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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセス権のある特定の移動局のみがアクセス可能なＣＳＧセルが存在する移動通信シ
ステムにおける移動通信方法であって、
　移動局が、アクセス権を有するＣＳＧセルの近隣に居ると判断した場合に、現在通信中
の無線基地局に対して、該ＣＳＧセルの周波数及びＲＡＴの情報を含む所定信号を送信す
る工程Ａと、
　前記無線基地局が、前記移動局に対して、前記ＣＳＧセルの周波数用の測定構成を送信
する工程Ｂと、
　前記移動局が、前記無線基地局から受信した前記測定構成に応じて、前記ＣＳＧセルの
周波数を測定し、前記無線基地局に対して、該ＣＳＧセルにおけるＰＣＩ及び受信品質を
含む測定報告を送信する工程Ｃと
　前記無線基地局が、前記移動局に対して、前記測定報告に含まれるＰＣＩによって特定
されるセルのＣＧＩを通知するように指示する指示信号を送信する工程Ｄと、
　前記移動局が、前記指示信号に応じて、前記ＰＣＩによって特定されるセルの報知情報
を受信し、前記無線基地局に対して、該報知情報に含まれるＣＧＩとＣＳＧ-ＩＤと該Ｃ
ＳＧに属するか否かを示す情報とを含む応答信号を送信する工程Ｅとを有することを特徴
とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記無線基地局が、前記ＣＳＧセルに対する前記移動局のハンドオーバ処理を開始する
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工程Ｆと、
　前記無線基地局の上位ノードが、前記移動局が前記ＣＳＧセルへのアクセス権があるか
否かについて判定する工程Ｇとを更に有することを特徴とする請求項１に記載の移動通信
方法。
【請求項３】
　アクセス権のある特定の移動局のみがアクセス可能なＣＳＧセルが存在する移動通信シ
ステムで用いられる移動局であって、
　前記移動局がアクセス権を有するＣＳＧセルの近隣に居ると判断した場合に、現在通信
中の無線基地局に対して、該ＣＳＧセルの周波数及びＲＡＴの情報を含む所定信号を送信
し、前記無線基地局から、該ＣＳＧセルの周波数用の測定構成を取得するように構成され
ている測定構成取得部と、
　前記無線基地局から受信した前記測定構成に応じて、前記ＣＳＧセルの周波数を測定し
、前記無線基地局に対して、該ＣＳＧセルにおけるＰＣＩ及び受信品質を含む測定報告を
送信するように構成されている測定報告送信部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項４】
　アクセス権のある特定の移動局のみがアクセス可能なＣＳＧセルが存在する移動通信シ
ステムで用いられる無線基地局であって、
　移動局から、ＣＳＧセルの周波数及びＲＡＴの情報を含む所定信号を受信した場合に、
該移動局に対して、該ＣＳＧセルの周波数用の測定構成を送信するように構成されている
測定構成送信部と、
　前記移動局から、前記ＣＳＧセルにおけるＰＣＩ及び受信品質を含む測定報告を受信す
ると、該移動局に対して、該測定報告に含まれるＰＣＩによって特定されるセルのＣＧＩ
を通知するように指示する指示信号を送信するように構成されているハンドオーバ処理部
とを具備することを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、移動局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰで規定されている移動通信システム、例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信システムでは、「ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）」に属する特定の移動局ＵＥしか待ち受けやアクセスを行う
ことができない「ＣＳＧセル」が規定されている。
【０００３】
　かかるＣＳＧセルでは、ＣＳＧの属する特定の移動局ＵＥに対して、料金やサービスや
ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）等の点で、付加価値が提供されること
が想定されている。
【０００４】
　ＣＳＧセルは、「ＣＳＧ-ＩＤ」を報知し、移動局ＵＥは、アクセス権のあるＣＳＧの
リスト「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ　Ｌｉｓｔ」を保持する。移動局ＵＥは、セルサーチを
行って検知したセルについて、報知情報を受信し、報知情報に含まれる「ＣＳＧ-ＩＤ」
が「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ　Ｌｉｓｔ」に含まれるか否かによって、当該セルに待ち受
け、アクセスできるかを判断することができる。
【０００５】
　また、ＬＴＥ方式の移動通信システムでは、接続中の移動局ＵＥが、周辺セルの測定を
行い、周辺セルに関する「測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）」を無線
基地局ｅＮＢに対して送信し、移動局ＵＥが接続する無線基地局ｅＮＢが、かかる測定報
告に基づいて、ハンドオーバの是非を判定して、ハンドオーバ制御することが想定されて
いる。
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【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１　ｖ８.６.０、２００９年６月１８日
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３０４　ｖ８.６.０、２００９年６月１８日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、かかる移動通信システムにおいて、無線アクセスネットワークが、特定
のＣＳＧセルに係るＣＳＧに属さない移動局ＵＥから受信した「測定報告（Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）」に基づいて、かかる移動局ＵＥの当該ＣＳＧセルへのハン
ドオーバ処理を開始しても、かかる移動局ＵＥが、かかるＣＳＧセルにアクセスすること
ができないため、かかるハンドオーバは失敗してしまい、リソースを無駄に使用してしま
うという問題点があった。
【０００８】
　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、リソースを無駄に使用す
ることなくＣＳＧセルへのハンドオーバを実現することを可能とする移動通信方法、移動
局及び無線基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、現在通信中の第１セルの周
