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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１周波数帯域内のキャリアが用いられる第１通信エリアと第２周波数帯域内のキャリ
アが用いられる第２通信エリアとが少なくとも一部で地理的に重複しており、該第１通信
エリア及び該第２通信エリアを管理する無線基地局を具備する移動通信システムであって
、
　前記無線基地局は、
　移動局の存在位置、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリアにおける混雑度、該第
１通信エリア及び該第２通信エリアにおける通信中の移動局の数、該移動局によって送信
されるデータ信号の種類、無線基地局又は該移動局における送信バッファ内のデータ量、
該移動局のＣａｐａｂｉｌｉｔｙ、或いは、該移動局の移動速度の少なくとも１つに基づ
いて、該移動局が前記第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリア
を用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否か
について判定するように構成されている判定部と、
　前記キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場合、前記第１周波数帯域
内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを指定する制御信号を送信するように
構成されている制御信号送信部と、
　前記移動局の存在位置、該移動局によって送信されるデータ信号の種類、無線基地局又
は該移動局における送信バッファ内のデータ量、該移動局のＣａｐａｂｉｌｉｔｙ、或い
は、該移動局の移動速度の少なくとも１つに基づいて、プライマリキャリアを決定するよ
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うに構成されている決定部とを具備し、
　前記移動局は、
　前記無線基地局によって送信された前記制御信号に応じて、前記第１周波数帯域内のキ
ャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを用いて、上りリンクの信号を送信する、或
いは、下りリンクの信号を受信するように構成されている通信部を具備し、
　前記プライマリキャリアは、上りリンクに関しては、下りリンクの無線品質情報や下り
リンクのデータ信号の送達確認情報やスケジューリングリクエストが送信されるキャリア
であり、下りリンクに関しては、無線リンクの確立及び失敗をモニターするためのキャリ
アであることを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　前記判定部は、前記キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場合、前記
第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを用いたキャリアアグ
リゲーションを行うための通信の設定を行うための制御信号を送信するように構成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　第１周波数帯域内のキャリアが用いられる第１通信エリアと第２周波数帯域内のキャリ
アが用いられる第２通信エリアとが少なくとも一部で地理的に重複するように構成されて
いる移動通信システム内で用いられ、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリアを管理
するように構成されている無線基地局であって、
　移動局の存在位置、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリアにおける混雑度、該第
１通信エリア及び該第２通信エリアにおける通信中の移動局の数、該移動局によって送信
されるデータ信号の種類、無線基地局又は該移動局における送信バッファ内のデータ量、
該移動局のＣａｐａｂｉｌｉｔｙ、或いは、該移動局の移動速度の少なくとも１つに基づ
いて、該移動局が前記第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリア
を用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否か
について判定するように構成されている判定部と、
　前記キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場合、前記第１周波数帯域
内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを指定する制御信号を送信するように
構成されている制御信号送信部と、
　前記移動局の存在位置、該移動局によって送信されるデータ信号の種類、無線基地局又
は該移動局における送信バッファ内のデータ量、該移動局のＣａｐａｂｉｌｉｔｙ、或い
は、該移動局の移動速度の少なくとも１つに基づいて、プライマリキャリアを決定するよ
うに構成されている決定部とを具備し、
　前記プライマリキャリアは、上りリンクに関しては、下りリンクの無線品質情報や下り
リンクのデータ信号の送達確認情報やスケジューリングリクエストが送信されるキャリア
であり、下りリンクに関しては、無線リンクの確立及び失敗をモニターするためのキャリ
アであることを特徴とする無線基地局。
【請求項４】
　前記判定部は、前記キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場合、前記
第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを用いたキャリアアグ
リゲーションを行うための通信の設定を行うための制御信号を送信するように構成されて
いることを特徴とする請求項３に記載の無線基地局。
【請求項５】
　第１周波数帯域内のキャリアが用いられる第１通信エリアと第２周波数帯域内のキャリ
アが用いられる第２通信エリアとが少なくとも一部で地理的に重複するように構成されて
いる移動通信システム内で用いられ、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリアを管理
するように構成されている無線基地局の制御方法であって、
　移動局の存在位置、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリアにおける混雑度、該第
１通信エリア及び該第２通信エリアにおける通信中の移動局の数、該移動局によって送信
されるデータ信号の種類、無線基地局又は該移動局における送信バッファ内のデータ量、
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該移動局のＣａｐａｂｉｌｉｔｙ、或いは、該移動局の移動速度の少なくとも１つに基づ
いて、該移動局が前記第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリア
を用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否か
について判定する工程と、
　前記キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場合、前記第１周波数帯域
内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを指定する制御信号を送信する工程と
、
　前記移動局の存在位置、該移動局によって送信されるデータ信号の種類、無線基地局又
は該移動局における送信バッファ内のデータ量、該移動局のＣａｐａｂｉｌｉｔｙ、或い
は、該移動局の移動速度の少なくとも１つに基づいて、プライマリキャリアを決定する工
程とを有し、
　前記プライマリキャリアは、上りリンクに関しては、下りリンクの無線品質情報や下り
リンクのデータ信号の送達確認情報やスケジューリングリクエストが送信されるキャリア
であり、下りリンクに関しては、無線リンクの確立及び失敗をモニターするためのキャリ
アであることを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システム、無線基地局及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域符号分割多重接続（ＷＣＤＭＡ：Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）方式や、高速下りリンクパケットアクセ
ス（ＨＳＤＰＡ：Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）方式や、高速上りリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ：Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐ
ｌｉｎｋ　Ｐｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）方式等の後継となる通信方式、すなわち、ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式が、
ＷＣＤＭＡの標準化団体３ＧＰＰで検討され、仕様化作業が進められている。
【０００３】
　ＬＴＥ方式での無線アクセス方式として、下りリンクについては直交周波数分割多重接
続（ＯＦＤＭＡ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が規定され、上りリンクについてはシングル
キャリア周波数分割多重接続（ＳＣ-ＦＤＭＡ：Ｓｉｎｇｌｅ-Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑ
ｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式が規定されてい
る。
【０００４】
　ＯＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を複数の狭い周波数帯域（サブキャリア）に分割し、各
サブキャリアにデータを載せて伝送を行うマルチキャリア伝送方式である。ＯＦＤＭＡ方
式によれば、サブキャリアを周波数軸上に直交させながら密に並べることで高速伝送を実
現し、周波数の利用効率を上げることが期待できる。
【０００５】
　ＳＣ-ＦＤＭＡ方式は、周波数帯域を端末毎に分割し、複数の端末間で異なる周波数帯
域を用いて伝送するシングルキャリア伝送方式である。ＳＣ-ＦＤＭＡ方式によれば、端
末間の干渉を簡易且つ効果的に低減することができることに加えて送信電力の変動を小さ
くできるので、ＳＣ-ＦＤＭＡ方式は、端末の低消費電力化及びカバレッジの拡大等の観
点から好ましい。
【０００６】
　ＬＴＥ方式では、下りリンク及び上りリンクの両方において、移動局に対して１つ以上
のリソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）が割り当てられて通信が行
われる。
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【０００７】
　無線基地局ｅＮＢは、サブフレーム（ＬＴＥ方式では、１ｍｓ）毎に、複数の移動局の
中で、どの移動局に対してリソースブロックを割り当てるかについて決定する(かかるプ
ロセスは「スケジューリング」と呼ばれる)。
【０００８】
　下りリンクにおいては、無線基地局ｅＮＢが、スケジューリングで選択された移動局に
対して、１以上のリソースブロックを用いて共有チャネル信号を送信し、上りリンクにお
いては、スケジューリングで選択された移動局が、無線基地局ｅＮＢに対して、１以上の
リソースブロックを用いて共有チャネル信号を送信する。
【０００９】
　なお、かかる共有チャネル信号は、上りリンクにおいては、「物理上りリンク共有チャ
ネル（ＰＵＳＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
