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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主セル及び副セルを介してキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成さ
れている移動局であって、
　非アクティブ状態の前記副セルに対するアクティブ指示が受信された場合、該副セルの
アクティブ状態への遷移が完了する時点よりも前の所定タイミングで、該副セルにおける
チャネル状態指示情報の無線基地局に対する報告を開始するように構成されている送信部
を具備しており、
　前記送信部は、前記チャネル状態指示情報の報告が開始された時点から前記副セルのア
クティブ状態への遷移が完了する時点までの期間中においても、所定間隔で、前記無線基
地局に対して、前記チャネル状態指示情報を報告するように構成されていることを特徴と
する移動局。
【請求項２】
　前記送信部は、前記期間中において、前記副セルで信号の送受信を行わないように構成
されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　前記送信部は、前記期間中において、前記チャネル状態指示情報として、所定範囲外の
値を報告するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項４】
　前記副セルに対するアクティブ指示が受信された時点で、該副セルに対して管理してい
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る非アクティブタイマを起動或いは再起動するように構成されていることを特徴とする請
求項１に記載の移動局。
【請求項５】
　前記所定タイミングにおいて、前記副セルに対して管理している非アクティブタイマを
起動或いは再起動するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項６】
　前記移動局の状態に関わらず前記副セルがアクティブ化されていることが担保されるタ
イミングにおいて、該副セルに対して管理している非アクティブタイマを起動或いは再起
動するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項７】
　主セル及び副セルを介してキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成さ
れている移動局と通信可能な無線基地局であって、
　非アクティブ状態の前記移動局の副セルに対するアクティブ指示を送信するように構成
されている送信部と、
　前記アクティブ指示が送信された後の所定タイミングで、前記移動局からの前記副セル
におけるチャネル状態指示情報の取得を開始するように構成されている受信部と、
　前記移動局から有効なチャネル状態指示情報が報告されるまでの期間中は、前記副セル
のアクティブ状態への遷移が完了していないと判断するように構成されている制御部とを
具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項８】
　ＳＲＳの送信が開始されたタイミングにおいて、前記副セルに対して管理している非ア
クティブタイマを起動或いは再起動するように構成されていることを特徴とする請求項１
に記載の移動局。
【請求項９】
　アクティブ状態に遷移した後に初めて新規送信を示すＰＤＣＣＨ信号が受信されたタイ
ミングにおいて、前記副セルに対して管理している非アクティブタイマを起動或いは再起
動するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項１０】
　前記副セルに対するアクティブ指示が受信されたタイミング、前記所定タイミング、Ｓ
ＲＳの送信が開始されたタイミング、アクティブ状態に遷移した後に初めて新規送信を示
すＰＤＣＣＨ信号が受信されたタイミングのいずれかにおいて、前記副セルに対して管理
している非アクティブタイマを起動或いは再起動するように構成されていることを特徴と
する請求項１に記載の移動局。
【請求項１１】
　ＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告が開始されておらず、ＳＲＳの送信が開始されておら
ず、アクティブ状態に遷移した後に新規送信を示すＰＤＣＣＨ信号が受信されていない場
合には、前記移動局の状態に関わらず前記副セルがアクティブ化されていることが担保さ
れるタイミングにおいて、該副セルに対して管理している非アクティブタイマを起動或い
は再起動するように構成されていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項１２】
　前記副セルを非アクティブ化することが決まった場合、該副セルに対して管理している
非アクティブタイマを起動或いは再起動し、所定期間後に停止するように構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項１３】
　前記副セルを非アクティブ化することが決まった場合とは、該副セルに対して管理して
いる非アクティブタイマが満了した場合、或いは、該副セルの非アクティブ化が指示され
た場合であることを特徴とする請求項１２に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、移動局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）-Ａｄｖａｎｃｅｄ方式では、移
