結果のグループと測定リソース制限を用いずに測定した測定結果のグループをわけ



(19) JP 5809647 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

て、ＲＬＦ報告を作成してもよい。こうすることで、セル毎にフラグを追加する必要がな
く、全体で、１つのフラグの追加ですむため、メッセージサイズを小さくすることができ
る。なお、測定設定情報を基地局間で交換することにより、基地局は測定リソース制限を
用いて測定した値かどうかを把握してもよい。こうすることで、無線リソースにおけるシ
グナリングの追加を抑えることができる。
【００８８】
　上記説明は一例であり、上記以外の方法でＲＬＦ報告を送っても良い。例えば、端末は
、ＲＬＦを検出した後にアイドル状態（Idle）に移行する。その後、新たに接続を確立す
る際に、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージ（RRC Connection Setup Complete）に
ＲＬＦ情報有効フラグ（rlf-InfoAvailable）を真（true）にセットして含め、基地局に
送信しても良い。こうすることで、基地局は、端末がＲＬＦ報告を保持していることを知
ることができるため、ＲＬＦ報告要求（rlf-ReportReq）を真にセットした端末情報要求
メッセージを端末に送信し、端末からＲＬＦ報告（rlf-report）を含む端末情報応答メッ
セージを得ることができる。
【００８９】
　上記説明したシステムにおいて、第１の基地局と第２の基地局は同一の基地局でもよい
。また、端末によるＲＬＦ報告（rlf-report）の送信先は、第２の基地局に限らず、当該
端末が通信可能な他の局であっても良い。
【００９０】
［第２の実施形態の端末の構成］
　図６は、第２の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図である。図６
に示すように、第２の実施形態の端末は、受信部２０１と、制御部２０３と、送信部１０
５とを備える。本実施形態の端末が第１の実施形態の端末と異なる点は、受信部２０１、
並びに、制御部２０３が有する測定設定管理部２１１、測定管理部２１３及びＲＬＦ報告
作成部２１９である。また、本実施形態の測定管理部２１３が有する隣接セル測定部２３
５も第１の実施形態とは異なる。さらに、本実施形態の測定管理部２１３は、制限隣接セ
ル測定部２３７を有する。
【００９１】
　受信部２０１は、第１の実施形態の受信部１０１の機能に加え、制御部２０３の測定管
理部２１３が有する制限隣接セル測定部２３７からの指示に応じて、特定のリソースにお
いて対象となるセルのＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を受信する。受信部２０１は、受信したＣＲ
Ｓ又はＲＳＳＩ等を周波数及びＰＣＩと一緒に制限隣接セル測定部２３７に出力する。
【００９２】
　測定設定管理部２１１は、自セルのＰＣＩ、自セルの周波数及び自セルの測定に必要な
設定等を自セル測定部１３１に出力する。測定設定管理部２１１は、自セル用の測定リソ
ース制限（Measurement Resource Restriction）が入力される場合、自セル用の測定リソ
ース制限、自セルのＰＣＩ、自セルの周波数及び自セルの測定に必要な設定等を制限自セ
ル測定部１３３に出力する。
【００９３】
　測定設定管理部２１１は、測定設定に測定リソース制限が含まれる場合、当該測定リソ
ース制限の対象となる周波数、隣接セルリスト及び測定設定に含まれる対象となる測定設
定を制限隣接セル測定部２３７に出力する。一方、測定設定管理部２１１は、測定リソー
ス制限に隣接セルリストが設定されない場合、その周波数の全ての隣接セルに対して測定
リソース制限を適用する。測定設定管理部２１１は、測定設定に含まれる隣接セルの測定
に必要な設定を隣接セル測定部２３５に出力する。なお、ＲＬＦ報告に、隣接セルの測定
値として測定リソース制限を用いて測定した値のみを含める場合、測定リソース制限の対
象となる隣接セルの測定を行わないよう隣接セル測定部２３５に出力してもよい。
【００９４】
　測定管理部２１３は、自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを、測定リソース制限を用いずに
測定したＲＳＲＰ及びＲＳＲＱと、測定リソース制限を用いて測定されたＲＳＲＰ及びＲ
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ＳＲＱとを別々に管理する。測定管理部２１３は、自セル測定部１３１から入力されたＲ
ＳＲＰ及び受信信号強度（Received Signal Strength Indication：RSSI）からＲＳＲＱ
を算出し、測定リソース制限を用いずに測定した自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして管
理する。測定管理部２１３は、測定管理部２１３は、制限自セル測定部１３３から入力さ
れたＲＳＲＰ及びＲＳＳＩからＲＳＲＱを算出し、測定リソース制限を用いて測定した自
セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして管理する。
【００９５】
　測定管理部２１３は、隣接セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを隣接セルのＰＣＩ及び周波数
毎に管理する。測定管理部２１３は、管理している値及び測定設定から、隣接セルの測定
が必要であると判断すると、隣接セル測定部２３５に、隣接セルの測定を指示する。測定
管理部２１３は、隣接セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを測定リソース制限を用いずに測定し
たＲＳＲＰ及びＲＳＲＱと、測定リソース制限を用いて測定されたＲＳＲＰ及びＲＳＲＱ
とを別々に管理する。測定管理部２１３は、隣接セル測定部２３５から入力されたＲＳＲ
Ｐ、ＲＳＳＩ、ＰＣＩ及び周波数により、当該周波数のＰＣＩを持つセルのＲＳＲＱを算
出し、当該周波数のＰＣＩを持つセルの測定リソース制限を用いずに測定したＲＳＲＰ及
びＲＳＲＱとして管理する。なお、同一周波数において、測定リソース制限を用いずに測
定した自セルのＲＳＳＩと隣接セルで共通の値を使用するかもしれない。
【００９６】
　なお、自セルのＲＳＳＩは、特定のリソースに制限せずに測定した自セルのＲＳＳＩと
測定リソース制限を用いて測定した自セルのＲＳＳＩで共通の値を使用するかもしれない
。測定管理部２１３は、制限隣接セル測定部２３７から入力されたＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、
ＰＣＩ及び周波数により、当該周波数のＰＣＩを持つセルのＲＳＲＱを算出し、当該周波
数のＰＣＩを持つセルの測定リソース制限を用いて測定したＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして
管理する。測定管理部２１３は、ＲＬＦ報告作成部２１９から保持している情報の出力を
指示されると、保持している各セルのＲＳＲＰ、ＲＳＲＱをＲＬＦ報告作成部２１９に出
力する。このとき、自セル又は隣接セルに関して、測定リソース制限を用いて測定したＲ
ＳＲＰ又はＲＳＲＱがある場合、当該情報もＲＬＦ報告作成部２１９に出力する。但し、
ＲＳＲＱの測定は必須ではないため、自セル測定部１３１、制限自セル測定部１３３、隣
接セル測定部２３５、制限隣接セル測定部２３７は、ＲＳＳＩを測定管理部２１３に入力
しないかもしれない。したがって、測定管理部２１３は、ＲＬＦ報告作成部２１９に出力
する一部又は全部のセルのＲＳＲＰのみをＲＬＦ報告作成部２１９に出力するかもしれな
い。
【００９７】
　隣接セル測定部２３５は、第１の実施形態の隣接セル測定部１３５の機能に加え、測定
管理部２１３から測定をしなくてよいと指示された隣接セルの測定を行わない機能を有し
ていても良い。
【００９８】
　制限隣接セル測定部２３７は、測定設定管理部２１１から入力された測定リソース制限
の対象となる周波数において、当該測定リソース制限を用いて、入力された隣接セルリス
トに含まれるセル又は隣接セルリストが入力されない場合には当該周波数の全てのセルの
ＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを測定するため、当該測定リソース制限で指示されたリソースでの
対象となるセルのＣＲＳ又はＲＳＳＩの測定を受信部２０１に指示する。制限隣接セル測
定部２３７は、受信部２０１から入力されたＣＲＳ又はＲＳＳＩに対してレイヤー３フィ
ルタリング等を行い、算出したＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを周波数及びＰＣＩと一緒に測定管
理部２１３に出力する。
【００９９】
　ＲＬＦ報告作成部２１９は、再接続制御部１１７からＲＬＦ報告の作成を指示されると
、測定管理部２１３に、保持している情報の出力を指示する。ＲＬＦ報告作成部２１９は
、測定管理部２１３から入力された情報を基にＲＬＦ報告を作成する。ＲＬＦ報告は、自
セルの測定リソース制限を用いずに測定した自セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ、自セルの測
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定リソース制限を用いて測定された自セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ、測定リソース制限を
用いずに測定した隣接セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ、又は、測定リソース制限を用いて測
定した隣接セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱにより構成される。こうすることで、測定リソー
ス制限を用いる場合の測定結果と測定リソース制限を用いない場合の測定結果を比較する
ことができるため、測定リソース制限を用いることによる利得を算出することができ、ネ
ットワークを最適化することができる。
【０１００】
　なお、ＲＬＦ報告作成部２１９は、測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含
める場合、測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値を含めないでもよい。さらに
、ＲＬＦ報告作成部２１９は、測定リソース制限を用いて隣接セルを測定した値を含める
場合、測定リソース制限を用いずに当該隣接セルを測定した値を含めないでも良い。こう
することで、実際に端末が使用していた状況を基地局が把握することができるため、ネッ
トワークを最適化することができる。また、測定リソース制限を用いない場合の自セル又
は隣接セルの測定結果と測定リソース制限を用いる場合の自セル又は隣接セルの測定結果
の両方をＲＬＦ報告に含める場合と比較して、ＲＬＦ報告のサイズを小さくすることがで
きる。
【０１０１】
　ＲＬＦ報告作成部２１９は、測定リソース制限を用いて測定されたＲＳＲＰ又はＲＳＲ
ＱをＲＬＦ報告に含める場合、セル毎に測定リソース制限フラグを真（true）にセットし