」上の信号であり、下りリンクにおいては、「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」の信号であ
る。
【００１０】
　また、ＬＴＥ方式の後継の通信方式として、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式が、３ＧＰ
Ｐで検討されている。
【００１１】
　ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、その要求条件として、「キャリアアグリゲーショ
ン（Ｃａｒｒｉｅｒ　ａｇｇａｒｅｇａｔｉｏｎ）」を行うことが合意されている。
【００１２】
　ここで、「キャリアアグリゲーション」が行われる場合、移動局ＵＥは、同時に複数の
キャリアを用いて下りリンクの信号を受信したり、同時に複数のキャリアを用いて上りリ
ンクの信号を送信したりすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、３ＧＰＰでは、どのような場合に「キャリアアグリゲーション」を行う
べきかについて検討されておらず、「キャリアアグリゲーション」を行うことによる効果
を最大限に享受することができないという問題点があった。
【００１４】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「キャリアアグリゲーシ
ョン」を行うことによる効果を最大限に享受することができる移動通信システム、無線基
地局及び制御方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の第１の特徴は、第１周波数帯域内のキャリアが用いられる第１通信エリアと第
２周波数帯域内のキャリアが用いられる第２通信エリアとが少なくとも一部で地理的に重
複しており、該第１通信エリア及び該第２通信エリアを管理する無線基地局を具備する移
動通信システムであって、前記無線基地局は、移動局の存在位置、該移動局における無線
品質、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリアにおける混雑度、該第１通信エリア及
び該第２通信エリアにおける通信中の移動局の数、該移動局によって送信されるデータ信
号の種類、無線基地局又は該移動局における送信バッファ内のデータ量、或いは、該移動
局の移動速度の少なくとも１つに基づいて、該移動局が前記第１周波数帯域内のキャリア
及び前記第２周波数帯域内のキャリアを用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグ
リゲーションを行うべきであるか否かについて判定するように構成されている判定部と、
前記キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場合、前記第１周波数帯域内
のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを指定する制御信号を送信するように構
成されている制御信号送信部とを具備し、前記移動局は、前記無線基地局によって送信さ
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れた前記制御信号に応じて、前記第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内
のキャリアを用いて上りリンクの信号を送信するように構成されている上りリンク信号送
信部を具備することを要旨とする。
【００１６】
　本発明の第２の特徴は、第１周波数帯域内のキャリアが用いられる第１通信エリアと第
２周波数帯域内のキャリアが用いられる第２通信エリアとが少なくとも一部で地理的に重
複するように構成されている移動通信システム内で用いられ、前記第１通信エリア及び前
記第２通信エリアを管理するように構成されている無線基地局であって、移動局の存在位
置、該移動局における無線品質、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリアにおける混
雑度、該第１通信エリア及び該第２通信エリアにおける通信中の移動局の数、該移動局に
よって送信されるデータ信号の種類、無線基地局又は該移動局における送信バッファ内の
データ量、或いは、該移動局の移動速度の少なくとも１つに基づいて、該移動局が前記第
１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを用いて上りリンクの信
号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否かについて判定するように
構成されている判定部と、前記キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場
合、前記第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内のキャリアを指定する制
御信号を送信するように構成されている制御信号送信部とを具備することを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第３の特徴は、第１周波数帯域内のキャリアが用いられる第１通信エリアと第
２周波数帯域内のキャリアが用いられる第２通信エリアとが少なくとも一部で地理的に重
複するように構成されている移動通信システム内で用いられ、前記第１通信エリア及び前
記第２通信エリアを管理するように構成されている無線基地局の制御方法であって、移動
局の存在位置、該移動局における無線品質、前記第１通信エリア及び前記第２通信エリア
における混雑度、該第１通信エリア及び該第２通信エリアにおける通信中の移動局の数、
該移動局によって送信されるデータ信号の種類、無線基地局又は該移動局における送信バ
ッファ内のデータ量、該移動局のＣａｐａｂｉｌｉｔｙ、或いは、該移動局の移動速度の
少なくとも１つに基づいて、該移動局が前記第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周
波数帯域内のキャリアを用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを
行うべきであるか否かについて判定する工程と、前記キャリアアグリゲーションを行うべ
きであると判定した場合、前記第１周波数帯域内のキャリア及び前記第２周波数帯域内の
キャリアを指定する制御信号を送信する工程とを有す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、「キャリアアグリゲーション」を行うことによ
る効果を最大限に享受することができる移動通信システム、無線基地局及び制御方法を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、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】図２は、本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】図３は、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４】図４は、本発明の第１の実施形態に係る移動局によって行われる「Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」について説明するための図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態に係る移動局によって行われる「Ｃａｒｒｉｅ
ｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ」について説明するための図である。
【図６】図６は、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７】図７は、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケン
ス図である。
【図８】図８は、本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の動作を示すフローチャート
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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の構成）
　以下、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて、図面を参照しつつ説
明する。本実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を
用い、繰り返しの説明は省略する。
【００２１】
　本実施形態に係る移動通信システムは、例えば、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ　ａｎｄ
　ＵＴＲＡＮ（別名：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、或いは、Ｓｕｐｅｒ　
３Ｇ）」方式、或いは、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式が適用されるシステムである。
【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、２ＧＨｚ帯（第１周波数
帯域）内のキャリアが用いられるセル１（第１通信エリア）と３.５ＧＨｚ帯（第２周波
数帯域）内のキャリアが用いられるセル２（第２通信エリア）とが少なくとも一部で地理
的に重複している。
【００２３】
　ここで、セル１は、セル２と比べて、低い周波数が使用され、カバーエリアは広いが、
使用する周波数帯域幅が小さく、スループットが小さい。
【００２４】
　一方、セル２は、セル１と比べて、高い周波数が使用され、カバーエリアは狭いが、使
用する周波数帯域幅が大きく、スループットは大きい。
【００２５】
　なお、以下の説明において、移動局ＵＥは、アイドル状態、すなわち、待ち受け状態に
おいて、カバレッジエリアが広い２ＧＨｚ帯内のキャリアに在圏していることを仮定する
。
【００２６】
　ただし、移動局ＵＥは、２ＧＨｚ帯内のキャリアではなく、３.５ＧＨｚ帯内のキャリ
アに在圏する場合にも同様の処理を行うことが可能である。
【００２７】
　なお、図１に示す２ＧＨｚ帯内のキャリアが用いられるセル１及び３.５ＧＨｚ帯内の
キャリアが用いられるセル２は、一例であり、その他のキャリア、例えば、８００ＭＨｚ
帯のキャリアや２.６ＧＨｚ帯のキャリアが用いられてもよい。また、２つのキャリアで
はなく、３つ以上のキャリアが用いられるセルが少なくとも一部で地理的に重複していて
もよい。
【００２８】
　ところで、かかる第１周波数帯域や第２周波数帯域は、周波数バンド（Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｂａｎｄ）と呼ばれてもよい。ＬＴＥ方式或いはＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式に
おける周波数バンドは、３ＧＰＰ　ＴＳ３６.１０１の「５.５　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂ
ａｎｄｓ」に規定されている。
【００２９】
　例えば、Ｂａｎｄ１における上りリンクの周波数は、１９２０ＭＨｚから１９８０ＭＨ
ｚであり、Ｂａｎｄ６における上りリンクの周波数は、８３０ＭＨｚから８４０ＭＨｚで
ある。
【００３０】
　なお、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式が適用される場合には、「キャリアアグリゲーシ
ョン（Ｃａｒｒｉｅｒ Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）」が適用されてもよい。すなわち、上
りリンク又は下りリンクにおいて、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ（コンポーネ
