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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する基地局であって、
　移動局から受信環境の測定結果を受信する測定結果受信部と、
　受信した測定結果に基づいて、移動局に割り当てられた主セルまたは副セルに変更が発
生するか否かを判断する判断部と、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの移動局から得
た受信環境の測定結果を含む情報を初期化する初期化部と、
　を有し、
　移動局から受信する副セルのコンポーネントキャリアの測定結果において、その測定結
果の算出に主セルのコンポーネントキャリアとの差分が用いられる場合、
　前記初期化部は、主セルの変更に伴って、主セルに対応するコンポーネントキャリアの
測定結果を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルに対応するコンポーネントキャ
リアの測定結果を含む情報をも初期化する基地局。
【請求項２】
　前記判断部が、受信した測定結果に基づいて、移動局に割り当てられた少なくとも１つ
の副セルのみに変更が発生すると判断した場合、
　前記初期化部は、変更が発生する少なくとも１つの副セルに対応するコンポーネントキ
ャリアの測定結果を含む情報を初期化する、請求項１に記載の基地局。
【請求項３】
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　前記判断部は、基地局間ハンドオーバが発生するか否かを更に判断し、
　前記判断部が、基地局間ハンドオーバが発生すると判断した場合、
　前記初期化部は、移動局に割り当てられた全てのコンポーネントキャリアの測定結果を
含む情報を初期化する、請求項１又は２に記載の基地局。
【請求項４】
　主セルまたは副セルの変更を移動局に通知する通知部を更に有する、請求項１乃至３の
うちいずれか１項に記載の基地局。
【請求項５】
　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する移動局であって、
　主セルまたは副セルの変更情報を受信する変更情報受信部と、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの受信環境の測
定結果を含む情報を初期化する初期化部と、
　を有し、
　副セルのコンポーネントキャリアの測定結果の算出に主セルのコンポーネントキャリア
との差分が用いられる場合、
　前記初期化部は、主セルの変更に伴って、主セルのコンポーネントキャリアの測定結果
を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルのコンポーネントキャリアの測定結果を
含む情報をも初期化する移動局。
【請求項６】
　前記変更情報受信部が、少なくとも１つの副セルのみに変更が発生することを示す変更
情報を受信した場合、
　前記初期化部は、変更が発生する少なくとも１つの副セルに対応するコンポーネントキ
ャリアの測定結果を含む情報を初期化する、請求項５に記載の移動局。
【請求項７】
　前記変更情報受信部が、基地局間ハンドオーバが発生することを示す変更情報を受信し
た場合、
　前記初期化部は、全てのコンポーネントキャリアの測定結果を含む情報を初期化する、
請求項５又は６に記載の移動局。
【請求項８】
　コンポーネントキャリア毎に、受信環境の測定及び測定結果の送信に関するパラメータ
を受信する受信部と、
　受信したパラメータに従って、コンポーネントキャリア毎に受信環境を測定する測定部
と、
　受信したパラメータに従って、測定結果を送信する送信部と、
　を更に有する、請求項５乃至７のうちいずれか１項に記載の移動局。
【請求項９】
　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する基地局における測定結果情報制御方法
であって、
　移動局から受信環境の測定結果を受信するステップと、
　受信した測定結果に基づいて、移動局に割り当てられた主セルまたは副セルに変更が発
生するか否かを判断するステップと、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの移動局から得
た受信環境の測定結果を含む情報を初期化するステップと、
　を有し、
　移動局から受信する副セルのコンポーネントキャリアの測定結果において、その測定結
果の算出に主セルのコンポーネントキャリアとの差分が用いられる場合、
　前記初期化するステップは、主セルの変更に伴って、主セルに対応するコンポーネント
キャリアの測定結果を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルに対応するコンポー
ネントキャリアの測定結果を含む情報をも初期化する測定結果情報制御方法。
【請求項１０】
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　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する移動局における測定結果情報制御方法
であって、
　主セルまたは副セルの変更情報を受信するステップと、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの受信環境の測
定結果を含む情報を初期化するステップと、
　を有し、
　副セルのコンポーネントキャリアの測定結果の算出に主セルのコンポーネントキャリア
との差分が用いられる場合、
　前記初期化するステップは、主セルの変更に伴って、主セルのコンポーネントキャリア
の測定結果を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルのコンポーネントキャリアの
測定結果を含む情報をも初期化する測定結果情報制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、移動局、測定結果情報制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）において、ＬＴＥ（Long Ter
m Evolution）方式等の無線システムに関する標準化が進められている。
【０００３】
　ＬＴＥ方式等の無線システムでは、移動局の移動に伴い、接続する基地局又はセクタを
切り換えるハンドオーバが実行される。ハンドオーバでは、接続先のバンド又は接続先の
セクタが指定され、移動局は、指定されたバンド又はセクタで通信を継続する。
【０００４】
　ハンドオーバ時には、基地局及び移動局内に保持されている測定結果を含む情報が初期
化される。測定結果を含む情報は、利用する周波数情報等を示すMeasurement Objectと測
定及び報告方法等を示すReporting configurationとを括り付けて管理するMeasID（Measu
rement identity）に関連付けて管理されており、ハンドオーバ時に、ハンドオーバ元の
基地局は、ハンドオーバ先の基地局にMeasIDのうち必要な情報を転送し、ハンドオーバ元