動局ＵＥは、複数のセル（或いは、ＣＣ：Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ）を用い
てＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）を行うことができるように構成され
ている。
【０００３】
　ＣＡが行われる際には、移動局ＵＥに対して、接続性を担保する信頼性の高いセルであ
るＰｃｅｌｌ（Ｐｒｉｍａｒｙ　ｃｅｌｌ）及び付随的なセルであるＳｃｅｌｌ（Ｓｅｃ
ｏｎｄａｒｙ　ｃｅｌｌ）が設定される。
【０００４】
　移動局ＵＥは、第１に、Ｐｃｅｌｌに接続し、必要に応じて、Ｓｃｅｌｌを追加するこ
とができる。
【０００５】
　Ｐｃｅｌｌは、ＲＬＭ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）及びＳＰＳ（
Ｓｅｍｉ-Ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）等をサポートするＬＴＥ方式
におけるセルと同様のセルである。移動局ＵＥのＰｃｅｌｌを変更する場合には、ハンド
オーバ処理が必要である。
【０００６】
　また、Ｓｃｅｌｌは、Ｐｃｅｌｌに追加されて移動局ＵＥに対して設定されるセルであ
る。Ｓｃｅｌｌの追加及び削除は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）シグナリングによって行われる。
【０００７】
　Ｓｃｅｌｌは、移動局ＵＥに対して設定された直後は、非アクティブ状態（ｄｅａｃｔ
ｉｖｅ状態）であるため、ＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）レイヤ
においてアクティブ化することで初めて通信可能（スケジューリング可能）となるセルで
ある。
【０００８】
　すなわち、Ｓｃｅｌｌは、アクティブ状態（Ａｃｔｉｖｅ状態）及び非アクティブ状態
のいずれかの状態を取ることができる。
【０００９】
　ここで、アクティブ状態は、Ｓｃｅｌｌにおいて通信可能な状態であり、Ｓｃｅｌｌが
、アクティブ状態である場合には、移動局ＵＥは、かかるＳｃｅｌｌにおいてＰＤＣＣＨ
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を監視し、
無線基地局ｅＮＢに対して、かかるＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩ（Ｃｈａｎｅｌ　Ｓｔａｔ
ｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を報告するように構成されている。
【００１０】
　一方、非アクティブ状態は、Ｓｃｅｌｌにおいて通信を行うことができない状態であり
、バッテリセービングを実現することができる。
【００１１】
　図１１に示すように、移動局ＵＥは、「Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ-ＣＥ」によっ
て、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対するアクティブ指示（再アクティブ指示）を受け
た場合、かかるＳｃｅｌｌをアクティブ状態に遷移させ、「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　
ＭＡＣ-ＣＥ」によって、アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対する非アクティブ指示を受け
た場合、かかるＳｃｅｌｌを非アクティブ状態に遷移させるように構成されている。
【００１２】
　また、移動局ＵＥは、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」が満了した
場合に、アクティブ状態のＳｃｅｌｌ非アクティブ状態に遷移させるように構成されてい
る。
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【００１３】
　また、移動局ＵＥは、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌをアクティブ状態に遷移させた場
合に、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動させるように構成され
ている。
【００１４】
　移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢは、それぞれ「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ
Ｔｉｍｅｒ」を管理しており、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢとの間で管理するＳｃｅｌ
ｌの状態について一致するように構成されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、図１２に示すように、移動局ＵＥは、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに
対するアクティブ指示を受信した場合であっても、処理遅延（例えば、ＲＦ　ｒｅｔｕｎ
ｉｎｇに起因する処理遅延）のために、即座に、かかるＳｃｅｌｌをアクティブ状態に遷
移させることができない。
【００１７】