ントキャリア）」を複数用いた通信が行われる。
【００３１】
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　ここで、「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」とは、ＬＴＥ方式における１つのシ
ステムキャリアに相当する。すなわち、ＬＴＥ方式では、１つの「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　
Ｃａｒｒｉｅｒ」で通信が行われていたが、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、２つ以
上の「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」で通信が行われてもよい。
【００３２】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、下りリンクにおいて、各移動局ＵＥで共有さ
れる「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」及び「物理下りリンク制御チャネル
（ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）」が用いられる。
【００３３】
　「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」を介して、ユーザデータ、すなわち、
通常のデータ信号が伝送される。
【００３４】
　また、「物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」を介して、「物理下りリンク共
有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」を用いて通信を行う移動局ＵＥのＩＤやユーザデータのトラ
ンスポートフォーマットの情報（すなわち、下りスケジューリング情報）や、「物理上り
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」を用いて通信を行う移動局ＵＥのＩＤやユーザデー
タのトランスポートフォーマットの情報（すなわち、上りスケジューリンググラント）等
の制御信号が通知される。
【００３５】
　「物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」は、「下りＬ１/Ｌ２制御チャネル（
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｌ１/Ｌ２　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）」と呼ばれてもよい
。また、「下りスケジューリング情報」や「上りスケジューリンググラント」は、まとめ
て、「下りリンク制御情報（ＤＣＩ）」と呼ばれてもよい。
【００３６】
　また、下りリンクにおいては、報知情報が、論理チャネルとしての「ＢＣＣＨ：Ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ」にマッピングされて送信される。
【００３７】
　ここで、「ＢＣＣＨ」を介して送信される情報の一部は、トランスポートチャネルであ
る「ＢＣＨ：Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ」にマッピングされ、「ＢＣＨ」にマ
ッピングされた情報は、物理チャネルである「Ｐ-ＢＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａ
ｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ」を介して、該当するセル内の移動局ＵＥに送信される。
【００３８】
　また、「ＢＣＣＨ」を介して送信される情報の一部は、トランスポートチャネルである
「ＤＬ-ＳＣＨ：Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ」にマッピングされ
、「ＤＬ-ＳＣＨ」にマッピングされた情報は、物理チャネルである「物理下りリンク共
有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」を介して、該当するセル内の移動局ＵＥに送信される。
【００３９】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、上りリンクにおいて、各移動局ＵＥで共有し
て使用される「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」及び「物理上りリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）」が用いられる。
【００４０】
　かかる「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」により、ユーザデータ、すなわ
ち、通常のデータ信号が伝送される。
【００４１】
　また、「物理上りリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）」により、「物理上りリンク共有
チャネル（ＰＵＳＣＨ）」のスケジューリング処理や適応変復調及び符号化処理（ＡＭＣ
Ｓ：　Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ
）に用いるための下りリンクの品質情報（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ）、及び、「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」における送
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達確認情報（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が伝送される
。
【００４２】
　かかる下りリンクの品質情報は、「ＣＱＩ」や「ＰＭＩ（Ｐｒｅ-ｃｏｄｉｎｇ　Ｍａ
ｔｒｉｘ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」や「ＲＩ（Ｒａｎｋ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」をまと
めたインディケータである「ＣＳＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）」と呼ばれてもよい。
【００４３】
　また、かかる送達確認情報の内容は、送信信号が適切に受信されたことを示す肯定応答
（ＡＣＫ：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）又は送信信号が適切に受信されなかったこ
とを示す否定応答（ＮＡＣＫ：Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）の
何れかで表現される。
【００４４】
　なお、上述したＣＱＩや送達確認情報の送信タイミングが、「物理上りリンク共有チャ
ネル（ＰＵＳＣＨ）」の送信タイミングと同じである場合には、かかるＣＱＩや送達確認
情報を、「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」に多重して送信してもよい。
【００４５】
　図２に示すように、無線基地局ｅＮＢは、報知情報送信部１１と、取得部１２と、判定
部１２Ａと、決定部１３と、制御信号送信部１４とを具備している。
【００４６】
　報知情報送信部１１は、上述のＢＣＣＨを介して、セル１及びセル２内の移動局ＵＥに
対して、報知情報を送信するように構成されている。
【００４７】
　ここで、報知情報送信部１１は、所定情報を指定する報知情報を送信するように構成さ
れていてもよい。後述するように、移動局ＵＥは、所定情報に基づく測定処理を行うよう
に構成されている。
【００４８】
　例えば、報知情報送信部１１は、所定情報として、移動局ＵＥにおける無線品質を指定
するように構成されていてもよい。
【００４９】
　例えば、報知情報送信部１１は、移動局ＵＥにおける無線品質として、「ＣＱＩ」や「
ＳＩＲ（Ｓｉｇｎａｌ-ｔｏ-Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）」や「パスロス」
や「ＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）」
や「ＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ
）」や「Ｐｏｗｅｒ　Ｈｅａｄｒｏｏｍ」等を指定するように構成されていてもよい。
【００５０】
　また、かかる場合、報知情報送信部１１は、所定情報として、移動局ＵＥにおける無線
品質と併せて、移動局ＵＥにおける無線品質の測定対象としての所定キャリア或いは所定
周波数帯域を指定するように構成されていてもよい。
【００５１】
　より具体的には、報知情報送信部１１は、所定情報として、移動局ＵＥにおける無線品
質と併せて、移動局ＵＥにおける無線品質の測定対象としてのキャリアに関する以下の情
報を指定するように構成されていてもよい。
【００５２】
＜キャリアに関する情報＞
-　下りリンクのキャリア周波数
-　下りリンクの圏外判定閾値（Ｑｒｘｌｅｖｍｉｎ）、すなわち、下りリンクのリファ
レンス信号の受信レベルの最小値。
【００５３】
-　上りリンクの最大送信電力
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-　測定帯域幅
-　周波数方向の無線品質オフセット（ｑ－ＯｆｆｓｅｔＦｒｅｑ）
　或いは、報知情報送信部１１は、別途、報知情報として、異周波のセルリセレクション
用のシステムインフォメーションを、移動局ＵＥに対して、送信するように構成されてお
り、前記システムインフォメーションの中で、所定情報を移動局ＵＥに指定するように構
成されていてもよい。
【００５４】
　この場合、例えば、前記システムインフォメーションの中に、在圏しているキャリア以
外のキャリアの測定及び所定情報の報告を行うか否かのフラッグが定義されてもよい。ま
た、前記フラッグに加えて、測定すべき所定情報を指定する情報要素が定義されてもよい
。
【００５５】
　例えば、報知情報送信部１１は、かかる所定キャリアとして、図１に示される移動通信
システムにおけるセル１のキャリア周波数と、セル２のキャリア周波数を指定してもよい
。
【００５６】
　また、例えば、報知情報送信部１１は、かかる所定周波数帯域として、図１に示される
移動通信システムにおけるセル１の周波数帯域（すなわち、２ＧＨｚ帯）と、セル２の周
波数帯域（すなわち、３．５ＧＨｚ帯）を指定してもよい。
【００５７】
　なお、ここで、前記周波数帯域とは、周波数バンド（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｂａｎｄ）
であってもよい。ＬＴＥ方式或いはＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式における周波数バンド
は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６.１０１の「５.５　Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｂａｎｄｓ」に規定さ
れている。例えば、Ｂａｎｄ１における下りリンクの周波数は、２１１０ＭＨｚから２１
７０ＭＨｚであり、Ｂａｎｄ６における下りリンクの周波数は、８７５ＭＨｚから８８５
ＭＨｚである。
【００５８】
　なお、報知情報送信部１１は、かかる所定キャリアとして、後述する「アンカーキャリ
ア（Ａｎｃｈｏｒ　Ｃａｒｒｉｅｒ）」として設定する可能性のあるキャリアを指定する
ように構成されていてもよい。「アンカーキャリア」は、「メインキャリア（Ｍａｉｎ　
Ｃａｒｒｉｅｒ）」と呼ばれてもよい。
【００５９】
　また、報知情報送信部１１は、かかる所定周波数帯域として、上述の「アンカーキャリ