てもよい。なお、測定リソース制限フラグは、１ビットで構成してもよい。こうすること
で、基地局は、測定リソース制限を用いて測定した値であることを明示的に知ることがで
きるため、どの状況を測定したかを容易に知ることができる。なお、ＲＬＦ報告作成部２
１９は、測定リソース制限を用いて測定した測定結果のグループと測定リソース制限を用
いずに測定した測定結果のグループをわけて、ＲＬＦ報告を作成してもよい。こうするこ
とで、セル毎にフラグを追加する必要がなく、全体で、１つのフラグの追加ですむため、
メッセージサイズを小さくすることができる。なお、ネットワークが測定リソース制限を
使用した値かを別の方法により知ることが出来る場合、測定リソース制限フラグをメッセ
ージ構成に含めない。ＲＬＦ報告作成部２１９は、ＲＬＦ報告を作成すると、ＲＬＦ報告
を作成したことを再接続制御部１１７に出力し、ＲＬＦ報告をＲＬＦ報告管理部１２１に
出力する。
【０１０２】
［第２の実施形態の基地局の構成］
　図７は、第２の実施形態の無線通信システムを構成する基地局のブロック図である。図
７に示すように、第２の実施形態の基地局は、受信部１５１と、制御部２５３と、送信部
１５５とを備える。本実施形態の基地局が第１の実施形態の基地局と異なる点は、制御部
２５３が有する測定設定制御部２６１及びＲＬＦ制御部２６５である。
【０１０３】
　制御部２５３の測定設定制御部２６１は、第１の実施形態の測定設定制御部１６１の機
能に加え、測定設定に測定リソース制限を含む機能を有する。測定リソース制限は、測定
対象に含み、測定リソース制限の対象となる隣接セルリストを一緒に設定する。なお、当
該測定対象の全てのセルに対して、測定リソース制限により測定する場合は、隣接セルリ
ストを含まない。なお、測定リソース制限は、測定対象ではなく、報告設定に含んでも良
いし、測定識別子と紐付けても良い。さらに、測定リソース制限は、周波数毎ではなく、
一つの周波数において複数のパターンが存在し、各パターンに隣接セルリストを付随させ
てもよい。
【０１０４】
　ＲＬＦ制御部２６５は、第１の実施形態のＲＬＦ制御部１６５の機能に加え、ＲＬＦ報
告を受信すると、当該報告に含まれる隣接セルの測定結果が測定リソース制限であるか否
かを判断する機能を有する。判断方法は、端末がＲＬＦ時に接続していた基地局から測定
設定を取得し判断してもよいし、端末が測定リソース制限フラグをセル毎に含めている場
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合、そのフラグにより判断してもよいし、測定リソース制限を用いて測定した値と測定リ
ソース制限を用いずに測定した値をグループ分けしている場合、そのグループにより判断
してもよい。
【０１０５】
　次に、第２の実施形態の端末の動作について説明する。図８は、第２の実施形態の端末
の動作の一例を示すフローチャートである。図８に示したフローチャートでは、図４に示
した第１の実施形態のフローチャートのステップＳ１０４の代わりにステップＳ２０１～
Ｓ２０３が行われ、ステップＳ１１２の代わりにステップＳ２０４が行われる。
【０１０６】
　ステップＳ１０２では、端末は、測定リソース制限を用いずに自セルの測定を行う。な
お、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ１０２の自セルの測定を繰り返す一方
で、ステップＳ２０１へ移行する。ステップＳ１０３では、端末は、測定リソース制限を
用いて自セルの測定を行う。なお、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ１０３
の自セルの測定を繰り返す一方で、ステップＳ２０１へ移行する。
【０１０７】
　ステップＳ２０１では、端末は、測定設定に隣接セル用の測定リソース制限が含まれて
いるか否かを判断する。測定設定に隣接セル用の測定リソース制限が含まれていない場合
（Noの場合）、ステップＳ２０２へ移行する。一方で、測定設定に隣接セル用の測定リソ
ース制限が含まれている場合（Yesの場合）、ステップＳ２０３へ移行する。
【０１０８】
　ステップＳ２０２では、端末は、測定リソース制限を用いずに隣接セルの測定を行う。
なお、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ２０２の隣接セルの測定を繰り返す
一方でステップＳ１０５へ移行する。ステップＳ２０３では、端末は、測定リソース制限
を用いて隣接セルリストに含まれるセルの測定を行う。なお、隣接セルリストが含まれな
い場合、測定リソース制限が設定されている周波数の全てのセルを測定リソース制限を用
いて測定する。なお、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ２０３の隣接セルの
測定を繰り返す一方で、ステップＳ１０５へ移行する。
【０１０９】
　ステップＳ１１０では、端末が、測定リソース制限のリソースで測定した値を保持して
いると判定した場合（Yesの場合）、ステップＳ２０４へ移行する。
【０１１０】
　ステップＳ２０４では、端末は、測定リソース制限を用いて測定した値を含めたＲＬＦ
報告を作成し、ステップＳ１１３へ移行する。なお、端末は自セル又は隣接セルに対して
測定リソース制限を用いて測定した値と測定リソース制限を用いずに測定した値の両方を
含めても良い。なお、端末は自セル又は隣接セルに対して測定リソース制限を用いて測定
した値を含める場合、当該隣接セルの測定リソース制限を用いずに測定した値を含めなく
ても良い。また、端末は測定リソース制限を用いて測定したことを基地局に伝えるために
、測定リソース制限フラグをセル毎に含め、真（true）にセットしたＲＬＦ報告を作成し
ても良い。なお、測定リソース制限フラグは、１ビットで構成してもよい。
【０１１１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、端末は、測定リソース制限を用いて測定し
た自セルの値及び隣接セルの値をＲＬＦ報告に含める。このため、当該ＲＬＦ報告を受け
取った基地局は、ＡＢＳを使用する環境下においても、端末におけるＲＬＦが発生した自
セル及び隣接セルの状況を正確に把握できる。
【０１１２】
（第３の実施形態）
　図９～図１１を参照して、第３の実施形態の無線通信システムについて説明する。本実
施形態の無線通信システムでは、隣接セルの測定値として自セル用の測定リソース制限を
用いて隣接セルを測定した値をＲＬＦ報告に含む点が第１の実施形態と異なる。したがっ
て第３の実施形態の無線通信システムでは、端末の一部の構成要素の動作が第１の実施形
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態と異なる。この点以外は第１の実施形態と同様であり、図１０～図１１において、第１
の実施形態における該当図と共通する構成要素又はステップには同じ符号が付されている
。
【０１１３】
　図９は、第３の実施形態の無線通信システムにおいて端末がＲＬＦ報告を送る際のタイ
ミングチャートである。図９に示すように、端末が接続している基地局（第１の基地局）
は、端末に対してＲＲＣ接続再設定メッセージ（RRC Connection Reconfiguration）を送
信する。ＲＲＣ接続再設定メッセージは、制御情報、測定設定（Measurement Configurat
ion：MC）を含む。制御情報は、必要な場合には、自セルの測定用及び無線リンク監視用
の測定リソース制限（Measurement Resource Restriction）を含む。
【０１１４】
　端末は、基地局からのＲＲＣ接続再設定メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再設定完
了メッセージ（RRC Connection Reconfiguration Complete）を基地局に送信する。また
、端末は、基地局からの制御情報及び測定設定に基づいて測定（Measurement）及び無線
リンク監視を行う。端末は、自セル用の測定リソース制限が制御情報に含まれる場合、当
該測定リソース制限を用いて、同じ周波数の隣接セルを測定する。端末は無線リンク失敗
（RLF）を検出すると、セル選択手段を用いて適切なセル（Suitable Cell）を検出し、そ
のセルを選択する。次に、端末は、ＲＲＣ接続再確立要求メッセージ（RRC Connection R
eestablishment Request）をセル選択で選択したセルの基地局（第２の基地局）に対して
、送信する。
【０１１５】
　基地局は、端末からＲＲＣ接続再確立要求メッセージを受信すると、端末のＲＲＣ接続
再確立要求を受け入れるかを判断する。基地局は、端末を受け入れると判断すると、ＲＲ
Ｃ接続再確立メッセージ（RRC Connection Reestablishment）を端末に送信する。端末は
、ＲＲＣ接続再確立メッセージを受信すると、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージ（RRC Co
nnection Reestablishment Complete）を作成する。端末は、最後に発生した無線リンク
失敗（RLF）に関連するＲＬＦ情報が有効であれば、ＲＲＣ接続再確立メッセージに、Ｒ
ＬＦ情報有効フラグ（rlf-InfoAvailable）を含め、それを真（true）にセットする。端
末は、ＲＲＣ接続再確立完了メッセージを基地局に送信する。
【０１１６】
　以上のようして、端末は、ＲＲＣ接続再確立を完了する。一方、基地局は、端末からＲ
ＬＦ情報有効フラグを真（true）にセットしたＲＲＣ接続再確立完了メッセージを受信す
る。基地局は、端末から無線リンク失敗時の情報が必要であるかを判断する。基地局は、
端末からの情報が必要であると判断すると、端末に無線リンク失敗時の情報を送ることを
要求するために、ＲＬＦ報告要求フラグ（rlf-ReportReq）を真（true）にセットした端
末情報要求メッセージ（UEInformationRequest）を送信する。端末は、ＲＬＦ報告要求フ
ラグを真にセットした端末情報要求メッセージを受信する。端末は、制御情報に自セルの
測定用の測定リソース制限（Measurement Resource Restriction）が含まれている場合、
測定リソース制限を用いて自セルを測定した値及び当該測定リソース制限を用いて測定し
た同じ周波数の隣接セルの値を含むＲＬＦ報告（rlf-Report）を作成する。端末は、ＲＬ
Ｆ報告を含めた端末情報応答メッセージ（UEInformationResponse）を作成し、基地局に
送信する。こうすることで、自セルを測定するタイミングで隣接セルを測定するため、自
セルを測定したタイミングにおける隣接セルの状況を把握することができるため、よりＲ
ＬＦが発生した状況を基地局が把握することができる。
【０１１７】
　なお、ＲＬＦ報告には、測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値に追加して、
測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含める。さらに、測定リソース制限を用
いずに隣接セルを測定した値に追加して、自セル用の測定リソース制限を用いて隣接セル
を測定した値を含める。こうすることで、測定リソース制限を用いる場合の測定結果と測
定リソース制限を用いない場合の測定結果を比較することができるため、測定リソース制