波数と異なる周波数を用いる第２セルを測定したいと判定した場合で、かつ、該第２セル
の周波数用の測定構成を保持していない場合に、該第１セルを管理する無線基地局に対し
て測定構成要求を送信することによって、該第１セルを管理する無線基地局から該第２セ
ルの周波数用の測定構成を取得する工程Ａと、前記移動局が、取得した前記第２セルの周
波数用の測定構成に応じて、前記第１セルを管理する無線基地局に対して、該第２セルに
おける受信品質を含む測定報告を送信する工程Ｂと、前記第１セルを管理する無線基地局
が、前記第２セルに対して前記移動局がアクセス可能である場合で、かつ、該第２セルに
おける受信品質が所定条件を満たす場合、該第２セルに対する該移動局のハンドオーバ処
理を開始する工程Ｃとを有することを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、現在通信中の第１セルを管
理する無線基地局に対して測定構成要求を送信することによって、該第１セルを管理する
無線基地局から、該第１セルと同一の周波数を用いる周辺セルである第２セル用の測定構
成を取得する工程Ａと、前記移動局が、前記第２セルにおける受信品質が該第２セル用の
測定構成に含まれる報告条件を満たす場合で、かつ、該第２セル用の測定構成に含まれる
測定ギャップで該第２セルのＣＧＩの取得に成功した場合、前記第１セルを管理する無線
基地局に対して、該第２セルのＣＧＩを用いて該第２セルにおける受信品質を含む測定報
告を送信する工程Ｂと、前記第１セルを管理する無線基地局が、前記第２セルに対して前
記移動局がアクセス可能である場合で、かつ、該第２セルにおける受信品質が所定条件を
満たす場合、該第２セルに対する該移動局のハンドオーバ処理を開始する工程Ｃとを有す
ることを要旨とする。
【００１１】
　本発明の第３の特徴は、移動局であって、現在通信中の第１セルの周波数と異なる周波
数を用いる第２セルを測定したいと判定した場合で、かつ、該第２セルの周波数用の測定
構成を保持していない場合に、該第１セルを管理する無線基地局に対して測定構成要求を
送信することによって、該第１セルを管理する無線基地局から該第２セルの周波数用の測
定構成を取得するように構成されている測定構成取得部と、受信した前記第２セルの周波
数用の測定構成に応じて、前記第１セルを管理する無線基地局に対して、該第２セルにお
ける受信品質を含む測定報告を送信するように構成されている測定報告送信部とを具備す
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ることを要旨とする。
【００１２】
　本発明の第４の特徴は、移動局であって、現在通信中の第１セルを管理する無線基地局
に対して測定構成要求を送信することによって、該第１セルを管理する無線基地局から、
該第１セルと同一の周波数を用いる周辺セルである第２セル用の測定構成を取得するよう
に構成されている測定構成取得部と、前記第２セルにおける受信品質が該第２セル用の測
定構成に含まれる報告条件を満たす場合で、かつ、該第２セル用の測定構成に含まれる測
定ギャップで該第２セルのＣＧＩの取得に成功した場合、前記第１セルを管理する無線基
地局に対して、該第２セルのＣＧＩを用いて該第２セルにおける受信品質を含む測定報告
を送信するように構成されている測定報告送信部とを具備することを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第５の特徴は、第１セルを管理する無線基地局であって、移動局が、現在通信
中の前記第１セルの周波数と異なる周波数を用いる第２セルを測定したいと判定した場合
で、かつ、該第２セルの周波数用の測定構成を保持していない場合に、前記無線基地局に
対して測定構成要求を送信した際に、該移動局に対して、該第２セルの周波数用の測定構
成を送信するように構成されている測定構成送信部と、前記第２セルに対して前記移動局
がアクセス可能である場合で、かつ、該移動局から受信した測定報告に含まれる該第２セ
ルにおける受信品質が所定条件を満たす場合、該第２セルに対する該移動局のハンドオー
バ処理を開始するように構成されているハンドオーバ処理部とを具備することを要旨とす
る。
【００１４】
　本発明の第６の特徴は、第１セルを管理する無線基地局であって、移動局が、現在通信
中の前記第１セルを管理する前記無線基地局に対して測定構成要求を送信した場合に、前
記第１セルと同一の周波数を用いる周辺セルである第２セル用の測定構成を取得する送信
するように構成されている測定構成送信部と、前記第２セルに対して前記移動局がアクセ
ス可能である場合で、かつ、前記移動局から受信した測定報告に含まれる該第２セルにお
ける受信品質が所定条件を満たす場合、該第２セルに対する該移動局のハンドオーバ処理
を開始するように構成されているハンドオーバ処理部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１５】
　以上説明したように、本発明によれば、リソースを無駄に使用することなくＣＳＧセル
へのハンドオーバを実現することを可能とする移動通信方法、移動局及び無線基地局を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図４】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フローチャートで
ある。
【図５】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の変更例２に係る移動通信システムの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００１８】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信シス
テムであって、セル＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａや、ＣＳＧセル＃１を管理する
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無線基地局ＨｅＮＢ＃１や、ＣＳＧセル＃２を管理する無線基地局ＨｅＮＢ＃２等を具備
している。
【００１９】
　ＣＳＧセル＃１のカバーエリアは、セル＃Ａのカバーエリアと少なくとも一部で重なっ
ており、ＣＳＧセル＃１で用いられる周波数ｆ１は、セル＃Ａで用いられる周波数ｆ１と
同一である。
【００２０】
　また、ＣＳＧセル＃２のカバーエリアは、セル＃Ａのカバーエリアと少なくとも一部で
重なっており、ＣＳＧセル＃２で用いられる周波数ｆ２は、セル＃Ａで用いられる周波数
ｆ１と異なる。
【００２１】
　ここで、セル＃Ａは、「ＣＳＧセル」であってもよいし、「Ｏｐｅｎセル」であっても
よいし、「Ｈｙｂｒｉｄセル」であってもよい。
【００２２】
　「Ｏｐｅｎセル」は、本実施形態に係る移動通信システム内の全ての移動局ＵＥが待ち