　ここで、Ｓｃｅｌｌのアクティブ化に要する処理遅延は、移動局ＵＥの状態（例えば、
下りリンク同期が取れているか、或いは、測定処理が行われているか等）によって異なり
、無線基地局ｅＮＢは、かかる移動局ＵＥの状態を把握することができないため、実際に
Ｓｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了した時点を知ることができないという問題点
があった。
【００１８】
　かかる場合、図１３に示すように、無線基地局ｅＮＢは、いつからＳｃｅｌｌにおける
ＣＳＩの報告が開始されるのか分からないため、適切な「Ｒａｔｅ　ｍａｔｃｈｉｎｇ」
を行うことができないという問題点があった。
【００１９】
　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、無線基地局ｅＮＢにおい
て実際にＳｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了した時点を把握することができる移
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】
【００２０】
　本発明の第１の特徴は、主セル及び副セルを介してキャリアアグリゲーションを行うこ
とができるように構成されている移動局であって、非アクティブ状態の前記副セルに対す
るアクティブ指示が受信された場合、該副セルのアクティブ状態への遷移が完了する時点
よりも前の所定タイミングで、該副セルにおけるチャネル状態指示情報の無線基地局に対
する報告を開始するように構成されている送信部を具備しており、前記送信部は、前記チ
ャネル状態指示情報の報告が開始された時点から前記副セルのアクティブ状態への遷移が
完了する時点までの期間中においても、所定間隔で、前記無線基地局に対して、前記チャ
ネル状態指示情報を報告するように構成されていることを要旨とする。
【００２１】
　本発明の第２の特徴は、主セル及び副セルを介してキャリアアグリゲーションを行うこ
とができるように構成されている移動局と通信可能な無線基地局であって、非アクティブ
状態の前記移動局の副セルに対するアクティブ指示を送信するように構成されている送信
部と、前記アクティブ指示が送信された後の所定タイミングで、前記移動局からの前記副
セルにおけるチャネル状態指示情報の取得を開始するように構成されている受信部と、前
記移動局から有効なチャネル状態指示情報が報告されるまでの期間中は、前記副セルのア
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クティブ状態への遷移が完了していないと判断するように構成されている制御部とを具備
することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明によれば、無線基地局ｅＮＢにおいて実際にＳｃｅｌｌの
アクティブ状態への遷移が完了した時点を把握することができる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】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動局及び無線基地局の機能を説明するための図
である。
【図４】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５】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６】本発明の変更例２に係る移動局及び無線基地局の機能を説明するための図である
。
【図７】本発明の変更例３に係る移動局及び無線基地局の機能を説明するための図である
。
【図８】本発明の変更例４に係る移動局及び無線基地局の機能を説明するための図である
。
【図９】本発明の変更例５に係る移動局及び無線基地局の機能を説明するための図である
。
【図１０】本発明の変更例５に係る移動局及び無線基地局の機能を説明するための図であ
る。
【図１１】従来技術を説明するための図である。
【図１２】従来技術を説明するための図である。
【図１３】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００２５】
　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-Ａｄｖａｎｄｅｄ
方式の移動通信システムであって、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌを管理する無線基地局ｅＮ
Ｂと、移動局ＵＥとを具備している。
【００２６】
　ここで、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌは、複数の無線基地局ｅＮＢによって管理されるよ
うに構成されていてもよいし、同一の無線基地局ｅＮＢによって管理されていてもよい。
【００２７】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、受信部１１と、制御部１２と、測
定部１３と、送信部１４とを具備している。
【００２８】
　受信部１１は、無線基地局ｅＮＢから各種信号を受信するように構成されている。例え
ば、受信部１１は、無線基地局ｅＮＢから、アクティブ指示（Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｃ
ｏｍｍａｎｄ）を通知する「Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ-ＣＥ」や、非アクティブ指