の基地局に保持されているMeasIDに含まれる変数であるVarMeasReportを削除する。移動
局は、ハンドオーバ時に、移動局内に保持されているMeasIDを削除する（非特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP TS 36.331 V9.2.0 (2010-03), "5.5 Measurement"
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＬＴＥ方式の後継の通信方式として、ＬＴＥ－Ａ（LTE-Advanced）方式が、３ＧＰＰで
検討されている。ＬＴＥ－Ａ方式では、キャリアアグリゲーション（Carrier aggregatio
n）が適用される。キャリアアグリゲーションが適用される場合、移動局は、同時に複数
のキャリア信号を用いて下りリンクの信号を受信でき、また、同時に複数のキャリア信号
を用いて上りリンクの信号を送信できる。また同一の基地局配下であれば、異なるセクタ
のキャリアも同様に利用可能である。キャリアアグリゲーションが適用される場合の各キ
ャリアは、コンポーネントキャリア（ＣＣ：Component Carrier）と呼ばれる。
【０００７】
　複数のコンポーネントキャリアは、メインのキャリアであるプライマリコンポーネント
キャリア（ＰＣＣ：Primary Component Carrier）と、それ以外のセカンダリコンポーネ
ントキャリア（ＳＣＣ：Secondary Component Carrier）とに分類される。プライマリコ
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ンポーネントキャリアとして割り当てられた基地局の該当セクタは，主セル或いはプライ
マリセル（Pcell：Primary Cell）と呼ばれ、セカンダリコンポーネントキャリアとして
割り当てられた基地局の該当セクタは、副セル或いはセカンダリセル（Scell：Secondary
 Cell）と呼ばれる。
【０００８】
　このように、複数のコンポーネントキャリアが用いられる場合、移動局の移動に伴い、
移動局に割り当てられたPcellやScellに変更が発生する。移動局の移動によって、Pcell
のみに変更が発生する場合や、Scellのみに変更が発生する場合や、双方に変更が発生す
る場合がある。
【０００９】
　このようにPcellやScellに変更が発生する毎に、基地局及び移動局内に保持されている
全ての測定結果を含む情報（MeasID）を初期化することになると、変更が発生していない
コンポーネントキャリアに対する測定情報も初期化され、移動局での測定処理及び基地局
での測定結果受信処理が増加する。
【００１０】
　本発明は、複数のコンポーネントキャリアが用いられる場合、移動局での測定処理及び
送信処理の低減、基地局での測定結果受信処理の低減を実現することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の基地局は、
　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する基地局であって、
　移動局から受信環境の測定結果を受信する測定結果受信部と、
　受信した測定結果に基づいて、移動局に割り当てられた主セルまたは副セルに変更が発
生するか否かを判断する判断部と、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの移動局から得
た受信環境の測定結果を含む情報を初期化する初期化部と、
　を有し、
　移動局から受信する副セルのコンポーネントキャリアの測定結果において、その測定結
果の算出に主セルのコンポーネントキャリアとの差分が用いられる場合、
　前記初期化部は、主セルの変更に伴って、主セルに対応するコンポーネントキャリアの
測定結果を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルに対応するコンポーネントキャ
リアの測定結果を含む情報をも初期化することを特徴とする。
【００１２】
　本発明の移動局は、
　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する移動局であって、
　主セルまたは副セルの変更情報を受信する変更情報受信部と、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの受信環境の測
定結果を含む情報を初期化する初期化部と、
　を有し、
　副セルのコンポーネントキャリアの測定結果の算出に主セルのコンポーネントキャリア
との差分が用いられる場合、
　前記初期化部は、主セルの変更に伴って、主セルのコンポーネントキャリアの測定結果
を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルのコンポーネントキャリアの測定結果を
含む情報をも初期化することを特徴とする。
【００１３】
　本発明の測定結果情報制御方法は、
　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する基地局における測定結果情報制御方法
であって、
　移動局から受信環境の測定結果を受信するステップと、
　受信した測定結果に基づいて、移動局に割り当てられた主セルまたは副セルに変更が発
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生するか否かを判断するステップと、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの移動局から得
た受信環境の測定結果を含む情報を初期化するステップと、
　を有し、
　移動局から受信する副セルのコンポーネントキャリアの測定結果において、その測定結
果の算出に主セルのコンポーネントキャリアとの差分が用いられる場合、
　前記初期化するステップは、主セルの変更に伴って、主セルに対応するコンポーネント
キャリアの測定結果を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルに対応するコンポー
ネントキャリアの測定結果を含む情報をも初期化することを特徴とする。
【００１４】
　本発明の測定結果情報制御方法は、
　複数のコンポーネントキャリアを用いて通信する移動局における測定結果情報制御方法
であって、
　主セルまたは副セルの変更情報を受信するステップと、
　変更が発生する主セルまたは副セルに対応するコンポーネントキャリアの受信環境の測
定結果を含む情報を初期化するステップと、
　を有し、
　副セルのコンポーネントキャリアの測定結果の算出に主セルのコンポーネントキャリア
との差分が用いられる場合、
　前記初期化するステップは、主セルの変更に伴って、主セルのコンポーネントキャリア
の測定結果を含む情報を初期化すると共に、関連する副セルのコンポーネントキャリアの
測定結果を含む情報をも初期化することを特徴とする。

【発明の効果】
【００１５】
　本発明の実施例によれば、複数のコンポーネントキャリアが用いられる場合、移動局で
の測定処理及び送信処理の低減、基地局での測定結果受信処理の低減が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】移動局に割り当てられたPcellまたはScellに変更が発生することを示す図