ア」として設定する可能性のあるキャリアが属する周波数帯域を指定するように構成され
ていてもよい。
【００６０】
　さらに、報知情報送信部１１は、所定情報として、移動局ＵＥの存在位置、移動局ＵＥ
における無線品質、移動局ＵＥにおける送信バッファ内のデータ量、或いは、移動局ＵＥ
の移動速度を指定するように構成されていてもよい。
【００６１】
　また、報知情報送信部１１は、所定情報として、移動局ＵＥにおける測定結果の報告条
件を指定するように構成されていてもよい。例えば、報知情報送信部１１は、所定情報と
して、後述する第１閾値及び第２閾値を指定するように構成されていてもよい。
【００６２】
　ここで、第１閾値及び第２閾値は、同じ値であってもよいし、異なる値であってもよい
。また、第１閾値及び第２閾値は、ＬＴＥ方式で規定されている「Ｓｉｎｔｒａｓｅｒｃ
ｈ」や「Ｓｎｏｎｉｎｔｒａｓｅｒｃｈ」と同じ値であってもよい。
【００６３】
　なお、かかるＢＣＣＨを介して報知情報送信部１１より移動局ＵＥに送信される情報は
、ＲＲＣメッセージにより、無線基地局ｅＮＢより移動局ＵＥに送信されてもよい。
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【００６４】
　ここで、ＲＲＣメッセージは、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとの間で個別にやり取り
される制御信号（ＤＣＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）で
ある。
【００６５】
　例えば、無線基地局ｅＮＢは、ハンドオーバ（ＨＯ：Ｈａｎｄｏｖｅｒ）を行う移動局
ＵＥに対して、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢにおける上記情報を通知する。この場
合、移動局ＵＥは、ハンドオーバ先で、新たにＨＯ先の無線基地局ｅＮＢの報知情報を読
み直す必要がないため、ハンドオーバにおけるＩｎｔｅｒｒｕｐｔｉｏｎ　ｔｉｍｅを低
減することが可能となる。
【００６６】
　かかるＲＲＣメッセージは、報知情報送信部１１を介して、移動局ＵＥに送信されても
よいし、無線基地局ｅＮＢ内の別の機能部から移動局ＵＥに送信されてもよい。
【００６７】
　取得部１２は、移動局ＵＥが２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリア
を用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否か
について判定するための判定情報を取得するように構成されている。
【００６８】
　具体的には、取得部１２は、判定情報として、移動局ＵＥの存在位置、移動局ＵＥにお
ける無線品質、セル１及びセル２における混雑度、セル１及びセル２における通信中の移
動局ＵＥの数、移動局ＵＥによって送信されるデータ信号の種類（例えば、ＶｏＩＰ用デ
ータ信号や、ベストエフォート型のデータ信号等）、無線基地局ｅＮＢ又は移動局ＵＥに
おける送信バッファ内のデータ量、或いは、移動局ＵＥの移動速度、移動局ＵＥのＣａｐ
ａｂａｉｌｉｔｙを示す情報の少なくとも１つを取得するように構成されている。
【００６９】
　例えば、取得部１２は、判定情報として、ランダムアクセス手順で移動局ＵＥによって
報告された測定結果を取得するように構成されていてもよい。
【００７０】
　或いは、例えば、取得部１２は、判定情報として、移動局ＵＥからＲＲＣメッセージに
より報告された測定結果を取得するように構成されていてもよいし、判定情報として、移
動局ＵＥからＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔにより報告された測定結果を取得す
るように構成されていてもよい。
【００７１】
　また、取得部１２は、判定情報として、無線基地局ｅＮＢにおける送信バッファ内のデ
ータ量を、無線基地局ｅＮＢ内の送信バッファから取得するように構成されていてもよい
。
【００７２】
　判定部１２Ａは、取得部１２によって取得された判定情報に基づいて、移動局ＵＥが２
ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを用いて上りリンクの信号を送信
するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否かについて判定するように構成され
ている。
【００７３】
　例えば、判定部１２Ａは、移動局ＵＥから報告される判定情報として、移動局ＵＥの存
在位置が報告される場合に、移動局ＵＥの存在位置がセルの中央である場合に、キャリア
アグリゲーションを行うと判定し、移動局ＵＥの存在位置がセル端である場合に、キャリ
アアグリゲーションを行わないと判定してもよい。
【００７４】
　より具体的には、判定部１２Ａは、無線基地局ｅＮＢから移動局ＵＥまでの距離が所定
の閾値以下である場合に、キャリアアグリゲーションを行うと判定し、それ以外の場合に
キャリアアグリゲーションを行わないと判定してもよい。
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【００７５】
　或いは、判定部１２Ａは、移動局ＵＥにおける無線品質、例えば、ＳＩＲが所定の閾値
以上である場合に、キャリアアグリゲーションを行うと判定し、移動局ＵＥにおける無線
品質、例えば、ＳＩＲが所定の閾値以上でない場合に、キャリアアグリゲーションを行わ
ないと判定してもよい。
【００７６】
　上述した例では、無線品質として、ＳＩＲを用いたが、ＳＩＲの代わりに、ＣＱＩや、
ＲＳＲＰや、Ｐａｔｈｌｏｓｓや、Ｐｏｗｅｒ　Ｈｅａｄｒｏｏｍや、ＲＳＲＱ等が用い
られてもよい。
【００７７】
　ここで、移動局ＵＥから報告される無線品質として、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける
無線品質と３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質とが報告される場合に、両方の
キャリアにおける無線品質に基づいて、キャリアアグリゲーションを行うか否かを判定し
てもよいし、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質のみに基づいて、キャリアアグリ
ゲーションを行うか否かを判定してもよいし、３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線
品質のみに基づいて、キャリアアグリゲーションを行うか否かを判定してもよい。
【００７８】
　なお、後述するように、移動局ＵＥは、２ＧＨｚ帯の無線品質が所定閾値以下である場
合に、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質と３.５ＧＨｚ帯内のキャリアの無線品
質の両方を報告し、２ＧＨｚ帯の無線品質が所定閾値以下でない場合に、２ＧＨｚ帯内の
キャリアにおける無線品質のみを報告するという処理を行ってもよい。
【００７９】
　ここで、移動局ＵＥは、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質のみを報告する、と
いう状態は、後述するように、２ＧＨｚ帯及び３.５ＧＨｚ帯の無線品質が十分に良好で
あることを意味する。
【００８０】
　よって、判定部１２Ａは、移動局ＵＥから報告される無線品質として、２ＧＨｚ帯内の
キャリアにおける無線品質のみが報告される場合に、キャリアアグリゲーションを行うと
判定し、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質と３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおけ
る無線品質の両方が報告される場合に、キャリアアグリゲーションを行わないと判定して
もよい。
【００８１】
　或いは、判定部１２Ａは、移動局ＵＥから報告される無線品質として、２ＧＨｚ帯内の
キャリアにおける無線品質のみが報告される場合に、キャリアアグリゲーションを行うと
判定し、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにお
ける無線品質の両方が報告される場合に、３.５ＧＨｚ帯内のキャリアの無線品質が所定
の閾値以上である場合に、キャリアアグリゲーションを行い、３.５ＧＨｚ帯内のキャリ
アの無線品質が所定の閾値以上でない場合に、キャリアアグリゲーションを行わないと判
定してもよい。
【００８２】
　すなわち、判定部１２Ａは、複数の周波数帯域が存在し、移動局ＵＥが、複数の周波数
帯域の内、１つの周波数帯域内のキャリアに関する無線品質を報告するか否かに基づいて
、キャリアアグリゲーションを行うか否かを判定してもよい。
【００８３】
　ここで、かかる１つの周波数帯域内のキャリアは、後述するように、予め無線基地局ｅ
ＮＢより指定されるメインで測定するキャリアであってもよい。
【００８４】
　また、例えば、判定部１２Ａは、セル１及びセル２における混雑度が小さい場合、すな
わち、混雑していない場合、キャリアアグリゲーションを行うと判定し、セル１及びセル
２における混雑度が大きい場合、すなわち、混雑している場合、キャリアアグリゲーショ
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ンを行わないと判定してもよい。
【００８５】
　かかる判定を行うことにより、ピークスループットの向上が見込める混雑度が小さい場
合に、キャリアアグリゲーションを行うことが可能となり、ピークスループットの更なる
向上が可能となる。
【００８６】
　一方で、ピークスループットの向上が見込めない混雑度が大きい場合には、キャリアア
グリゲーションを行わないことにより、無線基地局ｅＮＢでのスケジューリング処理負荷
の低減を行うことが可能となる。
【００８７】
　また、例えば、判定部１２Ａは、送信されるデータ信号の種類がベストエフォート型の
データ信号である場合に、キャリアアグリゲーションを行うと判定し、ＶｏＩＰ用データ
信号である場合に、キャリアアグリゲーションを行わないと判定してもよい。
【００８８】
　かかる判定を行うことにより、高速で通信を行う必要があるベストエフォート側のデー
タ信号の通信を行う場合に、キャリアアグリゲーションを行うことが可能となる。
【００８９】
　一方で、高速で通信を行う必要のないＶｏＩＰ用のデータ信号の場合に、キャリアアグ
リゲーションを行わないことにより、無線基地局ｅＮＢでのスケジューリング処理負荷の
低減を行うことが可能となる。
【００９０】
　また、例えば、判定部１２Ａは、無線基地局ｅＮＢまたは移動局ＵＥにおける送信バッ
ファ内のデータ量が所定の閾値以上である場合に、キャリアアグリゲーションを行うと判
定し、無線基地局ｅＮＢまたは移動局ＵＥにおける送信バッファ内のデータ量が所定の閾
値以上でない場合に、キャリアアグリゲーションを行わないと判定してもよい。
【００９１】
　かかる判定を行うことにより、送信すべきデータのサイズが大きい場合、すなわち、高
速で通信を行う必要がある場合に、キャリアアグリゲーションを行うことが可能となる。
【００９２】
　一方で、送信すべきデータのサイズが小さい場合、すなわち、高速で通信を行う必要が
ない場合に、キャリアアグリゲーションを行わないことにより、無線基地局ｅＮＢでのス
ケジューリング処理負荷の低減を行うことが可能となる。
【００９３】
　また、例えば、判定部１２Ａは、移動局ＵＥにおける移動速度が所定の閾値以下である
場合に、キャリアアグリゲーションを行うと判定し、移動局ＵＥにおける移動速度が所定
の閾値以下でない場合に、キャリアアグリゲーションを行わないと判定してもよい。かか
る判定を行うことにより、移動速度が小さく、３.５ＧＨｚ帯のセル、すなわち、セル２
の外にでる可能性が小さい場合に、キャリアアグリゲーションを行うことが可能となる。
【００９４】
　一方で、移動局ＵＥにおける移動速度が大きく、３.５ＧＨｚ帯のセル、すなわち、セ
ル２の外に出る可能性が大きい場合に、キャリアアグリゲーションを行わないことにより
、無線基地局ｅＮＢでのスケジューリング処理負荷の低減を行うことが可能となる。