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限を用いることによる利得を算出することができ、ネットワークを最適化することができ
る。
【０１１８】
　また、ＲＬＦ報告には、測定リソース制限を用いて自セルを測定した値を含める場合、
測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値を含めなくても良い。さらに、ＲＬＦ報
告には、測定リソース制限を用いて隣接セルを測定した値を含める場合、当該隣接セルに
対しては、測定リソース制限を用いずに測定した値を含めなくても良い。こうすることで
、実際に端末が使用していた状況を基地局が把握することができるため、ネットワークを
最適化することができる。また、測定リソース制限を用いない場合の自セル又は隣接セル
の測定結果と測定リソース制限を用いる場合の自セル又は隣接セルの測定結果の両方をＲ
ＬＦ報告に含める場合と比較して、ＲＬＦ報告のサイズを小さくすることができる。
【０１１９】
　なお、測定リソース制限を用いて自セル又は隣接セルを測定した値をＲＬＦ報告に含め
るとき、セル毎に、フラグを用いて、測定リソース制限を用いて測定した値であることを
通知してもよい。なお、フラグは１ビットで構成してもよい。こうすることで、基地局は
、測定リソース制限を用いて測定した値であることを明示的に知ることができるため、ど
の状況を測定したかを容易に知ることができる。なお、測定リソース制限を用いて測定し
た測定結果のグループと測定リソース制限を用いずに測定した測定結果のグループをわけ
て、ＲＬＦ報告を作成してもよい。こうすることで、セル毎にフラグを追加する必要がな
く、全体で、１つのフラグの追加ですむため、メッセージサイズを小さくすることができ
る。なお、測定設定情報を基地局間で交換することにより、基地局は測定リソース制限を
用いて測定した値かどうかを把握してもよい。こうすることで、無線リソースにおけるシ
グナリングの追加を抑えることができる。
【０１２０】
　上記説明は一例であり、上記以外の方法でＲＬＦ報告を送っても良い。例えば、端末は
、ＲＬＦを検出した後にアイドル状態（Ｉｄｌｅ）に移行する。その後、新たに接続を確
立する際に、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージ（RRC Connection Setup Complete
）にＲＬＦ情報有効フラグ（rlf-InfoAvailable）を真（true）にセットして含め、基地
局に送信しても良い。こうすることで、基地局は、端末がＲＬＦ報告を保持していること
を知ることができるため、ＲＬＦ報告要求（rlf-ReportReq）を真にセットした端末情報
要求メッセージを端末に送信し、端末からＲＬＦ報告（rlf-report）を含む端末情報応答
メッセージを得ることができる。
【０１２１】
　上記説明したシステムにおいて、第１の基地局と第２の基地局は同一の基地局でもよい
。また、端末によるＲＬＦ報告（rlf-report）の送信先は、第２の基地局に限らず、当該
端末が通信可能な他の局であっても良い。
【０１２２】
［第３の実施形態の端末の構成］
　図１０は、第３の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図である。図
１０に示すように、第３の実施形態の端末は、受信部３０１と、制御部３０３と、送信部
１０５とを備える。本実施形態の端末が第１の実施形態の端末と異なる点は、受信部３０
１、並びに、制御部３０３が有する測定設定管理部３１１、測定管理部３１３及びＲＬＦ
報告作成部３１９である。また、本実施形態の測定管理部３１３が有する隣接セル測定部
３３５も第１の実施形態とは異なる。さらに、本実施形態の測定管理部３１３は、制限隣
接セル測定部３３７を有する。
【０１２３】
　受信部３０１は、第１の実施形態の受信部１０１の機能に加え、制御部３０３の測定管
理部３１３が有する制限隣接セル測定部３３７からの指示に応じて、特定のリソースにお
いて自セルと同じ周波数の隣接セルのＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を受信する。受信部３０１は
、受信したＣＲＳ又はＲＳＳＩ等を周波数及びＰＣＩと一緒に制限隣接セル測定部３３７
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に出力する。
【０１２４】
　測定設定管理部３１１は、第１の実施形態の測定設定管理部１１１の機能に加え、自セ
ル用の測定リソース制限が入力される場合、測定設定に含まれる隣接セルの測定に必要な
設定のうち、当該測定リソース制限の周波数に関わる設定を制限隣接セル測定部３３７に
出力する機能を有する。
【０１２５】
　測定管理部３１３は、自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを、測定リソース制限を用いずに
測定したＲＳＲＰ及びＲＳＲＱと、測定リソース制限を用いて測定されたＲＳＲＰ及びＲ
ＳＲＱとを別々に管理する。測定管理部３１３は、自セル測定部１３１から入力されたＲ
ＳＲＰ及び受信信号強度（Received Signal Strength Indication：RSSI）からＲＳＲＱ
を算出し、測定リソース制限を用いずに測定した自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして管
理する。測定管理部３１３は、測定管理部３１３は、制限自セル測定部１３３から入力さ
れたＲＳＲＰ及びＲＳＳＩからＲＳＲＱを算出し、測定リソース制限を用いて測定した自
セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして管理する。
【０１２６】
　測定管理部３１３は、隣接セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを隣接セルのＰＣＩ及び周波数
毎に管理する。測定管理部３１３は、管理している値及び測定設定から、隣接セルの測定
が必要であると判断すると、隣接セル測定部３３５に、隣接セルの測定を指示する。測定
管理部３１３は、隣接セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを自セル用の測定リソース制限を用い
ずに測定したＲＳＲＰ及びＲＳＲＱと、自セル用の測定リソース制限を用いて測定された
ＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとを別々に管理する。測定管理部３１３は、隣接セル測定部３３５
から入力されたＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、ＰＣＩ及び周波数により、当該周波数のＰＣＩを持
つセルのＲＳＲＱを算出し、当該周波数のＰＣＩを持つセルの自セル用の測定リソース制
限を用いずに測定したＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして管理する。なお、同一周波数において
、測定リソース制限を用いずに測定した自セルのＲＳＳＩと隣接セルで共通の値を使用す
るかもしれない。なお、自セルのＲＳＳＩは、特定のリソースに制限せずに測定した自セ
ルのＲＳＳＩと測定リソース制限を用いて測定した自セルのＲＳＳＩで共通の値を使用す
るかもしれない。
【０１２７】
　測定管理部３１３は、制限隣接セル測定部３３７から入力されたＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、
ＰＣＩ及び周波数により、当該周波数のＰＣＩを持つセルのＲＳＲＱを算出し、当該周波
数のＰＣＩを持つセルの自セル用の測定リソース制限を用いて測定したＲＳＲＰ及びＲＳ
ＲＱとして管理する。測定管理部３１３は、ＲＬＦ報告作成部３１９から保持している情
報の出力を指示されると、保持している各セルのＲＳＲＰ、ＲＳＲＱをＲＬＦ報告作成部
３１９に出力する。このとき、自セル又は隣接セルに関して、測定リソース制限を用いて
測定したＲＳＲＰ又はＲＳＲＱがある場合、当該情報もＲＬＦ報告作成部３１９に出力す
る。なお、ＲＳＲＱの測定は必須ではないため、自セル測定部１３１、制限自セル測定部
１３３、隣接セル測定部３３５、制限隣接セル測定部３３７は、ＲＳＳＩを測定管理部３
１３に入力しないかもしれない。したがって、測定管理部３１３は、ＲＬＦ報告作成部３
１９に出力する一部又は全部のセルのＲＳＲＰのみをＲＬＦ報告作成部３１９に出力する
かもしれない。
【０１２８】
　隣接セル測定部３３５は、第１の実施形態の隣接セル測定部１３５の機能に加え、自セ
ルと同じ周波数の測定をしない機能を有していても良い。
【０１２９】
　制限隣接セル測定部３３７は、測定設定管理部３１１から入力された測定リソース制限
の対象となる周波数において、当該測定リソース制限を用いて、隣接セルのＲＳＲＰ又は
ＲＳＳＩを測定するため、当該測定リソース制限で指示されたリソースでのＣＲＳ又はＲ
ＳＳＩの測定を受信部３０１に指示する。制限隣接セル測定部３３７は、受信部３０１か
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ら入力されたＣＲＳ又はＲＳＳＩに対してレイヤー３フィルタリング等を行い、算出した
ＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを周波数及びＰＣＩと一緒に測定管理部３１３に出力する。
【０１３０】
　ＲＬＦ報告作成部３１９は、再接続制御部１１７からＲＬＦ報告の作成を指示されると
、測定管理部３１３に、保持している情報の出力を指示する。ＲＬＦ報告作成部３１９は
、測定管理部３１３から入力された情報を基にＲＬＦ報告を作成する。ＲＬＦ報告は、自
セルの測定リソース制限を用いずに測定した自セル又は隣接セルのＲＳＲＰ又はＲＳＲＱ
、又は、自セルの測定リソース制限を用いて測定された自セル又は隣接セルのＲＳＲＰ又
はＲＳＲＱにより構成される。こうすることで、自セル用の測定リソース制限を用いる場
合の測定結果と自セル用の測定リソース制限を用いない場合の測定結果を比較することが
できるため、自セル用の測定リソース制限を用いることによる利得を算出することができ
、ネットワークを最適化することができる。
【０１３１】
　なお、ＲＬＦ報告作成部３１９は、自セル用の測定リソース制限を用いて自セル又は隣
接セルを測定した値を含める場合、自セル用の測定リソース制限を用いずに測定した当該
自セル又は当該隣接セルの値を含めないでもよい。さらに、ＲＬＦ報告作成部３１９は、
自セル用の測定リソース制限を用いて隣接セルを測定した値を含める場合、自セル用の測
定リソース制限を用いずに当該隣接セルを測定した値を含めないでも良い。こうすること
で、実際に端末が使用していた状況を基地局が把握することができるため、ネットワーク
を最適化することができる。また、自セル用の測定リソース制限を用いない場合の自セル
又は隣接セルの測定結果と自セル用の測定リソース制限を用いる場合の自セル又は隣接セ
ルの測定結果の両方をＲＬＦ報告に含める場合と比較して、ＲＬＦ報告のサイズを小さく
することができる。
【０１３２】
　ＲＬＦ報告作成部３１９は、自セル用の測定リソース制限を用いて測定されたＲＳＲＰ
又はＲＳＲＱをＲＬＦ報告に含める場合、セル毎に測定リソース制限フラグを真（true）
にセットしてもよい。こうすることで、基地局は、自セル用の測定リソース制限を用いて