【図２】本発明の実施例に係る基地局のブロック図
【図３】本発明の実施例に係る移動局のブロック図
【図４】本発明の実施例に係る基地局における測定結果制御方法のフローチャート
【図５】本発明の実施例に係る移動局における測定結果制御方法のフローチャート
【図６】本発明の実施例に係る移動局における測定結果送信方法のフローチャート
【図７】本方式で用いられるMeasIDの内容を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施例では、キャリアアグリゲーションにより、複数のコンポーネントキャリ
アが用いられる。移動局は、コンポーネントキャリアの受信環境を測定し、受信環境の測
定結果（Measurement Report）を基地局に通知する。例えば、受信環境の測定結果を含む
情報は、移動局内でMeasIDに関連付けて管理される。
【００１８】
　基地局は、移動局から受信環境の測定結果（Measurement Report）を受信する。例えば
、受信環境の測定結果を含む情報は、基地局内でMeasIDに関連付けて管理される。基地局
は、受信した測定結果に基づいて、移動局に割り当てられたPcellまたはScellに変更が発
生するか否かを判断する。例えば、移動局に割り当てられたPcell及び少なくとも１つのS
cellに変更が発生するか、移動局に割り当てられたPcellのみに変更が発生するか、移動
局に割り当てられた少なくとも１つのScellのみに変更が発生するかを判断する。基地局
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は、変更が発生するPcellまたはScellに対応するコンポーネントキャリアの測定結果を含
む情報（MeasID）を初期化する。そして、基地局は、PcellまたはScellの変更情報を移動
局に通知する。
【００１９】
　移動局は、基地局からPcellまたはScellの変更情報を受信し、変更が発生するPcellま
たはScellに対応するコンポーネントキャリアの測定結果を含む情報（MeasID）を初期化
する。
【００２０】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２１】
　図１は、移動局に割り当てられたPcellまたはScellに変更が発生することを示す図であ
る。図１（Ａ）に、移動局が移動する様子を示す。それぞれ２つのコンポーネントキャリ
ア（ＣＣ１、ＣＣ２）を用いる３つの基地局（ｅＮＢＡ、ｅＮＢＢ、ｅＮＢＣ）が存在す
る。これらのコンポーネントキャリアによりカバーされるセルを移動局が移動すると、移
動局に割り当てられたPcellやScellに変更が発生する。
【００２２】
　図１（Ｂ）に、移動局の移動に伴い、PcellまたはScellに変更が発生する様子を示す。
位置Ｐ１では、移動局は、基地局ｅＮＢＡのコンポーネントキャリアＣＣ１のカバーする
セルに存在する。このため、コンポーネントキャリアＣＣ１をプライマリコンポーネント
キャリア（ＰＣＣ）としてプライマリセル（Pcell）に割り当てる。コンポーネントキャ
リアＣＣ２の受信環境は悪いため、移動局は、セカンダリコンポーネントキャリア（ＳＣ
Ｃ）をセカンダリセル（Scell）として割り当てない。移動局が位置Ｐ２に移動し、コン
ポーネントキャリアＣＣ２の受信環境が良くなると、コンポーネントキャリアＣＣ２をセ
カンダリコンポーネントキャリアとしてScellに追加する。
【００２３】
　移動局が位置Ｐ３に移動する過程で、コンポーネントキャリアＣＣ２の受信環境がコン
ポーネントキャリアＣＣ１の受信環境より良くなると、プライマリコンポーネントキャリ
アとセカンダリコンポーネントキャリアを入れ替え、コンポーネントキャリアＣＣ２をPc
ellに割り当て、コンポーネントキャリアＣＣ１をScellに割り当てる。移動局が位置Ｐ３
に移動し、コンポーネントキャリアＣＣ１のセクタ間を移動すると、セカンダリコンポー
ネントキャリアＣＣ１を入れ替えてScellに割り当てる。
【００２４】
　移動局が位置Ｐ４に移動する過程で、コンポーネントキャリアＣＣ１の受信環境がコン
ポーネントキャリアＣＣ２の受信環境より良くなると、プライマリコンポーネントキャリ
アとセカンダリコンポーネントキャリアを入れ替え、コンポーネントキャリアＣＣ１をプ
ライマリコンポーネントキャリアとしてPcellに割り当て、コンポーネントキャリアＣＣ
２をセカンダリコンポーネントキャリアとしてScellに割り当てる。更に、移動局が位置
Ｐ４に移動する過程で、コンポーネントキャリアＣＣ２の受信環境が悪くなると、コンポ
ーネントキャリアＣＣ２をScellから削除する。
【００２５】
　移動局が位置Ｐ４に移動すると、基地局ｅＮＢＢのコンポーネントキャリアの受信環境
が良くなるため、移動局は、基地局ｅＮＢＡから基地局ｅＮＢＢにハンドオーバする。移
動局は、基地局ｅＮＢＢのコンポーネントキャリアＣＣ１及びＣＣ２を用いることができ
、コンポーネントキャリアＣＣ２の受信環境がコンポーネントキャリアＣＣ１の受信環境
より良いため、コンポーネントキャリアＣＣ２をプライマリコンポーネントキャリアとし
てPcellに割り当て、コンポーネントキャリアＣＣ１をセカンダリコンポーネントキャリ
アとしてScellに割り当てる。
【００２６】
　移動局が位置Ｐ５に移動し、コンポーネントキャリアＣＣ２の受信環境が悪くなると、
コンポーネントキャリアＣＣ１をプライマリコンポーネントキャリアとしPcellに割り当
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て、Scellは削除する。
【００２７】
　移動局が位置Ｐ６に移動すると、基地局ｅＮＢＣのコンポーネントキャリアの受信環境
が良くなるため、移動局は、基地局ｅＮＢＢから基地局ｅＮＢＣにハンドオーバする。移
動局は、基地局ｅＮＢＣのコンポーネントキャリアＣＣ１を用いることができるため、コ
ンポーネントキャリアＣＣ１をプライマリコンポーネントキャリアとしてPcellに割り当
てる。
【００２８】
　なお、コンポーネントキャリアの変更は、基地局が予め指定した測定及び報告方法や閾
値等のパラメータに従って移動局が受信環境を測定し、測定結果を基地局に通知し、基地
局がPcellおよびScellの変更を判断する。
【００２９】
　このように、移動局の移動に伴い、PcellおよびScellに変更（追加・変更・削除）が発
生する。具体的には、以下の場合が存在する。
（１）基地局間ハンドオーバにより、移動局に割り当てられたPcellまたはScellに変更が
発生する場合（図１（Ｂ）における基地局間ＨＯ等）
（２）同一基地局内で移動局に割り当てられたPcell及び少なくとも１つのScellに変更が
発生する場合（図１（Ｂ）におけるPcellとScellの入れ替え、Pcellの入れ替え等）
（３）同一基地局内で移動局に割り当てられたPcellのみに変更が発生する場合
（４）同一基地局内で移動局に割り当てられた少なくとも１つのScellのみに変更が発生
する場合（図１（Ｂ）におけるScellの入れ替え、Scellの削除等）