受けやアクセスを行うことができるセルである。
【００２３】
　また、「Ｈｙｂｒｉｄセル」は、ＣＳＧに属する移動局ＵＥが「ＣＳＧセル」と見なし
、ＣＳＧに属さない移動局ＵＥが「Ｏｐｅｎセル」と見なすセルである。「Ｈｙｂｒｉｄ
セル」では、ＣＳＧに属する移動局ＵＥに対して、料金やサービスやＱｏＳ（Ｑｕａｌｉ
ｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）等の点で、付加価値が提供されることが想定されている。
【００２４】
　なお、ＣＳＧセルでは、かかるＣＳＧセルにおける報知情報であるＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅ
ｍ　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）１において、「ｃｓｇ-Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」
＝「ＴＲＵＥ」に設定され、「ＣＳＧ-ＩＤ（ｃｓｇ-Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）」が設定されて
いる。
【００２５】
　また、Ｈｙｂｒｉｄセルでは、ＳＩＢ１において、「ｃｓｇ-Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」＝
「ＦＡＬＳＥ」に設定され、「ＣＳＧ-ＩＤ」が設定されている。
【００２６】
　ここで、３ＧＰＰのＲｅｌｅｓｅ-８に対応している移動局ＵＥは、Ｈｙｂｒｉｄセル
を、Ｏｐｅｎセルであると認識する。
【００２７】
　また、ＣＳＧセル＃１及びＣＳＧセル＃２の代わりに、Ｈｙｂｒｉｄセル又はＯｐｅｎ
セルであるセル１及びセル＃２が用いられていてもよい。
【００２８】
　図２に示すように、移動局ＵＥは、ＰＣＩ取得部１１と、測定構成取得部１２と、測定
報告送信部１３と、ＣＧＩ取得部１４とを具備している。
【００２９】
　ＰＣＩ取得部１１は、セルサーチによって、周辺セルのＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃ
ｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を取得するように構成されている。
【００３０】
　測定構成取得部１２は、各セル用の「測定構成（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ）」を取得するように構成されている。
【００３１】
　ここで、「測定構成」には、「測定対象（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ）」
や、「報告条件（Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）」や、「測定対象
」と「報告条件」とを対応付ける「測定ＩＤ（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ＩＤ）」や、異
周波数セルや異ＲＡＴ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）セルにおけ
る測定を行うための「測定ギャップ（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｇａｐ）」や、測定指標
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（例えば、ＲＳＲＰやＲＳＲＱ）や、Ｌ３フィルタリングを指定する「Ｑｕａｎｔｉｔｙ
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」等が含まれ得る。
【００３２】
　「測定対象（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ）」には、移動局ＵＥが測定すべ
き周波数やＲＡＴや、特定のセル（ＰＣＩ）に対するオフセットや、測定対象外とすべき
特定のセルのリスト等の情報が含まれる。
【００３３】
　また、「報告条件（Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）」には、移動
局ＵＥが無線基地局ｅＮＢに対して「測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ
）」を送信すべき契機を指定するパラメータ、例えば、イベントタイプや受信品質に対す
る閾値や報告周期等の情報が含まれる。
【００３４】
　例えば、ＰＣＩ取得部１１が、移動局ＵＥが現在通信中のセル＃Ａ（第１セル）の周波
数ｆ１と異なる周波数ｆ２を用いるＣＳＧセル＃２（第２セル）を測定したいと判定した
場合で、かつ、測定構成取得部１２が、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の「測定構成」を
保持していない場合に、測定構成取得部１２は、セル＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃
Ａに対して「測定構成要求（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ）」を送信することによって、無線基地局ｅＮＢ＃ＡからＣＳＧセル＃２の
周波数ｆ２用の測定構成を取得するように構成されている。
【００３５】
　前記ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の「測定構成」には、周波数ｆ２に関する「測定対
象」や「報告条件」や「測定ＩＤ」や「測定ギャップ」等が含まれる。
【００３６】
　ここで、移動局ＵＥは、例えば、アクセス可能なＣＳＧセルの周辺環境（例えば、周辺
セルのＰＣＩや受信品質や位置情報等）を記憶しておき、これに基づき、アクセス可能な
ＣＳＧセルの近隣に居るか否かを判断し、かかるＣＳＧセルを測定したいか否かを判定す
ることができる。
【００３７】
　或いは、移動局ＵＥは、例えば、アクセス可能なＣＳＧセルのＰＬＭＮや周波数を記憶
しておき、これに基づき、かかるＣＳＧセルを測定したいか否かを判定することができる
。
【００３８】
　測定報告送信部１３は、測定構成取得部１２によって取得された測定構成に応じて、か
かる測定構成に含まれる測定対象のセルにおける受信品質（測定指標に対応する受信品質
）及び「ＰＣＩ」を含む「測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）」を送信
するように構成されている。
【００３９】
　例えば、測定報告送信部１３は、測定構成取得部１２によって取得されたＣＳＧセル＃
２の周波数ｆ２用の測定構成に応じて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃２