示（Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｃｏｍｍａｎｄ）を通知する「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏ
ｎ　ＭＡＣ-ＣＥ」等を受信するように構成されている。
【００２９】
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　制御部１２は、移動局ＵＥにおける各種制御を行うように構成されている。
【００３０】
　例えば、図３に示すように、制御部１２は、受信部１１によって非アクティブ状態のＳ
ｃｅｌｌに対するアクティブ指示が受信された場合（Ｔ１）、かかるＳｃｅｌｌのアクテ
ィブ状態への遷移が完了する時点（Ｔ３）よりも前の所定タイミング（Ｔ２）で、かかる
ＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの無線基地局ｅＮＢに対する報告を開始するように、送信部１
４に対して指示する。
【００３１】
　測定部１３は、制御部１２からの指示に基づいて、かかるＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩを
測定するように構成されている。
【００３２】
　送信部１４は、制御部１２からの指示に基づいて、無線基地局ｅＮＢに対して、測定部
１３によって測定されたＣＳＩを報告するように構成されている。
【００３３】
　ここで、送信部１４は、ＣＳＩの報告が開始された時点（Ｔ２）からＳｃｅｌｌのアク
ティブ状態への遷移が完了する時点（Ｔ３）までの期間Ｘ中においても、所定間隔で、無
線基地局ｅＮＢに対して、ＣＳＩを報告するように構成されている。
【００３４】
　なお、かかる期間Ｘ中、かかるＳｃｅｌｌは、プレアクティブ（Ｐｒｅ-ａｃｔｉｖｅ
）状態であるものとする。また、かかる期間Ｘは、移動局ＵＥの状態に基づいて決定され
るものである。
【００３５】
　ここで、送信部１４は、上述の期間Ｘ中において、Ｓｃｅｌｌで信号の送受信を行わな
いように構成されていてもよい。
【００３６】
　また、送信部１４は、上述の期間Ｘ中において、上述のＣＳＩとして、所定範囲外の値
（ＯＯＲ：Ｏｕｔ-Ｏｆ-Ｒａｎｇｅ）を報告するように構成されていてもよい。
【００３７】
　図４に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢは、制御部２１と、送信部２２
と、受信部２３とを具備している。
【００３８】
　制御部２１は、無線基地局ｅＮＢにおける各種制御を行うように構成されており、送信
部２２は、移動局ＵＥに対して各種信号を送信するように構成されており、受信部２３は
、移動局ＵＥから各種信号を受信するように構成されている。
【００３９】
　ここで、送信部２２は、非アクティブ状態の移動局ＵＥのＳｃｅｌｌに対するアクティ
ブ指示を通知する「Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ＭＡＣ-ＣＥ」や、アクティブ状態の移動局
ＵＥのＳｃｅｌｌに対する非アクティブ指示を通知する「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｍ
ＡＣ-ＣＥ」を送信するように構成されている。
【００４０】
　また、受信部２３は、送信部２２によってアクティブ指示が送信された後の所定タイミ
ング（図３におけるＴ２）で、移動局ＵＥからのＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの取得を開始
するように構成されている。
【００４１】
　さらに、制御部２１は、移動局ＵＥから有効なＣＳＩが報告されるまでの期間（図３に
おける期間Ｘ）中は、かかるＳｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了していないと判
断するように構成されている。
【００４２】
　Ｓｃｅｌｌが、プレアクティブ状態である場合には、移動局ＵＥ内部で、Ｓｃｅｌｌの
アクティブ状態への遷移処理が進行中であるため、移動局ＵＥは、かかるＳｃｅｌｌにお
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いて正常な送受信を行うことができない可能性がある。
【００４３】
　したがって、制御部２１は、移動局ＵＥから有効なＣＳＩが報告された場合に、Ｓｃｅ
ｌｌのアクティブ状態への遷移が完了したものと見なすことができる。
【００４４】
　なお、送信部２２は、移動局ＵＥから有効なＣＳＩが報告されるまでの期間（図３にお
ける期間Ｘ）中は、移動局ＵＥに対して信号を送信しないように構成されていてもよい。
【００４５】
　以下、図５を参照して、本実施形態に係る移動局ＵＥの動作について説明する。
【００４６】
　図５に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ１０１において、無線基地局ｅＮＢから
、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対するアクティブ指示を受けたか否かについて判定す
る。
【００４７】
　「Ｙｅｓ」の場合、本動作は、ステップＳ１０２に進み、「Ｎｏ」の場合、本動作は、
終了する。
【００４８】
　ステップＳ１０２において、移動局ＵＥは、所定タイミング（図３におけるＴ２）で、