　このようなPcellまたはScellの変更毎に、基地局は、測定及び報告方法や閾値等のパラ
メータ（RRC Connection Reconfiguration）を移動局に通知する。
【００３０】
　本発明の実施例では、PcellまたはScellに変更が発生する場合、基地局及び移動局内で
管理されている測定結果を含む情報（MeasID）を全て初期化するのではなく、変更が発生
するコンポーネントキャリアの測定結果を含む情報（MeasID）を初期化する。
【００３１】
　より具体的には、基地局は、移動局から受信した測定結果（Measurement Report）の内
容に応じて、初期化するMeasIDを選択し、対象となるMeasIDのみを初期化する。変更が発
生していないコンポーネントキャリアのMeasIDの情報は削除されない。Scellの追加のみ
が発生する場合にも、MeasIDの情報は削除されない。そして、基地局は、PcellまたはSce
llの変更情報を移動局に通知する。
【００３２】
　移動局においても、基地局から通知されたPcellまたはScellの変更情報に応じて、初期
化するMeasIDを選択し、対象となるMeasIDのみを初期化する。変更が発生していないコン
ポーネントキャリアのMeasIDの情報は削除されない。Scellの追加のみが発生する場合に
も、MeasIDの情報は削除されない。移動局は、RRC Connection Reconfigurationに従って
、コンポーネントキャリア毎に受信環境を測定し、測定結果（Measurement Report）を基
地局に送信する。なお、移動局は、Measurement Reportの送信時に、Pcell候補および複
数のScell候補の測定結果をまとめて送信してもよい。
【００３３】
　図１では、２つのコンポーネントキャリアのみが図示されているが、２つより多くのコ
ンポーネントキャリアが用いられてもよい。更に、セカンダリコンポーネントキャリアの
数は０又は１に限定されず、セカンダリコンポーネントキャリアの数は２以上でもよい。
例えば、図１においてコンポーネントキャリアＣＣ３が更に用いられ、コンポーネントキ
ャリアＣＣ２及びＣＣ３がScellとして移動局に割り当てられてもよい。なお、Pcellの変
更とは、Pcellの入れ替え若しくはハンドオーバのことを意味し、Scellの変更とは、Scel
lの入れ替え若しくはハンドオーバ、追加又は削除のことを意味する。
【００３４】
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　＜基地局及び移動局の構成＞
　次に、本発明の実施例に係る基地局について説明する。
【００３５】
　図２は、本発明の実施例に係る基地局のブロック図である。基地局１０は、Measuremen
t Report受信部１０１と、Measurement Report解析判断部１０３と、MeasID初期化部１０
５と、MeasID記憶部１０７と、ハンドオーバ（ＨＯ）処理部１０９と、コンポーネントキ
ャリア（ＣＣ）変更情報通知部１１１と、RRC Connection Reconfiguration情報通知部１
１３とを有する。
【００３６】
　Measurement Report受信部１０１は、移動局から受信環境の測定結果（Measurement Re
port）を受信する。Measurement Report受信部１０１は、Measurement Reportを受信する
と、該当するコンポーネントキャリアの測定結果を含む情報をMeasIDに関連付けてMeasID
記憶部１０７に保持する。
【００３７】
　Measurement Report解析判断部１０３は、受信した測定結果（Measurement Report）に
基づいて、移動局に割り当てられたPcellまたはScellに変更が発生するか否かを判断する
。より具体的には、Measurement Report解析判断部１０３は、（１）基地局間ハンドオー
バが発生するか否か、（２）同一基地局内で移動局に割り当てられたPcell及び少なくと
も１つのScellに変更が発生するか否か、（３）同一基地局内で移動局に割り当てられたP
cellのみに変更が発生するか否か、（４）同一基地局内で移動局に割り当てられた少なく
とも１つのScellのみに変更が発生するか否かを判断する。
【００３８】
　上記の通り、基地局では、MeasIDを用いて、移動局が利用可能なコンポーネントキャリ
アを管理している。Measurement Report解析判断部１０３は、MeasIDを利用して、Pcell
及びScellを移動局に割り当てるための判断をすることができる。
【００３９】
　MeasID初期化部１０５は、変更が発生するPcellまたはScellに対応するコンポーネント
キャリアの測定結果を含む情報（MeasID）を初期化する。
【００４０】
　Measurement Report解析判断部１０３が（１）基地局間ハンドオーバが発生すると判断
した場合、基地局間ハンドオーバによりハンドオーバ先の基地局で全てのコンポーネント
キャリアが新たに割り当てられるため、MeasID初期化部１０５は、移動局に割り当てられ
た全てのコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化する。
【００４１】
　Measurement Report解析判断部１０３が（２）同一基地局内で移動局に割り当てられた
Pcell及び少なくとも１つのScellに変更が発生すると判断した場合、MeasID初期化部１０
５は、変更が発生するPcell及びScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを初期
化する。例えば、Pcellの変更に伴い、関連してScellが変更する場合、MeasID初期化部１
０５は、これらのコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化する。移動局が複数のScell
を用いており、そのうちの一部のScellに変更が発生する場合、変更が発生するScellに対
応するコンポーネントキャリアのMeasIDのみが初期化され、変更が発生しないScellのMea
sIDは初期化されない。なお、Scellの変更を判断する際に、Pcellとして割り当てられた
コンポーネントキャリアとの差分（相対値）を利用することもできる。例えば、移動局で
の測定結果の算出において、Pcellのコンポーネントキャリアの受信品質（ＲＳＲＰ：Ref
erence Signal Received PowerやＲＳＲＱ：Reference Signal Received Quality）に対
する相対的なScell候補であるコンポーネントキャリアの受信品質を利用することができ
る。この場合、Pcellに割り当てたコンポーネントキャリアのMeasIDの初期化に伴い、Sce
ll候補のコンポーネントキャリアのMeasIDが利用できなくなる。従って、MeasID初期化部
１０５は、Pcellの変更に伴って、Pcellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを初
期化すると共に、関連するScell候補であるコンポーネントキャリアのMeasIDをも初期化