測定した値であることを明示的に知ることができるため、どの状況を測定したかを容易に
知ることができる。なお、ＲＬＦ報告作成部３１９は、自セル用の測定リソース制限を用
いて測定した測定結果のグループと自セル用の測定リソース制限を用いずに測定した測定
結果のグループをわけて、ＲＬＦ報告を作成してもよい。こうすることで、セル毎にフラ
グを追加する必要がなく、全体で、１つのフラグの追加ですむため、メッセージサイズを
小さくすることができる。なお、ネットワークが自セル用の測定リソース制限を使用した
値かを別の方法により知ることが出来る場合、測定リソース制限フラグをメッセージ構成
に含めない。ＲＬＦ報告作成部３１９は、ＲＬＦ報告を作成すると、ＲＬＦ報告を作成し
たことを再接続制御部１１７に出力し、ＲＬＦ報告をＲＬＦ報告管理部１２１に出力する
。
【０１３３】
　次に、第３の実施形態の端末の動作について説明する。図１１は、第３の実施形態の端
末の動作の一例を示すフローチャートである。図１１に示したフローチャートでは、図４
に示した第１の実施形態のフローチャートのステップＳ１０４の代わりにステップＳ３０
１又はＳ３０２が行われ、ステップＳ１１２の代わりにステップＳ３０３が行われる。
【０１３４】
　ステップＳ１０２では、端末は、測定リソース制限を用いずに自セルの測定を行う。な
お、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ１０２の自セルの測定を繰り返す一方
で、ステップＳ３０１へ移行する。ステップＳ１０３では、端末は、測定リソース制限を
用いて自セルの測定を行う。なお、端末は、図中に点線で示すように、ステップＳ１０３
の自セルの測定を繰り返す一方で、ステップＳ３０２へ移行する。
【０１３５】
　ステップＳ３０１では、端末は、自セル用の測定リソース制限を用いずに、測定設定に



(27) JP 5809647 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

従い、隣接セルの測定を行う。なお、図中に点線で示すように、ステップＳ３０１の隣接
セルの測定を繰り返す一方で、ステップＳ１０５へ移行する。
【０１３６】
　ステップＳ３０２では、端末は、自セル用の測定リソース制限を用いて、測定設定に従
い、自セルと同じ周波数の隣接セルの測定を行う。なお、本ステップでは、自セルとは異
なる周波数の隣接セルに関して、端末は、自セル用の測定リソース制限を用いずに、測定
設定に従い、隣接セルの測定を行う。なお、図中に点線で示すように、ステップＳ３０２
の隣接セルの測定を繰り返す一方で、ステップＳ１０５へ移行する。
【０１３７】
　ステップＳ１１０では、端末が、測定リソース制限のリソースで測定した値を保持して
いると判定した場合（Yesの場合）、ステップＳ３０３へ移行する。
【０１３８】
　ステップＳ３０３では、端末は自セル用の測定リソース制限を用いて測定した値を含め
たＲＬＦ報告を作成し、ステップＳ１１３へ移行する。なお、端末は自セル又は隣接セル
に対して測定リソース制限を用いて測定した値と測定リソース制限を用いずに測定した値
の両方を含めても良い。なお、端末は自セル又は隣接セルに対して測定リソース制限を用
いて測定した値を含める場合、当該隣接セルの測定リソース制限を用いずに測定した値を
含めなくても良い。また、端末は測定リソース制限を用いて測定したことを基地局に伝え
るために、測定リソース制限フラグをセル毎に含め、真（true）にセットしたＲＬＦ報告
を作成しても良い。なお、測定リソース制限フラグは１ビットで構成してもよい。
【０１３９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、端末は、自セル用の測定リソース制限を用
いて測定した自セル及び隣接セルの値をＲＬＦ報告に含める。このため、当該ＲＬＦ報告
を受け取った基地局は、端末が自セルを測定したタイミングにおける当該端末における隣
接セルの状況を把握することができるため、ＡＢＳ環境下の状況をより正確に把握するこ
とができる。
【０１４０】
（第４の実施形態）
　上述したように、ＡＢＳを使用する環境下では、ＡＢＳのサブフレームで測定した値と
ＡＢＳではないサブフレームで測定した値とでは、測定の精度が異なる。このため、従来
のＭＤＴ（Minimization Drive Test）では、基地局が端末の状況を把握する精度が低く
なることがある。第４の実施形態に係る発明の目的は、ＡＢＳを使用する環境下であって
も、無線通信端末における各セルの状況を外部の機器が正確に把握できる無線通信端末、
無線通信基地局及び無線通信システム、並びに、報告方法を提供することである。
【０１４１】
　図１６～図２０を参照して、第４の実施形態の無線通信システムについて説明する。第
４の実施形態の無線通信システムは、第１の実施形態の説明の前に説明した端末及び基地
局から構成される。端末は、ダウンリンクで基地局からセル毎に送信された参照信号を受
信して、定められた計算式に基づいて導出される測定結果を記録し、当該記録した測定結
果を基地局に送る機能を有する。各基地局は、各端末に対して無線リソース（例えば、周
波数領域、又は時間領域での周波数帯域）の割り当て及び管理を行う。さらに、基地局は
、端末のための無線アクセスネットワークのアクセスポイントの役割を有する。
【０１４２】
　図１６は、第４の実施形態の無線通信システムにおいて端末が測定結果記録報告（logM
easReport）を送る際のタイミングチャートである。図１６に示すように、端末が接続し
ている基地局（第１の基地局）は、端末に対して測定結果記録設定（Logged Measurement
 Configuration）を送信する。測定結果記録設定は、端末がアイドル状態の場合に測定結
果を記録するための設定情報を含む。測定結果記録設定は、具体的には、現在時刻（abso
luteTimeInfo）、記録期間（loggingDuration）、記録周期（loggingInterval）、追跡参
照（traceReference）、追跡記録セッション（traceRecordingSession）及び対象エリア
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設定（AreaConfiguration）などを含む。
【０１４３】
　端末は、アイドル状態に遷移すると、セル選択を行う。端末は、選択したセルの測定結
果記録設定に基づき、測定結果の記録を開始する。端末は、第２の基地局配下のセルから
受信した報知情報（System Information）が自セル用の測定リソース制限（Measurement 
Resource Restriction）を含む場合、その測定リソース制限に基づいて自セルを測定する
。そして、測定結果記録設定に基づき、その測定結果を記録する。このとき、端末は、測
定結果が測定リソース制限に基づいて測定したものであるということを一緒に記録する。
また、端末は、自セル及び隣接セルの測定結果に基づき、接続するセルの再選択（Cell R
eselection）を行う。
【０１４４】
　端末は、第３の基地局配下のセルを再選択すると、そのセルから報知情報（System Inf
ormation）を受信する。端末は、報知情報が自セル用の測定リソース制限を含む場合、そ
の測定リソース制限に基づいて自セルを測定する。そして、測定結果記録設定に基づき、
その測定結果を記録する。このとき、端末は、測定結果が測定リソース制限に基づいて測
定したものであるということを一緒に記録する。なお、測定リソース制限を含まない場合
、端末は通常の測定を行う。そして、測定記録設定に基づき、その測定結果を記録する。
【０１４５】
　端末は、コネクテッド状態に遷移する場合、ＲＲＣ接続要求（RRC Connection Request
）メッセージを第３の基地局に送信する。そして、第３の基地局は、ＲＲＣ接続セットア
ップ（RRC Connection Setup）メッセージを端末に送信する。端末は、ＲＲＣ接続セット
アップメッセージを受信し、セットアップが完了すると、ＲＲＣ接続セットアップ完了（
RRC Connection Setup Complete）メッセージを送信する。このとき、端末は、測定結果
記録設定に基づいた測定結果記録を保持している場合、測定結果記録有効（logMeasAvail
able）フラグを真（true）にセットしたＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを送信す
る。
【０１４６】
　第３の基地局は、測定結果記録有効フラグが真にセットされたＲＲＣ接続セットアップ
完了メッセージを受信し、その測定結果記録が必要であると判断すると、端末情報要求（
UE Information Request）メッセージを端末に送信する。第３の基地局は、端末情報要求
メッセージの測定結果記録要求（logMeasReportReq）フラグを真（true）にセットして、
端末に送信する。端末は、測定結果記録要求フラグが真にセットされた端末情報要求メッ
セージを受信すると、保持していた測定結果記録を端末情報応答（UE Information Respo
nse）メッセージに含めて第３の基地局に送信する。当該端末情報応答に含まれる測定結
果記録が「測定結果記録報告」である。このとき、端末は、セル毎に、測定リソース制限
に基づいて測定した値かどうかを示すフラグ（測定リソース制限フラグ）をセットする。
端末は、測定リソース制限に基づいて測定した値である場合、測定リソース制限フラグを
真（true）にセットする。一方、端末は、測定リソース制限に基づいて測定していない値
である場合、測定リソース制限フラグをセットしない。
【０１４７】
　以上のようにして、基地局は、端末から受信した測定結果記録が測定リソース制限に基
づいて測定された値かどうかを判断することができる。このため、本実施形態によれば、
従来よりも正確にセルの状態を把握することができる。
【０１４８】
　なお、端末は、測定結果記録をアイドル状態に遷移したときから開始してもよい。
【０１４９】
　上記説明は一例であり、上記以外の方法で、端末は、測定結果記録が有効であることを
基地局に通知してもよい。例えば、端末は、ハンドオーバ時のＲＲＣ接続再設定(RRC Con
nection Reconfiguration Complete)メッセージの測定結果記録有効フラグを真（true）
にセットして送信してもよい。また、端末は、ＲＲＣ接続再確立完了（RRC Connection R
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e-establishment Complete）メッセージの測定結果記録有効フラグを真（true）にセット
して送信してもよい。
【０１５０】
　上記説明したシステムにおいて、第１の基地局と第２の基地局と第３の基地局は同一の
基地局でも良い。また、端末による測定結果記録の送信先は第３の基地局に限らず、当該
端末が通信可能な他の基地局であってもよい。
【０１５１】
［第４の実施形態の端末の構成］
　図１７は、第４の実施形態の無線通信システムを構成する端末のブロック図である。図
１７に示すように、第４の実施形態の端末は、受信部４０１と、制御部４０３と、送信部
４０５とを備える。制御部４０３は、測定設定管理部４１１と、測定管理部４１３と、接
続制御部４１７と、ＭＤＴ報告作成部４１９と、ＭＤＴ報告管理部４２１とを有する。ま