における受信品質及び「ＰＣＩ」を含む測定報告を送信するように構成されている。
【００４０】
　ＣＧＩ取得部１４は、測定構成に含まれる測定ギャップで、ＳＩＢ１に含まれている各
セルの「ＣＧＩ（Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）」を取得するように構成
されている。なお、ＣＧＩ取得部１４は、ＳＩＢ１に含まれている各セルの「ＣＳＧ-Ｉ
Ｄ」を同時に取得してもよい。
【００４１】
　ここで、「ＣＧＩ」は、本実施形態に係る移動通信システム内で、一意にセルを特定す
ることができる識別情報であるのに対して、「ＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ）」は、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおけるスクランブルコード
に相当するものであり、複数のセルで繰り返し使用されるものである。すなわち、本実施
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形態に係る移動通システム内では、「ＰＣＩ」のみによって、一意にセルを特定すること
ができない。
【００４２】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、５０４通りの「ＰＣＩ」が存在し得るものと
する。
【００４３】
　また、移動局ＵＥは、セルサーチの段階で、セルを検知すれば、「ＰＣＩ」について特
定できるが、「ＣＧＩ」や「ＣＳＧ-ＩＤ」は、報知情報に含まれるため、移動局ＵＥは
、報知情報を受信しなければ、「ＣＧＩ」や「ＣＳＧ-ＩＤ」を取得することができない
。移動局ＵＥが通信中に周辺セルの報知情報を受信するためには、通信中のセルとの通信
を短い期間（報知情報の受信に十分な期間、例えば、８０ｍｓ）で、一時的に通信を中断
する「所定ギャップ」が必要となる。
【００４４】
　また、基本的に、移動局ＵＥが通信中のセルの周波数と異なる周波数のセルをサーチし
て測定するためには、「測定ギャップ」が必要となる。この「測定ギャップ」は、報知情
報の受信に必要な所定ギャップよりも短くてよいが、測定の十分な平均化を行うため周期
的な測定ギャップが必要となる（例えば、４０ｍｓ周期で、５ｍｓの測定ギャップ）。
【００４５】
　例えば、測定報告送信部１３が、ＣＳＧセル＃２のＰＣＩを用いて、ＣＳＧセル＃２に
おける受信品質を含む測定報告を送信した後、測定構成取得部１２が、無線基地局ｅＮＢ
＃Ａから所定ギャップを受信した場合、ＣＧＩ取得部１４は、かかる所定ギャップでＣＳ
Ｇセル＃２のＣＧＩを取得し、測定報告送信部１３は、ＣＳＧセル＃２のＣＧＩを用いて
、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信するように構成されていてもよ
い。
【００４６】
　また、測定報告送信部１３は、ＣＳＧセル＃２のＣＧＩを用いて測定報告を送信する際
に、測定報告にＣＳＧセル＃２の「ＣＳＧ-ＩＤ」或いは当該ＣＳＧに移動局ＵＥが属す
るか否かを示す情報を含めて送信してもよい。
【００４７】
　ここで、かかる所定ギャップは、ＳＩＢ１の取得を可能とする長さのギャップ（ＳＩＢ
１取得用ギャップ）であることが好ましく、上述の測定ギャップよりも長いものとする。
【００４８】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢは、測定構成送信部２１と、測定報告受信部２２
と、判断部２３と、ハンドオーバ処理部２４とを具備している。
【００４９】
　測定構成送信部２１は、移動局ＵＥから受信した測定構成要求に応じて、かかる移動局
ＵＥに対して、該当する測定構成を送信するように構成されている。
【００５０】
　測定報告受信部２２は、移動局ＵＥによって測定構成に従って送信された測定報告を受
信するように構成されている。
【００５１】
　判断部２３は、移動局ＵＥから、ＣＳＧセルにおける受信品質を含む測定報告を受信し
た場合に、かかるＣＳＧセルに対する移動局ＵＥのアクセス可否について、及び、かかる
測定報告に含まれるＣＳＧセル＃２における受信品質が所定条件を満たしているか否かに
ついて判断するように構成されている。
【００５２】
　また、判断部２３は、かかる場合に、かかる測定報告に含まれるＣＳＧセルのＰＣＩが
複数の周辺セルにおいて使用されている可能性（「ＰＣＩ　Ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ」が発生
している可能性）があるか否かについて判断するように構成されている。
【００５３】
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　例えば、判断部２３は、ＰＣＩを、ＣＳＧセル用ＰＣＩとＨｙｂｒｉｄセル用ＰＣＩと
Ｏｐｅｎセル用ＰＣＩとに分けて管理している場合、かかる測定報告に含まれるＣＳＧセ
ルのＰＣＩがＣＳＧセル用ＰＣＩでない場合に、かかる測定報告に含まれるＣＳＧセルの
ＰＣＩが複数の周辺セルにおいて使用されている可能性があると判断してもよい。
【００５４】
　或いは、判断部２３は、ＰＣＩを、「ＰＣＩ　Ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ」が発生し得るＰＣ
Ｉと「ＰＣＩ　Ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ」が発生し得ないＰＣＩとに分けて管理している場合
、かかる測定報告に含まれるＣＳＧセルのＰＣＩが「ＰＣＩ　Ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ」が発
生し得るＰＣＩである場合に、かかる測定報告に含まれるＣＳＧセルのＰＣＩが複数の周
辺セルにおいて使用されている可能性があると判断してもよい。
【００５５】
　ハンドオーバ処理部２４は、判断部２３による判断結果に応じて、該当する移動局ＵＥ
のハンドオーバ処理を行うように構成されている。
【００５６】
　例えば、判断部２３が、ＣＳＧセル＃２に対して移動局ＵＥがアクセス可能である場合
で、かつ、移動局ＵＥから受信した測定報告に含まれるＣＳＧセル＃２における受信品質
が所定条件を満たすと判断した場合に、ＣＳＧセル＃２に対する移動局ＵＥのハンドオー
バ処理を開始するように構成されていてもよい。
【００５７】
　また、判断部２３が、移動局ＵＥから受信した測定報告に含まれるＣＳＧセル＃２のＰ
ＣＩが複数の周辺セルにおいて使用されている可能性があると判断した場合、測定構成送
信部２１は、移動局ＵＥに対して所定ギャップを通知し、ＣＳＧセル＃２のＣＧＩを通知
するように指示するように構成されていてもよい。
【００５８】
　なお、本実施形態では、判断部２３を、無線基地局ｅＮＢの機能の一部として説明した
が、判断部２３は、他のネットワークノードに存在してもよい。例えば、判断部２３は、