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する。なお、複数のScellが同時に変更されてもよい。
【００４２】
　Measurement Report解析判断部１０３が（３）同一基地局内で移動局に割り当てられた
Pcellのみに変更が発生すると判断した場合、MeasID初期化部１０５は、変更が発生するP
cellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化する。Scellには変更が発生し
ないため、ScellのコンポーネントキャリアのMeasIDは初期化されない。なお、Scellの変
更を判断する際に、Pcellとして割り当てられたコンポーネントキャリアとの差分（相対
値）を利用することもできる。例えば、移動局での測定結果の算出において、Pcellのコ
ンポーネントキャリアの受信品質に対する相対的なScell候補であるコンポーネントキャ
リアの受信品質を利用することができる。この場合、Pcellに割り当てたコンポーネント
キャリアのMeasIDの初期化に伴い、Scell候補のコンポーネントキャリアのMeasIDが利用
できなくなる。従って、MeasID初期化部１０５は、Pcellの変更に伴って、Pcellに対応す
るコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化すると共に、関連するScell候補であるコン
ポーネントキャリアのMeasIDをも初期化する。
【００４３】
　Measurement Report解析判断部１０３が（４）同一基地局内で移動局に割り当てられた
少なくとも１つのScellのみに変更が発生すると判断した場合、MeasID初期化部１０５は
、変更が発生するScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化する。Pcell
には変更が発生しないため、Pcellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDは初期化
されない。移動局が複数のScellを用いており、そのうちの一部のScellに変更が発生する
場合、変更が発生するScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDのみが初期化さ
れ、変更が発生しないScellのコンポーネントキャリアのMeasIDは初期化されない。
【００４４】
　例えば、MeasIDに含まれる変数であるVarMeasReportには、測定結果を含む情報（CellT
riggeredList、numberOfReportsSent等）が書き込まれている。PcellまたはScellが削除
される場合または入れ替え若しくはハンドオーバが実行される場合、MeasID初期化部１０
５は、VarMeasReportに書き込まれた情報をMeasID記憶部１０７から削除する。Pcellまた
はScellが削除されない場合またはPcellまたはScellの入れ替え若しくはハンドオーバが
実行されない場合、MeasID初期化部１０５は、このような測定結果を含む情報をMeasID記
憶部１０７から削除しない。なお、Scellの追加のみが発生する場合にも、MeasID初期化
部１０５は、このような測定結果を含む情報をMeasID記憶部１０７から削除しない。
【００４５】
　MeasID記憶部１０７は、測定結果を含む情報（MeasID）を記憶する。
【００４６】
　ＨＯ処理部１０９は、受信した測定結果に基づいてハンドオーバを実行する。なお、ハ
ンドオーバとは、基地局間ハンドオーバだけでなく、同一基地局内でPcellまたはScellを
変更することも意味する。基地局間ハンドオーバの場合には、ＨＯ処理部１０９は、ハン
ドオーバ先の基地局にMeasID記憶部１０７に保持されている情報のうち必要な情報を転送
してもよい。
【００４７】
　ＣＣ変更情報通知部１１１は、PcellまたはScellの変更（コンポーネントキャリアの変
更）を移動局に通知する。ＣＣ変更情報通知部１１１は、変更対象となるPcellまたはSce
llのみを通知してもよく、移動局に割り当てられたPcellまたはScellのリストを通知して
もよい。また、ＣＣ変更情報通知部１１１は、基地局間ハンドオーバが発生することを通
知してもよい。
【００４８】
　RRC Connection Reconfiguration情報通知部１１３は、測定及び報告方法や閾値等のパ
ラメータ（RRC Connection Reconfiguration）を移動局に通知する。RRC Connection Rec
onfigurationでは、受信環境の測定タイミングや測定結果の送信タイミング等が指定され
る。
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【００４９】
　次に、本発明の実施例に係る移動局について説明する。
【００５０】
　図３は、本発明の実施例に係る移動局のブロック図である。移動局２０は、RRC Connec
tion Reconfiguration情報受信・保持部２０１と、タイマー２０３と、受信環境測定部２
０５と、MeasID情報保持部２０７と、Measurement Report生成部２０９と、Measurement 
Report送信部２１１と、コンポーネントキャリア（ＣＣ）変更情報受信部２１３と、Meas
ID情報初期化部２１５とを有する。
【００５１】
　RRC Connection Reconfiguration情報受信・保持部２０１は、基地局から測定及び報告
方法や閾値等のパラメータ（RRC Connection Reconfiguration）を受信する。RRC Connec
tion Reconfigurationには、受信環境の測定タイミングや測定結果の送信タイミング等が
指定される。
【００５２】
　タイマー２０３は、受信環境の測定タイミングを受信環境測定部２０５に指示し、測定
結果の送信タイミングをMeasurement Report送信部２１１に指示する。
【００５３】
　受信環境測定部２０５は、基地局から受信したパラメータ（RRC Connection Reconfigu
ration）に従って、タイマー２０３で指示された測定タイミングにおいて、コンポーネン
トキャリア毎に受信環境を測定する。ここでは、受信環境という用語が用いられるが、受
信品質又は無線品質等の用語が用いられてもよい。例えば、受信環境測定部２０５は、コ
ンポーネントキャリア毎にリファレンス信号の受信品質（ＲＳＲＰ：Reference Signal R
eceived Power又はＲＳＲＱ：Reference Signal Received Quality）を測定してもよい。
受信環境測定部２０５は、コンポーネントキャリアの受信環境を測定すると、該当するコ
ンポーネントキャリアの測定結果を含む情報をMeasIDに関連付けてMeasID情報保持部２０
７に保持する。
【００５４】
　MeasID情報保持部２０７は、測定結果を含む情報（MeasID）を保持する。
【００５５】
　Measurement Report生成部２０９は、基地局から受信したパラメータ（RRC Connection
 Reconfiguration）に従って、受信環境の測定結果をMeasurement Reportの形式で生成す