た、測定管理部４１３は、自セル測定部４３１と、制限自セル測定部４３３と、隣接セル
測定部４３５とを有する。
【０１５２】
　受信部４０１は、制御部４０３からの指示に応じて、端末が使用中のセルのダウンリン
クを介して、報知情報又は個別制御情報を受信する。受信部４０１は、受信した報知情報
及び個別制御情報などを制御部４０３へ出力する。
【０１５３】
　受信部４０１は、制御部４０３の測定管理部４１３が有する自セル測定部４３１からの
指示に応じて、自セルのセル固有参照信号（CRS）又は受信信号強度（RSSI）などを受信
する。受信部４０１は、受信したＣＲＳ又はＲＳＳＩなどを自セル測定部４３１に出力す
る。また、受信部４０１は、制御部４０３の測定管理部４１３が有する制限自セル測定部
４３３からの支持に応じて、特定のリソースにおいて、自セルのＣＲＳ又はＲＳＳＩなど
を受信する。受信部４０１は、受信したＣＲＳ又はＲＳＳＩなどを制限自セル測定部４３
３に出力する。
【０１５４】
　制御部４０３は、受信部４０１が受信した報知情報から、自セルの測定リソース制限情
報、自セルの物理セル識別子（ＰＣＩ）、自セルの周波数、自セルの測定に必要な情報、
セル選択に必要な情報、及びセル再選択に必要な情報等を測定設定管理部４１１に出力す
る。制御部４０３は、セル選択に必要な情報及びセル再選択に必要な情報などを接続制御
部４１７に出力する。また、制御部４０３は、ＲＲＣ接続セットアップメッセージを接続
制御部４１７に出力する。
【０１５５】
　制御部４０３は、個別制御情報の一つである測定結果記録設定（Logged Measurement C
onfiguration）をＭＤＴ報告管理部４２１に出力する。また、制御部４０３は、個別制御
情報又は報知情報に含まれる、端末が接続しているセルのＰＬＭＮ（Public Land Mobile
 Network)をＭＤＴ報告管理部４２１に出力する。また、制御部４０３は、個別制御情報
で、測定結果記録要求フラグを真（true）にセットした端末情報要求メッセージ（UEInfo
rmationRequest）を受信すると、ＭＤＴ報告管理部４２１に測定結果記録報告を行うよう
指示する。
【０１５６】
　測定設定管理部４１１は、自セル用の測定リソース制限が入力される場合、自セル用の
測定リソース制限、自セルのＰＣＩ、自セルの周波数及び自セルの測定に必要な情報など
を制限自セル測定部４３３に出力する。一方、測定設定管理部４１１は、自セル用の測定
リソース制限が入力されない場合、自セルのＰＣＩ、自セルの周波数及び自セルの測定に
必要な情報などを自セル測定部４３１に出力する。測定設定管理部４１１は、セル選択に
必要な情報及びセル再選択に必要な情報などを測定管理部４１３に出力する。
【０１５７】
　測定管理部４１３は、自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱを、測定リソース制限を用いずに
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測定したＲＳＲＰ及びＲＳＲＱと、測定リソース制限を用いて測定されたＲＳＲＰ及びＲ
ＳＲＱとを区別して管理する。測定管理部４１３は、自セル測定部４３１から入力された
ＲＳＲＰ及びＲＳＳＩからＲＳＲＱを算出し、測定リソース制限を用いずに測定した自セ
ルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱとして管理する。測定管理部４１３は、制限自セル測定部４３
３から入力されたＲＳＲＰ及びＲＳＳＩからＲＳＲＱを算出し、測定リソース制限を用い
て測定した自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＳＱとして管理する。測定管理部４１３は、管理し
ている値、セル選択に必要な情報及びセル再選択に必要な情報から、隣接セルの測定が必
要であると判断すると、隣接セル測定部４３５に隣接セルの測定を指示する。測定管理部
４１３は、隣接セル測定部４３５から入力されたＲＳＲＰ、ＲＳＳＩ、ＰＣＩ及び周波数
などにより、当該周波数のＰＣＩを持つＲＳＲＱを算出し、ＲＳＲＰ及びＲＳＳＩを管理
する。
【０１５８】
　なお、同一周波数において、特定のリソースに制限せずに測定した自セルのＲＳＳＩと
隣接セルで共通の値を使用するかもしれない。また、自セルのＲＳＳＩは、特定のリソー
スに制限せずに測定した自セルのＲＳＳＩと測定リソース制限を用いて測定した自セルの
ＲＳＳＩで共通の値を使用するかもしれない。
【０１５９】
　測定管理部４１３は、ＭＤＴ報告管理部４２１から測定結果をＭＤＴ報告作成部４１９
に出力するよう指示があると、管理している自セルの測定結果及び隣接セルの測定結果を
ＭＤＴ報告作成部４１９に出力する。このとき、自セルの測定結果が測定リソース制限を
用いて測定した自セルのＲＳＲＰ及びＲＳＲＱの場合、測定管理部４１３は、測定リソー
ス制限を用いて測定した値であることを一緒にＭＤＴ報告作成部４１９に出力する。
【０１６０】
　測定管理部４１３は、自セル測定部４３１、制限自セル測定部４３３又は隣接セル測定
部４３５から情報が入力され、管理している情報を更新すると、接続制御部４１７に更新
した情報を出力する。
【０１６１】
　自セル測定部４３１は、測定設定管理部４１１から入力された周波数のＰＣＩをもつセ
ルのＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを測定するため、ＣＲＳ又はＲＳＳＩの測定を受信部４０１に
指示する。自セル測定部４３１は、受信部４０１から入力されたＣＲＳ又はＲＳＳＩの値
からフェージングの影響などを取り除くため、受信部４０１から入力された値に対してレ
イヤー３フィルタリングなどを行い、算出したＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを測定管理部４１３
に出力する。
【０１６２】
　制限自セル測定部４３３は、測定設定管理部４１１から入力された自セル用の測定リソ
ース制限において指示されたリソースで、入力された周波数のＰＣＩをもつセルのＲＳＲ
Ｐ又はＲＳＳＩを測定するため、当該リソースにおけるＣＲＳ又はＲＳＳＩの測定を受信
部４０１に指示する。制限自セル測定部４３３は、受信部４０１から入力されたＣＲＳ又
はＲＳＳＩに対してレイヤー３フィルタリングなどを行い、算出したＲＳＲＰ又はＲＳＳ
Ｉを測定管理部４１３に出力する。
【０１６３】
　隣接セル測定部４３５は、測定管理部４１３から隣接セルの測定を指示されると、測定
設定に指示されている周波数のセルのＲＳＲＰ又はＲＳＳＩを測定するため、ＣＲＳ又は
ＲＳＳＩの測定を受信部４０１に指示する。隣接セル測定部４３５は、受信部４０１から
周波数、ＰＣＩ及びＣＲＳ又はＲＳＳＩを入力される。隣接セル測定部４３５は、当該周
波数のＰＣＩをもつセル毎にレイヤー３フィルタリングなどを行い算出したＲＳＲＰ又は
ＲＳＳＩを周波数及びＰＣＩと一緒に測定管理部４１３に出力する。
【０１６４】
　接続制御部４１７は、測定管理部４１３から入力される情報を基に、接続するセルの選
択又は再選択を行う。接続制御部４１７は、端末がコネクテッド状態に遷移すると判断す
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ると、ＲＲＣ接続要求メッセージを作成し、送信部４０５に出力する。接続制御部４１７
は、ＲＲＣ接続セットアップメッセージを受信すると、ＲＲＣ接続セットアップ完了メッ
セージを作成する。このとき、接続制御部４１７は、報告する測定結果記録を保持してい
るかどうかをＭＤＴ報告管理部４２１に尋ねる。接続制御部４１７は、ＭＤＴ報告管理部
４２１から測定結果記録が有効であると応答されると、測定結果記録有効フラグを真にセ
ットしたＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージを作成し、送信部４０５に出力する。
【０１６５】
　ＭＤＴ報告管理部４２１は、測定結果記録設定に基づき、測定管理部に管理されている
測定結果をＭＤＴ報告作成部４１９に出力するように指示する。なお、端末が接続してい
るセルのＰＬＭＮがＲＰＬＭＮ（Registered PLMN）と一致している場合にのみ、ＭＤＴ
報告管理部４２１は、測定管理部４１３に管理されている測定結果をＭＤＴ報告作成部４
１９に出力するように指示する。ＭＤＴ報告管理部４２１は、接続制御部４１７から測定
結果記録が有効であるかを尋ねられると、ＭＤＴ報告作成部４１９に測定結果報告がある
かを確認し、ＭＤＴ報告作成部４１９に測定結果報告がある場合には、測定結果報告が有
効であると応答する。ＭＤＴ報告管理部４２１は、制御部４０３から測定結果記録報告を
送信するように指示されると、ＭＤＴ報告作成部４１９に測定結果記録報告を出力するよ
う指示する。ＭＤＴ報告管理部４２１は、ＭＤＴ報告作成部４１９から出力された測定結
果記録報告を含む端末情報応答メッセージを作成し、送信部４０５に出力する。
【０１６６】
　ＭＤＴ報告作成部４１９は、測定結果記録設定、測定管理部４１３から入力された値、
測定した時間、及び位置情報などを含めた測定結果記録報告を作成する。このとき、測定
管理部４１３から入力された自セルの測定結果が測定リソース制限を基に測定した値であ
る場合、ＭＤＴ報告作成部４１９は、測定リソース制限フラグを真にセットした測定結果
記録報告を作成する。なお、測定リソース制限フラグは１ビットでよい。
【０１６７】
　送信部４０５は、個別制御情報に対する応答メッセージ、ＲＲＣ接続要求メッセージ、
ＲＲＣ接続セットアップ完了メッセージ、又は、測定結果記録報告を含む端末情報応答メ
ッセージなどを送信する。
【０１６８】
［第４の実施形態の基地局の構成］
　図１８は、第４の実施形態の無線通信システムを構成する基地局のブロック図である。
図１８に示すように、第４の実施形態の基地局は、受信部４５１と、制御部４５３と、送
信部４５５とを備える。制御部４５３は、測定設定制御部４６１と、接続制御部４６３と
、ＭＤＴ制御部４６５とを有する。
【０１６９】
　受信部４５１は、端末から送信されたＲＲＣ接続要求メッセージ、ＲＲＣ接続セットア
ップ完了メッセージ、又は、端末情報応答メッセージを受信して制御部４５３へ出力する
。
【０１７０】
　制御部４５３は、端末が自セルの測定を特定のリソースにおいて行うと判断すると、自
セル用の測定リソース制限を含む報知情報を作成する。制御部４５３は、測定設定制御部
４６１から入力されたセル選択又はセル再選択のための設定を含む報知情報を作成する。
制御部４５３は、報知情報の送信を送信部４５５に指示する。制御部４５３は、ＲＲＣ接
続要求メッセージが入力されると、接続制御部４６３へ出力する。制御部４５３は、ＲＲ
Ｃ接続セットアップ完了メッセージに測定結果記録有効フラグが含まれ、真（true）にセ
ットされている場合、ＭＤＴ制御部４６５に端末が測定結果記録を保持していることを出
力する。制御部４５３は、入力された測定結果記録をＭＤＴ制御部４６５に出力する。
【０１７１】
　制御部４５３の測定設定制御部４６１は、セル選択又はセル再選択のための設定を作成
する。セル選択又はセル再選択のための設定は、自セルの周波数内でセル再選択を開始す
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る閾値、自セル以外の周波数でセル再選択を開始する閾値などがある。測定設定制御部４
６１は、セル選択又はセル再選択のための設定を制御部４５３へ出力する。
【０１７２】