無線基地局ｅＮＢに対して、かかるＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩを報告する。ここで、移動
局ＵＥは、ＣＳＩとして、ＯＯＲを報告するものとする。
【００４９】
　ステップＳ１０３において、移動局ＵＥは、かかるＳｃｅｌｌのアクティブ化に係る処
理が完了したか否かについて判定する。
【００５０】
　「Ｙｅｓ」の場合、本動作は、ステップＳ１０４に進み、「Ｎｏ」の場合、本動作は、
終了する。
【００５１】
　ステップＳ１０４において、移動局ＵＥは、かかるＳｃｅｌｌをアクティブ状態に遷移
させる。
【００５２】
（変更例１）
　以下、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係
る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００５３】
　本変更例１に係る移動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥと同じ「ｓ
ＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を管理しており、かかる「ｓＣｅｌｌＤ
ｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」が起動されているか否かに基づいて、Ｓｃｅｌｌが
アクティブ状態であるか否かについて管理するように構成されている。
【００５４】
　したがって、基本的に、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとの間で、「ｓＣｅｌｌＤｅａ
ｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」の起動タイミングが一致していることが好ましい。
【００５５】
　一方、Ｓｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了する時点（Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｔｉ
ｍｉｎｇ）は、移動局ＵＥの状態によって異なるため、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥと
の間で、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」のずれが発生してしまう。
【００５６】
　したがって、本変更例１に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮ
Ｂは、移動局ＵＥの状態に関わらず、所定起動タイミングで、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉ
ｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動（再起動）するように構成されている。
【００５７】
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　例えば、かかる所定起動タイミングは、移動局ＵＥにおいて非アクティブ状態のＳｃｅ
ｌｌに対するアクティブ指示が受信されたタイミング（図３におけるＴ１）であってもよ
いし、移動局ＵＥにおいてＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告が開始されたタイミング（図
３におけるＴ２）であってもよい。
【００５８】
　ここで、Ｔ２は、移動局ＵＥにおいてＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告が実際に開始さ
れたタイミングであってもよいし、移動局ＵＥにおいてＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告
をすることが可能となる最初のタイミングであってもよい。
【００５９】
　また、かかる所定起動タイミングは、移動局ＵＥがＳｃｅｌｌのアクティブ化にかかる
最大の時間を想定した場合のタイミング、すなわち、移動局ＵＥの状態に関わらずＳｃｅ
ｌｌがアクティブ化されていることが担保される最短のタイミング（Ａｃｔｉｖａｔｅ　
ｔｉｍｉｎｇの最大値）であってもよい。
【００６０】
　すなわち、ＬＴＥ-Ａｄｖａｎｃｅ方式では、かかるＡｃｔｉｖａｔｅ　ｔｉｍｉｎｇ
の最大値までに、Ｓｃｅｌｌのアクティブ化を終えなければならないという要求条件が規
定されている。
【００６１】
　例えば、移動局ＵＥの状態が、３つ規定されており、それぞれの状態で、Ｓｃｅｌｌの
アクティブ化にかかる処理時間が、５ｍｓ/１０ｍｓ/５０ｍｓである場合、移動局ＵＥは
、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対するアクティブ指示を受信してから５０ｍｓ後に、
「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動（再起動）するように構成さ
れている。
【００６２】
　すなわち、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対するアクティブ指示を受信してから５ｍ
ｓ/１０ｍｓ後に、かかるＳｃｅｌｌのアクティブ化を完了した移動局ＵＥは、その時点
では、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動（再起動）せずに、さ