る。Measurement Report生成部２０９は、受信環境の測定結果が所定の条件を満たす場合
に、Measurement Reportを生成してもよく、一定の周期でMeasurement Reportを生成して
もよい。更に、Measurement Report送信部２１１は、これらを組み合わせて、受信環境の
測定結果が所定の条件を満たす限り、一定の周期でMeasurement Reportを生成してもよい
。
【００５６】
　Measurement Report送信部２１１は、基地局から受信したパラメータ（RRC Connection
 Reconfiguration）に従って、タイマー２０３で指示された送信タイミングにおいて、受
信環境の測定結果（Measurement Report）を基地局に送信する。なお、Measurement Repo
rt送信部２１１は、受信環境の測定結果が所定の条件を満たす場合に、Measurement Repo
rtを報告してもよく、一定の周期でMeasurement Reportを送信してもよい。更に、Measur
ement Report送信部２１１は、これらを組み合わせて、受信環境の測定結果が所定の条件
を満たす限り、一定の周期でMeasurement Reportを送信してもよい。
【００５７】
　また、Measurement Report送信部２１１は、複数のコンポーネントキャリアのMeasurem
ent Reportをまとめて送信してもよい。例えば、（１）基地局間ハンドオーバが発生する
場合、Measurement Report送信部２１１は、Pcell候補であるコンポーネントキャリアのM
easurement Reportだけでなく、Scell候補のコンポーネントキャリアの候補のMeasuremen
t Reportも含めて送信してもよい。例えば、（２）同一基地局内でPcell及び少なくとも
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１つのScellに変更が発生する場合、Measurement Report送信部２１１は、Pcell候補であ
るコンポーネントキャリアのMeasurement Reportだけでなく、Scell候補であるコンポー
ネントキャリアのMeasurement Reportも含めて送信してもよい。例えば、（３）同一基地
局内でPcellのみに変更が発生する場合であっても、Scellのコンポーネントキャリアの測
定結果の算出にPcellのコンポーネントキャリアとの差分（相対値）が用いられる場合に
は、Measurement Report送信部２１１は、Pcellに対応するコンポーネントキャリアのMea
surement Reportだけでなく、Scell候補であるコンポーネントキャリアのMeasurement Re
portも含めて送信してもよい。例えば、（４）同一基地局内で複数のScellのコンポーネ
ントキャリアのみに変更が発生する場合、Measurement Report送信部２１１は、複数のSc
ellのコンポーネントキャリア候補であるMeasurement Reportをまとめて送信してもよい
。
【００５８】
　ＣＣ変更情報受信部２１３は、基地局からPcellまたはScellの変更情報（コンポーネン
トキャリアの変更情報）を受信する。PcellまたはScellの変更情報は、変更対象となるPc
ellまたはScellのみの情報でもよく、移動局に割り当てられたPcellまたはScellのリスト
でもよい。また、PcellまたはScellの変更情報は、基地局間ハンドオーバが発生すること
を示してもよい。
【００５９】
　MeasID情報初期化部２１５は、変更が発生するPcellまたはScellに対応するコンポーネ
ントキャリアの測定結果を含む情報（MeasID）を初期化する。
【００６０】
　コンポーネントキャリアの変更情報が（１）基地局間ハンドオーバが発生することを示
す場合、基地局間ハンドオーバによりハンドオーバ先の基地局で全てのコンポーネントキ
ャリアが新たに割り当てられるため、MeasID情報初期化部２１５は、全てのコンポーネン
トキャリアのMeasIDを初期化する。
【００６１】
　コンポーネントキャリアの変更情報が（２）同一基地局内でPcellのコンポーネントキ
ャリア及び少なくとも１つのScellに変更が発生することを示す場合、MeasID情報初期化
部２１５は、変更が発生するPcell及びScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasID
を初期化する。例えば、Pcellの変更に伴い、関連してScellが変更する場合、MeasID情報
初期化部２１５は、これらのコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化する。移動局が複
数のScellを用いており、そのうちの一部のScellに変更が発生する場合、変更が発生する
Scellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDのみが初期化され、変更が発生しないS
cellのMeasIDは初期化されない。なお、Scellの変更を判断する際に、Pcellとして割り当
てられたコンポーネントキャリアとの差分（相対値）を利用することもできる。例えば、
移動局での測定結果の算出において、Pcellのコンポーネントキャリアの受信品質に対す
る相対的なScell候補であるコンポーネントキャリアの受信品質を利用することができる
。この場合、Pcellに割り当てたコンポーネントキャリアのMeasIDの初期化に伴い、Scell
候補のコンポーネントキャリアのMeasIDが利用できなくなる。従って、MeasID情報初期化
部２１５は、Pcellの変更に伴って、Pcellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを
初期化すると共に、関連するScell候補であるコンポーネントキャリアのMeasIDをも初期
化する。なお、複数のScellが同時に変更されてもよい。
【００６２】
　コンポーネントキャリアの変更情報が（３）同一基地局内でPcellのみに変更が発生す
ることを示す場合、MeasID情報初期化部２１５は、変更が発生するPcellに対応するコン
ポーネントキャリアのMeasIDを初期化する。Scellには変更が発生しないため、Scellのコ
ンポーネントキャリアのMeasIDは初期化されない。なお、Scellの変更を判断する際に、P
cellとして割り当てられたコンポーネントキャリアとの差分（相対値）を利用することも
できる。例えば、移動局での測定結果の算出において、Pcellのコンポーネントキャリア
の受信品質に対する相対的なScell候補であるコンポーネントキャリアの受信品質を利用
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することができる。この場合、Pcellに割り当てたコンポーネントキャリアのMeasIDの初
期化に伴い、Scell候補のコンポーネントキャリアのMeasIDが利用できなくなる。従って