上位ノードである交換局ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔ
ｙ）やゲートウェイ装置（ＨｅＮＢ-ＧＷ）等に配備されてもよい。
【００５９】
　また、判断部２３の一部の機能、例えば、ＣＳＧセルに対する移動局ＵＥのアクセス権
判定の機能のみが、上位ノードに配置されてもよい。この場合、無線基地局ｅＮＢは、か
かる上位ノードに対してＣＳＧセル＃２に対して移動局ＵＥがアクセス可能であるかを問
い合わせる。
【００６０】
　また、アクセス権判定の機能を、上位ノードに設ける構成は、移動局ＵＥの「Ａｌｌｏ
ｗｅｄ　ＣＳＧ　Ｌｉｓｔ」を無線基地局ｅＮＢで保持する必要がない点で有利である。
「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ　Ｌｉｓｔ」を無線基地局ｅＮＢで保持した場合、セキュリテ
ィのリスクがある。
【００６１】
（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）
　図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明
する。
【００６２】
　図４に示すように、移動局ＵＥは、現在通信中のセル＃Ａの周波数ｆ１と異なる周波数
ｆ２を用いるＣＳＧセル＃２を測定したいと判定した場合に、ステップＳ１０１において
、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を保持しているか否かについて判断する。
【００６３】
　ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を保持していると判断された場合、本動作は
、ステップＳ１０４に進み、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を保持していない
と判断された場合、本動作は、ステップＳ１０２に進む。



(9) JP 4648469 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

【００６４】
　ステップＳ１０２において、移動局ＵＥは、セル＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａ
に対して、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成についての測定構成要求を送信する
。かかる測定要求には、移動局ＵＥが測定したい周波数ｆ２や、無線アクセス技術ＲＡＴ
（ＬＴＥ、ＵＴＲＡ、ＧＥＲＡＮ等）等の情報が含まれてよい。
【００６５】
　ステップＳ１０３において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａが、移動局ＵＥに対して、ＣＳＧセ
ル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を送信する。かかる測定構成には、「測定対象（ＲＡＴ
や周波数）」や、「報告条件」や、「測定対象」と「報告条件」とをリンクする「測定Ｉ
Ｄ」や、「測定ギャップ」等の情報が含まれてよい。また、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、移
動局ＵＥに対して未設定の測定構成の要素のみを新たに設定するよう、測定構成を送信し
ても良い。
【００６６】
　ステップＳ１０４において、移動局ＵＥは、セルサーチによって取得（検知）したＣＳ
Ｇセル＃２のＰＣＩを用いて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃２における
受信品質を含む測定報告を送信する。
【００６７】
　ステップＳ１０５において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、受信した測定報告に係るＣＳＧ
セル＃２のＰＣＩが複数の周辺セルにおいて使用されている可能性があるか否かについて
、すなわち、受信した測定報告に係るＣＳＧセル＃２のＰＣＩに関して「ＰＣＩ　Ｃｏｎ
ｆｕｓｉｏｎ」が発生する可能性があるか否かについて判断する。
【００６８】
　「ＰＣＩ　Ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ」が発生する可能性がないと判断された場合、本動作は
、ステップＳ１０６に進み、「ＰＣＩ　Ｃｏｎｆｕｓｉｏｎ」が発生する可能性があると
判断された場合、本動作は、ステップＳ１０７に進む。
【００６９】
　ステップＳ１０６において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、かかるＰＣＩによって特定され
るセル（ＣＳＧセル＃２）への移動局ＵＥのハンドオーバ処理を開始する。
【００７０】
　ステップＳ１０７において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、移動局ＵＥに対して、所定ギャ
ップ（ＳＩＢ１取得用ギャップ）を通知し、ＣＳＧセル＃２のＣＧＩを通知するように指
示する。
【００７１】
　ステップＳ１０８において、移動局ＵＥは、かかる所定ギャップで、ＣＳＧセル＃２の
ＣＧＩを取得し、かかるＣＳＧセル＃２のＣＧＩを用いて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対し
て、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信する。
【００７２】
　ステップＳ１０９において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、受信した測定報告に係るＣＳＧ
セル＃２のＣＧＩによって特定されるセル（ＣＳＧセル＃２）に対する移動局ＵＥのアク
セス可否について判断する。
【００７３】
　なお、この判断は、上位ノードで行われてもよく、その場合、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは
、上位ノードに対してＣＳＧセル＃２のＣＧＩによって特定されるセル（ＣＳＧセル＃２
）に対する移動局ＵＥのアクセス可否を問い合わせる。
【００７４】
　アクセス可能であると判断された場合、ステップＳ１１０において、無線基地局ｅＮＢ
＃Ａは、かかるＣＧＩによって特定されるセル（ＣＳＧセル＃２）への移動局ＵＥのハン
ドオーバ処理を開始する。
【００７５】
　一方、アクセス不可であると判断された場合、ステップＳ１１１において、無線基地局
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ｅＮＢ＃Ａは、かかるＣＧＩによって特定されるセル（ＣＳＧセル＃２）への移動局ＵＥ
のハンドオーバ処理を開始せず、移動局ＵＥは、現在通信中のセル＃Ａとの通信を継続す