【００９５】
　また、例えば、判定部１２Ａは、移動局ＵＥのＣａｐａｂｉｌｉｔｙとして、キャリア
アグリゲーションを行うことができる場合に、キャリアアグリゲーションを行うと判定し
、移動局ＵＥのＣａｐａｂｉｌｉｔｙとして、キャリアアグリゲーションを行うことがで
きない場合に、キャリアアグリゲーションを行わないと判定してもよい。
【００９６】
　なお、上述した例においては、移動局ＵＥの存在位置、移動局ＵＥにおける無線品質、
セル１及びセル２における混雑度、セル１及びセル２における通信中の移動局ＵＥの数、
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移動局ＵＥによって送信されるデータ信号の種類（例えば、ＶｏＩＰ用データ信号や、ベ
ストエフォート型のデータ信号等）、無線基地局ｅＮＢまたは移動局ＵＥにおける送信バ
ッファ内のデータ量、移動局ＵＥの移動速度、あるいは、移動局ＵＥのＣａｐａｂａｉｌ
ｉｔｙのそれぞれに基づいて、キャリアアグリゲーションを行うか否かを判定する例を示
したが、２つ以上の判定情報に基づいて、キャリアアグリゲーションを行うか否かを判定
してもよい。
【００９７】
　決定部１３は、判定部１２Ａによる判定結果に基づいて、制御信号を送信するキャリア
、すなわち、「アンカーキャリア」を決定するように構成されている。ここで、アンカー
キャリアは、メインキャリア或いはプライマリキャリアと呼ばれてもよい。
【００９８】
　アンカーキャリア、メインキャリア及びプライマリキャリアは、上りリンクに関しては
、下りリンクの無線品質情報や下りリンクのデータ信号の送達確認情報やスケジューリン
グリクエストが送信されるキャリアであり、下りリンクに関しては、無線リンクの確立及
び失敗をモニターするためのキャリアであってもよい。
【００９９】
　ここで、かかる制御信号は、例えば、ＲＲＣメッセージであってもよいし、ＮＡＳメッ
セージであってもよい。
【０１００】
　また、かかる制御信号は、論理チャネルとしてはＤＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）であってもよい。
【０１０１】
　或いは、かかる制御信号は、下りリンクにおいては、上りスケジューリンググラントや
下りスケジューリング情報であってもよい。
【０１０２】
　また、かかる制御信号は、上りリンクにおいては、ランダムアクセス信号、すなわち、
ランダムアクセスプリアンブルであってもよい。なお、前記ランダムアクセスプリアンブ
ルは、ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
にマッピングされる。
【０１０３】
　或いは、かかる制御信号は、上りリンクにおいては、ＰＵＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）であってもよい。
【０１０４】
　なお、「アンカーキャリア」の定義は、上述した、制御信号を送信するキャリアに限定
されることはなく、それ以外の定義であってもよい。例えば、「アンカーキャリア」の定
義は、「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（測定報告）」や、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ
　Ｃｏｍｍａｎｄ（ハンドオーバ指示信号）」や、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｐｌｅｔ
ｅ（ハンドオーバ完了信号）」を送信するキャリアであってもよい。
【０１０５】
　なお、判定部１２Ａは、キャリアアグリゲーションを行うべきであると判定した場合、
２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを用いたキャリアアグリゲーシ
ョンを行うための通信の設定を行うための制御信号を送信するように構成されていてもよ
い。
【０１０６】
　例えば、判定部１２Ａは、図１に示すように、セル１端の近傍で待ち受けを行っている
移動局ＵＥ＃Ａは、上述のキャリアアグリゲーションを行うべきではない、すなわち、２
ＧＨｚ帯内のキャリアのみを用いて無線基地局ｅＮＢとの通信を行うべきであると判定し
てもよい。
【０１０７】
　ここで、判定部１２Ａは、移動局ＵＥがセル１端の近傍で待ち受けているか否かは、上
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述したように、移動局ＵＥから報告される移動局ＵＥの存在位置、又は、移動局ＵＥにお
ける無線品質により判定してもよい。
【０１０８】
　判定部１２Ａは、移動局ＵＥにおける無線品質、例えば、「ＲＳＲＰ」で判定される場
合、移動局ＵＥにおける「ＲＳＲＰ」が小さい場合に、移動局ＵＥはセル１端の近傍で待
ち受けていると判定してもよい。
【０１０９】
　或いは、判定部１２Ａは、図１に示すように、セル１端の近傍で待ち受けを行っている
移動局ＵＥ＃Ａは、上述のキャリアアグリゲーションを行うべきではある、すなわち、２
ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを用いて無線基地局ｅＮＢとの通
信を行うべきであると判定し、決定部１３は、２ＧＨｚ帯内のキャリアを「アンカーキャ
リア」として設定するように構成されていてもよい。
【０１１０】
　すなわち、判定部１２Ａは、移動局ＵＥにおける無線品質、例えば、ＲＳＲＰが所定の
閾値以下である場合に、２ＧＨｚ帯のキャリアをアンカーキャリアとして設定するように
構成されていてもよい。
【０１１１】
　かかる判定を行うことにより、移動局ＵＥ＃Ａのような２ＧＨｚ帯のカバレッジは存在
するが、３.５ＧＨｚ帯のカバレッジが十分ではないかもしれない移動局ＵＥに対して、
アンカーキャリアを２ＧＨｚ帯と設定することが可能となり、安定した通信を実現するこ
とが可能となる。なお、上述した例では、無線品質として「ＲＳＲＰ」を用いているが、
「ＲＳＲＰ」以外の無線品質が用いられてもよい。
【０１１２】
　また、判定部１２Ａは、図１に示すように、セル２端の近傍で待ち受けを行っている移
動局ＵＥ＃Ｂは、上述のキャリアアグリゲーションを行うべきである、すなわち、２ＧＨ
ｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを用いて無線基地局ｅＮＢとの通信を
行うべきであると判定してもよい。
【０１１３】
　より具体的には、判定部１２Ａは、移動局ＵＥにおける無線品質、例えば、「ＲＳＲＰ
」が第１閾値以上であり、かつ、「ＲＳＲＰ」第２閾値以下である場合に、キャリアアグ
リゲーションを行うと判定してもよい。
【０１１４】
　かかる場合、決定部１３は、２ＧＨｚ帯内のキャリアを「アンカーキャリア」として設
定するように構成されていてもよいし、２ＧＨｚ帯及び３.５ＧＨｚ帯内で混雑度が最も
小さいキャリアを「アンカーキャリア」と決定するように構成されていてもよい。
【０１１５】
　かかる判定を行うことにより、移動局ＵＥ＃Ｂのような２ＧＨｚ帯のカバレッジも、３
.５ＧＨｚ帯のカバレッジも存在する場合に、各キャリアの混雑度に応じて、アンカーキ
ャリアを設定することが可能となり、より安定した通信を実現することが可能となる。な
お、上述した例では、無線品質として「ＲＳＲＰ」を用いているが、「ＲＳＲＰ」以外の
無線品質が用いられてもよい。
【０１１６】
　或いは、決定部１３は、判定部１２Ａがキャリアアグリゲーションを行うと判定した場
合に、移動速度が所定の閾値以上である場合に、２ＧＨｚ帯のキャリアをアンカーキャリ
アとして指定し、移動速度が所定の閾値以上でない場合に、３.５ＧＨｚ帯のキャリアを
アンカーキャリアとして指定するように構成されていてもよい。
【０１１７】
　かかる判定を行うことにより、移動速度が大きく、３.５ＧＨｚ帯のセル、すなわち、
セル２の外にでる可能性が大きい場合に、３.５ＧＨｚ帯をアンカーキャリアとして設定
することを回避することが可能となる。
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【０１１８】
　逆に、移動速度が小さく、３.５ＧＨｚ帯のセル、すなわち、セル２の外にでる可能性
が小さい場合に、より無線リソースに余裕のある３.５ＧＨｚ帯をアンカーキャリアとし
て設定することが可能となる。
【０１１９】
　或いは、決定部１３は、判定部１２Ａがキャリアアグリゲーションを行うと判定した場
合に、送信バッファ内のデータ量が所定の閾値以上である場合に、３.５ＧＨｚ帯のキャ
リアをアンカーキャリアとして指定し、送信バッファ内のデータ量が所定の閾値以上でな
い場合に、２ＧＨｚ帯のキャリアをアンカーキャリアとして指定するように構成されてい
てもよい。
【０１２０】
　かかる判定を行うことにより、送信すべきデータ量が大きい場合に、３.５ＧＨｚ帯を
アンカーキャリアとして設定することが可能となる。
【０１２１】
　或いは、決定部１３は、判定部１２Ａがキャリアアグリゲーションを行うと判定した場
合に、送信されるデータ信号の種類がベストエフォート型のデータ信号である場合に、３
.５ＧＨｚ帯のキャリアをアンカーキャリアとして指定し、送信されるデータ信号の種類
がＶｏＩＰ用データ信号である場合に、２ＧＨｚ帯のキャリアをアンカーキャリアとして
指定するように構成されていてもよい。
【０１２２】
　かかる判定を行うことにより、データ種別毎にアンカーキャリアを設定することが可能
となる。一般に、データ種別が複数存在する場合のスケジューリング処理は複雑になるた
め、データ種別毎にアンカーキャリアを設定することにより、スケジューリング処理の負
荷を低減することが可能となる。
【０１２３】
　また、判定部１２Ａは、図１に示すように、セル２の中央近傍で待ち受けを行っている
移動局ＵＥ＃Ｃは、上述のキャリアアグリゲーションを行うべきである、すなわち、２Ｇ
Ｈｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを用いて無線基地局ｅＮＢとの通信
を行うべきであると判定してもよい。
【０１２４】
　かかる場合、決定部１３は、３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを「アンカーキャリア」とし
て設定するように構成されていてもよいし、２ＧＨｚ帯及び３.５ＧＨｚ帯内で混雑度が
最も小さいキャリアを「アンカーキャリア」と決定するように構成されていてもよい。
【０１２５】
　或いは、判定部１２Ａは、図１に示すように、セル２の中央近傍で待ち受けを行ってい
る移動局ＵＥ＃Ｃは、上述のキャリアアグリゲーションを行うべきではない、すなわち、
３.５ＧＨｚ帯内のキャリアのみを用いて無線基地局ｅＮＢとの通信を行うべきであると
判定してもよい。
【０１２６】
　制御信号送信部１４は、決定部１３によって決定された「アンカーキャリア」内の「物
理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」を介して、移動局ＵＥにおける上りリンクの
信号の送信に用いる無線リソースを通知する制御信号を送信するように構成されている。
【０１２７】
　また、制御信号送信部１４は、決定部１３によって決定された「アンカーキャリア」内
の「物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」を介して、移動局ＵＥに対して下りリ
ンクの信号の送信に用いる無線リソースを通知する制御信号を送信するように構成されて
いる。この場合、前記下りリンクの信号は、かかる物理下りリンク制御チャネルが送信さ
れるサブフレームと同じサブフレームで送信される。
【０１２８】
　例えば、制御信号送信部１４は、判定部１２Ａによってキャリアアグリゲーションを行
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うべきであると判定された場合、２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリ
アを指定する制御信号を送信するように構成されている。
【０１２９】
　なお、上述した、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上の信号は、アンカーキ