、MeasID初期化部１０５は、Pcellの変更に伴って、Pcellに対応するコンポーネントキャ
リアのMeasIDを初期化すると共に、関連するScell候補であるコンポーネントキャリアのM
easIDをも初期化する。
【００６３】
　コンポーネントキャリアの変更情報が（４）同一基地局内で少なくとも１つのScellの
みに変更が発生することを示す場合、MeasID情報初期化部２１５は、変更が発生するScel
lに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化する。Pcellには変更が発生しない
ため、Pcellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDは初期化されない。移動局が複
数のScellを用いており、そのうちの一部のScellに変更が発生する場合、変更が発生する
Scellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDのみが初期化され、変更が発生しないS
cellのコンポーネントキャリアのMeasIDは初期化されない。
【００６４】
　例えば、MeasIDに含まれる変数であるVarMeasReportには、測定結果を含む情報（CellT
riggeredList、numberOfReportsSent等）が書き込まれている。PcellまたはScellが削除
される場合または入れ替え若しくはハンドオーバが実行される場合、MeasID情報初期化部
２１５は、VarMeasReportに書き込まれた情報をMeasID情報保持部２０７から削除する。P
cellまたはScellが削除されない場合またはPcellまたはScellの入れ替え若しくはハンド
オーバが実行されない場合、MeasID情報初期化部２１５は、このような測定結果を含む情
報をMeasID情報保持部２０７から削除しない。なお、Scellの追加のみが発生する場合に
も、MeasID情報初期化部２１５は、このような測定結果を含む情報をMeasID情報保持部２
０７から削除しない。
【００６５】
　＜基地局及び移動局の動作＞
　図４は、本発明の実施例に係る基地局における測定情報制御方法のフローチャートであ
る。
【００６６】
　Measurement Report受信部１０１が移動局からMeasurement Reportを受信すると、Meas
urement Report解析判断部１０３は、Measurement Reportに基づいて、移動局に割り当て
られたPcell又はScellに変更が発生するか否かを判断する（Ｓ１０１）。
【００６７】
　より具体的には、Measurement Report解析判断部１０３は、（１）基地局間ハンドオー
バが発生するか否か、（２）同一基地局内で移動局に割り当てられたPcell及び少なくと
も１つのScellに変更が発生するか否か、（３）同一基地局内で移動局に割り当てられたP
cellのみに変更が発生するか否か、（４）同一基地局内で移動局に割り当てられた少なく
とも１つのScellのみに変更が発生するか否かを判断する。
【００６８】
　PcellまたはScellに変更が発生する場合、MeasID初期化部１０５は、変更が発生するPc
ellまたはScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを選択し、ＨＯ処理部１０９
は、PcellまたはScellを変更する（Ｓ１０３）。
【００６９】
　より具体的には、Measurement Report解析判断部１０３が（１）基地局間ハンドオーバ
が発生すると判断した場合、MeasID初期化部１０５は、移動局に割り当てられた全てのコ
ンポーネントキャリアのMeasIDを選択する。ＨＯ処理部１０９は、基地局間ハンドオーバ
を実行する。
【００７０】
　Measurement Report解析判断部１０３が（２）同一基地局内で移動局に割り当てられた
Pcell及び少なくとも１つのScellに変更が発生すると判断した場合、MeasID初期化部１０
５は、変更が発生するPcell及び少なくとも１つのScellのMeasIDを選択する。ＨＯ処理部
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１０９は、Pcell及び少なくとも１つのScellを変更する。
【００７１】
　Measurement Report解析判断部１０３が（３）同一基地局内で移動局に割り当てられた
Pcellのみに変更が発生すると判断した場合、MeasID初期化部１０５は、変更が発生するP
cellのコンポーネントキャリアのMeasIDを選択する。ＨＯ処理部１０９は、Pcellを変更
する。
【００７２】
　Measurement Report解析判断部１０３が（４）同一基地局内で移動局に割り当てられた
少なくとも１つのScellのみに変更が発生すると判断した場合、MeasID初期化部１０５は
、変更が発生する少なくとも１つのScellのコンポーネントキャリアのMeasIDを選択する
。ＨＯ処理部１０９は、少なくとも１つのScellを変更する。
【００７３】
　MeasID初期化部１０５は、選択されたMeasIDを初期化し、ＣＣ変更情報通知部１１１は
、PcellまたはScellの変更を移動局に通知する（Ｓ１０５）。より具体的には、MeasID初
期化部１０５は、削除されるコンポーネントキャリアのMeasIDをMeasID記憶部１０７から
削除する。
【００７４】
　図５は、本発明の実施例に係る移動局における測定情報制御方法のフローチャートであ
る。
【００７５】
　ＣＣ変更情報受信部２１３が基地局からコンポーネントキャリアの変更情報を受信する
と、MeasID情報初期化部２１５は、PcellまたはScellの変更情報に応じて、変更が発生す
るPcellまたはScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを選択する（Ｓ２０１）
。
【００７６】
　より具体的には、コンポーネントキャリアの変更情報が（１）基地局間ハンドオーバが
発生することを示す場合、MeasID情報初期化部２１５は、全てのコンポーネントキャリア
のMeasIDを選択する（移動局に割り当てられた全てのコンポーネントキャリアが削除され
るため）。
【００７７】
　コンポーネントキャリアの変更情報が（２）同一基地局内でPcell及び少なくとも１つS
cellに変更が発生することを示す場合、MeasID情報初期化部２１５は、変更が発生するPc
ell及び少なくとも１つのScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを選択する（
移動局に割り当てられたPcell及び少なくとも１つのScellのコンポーネントキャリアが削
除されるため）。
【００７８】
　コンポーネントキャリアの変更情報が（３）同一基地局内でPcellのみに変更が発生す
ることを示す場合、MeasID情報初期化部２１５は、変更が発生するPcellに対応するコン
ポーネントキャリアのMeasIDを選択する（移動局に割り当てられたPcellのコンポーネン
トキャリアが削除されるため）。
【００７９】
　コンポーネントキャリアの変更情報が（４）同一基地局内で少なくとも１つのScellの