らに、４５ｍｓ/４０ｍｓ経過した後に、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍ
ｅｒ」を起動（再起動）する。
【００６３】
（変更例２）
　以下、図６を参照して、本発明の変更例２に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００６４】
　本変更例２に係る移動通信システムでは、上述の所定起動タイミングは、移動局ＵＥに
おいてＳＲＳ（Ｓｏｕｎｄｉｎｇ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ）の送信が開始さ
れたタイミング（図６におけるＴ４）である。
【００６５】
　ここで、Ｔ４は、移動局ＵＥにおいてＳＲＳの送信が実際に開始されたタイミングであ
ってもよいし、移動局ＵＥにおいて移動局ＵＥにおいてＳＲＳの送信をすることが可能と
なる最初のタイミングであってもよい。
【００６６】
（変更例３）
　以下、図７を参照して、本発明の変更例３に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００６７】
　本変更例３に係る移動通信システムでは、上述の所定起動タイミングは、移動局ＵＥに
おいてアクティブ状態に遷移した後に初めて新規送信を示すＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）信号が受信されたタイミング
（図７におけるＴ５）である。
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【００６８】
　ここで、Ｔ５は、移動局ＵＥにおいてアクティブ状態に遷移した後に初めて新規送信を
示すＰＤＣＣＨ信号が実際に受信されたタイミングであってもよいし、移動局ＵＥにおい
てアクティブ状態に遷移した後に初めて新規送信を示すＰＤＣＣＨ信号が実際に受信され
たタイミングを含むタイムフレームの開始タイミングであってもよい。
【００６９】
（変更例４）
　以下、図８を参照して、本発明の変更例４に係る移動通信システムについて、上述の第
１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００７０】
　本変更例４に係る移動通信システムでは、上述の所定起動タイミングは、移動局ＵＥに
おいて非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対するアクティブ指示が受信されたタイミング（
図３におけるＴ１）、移動局ＵＥにおいてＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告が開始された
タイミング（図３におけるＴ２）、移動局ＵＥにおいてＳＲＳの送信が開始されたタイミ
ング（図６におけるＴ４）、移動局ＵＥにおいてアクティブ状態に遷移した後に初めて新
規送信を示すＰＤＣＣＨ信号が受信されたタイミング（図７におけるＴ５）のいずれかで
ある。
【００７１】
　なお、本変更例４に係る移動通信システムでは、図８に示すように、移動局ＵＥにおい
てＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告が開始されておらず、移動局ＵＥにおいてＳＲＳの送
信が開始されておらず、移動局ＵＥにおいてアクティブ状態に遷移した後に新規送信を示
すＰＤＣＣＨ信号が受信されていない場合には、移動局ＵＥがＳｃｅｌｌのアクティブ化
にかかる最大の時間を想定した場合のタイミング（図８におけるＴ６）、すなわち、移動
局ＵＥの状態に関わらずＳｃｅｌｌがアクティブ化されていることが担保される最短のタ
イミング（Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｔｉｍｉｎｇの最大値）で、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動（再起動）するように構成されていてもよい。
【００７２】
（変更例５）
　以下、図９及び図１０を参照して、本発明の変更例５に係る移動通信システムについて
、上述の第１の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００７３】
　上述の第１の実施形態及び変更例１乃至４に係る移動通信システムでは、「ｓＣｅｌｌ
ＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」が起動している場合には、移動局ＵＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、ＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩを報告するように構成されている。
【００７４】
　一方、３ＧＰＰのＴＳ３６.３２１/ＴＳ３６.２１３の規定によれば、図９に示すよう
に、移動局ＵＥは、サブフレーム＃ｎにおいて、Ｓｃｅｌｌを非アクティブ化することが
決まった場合（Ｓｃｅｌｌを非アクティブ化するＭＡＣ-ＣＥ（「Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｍｍａｎｄ」）が受信された場合、或いは、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔ
ｉｏｎＴｉｍｅｒ」が満了した場合）、当該Ｓｃｅｌｌの「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａ
ｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を停止し、サブフレーム＃ｎ＋８までに当該Ｓｃｅｌｌを非アクテ
ィブ化し、サブフレーム＃ｎ＋８においてＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告を停止するよ
うに構成されている。
【００７５】
　すなわち、３ＧＰＰのＴＳ３６.３２１の規定によれば、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」が起動していない場合であっても、移動局ＵＥは、無線基地局ｅ
ＮＢに対して、ＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩを報告するように構成されている。
【００７６】
　したがって、本変更例５に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥは、図１０に示すよ
うに、サブフレーム＃ｎにおいて、Ｓｃｅｌｌを非アクティブ化することが決まった場合
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（当該Ｓｃｅｌｌを非アクティブ化するＭＡＣ-ＣＥが受信された場合、或いは、「ｓＣ
ｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」が満了した場合）、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃ
ｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動（再起動）し、所定期間後に、すなわち、サブフレ
ーム＃ｎ＋８において、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を停止する
ように構成されている。
【００７７】
　この結果、本変更例５に係る移動通信システム及び３ＧＰＰのＴＳ３６.３２１/ＴＳ３
６.２１３の規定が矛盾しないようになる。
【００７８】
　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。
【００７９】
　本実施形態の第１の特徴は、Ｐｃｅｌｌ（主セル）及びＳｃｅｌｌ（副セル）を介して
ＣＡ（キャリアアグリゲーション）を行うことができるように構成されている移動局ＵＥ
であって、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対するアクティブ指示が受信された場合、か
かるＳｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了する時点よりも前の所定タイミングで、
かかるＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩ（チャネル状態指示情報）の無線基地局ｅＮＢに対する
報告を開始するように構成されている送信部１４を具備しており、送信部１４は、ＣＳＩ
の報告が開始された時点からＳｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了する時点までの
期間Ｘ中においても、所定間隔で、無線基地局ｅＮＢに対して、ＣＳＩを報告するように
構成されていることを要旨とする。
【００８０】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥから有効なＣＳＩを受信した時
点を、実際にＳｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了した時点として把握することが
できる。
【００８１】
　本実施形態の第１の特徴において、送信部１４は、上述の期間Ｘ中において、Ｓｃｅｌ
ｌで信号の送受信を行わないように構成されていてもよい。
【００８２】
　かかる構成によれば、アクティブ状態への遷移処理が進行中であり正常な送受信を行う
ことができない可能性があるＳｃｅｌｌにおける信号の送受信を避けることができる。
【００８３】
　本実施形態の第１の特徴において、送信部１４は、上述の期間Ｘ中において、上述のＣ
ＳＩとして、所定範囲外の値を報告するように構成されていてもよい。
【００８４】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢは、上述の期間Ｘ中では、有効でないＣＳＩを
受信することになり、Ｓｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了していないと認識する
ことができる。
【００８５】
　本実施形態の第１の特徴において、Ｓｃｅｌｌに対するアクティブ指示が受信された時
点で、かかるＳｃｅｌｌに対して管理している「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴ
ｉｍｅｒ（非アクティブタイマ）」を起動或いは再起動するように構成されていてもよい
。
【００８６】
　本実施形態の第１の特徴において、上述の所定タイミングにおいて、上述のＳｃｅｌｌ
に対して管理している「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動或いは
再起動するように構成されていてもよい。
【００８７】
　本実施形態の第１の特徴において、前記移動局ＵＥの状態に関わらず、Ｓｃｅｌｌがア
クティブ化されていることが担保される最短のタイミングにおいて、上述のＳｃｅｌｌに