ャリアのみで送信されてもよいし、或いは、代わりに、各「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒ
ｒｉｅｒ」内で送信されてもよい。この場合、制御信号送信部１４は、決定部１３によっ
て決定された「アンカーキャリア」及び「アンカーキャリア」以外のキャリアで、物理下
りリンク制御チャネル上の信号を送信してもよい。
【０１３０】
図３に示すように、移動局ＵＥは、所定情報受信部２１と、測定部２２と、報告部２３と
、制御信号受信部３１と、上りリンク信号祖運部３２とを具備している。
【０１３１】
　所定情報受信部２１は、無線基地局ｅＮＢによって報知情報を用いて指定された所定情
報を受信するように構成されている。
【０１３２】
　測定部２２は、所定情報受信部２１によって受信された所定情報に基づく測定処理を行
うように構成されている。
【０１３３】
　例えば、測定部２２は、かかる所定情報に応じて、上述の所定キャリア或いは所定周波
数帯域内のキャリアにおける無線品質（例えば、「ＣＱＩ」や「ＳＩＲ」や「パスロス」
や「ＲＳＲＰ」や「ＲＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　
Ｑｕａｌｉｔｙ）」や「Ｐｏｗｅｒ　Ｈｅａｄｒｏｏｍ」等）や、移動局ＵＥの存在位置
、移動局ＵＥにおける無線品質、移動局ＵＥにおける送信バッファ内のデータ量、或いは
、移動局ＵＥの移動速度を測定するように構成されていてもよい。
【０１３４】
　ここで、測定部２２は、かかるＣＱＩとして、システム帯域全体のＣＱＩであるＷｉｄ
ｅｂａｎｄ　ＣＱＩを測定してもよいし、システム帯域内を複数のサブバンドに分割した
場合の、各サブバンドのＣＱＩを測定してもよい。また、測定部２２は、かかるＣＱＩを
さらに時間方向に平均化した値を測定してもよい。
【０１３５】
　ここで、測定部２２は、ＳＩＲとして、下りリンクのリファレンス信号のＳＩＲを測定
してもよい。この場合、測定部２２は、下りリンクのリファレンス信号のＳＩＲとして、
システム帯域全体のＳＩＲを測定してもよいし、システム帯域内を複数のサブバンドに分
割した場合の、各サブバンドのＳＩＲを測定してもよい。
【０１３６】
　ここで、測定部２２は、かかるパスロスを、下りリンクのリファレンス信号に関する無
線基地局ｅＮＢにおける送信電力及び移動局ＵＥにおける受信電力から算出してもよい。
この場合、パスロスは、以下のように測定されてもよい。
【０１３７】
　パスロス＝（無線基地局ｅＮＢにおける送信電力）―（移動局ＵＥにおける受信電力）
　ここで、測定部２２は、「ＲＳＲＰ」、すなわち、下りリンクのリファレンス信号の受
信電力として、システム帯域全体の受信電力を測定してもよいし、システム帯域内を複数
のサブバンドに分割した場合の、各サブバンドの受信電力を測定してもよい。
【０１３８】
　ここで、測定部２２は、Ｐｏｗｅｒ　Ｈｅａｄｒｏｏｍとして、送信している上りリン
クの送信電力と最大送信電力の差分を算出してもよい。
【０１３９】
　ここで、測定部２２は、移動局ＵＥの移動速度としてドップラー周波数を測定してもよ
いし、ＧＰＳデータ等に基づいて移動局ＵＥの移動速度を測定してもよいし、セルを跨い
だ数に基づいて移動局ＵＥの移動速度を測定してもよい。
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【０１４０】
　より具体的には、測定部２２は、下りリンクのリファレンス信号の時間相関値を取得し
、かかる時間相関値に基づいて、前記ドップラー周波数を測定してもよい。
【０１４１】
　すなわち、測定部２２は、かかる時間相関値が大きい場合には、伝搬環境の時間変化が
小さいとみなして、ドップラー周波数は小さい、すなわち、移動速度は小さいと判定して
もよい。
【０１４２】
　逆に、測定部２２は、かかる時間相関値が小さい場合には、伝搬環境の時間変化が大き
いとみなして、ドップラー周波数は大きい、すなわち、移動速度が大きいと判定してもよ
い。
【０１４３】
　また、測定部２２は、セルを跨いだ数に基づいて移動局ＵＥの移動速度を測定する場合
には、セルを跨いだ数が大きい場合に移動局ＵＥの移動速度が大きいと判定し、セルを跨
いだ数が小さい場合に移動局ＵＥの移動速度が小さいと判定してもよい。
【０１４４】
　また、測定部２２は、移動局ＵＥの移動速度として、移動局ＵＥの移動速度の実測値で
はなく、移動局ＵＥの移動速度の状態（高速、中速、低速）を測定するように構成されて
いてもよい。
【０１４５】
　報告部２３は、ランダムアクセス手順において、無線基地局ｅＮＢに対して、測定部２
２によって測定された測定結果を報告するように構成されている。
【０１４６】
　具体的には、報告部２３は、ランダムアクセス手順における「Ｍｅｓｓａｇｅ３」又は
「Ｍｅｓｓａｇｅ５」を用いて、無線基地局ｅＮＢに対して、測定部２２によって測定さ
れた測定結果を報告するように構成されている。
【０１４７】
　また、無線基地局ｅＮＢが、上述の測定結果として、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける
無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質の両方を報告するように指定
している場合、報告部２３は、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が第１閾値を下
回る場合、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアに
おける無線品質の両方を報告するように構成されており、報告部２３は、２ＧＨｚ帯内の
キャリアにおける無線品質が第２閾値を上回る場合、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無
線品質のみを報告するように構成されていてもよい。
【０１４８】
　かかる場合、測定部２２は、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が第１閾値を下
回る場合、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアに
おける無線品質の両方を測定するように構成されており、報告部２３は、２ＧＨｚ帯内の
キャリアにおける無線品質が第２閾値を上回る場合、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無
線品質のみを測定するように構成されていてもよい。
【０１４９】
　ここで、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおいて十分な無線品質が実現されていれば、３.５
ＧＨｚ帯のキャリアにおいても十分な無線品質が実現されているものと推定されるため、
測定部２２が、３.５ＧＨｚ帯のキャリアにおける無線品質を測定せず、報告部２３が、
３.５ＧＨｚ帯のキャリアにおける無線品質を報告しなくてもよいと想定される。
【０１５０】
　なお、報告部２３は、無線基地局ｅＮＢに対して、測定部２２によって測定された測定
結果を報告する場合に、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が第２閾値を上回って
いることにより、２ＧＨｚ帯のキャリアにおける無線品質のみを報告することを合わせて
通知してもよい。この場合、例えば、２ＧＨｚ帯のキャリアにおける無線品質のみを報告
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することのインディケータが通知されてもよい。
【０１５１】
　或いは、報告部２３は、無線基地局ｅＮＢに対して、測定部２２によって測定された測
定結果を報告する場合に、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が第１閾値を下回っ
ていることにより、２ＧＨｚ帯のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯のキャリ
アにおける無線品質の両方を報告することを合わせて通知してもよい。この場合、例えば
、２ＧＨｚ帯のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯のキャリアにおける無線品
質の両方を報告することのインディケータが通知されてもよい。
【０１５２】
　また、報告部２３は、上述の報告条件が満たされた場合にのみ、上述の測定結果を報告
するように構成されていてもよい。
【０１５３】
　また、報告部２３は、上述の測定結果に加えて、移動局ＵＥのＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情
報を報告するように構成されていてもよい。
【０１５４】
　例えば、報告部２３は、上述の測定結果に加えて、キャリアアグリゲーションに関する
移動局ＵＥのＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報を報告するように構成されていてもよい。
【０１５５】
　ここで、かかるＣａｐａｂｉｌｉｔｙ情報は、例えば、以下の情報要素が含まれていて
もよい：
-　キャリアアグリゲーションをサポートするか否か
-　１つの周波数帯域で、不連続な「Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ」によるキャ
リアアグリゲーションをサポートするか否か
-　複数の周波数帯域を用いたキャリアアグリゲーションをサポートするか否か
-　上述のキャリアアグリゲーションを行う場合のＣｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ
数の最大値
-　該移動局ＵＥがサポートするキャリアアグリゲーションの組み合わせ。
【０１５６】
　ここで、かかる組み合わせとは、例えば、３.５ＧＨｚ帯及び２ＧＨｚ帯のキャリアア
グリゲーション、８００ＭＨｚ帯及び９００ＭＨｚ帯のキャリアアグリゲーション、１．
７ＧＨｚ帯と２ＧＨｚ帯と１．５ＧＨｚ帯のキャリアアグリゲーション等である。
【０１５７】
-　キャリアアグリゲーションを行う場合の、各Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒに
おける最大のシステム帯域幅
　制御信号受信部３１は、「物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）」を介して送信
された制御信号を受信するように構成されている。
【０１５８】
　ここで、キャリアアグリゲーションが行われる場合、かかる制御信号によって、移動局
ＵＥにおける上りリンクの信号の送信に用いる無線リソース（例えば、「物理上りリンク
共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」用の無線リソース）又は移動局ＵＥに対して送信される下
りリンクの信号の無線リソース（例えば、「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）
」用の無線リソース）として、２ＧＨｚ帯のキャリア内の無線リソース及び３.５ＧＨｚ
帯のキャリア内の無線リソースが通知されるものとする。
【０１５９】
　上りリンク信号送信部３２は、無線基地局ｅＮＢによって送信された制御信号によって
通知されている無線リソース、例えば、「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」
を介して、上りリンクの信号を送信するように構成されている。
【０１６０】
　ここで、上りリンク信号送信部３２は、かかる制御信号によってキャリアアグリゲーシ
ョンが行われることが通知された場合、すなわち、「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵ



(19) JP 5272074 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

ＳＣＨ）」用の無線リソース）として、２ＧＨｚ帯のキャリア内の無線リソース及び３.