る。
【００７６】
（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）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、ＣＳＧセルに対する移動局
ＵＥのアクセスが可能である場合のみ、かかるＣＳＧセルへの移動局ＵＥのハンドオーバ
処理が開始されるため、リソースの無駄を回避しつつ、ＣＳＧセルへのハンドオーバを実
現することができる。
【００７７】
（変更例１）
　図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの変更例１について
説明する。以下、本変更例１に係る移動通信システムについて、上述の本発明の第１の実
施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００７８】
　本変更例１に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥのＣＧＩ取得部１４が、ＣＳＧセ
ル＃２の周波数ｆ２用の測定構成に含まれる測定ギャップでＣＳＧセル＃２のＣＧＩを取
得できた場合には、測定報告送信部１３は、ＣＳＧセル＃２のＰＣＩではなく、ＣＳＧセ
ル＃２のＣＧＩを用いて、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信するよ
うに構成されていてもよい。
【００７９】
　以下、図５を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００８０】
　図５に示すように、ステップＳ１０１Ａ乃至Ｓ１０３Ａは、図４に示すステップＳ１０
１乃至Ｓ１０３の動作と同一である。
【００８１】
　ステップＳ１０４Ａにおいて、移動局ＵＥが、上述の測定ギャップでＣＳＧセル＃２の
ＣＧＩを取得できたか否かについて判断する。
【００８２】
　ＣＳＧセル＃２のＣＧＩを取得できた場合、本動作は、ステップＳ１０８Ａに進み、Ｃ
ＳＧセル＃２のＣＧＩを取得できなかった場合、本動作は、ステップＳ１０４Ｂに進む。
【００８３】
　以下、ステップＳ１０４Ｂ乃至Ｓ１１１Ａの動作は、図４に示すステップＳ１０４乃至
Ｓ１１１の動作と同一である。
【００８４】
（変更例２）
　図６を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの変更例２について
説明する。以下、本変更例２に係る移動通信システムについて、上述の本発明の第１の実
施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００８５】
　本変更例２に係る移動通信システムでは、測定構成取得部１２は、所定タイミングで、
無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して測定構成要求を送信することによって、無線基地局ｅＮＢ
＃Ａから、セル＃Ａ（第１セル）と同一の周波数ｆ１を用いる周辺セルであるＣＳＧセル
＃１（第２セル）用の測定構成（具体的には、測定ギャップ）を取得するように構成され
ている。
【００８６】
　例えば、測定構成取得部１２は、ＣＳＧセル＃１に係る測定報告送信トリガが発生する
前に、すなわち、ＣＳＧセル＃１における受信品質がＣＳＧセル＃１用の測定構成に含ま
れる報告条件を満たす前に、ＣＳＧセル＃１（第２セル）用の測定構成（具体的には、測
定ギャップ）を取得するように構成されている。
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【００８７】
　以下、図６を参照して、本変更例２に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００８８】
　図６に示すように、ステップＳ２０１において、セル＃Ａと通信中の移動局ＵＥは、所
定タイミングで、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１に関する測定構成要求
を送信し、ステップＳ２０２において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、かかるＣＳＧセル＃１
に関する測定構成要求に応じて、移動局ＵＥに対して、ＣＳＧセル＃１用の測定構成とし
て、ＣＳＧセル＃１用の測定ギャップを送信する。
【００８９】
　ステップＳ２０３において、移動局ＵＥが、ＣＳＧセル＃１における受信品質がＣＳＧ
セル＃１用の測定構成に含まれる報告条件を満たす前に、かかるＣＳＧセル＃１用の測定
ギャップで、ＣＳＧセル＃１のＣＧＩを取得できたか否かについて判断する。
【００９０】
　ＣＳＧセル＃１のＣＧＩを取得できたと判断された場合、本動作は、ステップＳ２０８
に進み、ＣＳＧセル＃１のＣＧＩを取得できなかったと判断された場合、本動作は、ステ
ップＳ２０４に進む。
【００９１】
　以下、ＣＳＧセル＃１とＣＳＧセル＃２との違いを除いて、セルステップＳ２０４乃至
Ｓ２１０の動作は、図４に示すステップＳ１０４乃至Ｓ１１０の動作と同一である。
【００９２】
　ステップＳ２１１において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、移動局ＵＥとセル＃Ａとの間の
通信が、ＣＳＧセル＃１において干渉を引き起こす可能性があることを考慮して、かかる
干渉に対する対策を施す。
【００９３】
　例えば、無線基地局ｅＮＢ＃Ａのハンドオーバ処理部２４は、他の周波数やＲＡＴのセ
ルへの移動局ＵＥのハンドオーバ処理やリダイレクション処理を行ってもよい。
【００９４】
　以上、本実施形態では、本発明について、ＬＴＥ方式の移動通信システムを例示して説
明してきたが、本発明は、他の移動通信システム、例えば、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信シ
ステム等にも適用可能である。
【００９５】
　例えば、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムでは、上述の無線基地局ｅＮＢの少なくと
も一部の機能が、無線回線制御局ＲＮＣに具備されるように構成されていてもよい。
【００９６】
　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。
【００９７】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥが、現在通信中のセル
＃Ａ（第１セル）の周波数ｆ１と異なる周波数ｆ２を用いるＣＳＧセル＃２（第２セル）
を測定したいと判定した場合で、かつ、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の「測定構成（Ｍ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）」を保持していない場合に、セル
＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して「測定構成要求（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）」を送信することによって、無線基地
局ｅＮＢ＃ＡからＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を取得する工程Ａと、移動局
ＵＥが、取得したＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成に応じて、無線基地局ｅＮＢ
＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃２における受信品質（ＲＳＲＰやＲＳＲＱ等）を含む「測定
報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）」を送信する工程Ｂと、無線基地局ｅＮ
Ｂ＃Ａが、ＣＳＧセル＃２に対して移動局ＵＥがアクセス可能である場合で、かつ、ＣＳ
Ｇセル＃２における受信品質が所定条件を満たす場合、ＣＳＧセル＃２に対する移動局Ｕ
Ｅのハンドオーバ処理を開始する工程Ｃとを有することを要旨とする。
【００９８】
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　本実施形態の第１の特徴において、前記工程Ａの測定構成要求に、前記第２セルの周波
数及びＲＡＴの情報が含まれていてもよい。
【００９９】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｂは、移動局ＵＥが、ＣＳＧセル＃２のＰＣＩ
を用いて、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信する工程と、無線基地
局ｅＮＢ＃Ａが、かかる測定報告に含まれるＣＳＧセル＃２のＰＣＩが複数の周辺セルに
おいて使用されている可能性があると判断した場合、移動局ＵＥに対して所定ギャップを
通知する工程と、移動局ＵＥが、かかる所定ギャップで取得したＣＳＧセル＃２のＣＧＩ
を用いて、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信する工程とを有しても
よい。
【０１００】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｃにおいて、移動局ＵＥは、ＣＳＧセル＃２の
周波数ｆ２用の測定構成に含まれる測定ギャップでＣＳＧセル＃２のＣＧＩを取得できた
場合には、ＣＳＧセル＃２のＣＧＩを用いて、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測
定報告を送信してもよい。
【０１０１】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ
＃Ａに対して測定構成要求を送信することによって、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、セル＃
Ａ（第１セル）と同一の周波数ｆ１を用いる周辺セルであるＣＳＧセル＃１（第２セル）
用の測定構成を取得する工程Ａと、移動局ＵＥが、ＣＳＧセル＃１における受信品質がＣ
ＳＧセル＃１用の測定構成に含まれる報告条件を満たす場合で、かつ、ＣＳＧセル＃１用
の測定構成に含まれる測定ギャップでＣＳＧセル＃１のＣＧＩの取得に成功した場合、無
線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１のＣＧＩを用いて、ＣＳＧセル＃１におけ
る受信品質を含む測定報告を送信する工程Ｂと、無線基地局ｅＮＢ＃Ａが、ＣＳＧセル＃
１に対して移動局ＵＥがアクセス可能である場合で、かつ、ＣＳＧセル＃１における受信
品質が所定条件を満たす場合、ＣＳＧセル＃１に対する移動局ＵＥのハンドオーバ処理を
開始する工程Ｃとを有することを要旨とする。
【０１０２】
　本実施形態の第２の特徴において、工程Ｂは、移動局ＵＥが、ＣＳＧセル＃１における
受信品質が報告条件を満たす場合で、かつ、上述の測定ギャップでＣＳＧセル＃１のＣＧ
Ｉの取得に失敗した場合、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１のＰＣＩを用
いて、ＣＳＧセル＃１における受信品質を含む測定報告を送信する工程と、無線基地局ｅ
ＮＢ＃Ａが、受信した測定報告に含まれるＣＳＧセル＃１のＰＣＩが複数の周辺セルにお
いて使用されている可能性があると判断した場合、移動局ＵＥに対して所定ギャップを通
知する工程と、移動局ＵＥが、かかる所定ギャップで取得したＣＳＧセル＃１のＣＧＩを
用いて、ＣＳＧセル＃１における受信品質を含む測定報告を送信する工程とを有してもよ
い。
【０１０３】
　本実施形態の第３の特徴は、移動局であって、現在通信中のセル＃Ａ（第１セル）の周
波数ｆ１と異なる周波数ｆ２を用いるＣＳＧセル＃２（第２セル）を測定したいと判定し
た場合で、かつ、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を保持していない場合に、無
線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して測定構成要求を送信することによって、無線基地局ｅＮＢ＃
ＡからＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を取得するように構成されている測定構
成取得部１２と、受信したＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成に応じて、無線基地
局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信するよう
に構成されている測定報告送信部１３とを具備することを要旨とする。
【０１０４】
　本実施形態の第３の特徴において、各セルのＣＧＩを取得するように構成されているＣ
ＧＩ取得部１４を具備し、測定報告送信部１３が、ＣＳＧセル＃２のＰＣＩを用いて、Ｃ
ＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信した後、測定構成取得部１２が、無
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線基地局ｅＮＢ＃Ａから所定ギャップを受信した場合、ＣＧＩ取得部１４は、かかる所定
ギャップでＣＳＧセル＃２のＣＧＩを取得し、測定報告送信部１３は、ＣＳＧセル＃２の
ＣＧＩを用いて、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む測定報告を送信するように構成
されていてもよい。
【０１０５】
　本実施形態の第３の特徴において、各セルのＣＧＩを取得するように構成されているＣ