　接続制御部４６３は、ＲＲＣ接続要求メッセージが入力されると、そのメッセージを送
信した端末の接続を許可するかを判断する。接続制御部４６３は、当該端末の接続を許可
すると判断すると、ＲＲＣ接続セットアップメッセージを作成し、送信部４５５へ出力す
る。
【０１７３】
　ＭＤＴ制御部４６５は、端末が測定結果記録を保持していることを通知されると、ＭＤ
Ｔ情報を収集するかを判断する。ＭＤＴ制御部４６５は、端末の測定結果記録を収集する
と判断すると、測定結果記録要求フラグ（logMeasAvailable）を真（true）にセットした
端末情報要求メッセージ（UEInformationRequest）を作成し、送信部４５５へ出力する。
ＭＤＴ制御部４６５は、測定結果記録報告を受信すると、当該報告に含まれる自セルの測
定結果が測定リソース制限で測定した値であるか否かを判断する。その判断方法は、端末
が測定リソース制限フラグを含めている場合、そのフラグにより判断する。なお、ネット
ワーク内で、測定リソース制限情報を共有することにより、判断してもよい。ＭＤＴ制御
部４６５は、ＭＤＴ報告を基にネットワークの最適化を行う。なお、ＭＤＴ制御部４６５
は、測定結果記録報告をネットワーク内で共有することにより、ネットワークの最適化を
行ってもよい。
【０１７４】
　送信部４５５は、個別制御情報、報知情報、ＲＲＣ接続セットアップメッセージ又は端
末情報要求メッセージなどを端末に送信する。
【０１７５】
　次に、第４の実施形態の端末の動作について説明する。図１９及び図２０は、第４の実
施形態の端末の動作の一例を示すフローチャートである。
【０１７６】
　端末は、コネクテッド状態のときに、個別制御情報で、測定結果記録設定(logged meas
urement configuration)を受信する(ステップＳ４０１)。次に、端末は、コネクテッド状
態からアイドル状態に遷移する（ステップＳ４０２）。
【０１７７】
　端末は、アイドル状態で属する（Camp On）セルを選択する（ステップＳ４０３）。端
末は、自セルの最新の報知情報を保持していない場合、自セルから報知情報を受信し、報
知情報に自セル用の測定リソース制限が含まれているかを判定する（ステップＳ４０４）
。端末は、報知情報に自セル用の測定リソース制限が含まれていない場合（Noの場合）、
ステップＳ４０５へ移行する。一方、端末は、報知情報に自セル用の測定リソース制限が
含まれている場合（Yesの場合）、ステップＳ４０６へ移行する。
【０１７８】
　ステップＳ４０５では、端末は、測定リソース制限を用いずに自セルの測定を行い、ス
テップＳ４０７へ移行する。ステップＳ４０６では、端末は、測定リソース制限のリソー
スで自セルの測定を行い、ステップＳ４０７へ移行する。
【０１７９】
　ステップＳ４０７では、端末は、自セルの測定結果がセル選択又はセル再選択の開始基
準を満たしている場合、セル選択又はセル再選択の設定に従い、隣接セルの測定を開始す
る。端末は、測定結果記録設定に基づき、周期的に測定結果を記録する（ステップＳ４０
８）。なお、セル再選択の開始基準と比較する自セルの測定結果は、測定リソース制限の
リソースで自セルを測定している場合は、測定リソース制限を用いて測定した自セルの値
を使用し、測定リソース制限を用いて自セルを測定していない場合は、測定リソース制限
を用いずに測定した自セルの値を使用する。なお、セル再選択の開始基準と比較する自セ
ルの測定結果は、常に、測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値でもよい。この
ようにすることで、測定リソース制限を理解できない端末と、測定リソース制限を理解で
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きる端末との間で、セル再選択の開始基準を統一することができる。
【０１８０】
　ステップＳ４０８の後、端末は、ステップＳ４０３に戻り、自セル及び隣接セルの測定
結果を基にセル再選択の判定を行う（ステップＳ４０３）。また、端末は、ステップＳ４
０８における測定結果の記録後、コネクテッド状態への遷移がトリガーされる（ステップ
Ｓ４０９）と、測定結果記録を保持しているかどうかを判定する（ステップＳ４１０）。
端末は、測定結果記録を保持していない場合（Noの場合）、測定結果記録有効フラグをセ
ットせずに、基地局に接続する（ステップＳ４１１）。一方、端末は、測定結果記録を保
持している場合（Yesの場合）、測定結果記録有効フラグを真（true）にセットして、接
続時に当該測定結果記録有効フラグを送信する（ステップＳ４１２）。次に、端末は、測
定結果記録要求フラグを受信する（ステップＳ４１３）と、測定リソース制限のリソース
で測定した値を保持しているかを判定する（ステップＳ４１４）。測定リソース制限のリ
ソースで測定した値を保持している場合（Yesの場合）、ステップＳ４１５に移行する。
測定リソース制限のリソースで測定した値を保持していない場合（Noの場合）、ステップ
Ｓ４１６に移行する。
【０１８１】
　ステップＳ４１５では、端末は、測定リソース制限のリソースで自セルを測定した値に
は、測定リソース制限フラグを真にセットした測定結果記録報告を作成する。なお、測定
リソース制限フラグは１ビットでよい。一方、ステップＳ４１６では、端末は、測定リソ
ース制限を用いずに測定した値で測定結果記録報告を作成する。ステップＳ４１５，Ｓ４
１６の後はステップＳ４１７に移行する。ステップＳ４１７では、端末は、ステップＳ４
１５又はＳ４１６で作成した測定結果記録報告を基地局に送信する。
【０１８２】
　以上説明したように、本実施形態によれば、端末は、測定リソース制限を用いて測定し
た自セルの値を測定結果記録報告に含める。このため、当該測定結果記録報告を受け取っ
た基地局は、ＡＢＳを使用する環境下においても、端末におけるセルの状況を正確に把握
できる。特に端末がアクセスを認められていないＣＳＧセル近傍にいる場合に、アクセス
が認められているセルを測定することは、端末のセルとの接続性を高めることができるた
め、より重要となる。本実施形態を用いることで、端末は、自セルとの接続性を高めるこ
とでき、端末のセルとの接続性を高めることができる。また、端末がセルカバレッジを従
来よりも拡張しているセルに接続している場合、隣接セルのＡＢＳを用いて自セルを測定
することにより、ネットワークが接続を維持させたいセルの状況を正確に測定することが
できる。
【０１８３】
（他の実施例１）
　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に自セル用の測定リソース制限が含
まれる場合を説明したが、その代わりに、隣接セル用の測定リソース制限を含めてもよい
。すなわち、端末は、自セルの報知情報に隣接セル用の測定リソース制限が含まれる場合
、測定リソース制限のリソースで隣接セルを測定した値を記録し、その値を測定結果記録
報告に含める。端末は、測定リソース制限のリソースで測定した値には、セル毎に測定リ
ソース制限フラグを真にセットする。測定リソース制限フラグは、セル毎ではなく、周波
数毎に設けてもよい。なお、隣接セル用の測定リソース制限は隣接セルリストと一緒に報
知することにより、特定の隣接セルにのみ適用してもよい。この場合、測定リソース制限
フラグは、セル毎に設定される。なお、端末は、測定リソース制限がないセルに関しては
測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し、その値を測定結果記録報告に含める。
このようにすることで、端末がセルカバレッジを従来よりも広くして運用したい場合にお
いて、隣接セルをＡＢＳを考慮して測定することができるため、ネットワークはＡＢＳを
適用した場合のセルの情報を正確に収集することができる。
【０１８４】
（他の実施例２）
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　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に自セル用の測定リソース制限が含
まれる場合を説明したが、自セルの報知情報に自セル用の測定リソース制限と隣接セル用
の測定リソース制限の両方を含めてもよい。すなわち、端末は、自セルの報知情報に両方
の測定リソース制限が含まれる場合、自セル用の測定リソース制限のリソースで自セルを
測定した値を記録し、隣接セル用の測定リソース制限のリソースで隣接セルを測定した値
を記録し、これらの値を測定結果記録報告に含める。なお、自セル用の測定リソース制限
と隣接セル用の測定リソース制限とを同時に設定してもよい。このようにすることで、自
セルと隣接セルのそれぞれに適したリソースで、各セルを測定した結果を記録することが
できるため、基地局が知りたい情報を正確に得ることができる。なお、端末は、測定リソ
ース制限がないセルに関しては測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し、その値
を測定結果記録報告に含める。このようにすることで、端末がセルカバレッジを従来より
も広くして運用したい場合において、隣接セルをＡＢＳを考慮して測定することができる
ため、ネットワークはＡＢＳを適用した場合のセルの情報を正確に収集することができる
。
【０１８５】
（他の実施例３）
　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に自セル用の測定リソース制限が含
まれる場合を説明したが、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を同一周波数上
の自セルと隣接セルの両方に適用してもよい。すなわち、端末は、自セルの報知情報に含
まれる測定リソース制限を用いて自セルと隣接セルを測定した値を記録し、各値を測定結
果記録報告に含める。このようにすることで、同じタイミングにおける自セルと隣接セル
の状況を把握することができる。なお、端末は、測定リソース制限がないセルに関しては
測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し、その値を測定結果記録報告に含める。
このようにすることで、端末がセルカバレッジを従来よりも広くして運用したい場合にお
いて、隣接セルをＡＢＳを考慮して測定することができるため、ネットワークはＡＢＳを
適用した場合のセルの情報を正確に収集することができる。
【０１８６】
（他の実施例４）
　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に自セル用の測定リソース制限が含
まれる場合を説明したが、その代わりに、自セルのＡＢＳ情報を含めてもよい。このとき
、端末は、隣接セルを自セルのＡＢＳを使用して測定した値を記録し、その値を測定結果
記録報告に含める。端末は、自セルの報知情報に自セルのＡＢＳ情報が含まれない場合、
隣接セルを測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し、その測定結果報告に含める
。端末は、自セルを測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し、測定結果報告に含
める。さらに、端末は、自セルのＡＢＳを使用して測定した隣接セルに関しては、ＡＢＳ
を考慮して測定したことを示すフラグ（測定リソース制限フラグ）を真にセットする。
【０１８７】