５ＧＨｚ帯のキャリア内の無線リソースが通知された場合、図４に示すように、２ＧＨｚ
帯内のキャリア内の無線リソース（例えば、「物理上りリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ
）」）及び３.５ＧＨＺ帯内のキャリア内の無線リソース（例えば、「物理上りリンク共
有チャネル（ＰＵＳＣＨ）」）を介して、上りリンクの信号を送信するように構成されて
いる。
【０１６１】
　下りリンク信号送信部３３は、無線基地局ｅＮＢによって送信された制御信号によって
通知されている無線リソース、例えば、「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」
を介して、下りリンクの信号を受信するように構成されている。
【０１６２】
　ここで、下りリンク信号受信部３３は、かかる制御信号によってキャリアアグリゲーシ
ョンが行われることが通知された場合、すなわち、「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤ
ＳＣＨ）」用の無線リソース）として、２ＧＨｚ帯のキャリア内の無線リソース及び３.
５ＧＨｚ帯のキャリア内の無線リソースが通知された場合、図５に示すように、２ＧＨｚ
帯内のキャリア内の無線リソース（例えば、「物理下りリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ
）」）及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリア内の無線リソース（例えば、「物理下りリンク共
有チャネル（ＰＤＳＣＨ）」）を介して、下りリンクの信号を受信するように構成されて
いる。
【０１６３】
　なお、移動局ＵＥは、電源が投入された場合、予め決められた周波数帯域（例えば、２
ＧＨｚ帯）内のキャリアにて待ち受けを行うように構成されていてもよい。
【０１６４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　第１に、図６を参照して、本実施形態に係る移動局ＵＥの動作の一例について説明する
。図６の例では、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、測定結果として、２ＧＨｚ
帯内のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質の両
方を報告するように指定しており、第１閾値及び第２閾値が同じ所定閾値であるものとす
る。
【０１６５】
　図６に示すように、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥは、２ＧＨｚ帯内のキャリ
アにおける無線品質を測定し、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質と所定閾値とを
比較する。
【０１６６】
　２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が所定閾値以下である場合、ステップＳ１０
２において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、ランダムアクセス手順において
、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無
線品質の両方を報告する。
【０１６７】
　すなわち、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、ランダムアクセス手順において
、セル１の無線品質及びセル２の無線品質の両方を報告する。
【０１６８】
　一方、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が所定閾値を上回る場合、ステップＳ
１０３において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、ランダムアクセス手順にお
いて、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質のみを報告する、すなわち、３.５ＧＨ
ｚ帯内のキャリアにおける無線品質を報告しない。
【０１６９】
　すなわち、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して、ランダムアクセス手順において
、セル１の無線品質のみを報告する、すなわち、セル２の無線品質を報告しない。
【０１７０】
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　なお、上述した説明においては、無線品質が大きい場合に、無線品質が良好になる場合
を想定しているが、逆の場合には、ステップＳ１０１の符号を逆にしてもよい。
【０１７１】
　例えば、無線品質としてパスロスが用いられる場合には、パスロスが大きければ大きい
ほど、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間の距離は大きくなり、伝搬環境は劣悪になる
と考えられる。
【０１７２】
　この場合、無線品質（パスロス）が所定の閾値以上である場合に、セル１及びセル２の
無線品質を報告し、それ以外の場合に、セル１の無線品質を報告する、という処理が行わ
れてもよい。
【０１７３】
　第２に、図７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、セル１で待ち
受けを行っている移動局ＵＥから無線基地局ｅＮＢに対して、上述の測定結果が通知され
る動作の一例について説明する。
【０１７４】
　図７に示すように、移動局ＵＥは、ランダムアクセス手順がトリガーされた場合、ステ
ップＳ１００１において、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ」を送
信する。
【０１７５】
　なお、アイドル状態、すなわち、待ち受け状態から、ランダムアクセス手順がトリガー
される場合とは、例えば、発信を行う場合や着信を行う場合である。すなわち、移動局Ｕ
Ｅが、無線基地局ｅＮＢと通信を開始する場合に、ランダムアクセス手順がトリガーされ
る。
【０１７６】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢは、「ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ」に応
じて、移動局ＵＥに対して、「ＲＡ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【０１７７】
　ステップＳ１００３において、移動局ＵＥは、「ＲＡ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」に従って、
無線基地局ｅＮＢに対して、「Ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ（Ｍｅｓ
ｓａｇｅ　３）」を送信する。
【０１７８】
　ここで、移動局ＵＥは、かかる「Ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ（Ｍ
ｅｓｓａｇｅ　３）」に、上述の測定結果を含めて送信してもよい。
【０１７９】
　ステップＳ１００４において、無線基地局ｅＮＢが、「Ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ　Ｔｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎ（Ｍｅｓｓａｇｅ　３）」に応じて、移動局ＵＥに対して、「Ｃｏｎｔ
ｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ」を送信する。
【０１８０】
　ステップＳ１００５において、移動局ＵＥは、「Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕ
ｔｉｏｎ」の後、無線基地局ｅＮＢより上りスケジューリンググラントにより、上りリン
クの送信を指示された場合に、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＵＬ-ＤＣＨ」を介した「
Ｍｅｓｓａｇｅ　５」を送信する。
【０１８１】
　ここで、移動局ＵＥは、かかる「Ｍｅｓｓａｇｅ　５」によって、上述の測定結果を含
めて送信してもよい。
【０１８２】
　第３に、図８を参照して、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢの動作の一例について説
明する。図８の例では、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥに対して、測定結果として、２
ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品
質の両方を報告するように指定している。
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【０１８３】
　但し、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が所定閾値よりも大きい場合には、移
動局ＵＥは、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質のみを報告するように構成されて
いる。
【０１８４】
　図８に示すように、ステップＳ２０１において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥから
報告される無線品質が、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質のみであるか否かを判
定する。
【０１８５】
　移動局ＵＥから報告される無線品質が、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質のみ
である場合（ステップＳ２０１：ＹＥＳ）、ステップＳ２０４に進む。
【０１８６】
　或いは、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質のみでない場合（ステップＳ２０１
：ＮＯ）、すなわち、移動局ＵＥから報告される無線品質が、２ＧＨｚ帯内のキャリアに
おける無線品質及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質の両方である場合、ス
テップＳ２０２に進む。
【０１８７】
　ステップＳ２０２において、無線基地局ｅＮＢは、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無
線品質が閾値Ａ以上であるか否かを判定する。
【０１８８】
　なお、本処理において、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質の代わりに、３.５
ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質と閾値Ａが比較されてもよい。或いは、２ＧＨｚ
帯内のキャリアにおける無線品質の代わりに、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質