みに変更が発生することを示す場合、MeasID情報初期化部２１５は、変更が発生する少な
くとも１つのScellに対応するコンポーネントキャリアのMeasIDを初期化する（移動局に
割り当てられた少なくとも１つのScellのコンポーネントキャリアが削除されるため）。
【００８０】
　MeasID情報初期化部２１５は、選択されたMeasIDを初期化し、受信環境測定部２０５は
、コンポーネントキャリアの測定を開始する（Ｓ２０３）。より具体的には、MeasID情報
初期化部２１５は、削除されるコンポーネントキャリアのMeasIDをMeasID情報保持部２０
７から削除し、追加されるコンポーネントキャリア（新たに利用するコンポーネントキャ
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リア）の受信環境を測定する。
【００８１】
　図６は、本発明の実施例に係る移動局における測定結果送信方法のフローチャートであ
る。
【００８２】
　図６のフローチャートの開始前に、受信環境測定部２０５が受信環境（ＲＳＲＰ又はＲ
ＳＲＱ等）を測定し、MeasIDをMeasID情報保持部２０７に保持しているものとする。所定
の報告タイミングで、Measurement Report生成部２０９は、受信環境測定部２０５で測定
された測定結果を確認する（Ｓ３０１）。
【００８３】
　Measurement Report生成部２０９は、受信環境の測定結果が所定の条件を満たすか否か
を判断する（Ｓ３０３）。例えば、Measurement Report生成部２０９は、測定結果から、
ヒステリシス等を考慮しても受信環境の良いコンポーネントキャリアがあるか否かを判断
する。
【００８４】
　受信環境の良いコンポーネントキャリアがある場合、Measurement Report生成部２０９
は、そのコンポーネントキャリアの情報をMeasurement Reportの形式で生成し、Measurem
ent Report送信部２１１はMeasurement Reportを基地局に送信する（Ｓ３０５）。Measur
ement Report送信部２１１は、複数のPcell候補および複数のScell候補のMeasurement Re
portをまとめて送信してもよい。図６のフローチャートでは、Measurement Report生成部
２０９及びMeasurement Report送信部２１１は、受信環境の測定結果が所定の条件を満た
す場合に、Measurement Reportを生成及び送信しているが、Measurement Report生成部２
０９及びMeasurement Report送信部２１１は、一定の周期でMeasurement Reportを生成及
び送信してもよい。また、Measurement Report生成部２０９及びMeasurement Report送信
部２１１は、受信環境の測定結果が所定の条件を満たす限り、一定の周期でMeasurement 
Reportを生成及び送信してもよい。
【００８５】
　次に、図７を参照して本方式で用いられるMeasIDについて詳細に説明する。図７に示す
MeasIDは、例えばＬＴＥ方式及びＬＴＥ－Ａ方式で用いられる。上記の通り、移動局によ
る測定結果を含む情報は、移動局及び基地局内でMeasIDに関連付けて管理される。MeasID
は、利用する周波数情報等を示すMeasurement Objectと測定及び報告方法を示すReportin
g configurationとを１対１の関係で結びつける。Measurement Objectには、オフセット
値やブラックリストセル等が設定されている。Reporting configurationには、受信環境
の測定方法及び測定結果の報告方法が設定されている。複数のコンポーネントキャリアを
用いる移動局には、複数のMeasIDが保持される。移動局は、MeasID単位でMeasurement Re
portを基地局に送信する。基地局は、Measurement Reportを受信すると、そのMeasuremen
t Reportに対応するMeasIDを更新する。このようにして、MeasIDは、移動局及び基地局内
で管理されてもよい。
【００８６】
　＜本発明の実施例の効果＞
　本発明の実施例では、PcellまたはScellに変更が発生する場合、基地局及び移動局内に
保持されている測定結果を含む情報（MeasID）を全て初期化するのではなく、変更が発生
するPcellまたはScellに対応するコンポーネントキャリアの測定結果を含む情報を初期化
する。従って、変更が発生しないPcellまたはScellに対応するコンポーネントキャリアの
測定結果を含む情報は削除されず、移動局での測定処理及び送信処理の低減、基地局での
測定結果受信処理の低減が可能になる。
【００８７】
　PcellまたはScellに変更が発生する場合に基地局及び移動局内に保持されている測定結
果を含む情報（MeasID）を全て初期化する方法では、移動局は、全てのコンポーネントキ
ャリアの受信環境を測定し、基地局に通知する必要がある。その結果、基地局から移動局
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が懸念される。
【００８８】
　一方、本発明の実施例によれば、変化が発生しないコンポーネントキャリアの測定結果
を含む情報は削除されないため、不要なMeasurement Reportの再処理や再通知等の不要な
処理を低減できる。例えば、Pcellの変更を伴わず、Scellの変更（追加・削除・セカンダ
リコンポーネントキャリアの入れ替え若しくはハンドオーバ等）が発生する場合には、プ
ライマリコンポーネントキャリアのMeasIDは初期化されない。このため、Pcellのコンポ
ーネントキャリアに関する測定結果は、以前の情報が利用でき、不要な処理を低減できる
。
【００８９】
　説明の便宜上、本発明の実施例に係る基地局及び移動局は機能的なブロック図を用いて
説明しているが、本発明は、ハードウェア、ソフトウェア又はそれらの組み合わせで実現
されてもよい。また、２以上の実施例及び変形例が必要に応じて組み合わせて使用されて
もよい。
【００９０】
　以上、本発明の実施例について説明したが、本発明は、上記の実施例に限定されること
なく、特許請求の範囲内において、種々の変更・応用が可能である。
【符号の説明】
【００９１】
　１０　　基地局
　１０１　Measurement Report受信部
　１０３　Measurement Report解析判断部
　１０５　MeasID初期化部
　１０７　MeasID記憶部
　１０９　ＨＯ処理部
　１１１　ＣＣ変更情報通知部
　１１３　RRC Connection Reconfiguration情報通知部
　２０　　移動局
　２０１　RRC Connection Reconfiguration情報受信・保持部
　２０３　タイマー
　２０５　受信環境測定部
　２０７　MeasID情報保持部
　２０９　Measurement Report生成部
　２１１　Measurement Report送信部
　２１３　ＣＣ情報受信部
　２１５　MeasID情報初期化部
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