対して管理している「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動或いは再
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起動するように構成されていてもよい。
【００８８】
　本実施形態の第１の特徴において、ＳＲＳの送信が開始されたタイミング（図６におけ
るＴ４）において、上述のＳｃｅｌｌに対して管理している「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動或いは再起動するように構成されていてもよい。
【００８９】
　本実施形態の第１の特徴において、アクティブ状態に遷移した後に初めて新規送信を示
すＰＤＣＣＨ信号が受信されたタイミング（図７におけるＴ５）において、上述のＳｃｅ
ｌｌに対して管理している「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動或
いは再起動するように構成されていてもよい。
【００９０】
　本実施形態の第１の特徴において、非アクティブ状態のＳｃｅｌｌに対するアクティブ
指示が受信されたタイミング（図３におけるＴ１）、ＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告が
開始されたタイミング（図３におけるＴ２）、移動局ＵＥにおいてＳＲＳの送信が開始さ
れたタイミング（図６におけるＴ４）、アクティブ状態に遷移した後に初めて新規送信を
示すＰＤＣＣＨ信号が受信されたタイミング（図７におけるＴ５）のいずれかにおいて、
上述のＳｃｅｌｌに対して管理している「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅ
ｒ」を起動或いは再起動するように構成されていてもよい。
【００９１】
　本実施形態の第１の特徴において、ＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの報告が開始されておら
ず、ＳＲＳの送信が開始されておらず、アクティブ状態に遷移した後に新規送信を示すＰ
ＤＣＣＨ信号が受信されていない場合には、移動局ＵＥがＳｃｅｌｌのアクティブ化にか
かる最大の時間を想定した場合のタイミング（図８におけるＴ６）、すなわち、移動局Ｕ
Ｅの状態に関わらずＳｃｅｌｌがアクティブ化されていることが担保される最短のタイミ
ング（Ａｃｔｉｖａｔｅ　ｔｉｍｉｎｇの最大値）で、「ｓＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔ
ｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動（再起動）するように構成されていてもよい。
【００９２】
　本実施形態の第１の特徴において、Ｓｃｅｌｌを非アクティブ化することが決まった場
合（当該Ｓｃｅｌｌを非アクティブ化するＭＡＣ-ＣＥが受信された場合、或いは、「ｓ
ＣｅｌｌＤｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」が満了した場合）、「ｓＣｅｌｌＤｅａ
ｃｔｉｖａｔｉｏｎＴｉｍｅｒ」を起動（再起動）し、所定期間後に停止するように構成
されていてもよい。
【００９３】
　本実施形態の第２の特徴は、Ｐｃｅｌｌ及びＳｃｅｌｌを介してＣＡを行うことができ
るように構成されている移動局ＵＥと通信可能な無線基地局ｅＮＢであって、非アクティ
ブ状態の移動局ＵＥのＳｃｅｌｌに対するアクティブ指示を送信するように構成されてい
る送信部２２と、かかるアクティブ指示が送信された後の所定タイミングで、移動局ＵＥ
からのＳｃｅｌｌにおけるＣＳＩの取得を開始するように構成されている受信部２３と、
移動局ＵＥから有効なＣＳＩが報告されるまでの期間中は、かかるＳｃｅｌｌのアクティ
ブ状態への遷移が完了していないと判断するように構成されている制御部２１とを具備す
ることを要旨とする。
【００９４】
　かかる構成によれば、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥから有効なＣＳＩを受信するま
では、実際にＳｃｅｌｌのアクティブ状態への遷移が完了していないと認識することがで
きる。
【００９５】
　また、上述した例では、非アクティブ状態の副セルに対してアクティブ指示を受けた場
合を例にあげたが、既にアクティブ状態の副セルに対して、さらにアクティブ指示を受け
た場合も同様の動作を行うことが考えられる。
【００９６】
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　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。
【００９７】
　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。
【００９８】
　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。
【００９９】
　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】
【０１００】
ｅＮＢ…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１、２３…受信部
１２、２１…制御部
１３…測定部
１４、２２…送信部
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