及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質の両方と閾値Ａが比較されてもよい。
【０１８９】
　２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が閾値Ａ以上である場合（Ｓ２０２：ＹＥＳ
）、ステップＳ２０４に進む。２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が閾値Ａ以上で
ない場合（Ｓ２０２：ＮＯ）、ステップＳ２０３に進む。
【０１９０】
　ステップＳ２０３において、無線基地局ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションを行わな
いと判定し、かつ、２ＧＨｚ帯内のキャリアを用いて、移動局ＵＥとの通信を行うと判定
する。
【０１９１】
　ステップＳ２０４において、無線基地局ｅＮＢは、キャリアアグリゲーションを行うと
判定する。
【０１９２】
　ステップＳ２０５において、無線基地局ｅＮＢは、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無
線品質が閾値Ｂ以上であるか否かを判定する。
【０１９３】
　２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が閾値Ｂ以上である場合（Ｓ２０５：ＹＥＳ
）、ステップＳ２０７に進む。２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質が閾値Ｂ以上で
ない場合（Ｓ２０５：ＮＯ）、ステップＳ２０６に進む。
【０１９４】
　ステップＳ２０６において、無線基地局ｅＮＢは、２ＧＨｚ帯内のキャリアをアンカー
キャリアに設定する。
【０１９５】
　ステップＳ２０７において、無線基地局ｅＮＢは、３.５ＧＨｚ帯内のキャリアをアン
カーキャリアに設定する。
【０１９６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
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　本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥの存在
位置、移動局ＵＥにおける無線品質、セル１及びセル２における混雑度、セル１及びセル
２における通信中の移動局ＵＥの数、移動局ＵＥによって送信されるデータ信号の種類、
無線基地局ｅＮＢ又は移動局ＵＥにおける送信バッファ内のデータ量、或いは、移動局Ｕ
Ｅの移動速度の少なくとも１つに基づいて、「キャリアアグリゲーション」を行うべきか
否かについて判定するように構成されているため、「キャリアアグリゲーション」を行う
ことによる効果を最大限に享受することができる。
【０１９７】
　また、本実施形態に係る移動通信システムによれば、アイドル状態の移動局ＵＥが、ラ
ンダムアクセス手順において、無線基地局ｅＮＢによって指定された測定結果を報告する
ように構成されているため、キャリアアグリゲーションを行うべきか否かについての判定
を迅速に行い、通信開始までの遅延時間を短縮することができる。
【０１９８】
　さらに、本実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥが、２ＧＨｚ帯内の
キャリアにおける無線品質が所定閾値を上回る場合には、３.５ＧＨｚ帯内のキャリアに
おける無線品質も十分な品質であると推定し、２ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質
のみを報告する、すなわち、３.５ＧＨｚ帯内のキャリアにおける無線品質を報告しない
ように構成されているため、移動局ＵＥにおける消費電力の増加を防ぎつつ、適切に、キ
ャリアアグリゲーションを行うべきか否かについて判定することができる。
【０１９９】
　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。
【０２００】
　本実施形態の第１の特徴は、２ＧＨｚ帯（第１周波数帯域）内のキャリアが用いられる
セル１（第１通信エリア）と３.５ＧＨｚ帯（第２周波数帯域）内のキャリアが用いられ
るセル２（第２通信エリア）とが少なくとも一部で地理的に重複しており、セル１及びセ
ル２を管理する無線基地局ｅＮＢを具備する移動通信システムであって、無線基地局ｅＮ
Ｂは、移動局ＵＥの存在位置、移動局ＵＥにおける無線品質、セル１及びセル２における
混雑度、セル１及びセル２における通信中の移動局ＵＥの数、移動局ＵＥによって送信さ
れるデータ信号の種類、無線基地局ｅＮＢ又は移動局ＵＥにおける送信バッファ内のデー
タ量、或いは、移動局ＵＥの移動速度、移動局ＵＥのＣａｐａｂｉｌｉｔｙの少なくとも
１つに基づいて、移動局ＵＥが２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリア
を用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否か
について判定するように構成されている判定部１２Ａと、キャリアアグリゲーションを行
うべきであると判定した場合、２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリア
を指定する制御信号を送信するように構成されている制御信号送信部１４とを具備し、移
動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢによって送信された制御信号に応じて、２ＧＨｚ帯内のキ
ャリア及び３.５ＧＨＺ帯内のキャリアを用いて上りリンクの信号を送信するように構成
されている上りリンク信号送信部３２を具備することを要旨とする。
【０２０１】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥの存在位置、移動
局ＵＥにおける無線品質、セル１及びセル２における混雑度、セル１及びセル２における
通信中の移動局ＵＥの数、移動局ＵＥによって送信されるデータ信号の種類、無線基地局
ｅＮＢ又は移動局ＵＥにおける送信バッファ内のデータ量、或いは、移動局ＵＥの移動速
度の少なくとも１つに基づいて、プライマリキャリアを決定するように構成されている決
定部１３を更に具備してもよい。
【０２０２】
　本実施形態の第１の特徴において、プライマリキャリアは、上りリンクに関しては、下
りリンクの無線品質情報や下りリンクのデータ信号の送達確認情報やスケジューリングリ
クエストが送信されるキャリアであり、下りリンクに関しては、無線リンクの確立及び失
敗をモニターするためのキャリアであってもよい。



(23) JP 5272074 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

【０２０３】
　本実施形態の第１の特徴において、判定部１２Ａは、キャリアアグリゲーションを行う
べきであると判定した場合、２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを
用いたキャリアアグリゲーションを行うための通信の設定を行うための制御信号を送信す
るように構成されていてもよい。
【０２０４】
　本実施形態の第２の特徴は、セル１とセル２とが少なくとも一部で地理的に重複するよ
うに構成されている移動通信システム内で用いられ、セル１及びセル２を管理するように
構成されている無線基地局ｅＮＢであって、移動局ＵＥの存在位置、移動局ＵＥにおける
無線品質、セル１及びセル２における混雑度、セル１及びセル２における通信中の移動局
ＵＥの数、移動局ＵＥによって送信されるデータ信号の種類、無線基地局ｅＮＢ又は移動
局ＵＥにおける送信バッファ内のデータ量、或いは、移動局ＵＥの移動速度の少なくとも
１つに基づいて、移動局ＵＥが２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリア
を用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきであるか否か
について判定するように構成されている判定部１２Ａと、キャリアアグリゲーションを行
うべきであると判定した場合、２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨＺ帯内のキャリア
を指定する制御信号を送信するように構成されている制御信号送信部１４とを具備するこ
とを要旨とする。
【０２０５】
　本実施形態の第２の特徴において、移動局ＵＥの存在位置、移動局ＵＥにおける無線品
質、セル１及びセル２における混雑度、セル１及びセル２における通信中の移動局ＵＥの
数、移動局ＵＥによって送信されるデータ信号の種類、無線基地局ｅＮＢ又は移動局ＵＥ
における送信バッファ内のデータ量、或いは、移動局ＵＥの移動速度の少なくとも１つに
基づいて、プライマリキャリアを決定するように構成されている決定部１３を更に具備し
てもよい。
【０２０６】
　本実施形態の第２の特徴において、判定部１２Ａは、キャリアアグリゲーションを行う
べきであると判定した場合、２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内のキャリアを
用いたキャリアアグリゲーションを行うための通信の設定を行うための制御信号を送信す
るように構成されていてもよい。
【０２０７】
　本実施形態の第３の特徴は、セル１とセル２とが少なくとも一部で地理的に重複するよ
うに構成されている移動通信システム内で用いられ、セル１及びセル２を管理するように
構成されている無線基地局ｅＮＢの制御方法であって、移動局ＵＥの存在位置、移動局Ｕ
Ｅにおける無線品質、セル１及びセル２における混雑度、セル１及びセル２における通信
中の移動局ＵＥの数、移動局ＵＥによって送信されるデータ信号の種類、無線基地局ｅＮ
Ｂ又は移動局ＵＥにおける送信バッファ内のデータ量、或いは、移動局ＵＥの移動速度の
少なくとも１つに基づいて、移動局ＵＥが２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨｚ帯内
のキャリアを用いて上りリンクの信号を送信するキャリアアグリゲーションを行うべきで
あるか否かについて判定するする工程と、キャリアアグリゲーションを行うべきであると
判定した場合、２ＧＨｚ帯内のキャリア及び３.５ＧＨＺ帯内のキャリアを指定する制御
信号を送信する工程とを有することをとする。
【０２０８】
　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。
【０２０９】
　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
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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。
【０２１０】
　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。
【０２１１】
　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。

【図１】 【図２】

【図３】
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