ＧＩ取得部１４を具備し、ＣＧＩ取得部１４が、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構
成に含まれる測定ギャップでＣＳＧセル＃２のＣＧＩを取得できた場合には、測定報告送
信部１３は、ＣＳＧセル＃２のＣＧＩを用いて、ＣＳＧセル＃２における受信品質を含む
測定報告を送信するように構成されていてもよい。
【０１０６】
　本実施形態の第４の特徴は、移動局ＵＥであって、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して測定
構成要求を送信することによって、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから、セル＃Ａ（第１セル）と
同一の周波数ｆ１を用いる周辺セルであるＣＳＧセル＃１（第２セル）用の測定構成を取
得するように構成されている測定構成取得部１２と、ＣＳＧセル＃１における受信品質が
ＣＳＧセル＃１用の測定構成に含まれる報告条件を満たす場合で、かつ、ＣＳＧセル＃１
用の測定構成に含まれる測定ギャップでＣＳＧセル＃１のＣＧＩの取得に成功した場合、
無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１のＣＧＩを用いて、ＣＳＧセル＃１にお
ける受信品質を含む測定報告を送信するように構成されている測定報告送信部１３とを具
備することを要旨とする。
【０１０７】
　本実施形態の第４の特徴において、前記測定構成要求に、前記第２セルの周波数及びＲ
ＡＴの情報が含まれていてもよい。
【０１０８】
　本実施形態の第４の特徴において、各セルのＣＧＩを取得するように構成されているＣ
ＧＩ取得部１４を具備し、測定報告送信部１３は、ＣＳＧセル＃１における受信品質が報
告条件を満たす場合で、かつ、上述の測定ギャップでＣＳＧセル＃１のＣＧＩの取得に失
敗した場合、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、ＣＳＧセル＃１のＰＣＩを用いて、ＣＳＧ
セル＃１における受信品質を含む測定報告を送信するように構成されており、測定構成取
得部１２が、無線基地局ｅＮＢ＃Ａから所定ギャップを受信した場合に、ＣＧＩ取得部１
４は、かかる所定ギャップでＣＳＧセル＃１のＣＧＩを取得し、測定報告送信部１３は、
ＣＳＧセル＃１のＣＧＩを用いて、ＣＳＧセル＃１における受信品質を含む測定報告を送
信するように構成されていてもよい。
【０１０９】
　本実施形態の第５の特徴は、セル＃Ａ（第１セル）を管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａで
あって、移動局ＵＥが、現在通信中のセル＃Ａの周波数ｆ１と異なる周波数ｆ２を用いる
ＣＳＧセル＃２（第２セル）を測定したいと判定した場合で、かつ、ＣＳＧセル＃２の周
波数ｆ２用の測定構成を保持していない場合に、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して測定構成
要求を送信した際に、移動局ＵＥに対して、ＣＳＧセル＃２の周波数ｆ２用の測定構成を
送信するように構成されている測定構成送信部２１と、ＣＳＧセル＃２に対して移動局Ｕ
Ｅがアクセス可能である場合で、かつ、移動局ＵＥから受信した測定報告に含まれるＣＳ
Ｇセル＃２における受信品質が所定条件を満たす場合、ＣＳＧセル＃２に対する移動局Ｕ
Ｅのハンドオーバ処理を開始するように構成されているハンドオーバ処理部２４とを具備
することを要旨とする。
【０１１０】
　本実施形態の第５の特徴において、測定構成送信部２１は、測定構成要求に含まれてい
る周波数及びＲＡＴの情報に基づいて、送信する測定構成を生成するように構成されてい
てもよい。
【０１１１】
　本実施形態の第５の特徴において、測定構成送信部２１は、移動局ＵＥから受信した測
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定報告に含まれるＣＳＧセル＃２のＰＣＩが複数の周辺セルにおいて使用されている可能
性があると判断された場合、移動局ＵＥに対して所定ギャップを通知し、ＣＳＧセル＃２
のＣＧＩを通知するように指示するように構成されていてもよい。
【０１１２】
　本実施形態の第６の特徴は、セル＃Ａ（第１セル）を管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａで
あって、移動局ＵＥが、現在通信中のセル＃Ａを管理する無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して
測定構成要求を送信した場合に、セル＃Ａと同一の周波数ｆ１を用いる周辺セルであるＣ
ＳＧセル＃１（第２セル）用の測定構成を取得する送信するように構成されている測定構
成送信部２１と、ＣＳＧセル＃１に対して移動局ＵＥがアクセス可能である場合で、かつ
、移動局ＵＥから受信した測定報告に含まれるＣＳＧセル＃１における受信品質が所定条
件を満たす場合、ＣＳＧセル＃１に対する移動局ＵＥのハンドオーバ処理を開始するよう
に構成されているハンドオーバ処理部２４とを具備することを要旨とする。
【０１１３】
　本実施形態の第６の特徴において、測定構成送信部２１は、移動局ＵＥから受信した測
定報告に含まれるＣＳＧセル＃１のＰＣＩが複数の周辺セルにおいて使用されている可能
性があると判断した場合、移動局ＵＥに対して所定ギャップを通知し、ＣＳＧセル＃１の
ＣＧＩを通知するように指示するように構成されていてもよい。
【０１１４】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢ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。
【０１１５】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０１１６】
　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/ＨｅＮＢ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/ＨｅＮＢ内に設けられていてもよい。
【０１１７】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１１８】
ＵＥ…移動局
１１…ＰＣＩ取得部
１２…測定構成取得部
１３…測定報告送信部
１４…ＣＧＩ取得部
ｅＮＢ…無線基地局
２１…測定構成送信部
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２２…測定報告受信部
２３…判断部
２４…ハンドオーバ処理部

【図１】

【図２】

【図３】
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