　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に自セル用の測定リソース制限が含
まれる場合を説明したが、その代わりに、セルリスト及び各セルのＡＢＳ情報を含めても
よい。このとき、端末は、セルリスト及び各セルのＡＢＳ情報から、セル毎に干渉が少な
くなるリソース（測定リソース制限）を算出し、そのリソースを用いて、自セル及び隣接
セルを測定し、各測定値を測定結果記録報告に含める。端末は、測定リソース制限を用い
ずに測定すると判定したセルに関して、測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し
、その値を測定結果記録報告に含める。このとき、端末は、測定リソース制限を用いて測
定したセルに関しては、測定リソース制限フラグを真にセットする。なお、自セルのみを
測定リソース制限を用いて測定してもよい。
【０１８８】
　なお、上記第４の実施形態及び他の実施例１～４において、測定結果記録設定（Logged
 Measurement Configuration）に、測定リソース制限を考慮するかどうかのフラグ（測定
リソース制限考慮フラグ）を含めてもよい。なお、この測定リソース制限考慮フラグは１
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ビットでよい。測定リソース制限考慮フラグが真（true）にセットされている場合、端末
は、上記第４の実施形態の動作を行う。一方、測定リソース制限考慮フラグがセットされ
ない場合、端末は、常に、測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値を記録する。
このようにすることで、アイドル状態の端末が、測定リソース制限を用いて自セルを測定
するのと同時に、測定リソース制限を用いずに自セルを測定する場合に、どちらの値を測
定結果記録に含めるかを指定することができ、ネットワークが知りたい情報を正確に取得
することができる。
【０１８９】
　なお、測定リソース制限を用いて自セルを測定するのと同時に、測定リソース制限を用
いずに自セルを測定する場合、セル再選択の開始基準と比較する自セルの測定結果は、常
に測定リソース制限を用いずに自セルを測定した値でもよい。このようにすることで、測
定リソース制限を理解できない端末と、測定リソース制限を理解できる端末との間で、セ
ル再選択の開始基準を統一することができる。
【０１９０】
　なお、上記第４の実施形態において、端末は自セルからのみ報知情報を受信していたが
、自セル及び隣接セルからそれぞれ報知情報を受信してもよい。このとき、端末は、各セ
ルの報知情報からＡＢＳ情報を取得し、セル毎に干渉が少なくなるリソース（測定リソー
ス制限）を算出し、そのリソースを用いて自セル及び隣接セルをそれぞれ測定した値を記
録し、各値を測定結果記録報告に含める。このとき、端末は、測定リソース制限を用いて
測定したセルに関しては、測定リソース制限フラグを真にセットする。なお、自セルのみ
を測定リソース制限を用いて測定してもよい。なお、端末は、測定リソース制限を用いず
に測定すると判定したセルに関しては、測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し
、その値を測定結果記録報告に含める。
【０１９１】
　なお、上記説明した測定リソース制限考慮フラグを２ビットで表しても良い。２ビット
で示される測定リソース制限考慮フラグは、例えば、以下の３パターンを表すことができ
る。
　００：ＡＢＳを考慮しない。
　０１：自セルからだけＡＢＳ情報を受信する。
　１０：自セルと隣接セルからＡＢＳ情報を受信する。
【０１９２】
　端末は、測定結果記録設定に含まれる測定リソース制限考慮フラグが「００」の場合、
自セル及び隣接セルを測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し、その値を測定結
果記録報告に含める。また、端末は、測定結果記録設定に含まれる測定リソース制限考慮
フラグが「０１」の場合、自セルからだけＡＢＳ情報の受信を試み、ＡＢＳ情報が含まれ
ている場合、隣接セルを、自セルのＡＢＳのリソースで測定した値を記録し、その値を測
定結果報告に含める。また、端末は、測定結果記録設定に含まれる測定リソース制限考慮
フラグが「１０」の場合、自セルと隣接セルからＡＢＳ情報の受信を試み、ＡＢＳ情報が
含まれている場合、セルごとに測定リソースを算出し、測定リソース制限をかけると判定
したセルに対して測定リソース制限を用いて測定した値を測定結果記録報告に含める。こ
のようにすることで、必要な情報だけを基地局が得ることができる。
【０１９３】
　なお、第４の実施形態では、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を用いて自
セルの測定を行う場合を説明したが、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を用
いて、自セルとは異なる周波数(Inter-frequency)のセルを測定してもよい。すなわち、
端末は、自セルの報知情報に測定リソース制限が含まれる場合、自セル、隣接セル、及び
自セルとは異なる周波数の隣接セルを、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を
用いてそれぞれ測定した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。一方、端末は、
自セルの報知情報に測定リソース制限が含まれない場合、各セルを測定リソース制限を用
いずにそれぞれ測定した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。このとき、端末
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は、測定リソース制限を用いて測定したセルに関しては、測定リソース制限フラグを真（
true）にセットする。
【０１９４】
　なお、第４の実施形態では、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を用いて自
セルの測定を行う場合を説明したが、その代わりに、自セルの報知情報に自セルのＡＢＳ
情報を含め、自セルとは異なる周波数(Inter-frequency)のセルも、自セルのＡＢＳ情報
を基に測定してもよい。すなわち、端末は、自セルの報知情報に自セルのＡＢＳ情報が含
まれる場合、自セル、隣接セル、及び自セルとは異なる周波数の隣接セルを、自セルのＡ
ＢＳを用いてそれぞれ測定した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。なお、端
末は、自セルの報知情報に自セルのＡＢＳ情報が含まれない場合、各セルを測定リソース
制限を用いずにそれぞれ測定した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。これは
、周波数間で同じＡＢＳが使用されている場合、他の周波数で報知情報を取得しなくとも
、異周波数のＡＢＳを考慮することができる。
【０１９５】
　なお、上記第４の実施形態及び他の実施例１～４において、測定結果記録設定（Logged
 Measurement Configuration）に、自セルと異なる周波数を考慮するというフラグ（異周
波数考慮フラグ）を含めてもよい。この異周波数考慮フラグが真（true）にセットされて
いる場合、端末は、自セルと異なる周波数の隣接セルを、自セルの報知情報に含まれる自
セルのＡＢＳ情報を用いて測定した値を記録し、その値を測定結果記録報告に含める。一
方、異周波数考慮フラグがセットされない場合、端末は、自セルと異なる周波数の隣接セ
ルに関して、測定リソース制限を用いずに測定した値を記録し、その値を測定結果記録報
告に含める。このようにすることで、ネットワークが異周波数に関してもＡＢＳを考慮し
て欲しいときだけ、ＡＢＳを考慮するため、消費電力を削減することができる。
【０１９６】
　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を用い
て自セルの測定を行う場合を説明したが、自セル以外の周波数では、受信電力の高いセル
から報知情報を受信し、そこに含まれる測定リソース制限を用いて、そのセル及びそのセ
ルの隣接セルをそれぞれ測定した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。なお、
測定リソース制限は、同一周波数では共通でもよいし、自セル用と隣接セル用で別々に設
定してもよいし、隣接セル用はセルリストとセットで設定することにより、隣接セル毎に
設定してもよい。なお、自セルの周波数に関しては上記第４の実施形態及び他の実施例１
～４を適用することができる。このようにすることで、異周波数も測定リソース制限を考
慮して測定することができるため、ネットワークは、複数の周波数において、測定リソー
ス制限を適用した場合の状況を知ることができる。
【０１９７】
　なお、測定結果記録設定に自セルと異なる周波数を考慮するというフラグ（異周波数考
慮フラグ）を含めてもよい。この異周波数考慮フラグが真（true）にセットされている場
合、端末は、自セルと異なる周波数において、受信電力の高いセルから報知情報を受信し
、そこに含まれる測定リソース制限を用いて、そのセル及びそのセルの隣接セルをそれぞ
れ測定した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。一方、異周波数考慮フラグが
セットされていない場合、端末は、自セルと異なる周波数の隣接セルに関して、測定リソ
ース制限を用いずに測定した値を記録し、その値を測定結果記録報告に含める。
【０１９８】
　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を用い
て自セルの測定を行う場合を説明したが、自セル以外の周波数では、各セルから報知情報
を受信し、そこに含まれる測定リソース制限を用いて、各セルを測定した値を記録し、各
値を測定結果記録報告に含める。なお、測定結果記録設定に、自セルと異なる周波数を考
慮するというフラグ（異周波数考慮フラグ）を含めてもよい。この異周波数考慮フラグが
真（true）にセットされている場合、端末は、自セルと異なる周波数において、各セルか
ら報知情報を受信し、そこに含まれる測定リソース制限を用いてそのセルを測定した値を
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記録し、その値を測定結果記録報告に含める。一方、異周波数考慮フラグがセットされて
いない場合、端末は、自セルと異なる周波数の隣接セルに関して、測定リソース制限を用
いずに測定した値を記録し、その値を測定結果記録報告に含める。なお、自セルの周波数
に関しては上記第４の実施形態及び他の実施例１～４を適用することができる。
【０１９９】
　なお、上記第４の実施形態では、自セルの報知情報に含まれる測定リソース制限を用い
て自セルの測定を行う場合を説明したが、自セル以外の周波数では、受信電力の高いセル
から報知情報を受信し、そこに含まれる当該セルのＡＢＳ情報を用いて、そのセル及びそ
のセルの隣接セルをそれぞれ測定した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。な
お、報知情報は、セルリストおよび各セルのＡＢＳ情報を含んでいてもよい。この場合、
端末は、セル毎に干渉が少なくなるリソースを算出し、そのリソースを用いて測定した値
を記録し、その値を測定結果記録報告に含める。なお、自セルの周波数に関しては上記第
４の実施形態及び他の実施例１～４を適用することができる。
【０２００】
　なお、測定結果記録設定に自セルと異なる周波数を考慮するというフラグ（異周波数考
慮フラグ）を含めてもよい。この異周波数考慮フラグが真（true）にセットされている場
合、端末は、自セルと異なる周波数において、受信電力の高いセルから報知情報を受信し
、そこに含まれるＡＢＳ情報を用いて、そのセル及びそのセルの隣接セルをそれぞれ測定
した値を記録し、各値を測定結果記録報告に含める。一方、異周波数考慮フラグがセット
されていない場合、端末は、自セルと異なる周波数の隣接セルに関して、測定リソース制
限を用いずに測定した値を記録し、その値を測定結果記録報告に含める。このようにする
ことで、ネットワークが異周波数に関してもＡＢＳを考慮して欲しいときだけ、ＡＢＳを
考慮するため、消費電力を削減することができる。
【０２０１】
　なお、上記第１～第３の実施形態は組み合わせて使用することができる。例えば、第２
の実施形態と第３の実施形態を組み合わせて使用する場合、端末が自セルの測定リソース
制限を設定されている場合、第３の実施形態の動作を行い、端末が自セルの測定リソース
制限を設定されていない場合、第２の実施形態の動作を行う。こうすることで、ネットワ
ークのトポロジーに応じたＲＬＦ報告を行うことができる。
【０２０２】
　なお、本発明において、ＲＳＲＰの測定に測定リソース制限が用いられるのは、干渉電
力の影響により参照信号の測定精度が低くなる場合に、干渉電力が低いところで参照信号
を測定することにより、ＲＳＲＰの精度を高くするために用いられる。一方、ＲＳＲＱの
測定に測定リソース制限が用いられるのは、ＡＢＳとＡＢＳ以外のリソースにおける干渉
電力の差があるため、端末が実際に使用するリソースにおけるＲＳＲＱを測定するためで
ある。そのため、上記各実施の形態においては、ＲＳＲＱのみを測定リソース制限を用い
て測定を行うようにしてもよいし、ＲＳＲＰのみを測定リソース制限を用いて測定を行う
ようにしてもよい。こうすることで、測定の自由度を残しながら、環境を考慮した測定す
ることができる。このとき、予め、測定リソース制限をＲＳＲＱのみ、あるいは、ＲＳＲ
Ｐのみを対象とするように設定してもよい。また、測定設定の際に、測定リソース制限の
対象を１ビットのフラグで指示してもよい。例えば、指示がない場合はＲＳＲＰとＲＳＲ
Ｑの両方を測定リソース制限の対象とし、指示がある場合はＲＳＲＱのみを測定リソース
制限の対象とする。また、測定設定の際に、測定リソース制限の対象を２ビットのフラグ
で指示してもよい。例えば、ＲＳＲＰのみ、ＲＳＲＱのみ、あるいは、ＲＳＲＰとＲＳＲ
Ｑの両方を測定リソース制限の対象とするという指示をする。こうすることで、環境に応
じて、測定リソース制限の対象を変えることができるため、効率的に測定を行うことがで
きる。また、ＲＬＦ報告要求を基地局から端末に送信する際に、測定リソース制限を考慮
したものＲＬＦ報告を送るように指示してもよい。こうすることで、基地局は必要な情報
を得ることができる。指示の方法は、例えば、フラグを用いて、測定リソース制限を用い
て測定した値を送るか否かを通知しても良い。また、例えば、フラグ（１ビット）でＲＳ
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ＲＱのみを測定リソース制限を用いて測定した値を送るように通知しても良い。また、例
えば、フラグ（２ビット）で、ＲＳＲＱのみ、ＲＳＲＰのみ、あるいは、ＲＳＲＰとＲＳ
ＲＱの両方を測定リソース制限を用いて測定した値を優先的に送るよう指示してもよい。
また、ＲＬＦ報告要求で、測定リソース制限を用いた測定値と測定リソース制限を用いな
い測定値の両方をＲＬＦ報告に含めるように指示をしてもよい。例えば、指示がある場合
は、測定リソース制限の測定値のみをＲＬＦ報告に含め、指示がない場合は、両方をＲＬ
Ｆ報告に含める。
【０２０３】
　なお、本発明は、キャリアアグリゲーション（Carrier Aggregation：CA）にも応用す
ることができる。キャリアアグリゲーションは、端末が複数の自セルを持ち、一つのプラ
イマリーセル（Primary Cell：PCell）と一つ以上のセカンダリーセル（Secondary Cell
：SCell）を持つ。プライマリーセルは、自セルの一つであり、最初のコネクション確立
時やコネクション再確立時に用いられる周波数のセル、又は、ハンドオーバ時に指示され
るセルである。一方、セカンダリーセルは、自セルの一つであり、無線通信装置により設
定されるセルである。例えば、端末は、ＲＬＦ報告に本発明を適用したプライマリーセル
の測定値を含める。端末のＲＬＦは、プライマリーセルの状況で判定されるため、こうす
ることで、一番重要なプライマリーセルの状況を基地局が把握することができる。また、
例えば、端末は、ＲＬＦ報告に本発明を適用したプライマリーセルの測定値と、ＲＬＦを
検出したセカンダリーセルの測定値を含めても良い。こうすることで、ＲＬＦが発生した
状況を基地局が把握することができる。また、例えば、端末は、ＲＬＦ報告に、本発明を
適用したプライマリーセルの測定値と、本発明を適用したセカンダリーセルの測定値とを
含める。こうすることで、基地局は、端末が使用している全ての自セルの状況を把握する
ことができる。また、端末は、本発明を適用した値を含めていない自セルに関しては、本
発明を適用していない測定値を含めても良い。このようにすることで、基地局は端末が使
用していた自セルの状況を把握することができる。
【０２０４】
　なお、端末は、ＲＬＦ発生時にキャリアアグリゲーションを行っている場合、ＲＬＦ発
生時に設定されていたセカンダリーセルの情報（セルグローバル識別子(Cell Global Ide
ntity：CGI)、あるいは、周波数と物理セル識別子(Physical Cell Identity：PCI)）をＲ
ＬＦ報告に含めてもよい。当該ＲＬＦ報告を受け取った基地局は、端末に設定されていた
セカンダリーセルがどれかを明示的に把握することができるため、無線リンク失敗（RLF
）が発生したときの端末の状況をより正確に把握することができる。
【０２０５】
　なお、本発明はＭＤＴ（Minimization Drive Test）機能に応用することもできる。
【０２０６】
　なお、上記実施形態では、ＣＲＳを用いる方法を示したが、本発明は、ＣＲＳ以外の参
照信号を用いる方法を用いても良い。例えば、ＣＲＳの変わりにＣＳＩ－ＲＳや端末に固
有の参照信号を用いても良い。
　なお、本発明は、ＡＢＳ以外にも、特定のサブフレームが他のサブフレームとは異なる
特徴を持つ場合にも有用である。
【０２０７】
　上記各実施形態では、本発明をハードウェアで構成する場合を例にとって説明したが、
本発明はハードウェアとの連携においてソフトウェアでも実現することも可能である。
【０２０８】
　また、上記各実施形態の説明に用いた各機能ブロックは、典型的には集積回路であるＬ
ＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されても良いし、一部又は全てを含む
ように１チップ化されても良い。ここでは、ＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ
、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０２０９】
　また、集積回路化の手法はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで
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実現しても良い。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Progra
mmable Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィ
ギュラブル・プロセッサを利用しても良い。
【０２１０】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行っても良い。バ
イオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０２１１】
　なお、上記実施形態ではアンテナとして説明したが、アンテナポートでも同様に適用で
きる。アンテナポート（Antenna port）とは、１本又は複数の物理アンテナから構成され
る論理的なアンテナを指す。すなわち、アンテナポートは必ずしも1本の物理アンテナを
指すとは限らず、複数のアンテナから構成されるアレイアンテナ等を指すことがある。例
えばＬＴＥ（Long Term Evolution）においては、アンテナポートが何本の物理アンテナ
から構成されるかは規定されず、基地局が異なる参照新号（Reference signal）を送信で
きる最小単位として規定されている。また、アンテナポートは、プリコーディング・ベク
トル（Precoding vector）の重み付けを乗算する最小単位として規定されることもある。
【０２１２】
　本発明を詳細にまた特定の実施態様を参照して説明したが、本発明の精神と範囲を逸脱
することなく様々な変更や修正を加えることができることは当業者にとって明らかである
。
【０２１３】
　本出願は、2011年2月15日出願の日本特許出願（特願2011－030036）、2011年4月1日出
願の日本特許出願（特願2011－082183）に基づくものであり、その内容はここに参照とし
て取り込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２１４】
　本発明に係る無線通信端末、無線通信基地局及び無線通信システムは、無線通信基地局
が特定のリソースにおいて、無線通信端末に送信するトラフィック量を低減する又は無線
信号の送信電力を低減する無線通信システム、並びに、当該無線通信システムで用いられ
る無線通信端末及び無線通信基地局等として有用である。
【符号の説明】
【０２１５】
１０１，２０１，３０１，４０１　受信部
１０３，２０３，３０３，４０３　制御部
１０５，４０５　送信部
１１１，２１１，３１１，４１１　測定設定管理部
１１３，２１３，３１３，４１３　測定管理部
１１５　ＲＬＭ制御部
１１７　再接続制御部
４１７　接続制御部
１１９，２１９，３１９　ＲＬＦ報告作成部
４１９　ＭＤＴ報告作成部
１２１　ＲＬＦ報告管理部
４２１　ＭＤＴ報告管理部
１３１，４３１　自セル測定部
１３３，４３３　制限自セル測定部
１３５，２３５，３３５，４３５　隣接セル測定部
２３７，３３７　制限隣接セル測定部
１５１，４５１　受信部
１５３，２５３，４５３　制御部
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１５５，４５５　送信部
１６１，２６１，４６１　測定設定制御部
１６３　再接続制御部
４６３　接続制御部
１６５，２６５　ＲＬＦ制御部
４６５　ＭＤＴ制御部

【図１】 【図２】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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